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平成26年第７回白石町議会定例会会議録 

 

 会議月日  平成26年９月11日（第４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。 

     ７番  草 場 祥 則      ８番  片 渕 栄二郎 
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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 

 

        ９．久原房義議員 

         １．議員定数について 

         ２．佐賀空港への自衛隊オスプレイ配備計画に対して町としての 

           対応は 

         ３．ふるさと納税の積極的推進を 

 

        10．片渕 彰議員 

         １．ふるさと納税について 

         ２．ひとり暮らしや老人世帯の支援体制は 

 

        11．岩永英毅議員 

         １．町有財産の有効活用について 

         ２．町内企業の育成について 

 

        12．内野さよ子議員 

         １．生活困窮者支援法について 

         ２．公共施設等の総合管理計画の策定について 

         ３．杵島山地帯の土砂災害について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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、草場祥則議員、片

渕栄二郎議員の両名を指名いたします。 

 

日程第２ 

○白武 悟議長 

 日程第２、これより一般質問を行います。 
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 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。久原房義議員。 

 

○久原房義議員 

 おはようございます。 

 本日のトップバッターでの一般質問でございます。ただいま議長のほうから許可を

いただきましたので、始めさせていただきたいと思います。 

 きょうは９月11日でございます。ちょうど３年半ですね、３年６カ月前を思い浮か

べますと、東日本の大震災から３年半、ちょうどきょうで３年半ということでござい

ます。そしてまた、ことしはゲリラ豪雨で広島のほうでも非常に甚大な土砂崩れとい

うことで、尊い多くの犠牲者が出たと。そしてまた、今朝あたりのテレビを見ており

ますと、関東から北海道にかけて非常にまた集中的な豪雨で、いろいろ被害が出てお

るようでもございます。どうか本町についても被害のない町にということを常々願っ

ておるわけでございますけども、そういった面でも執行部の皆さんのひとつさらなる

御努力をお願いしたいというふうに思ってます。 

 きょうは一般質問に大きくは３点を取り上げております。 

 まず第１点は、議員の定数についてということでのお尋ねでございます。 

 この議員の定数につきましては、区長会の皆さんから平成24年８月に実は要望書を

いただいております。現在の18名の定数を16名ぐらいにしていただきたいというよう

なことでの要望でございます。ちょうど要望書をいただきましてから、25年１月が選

挙でございまして、非常に検討をする期間が非常に短うございました。そういう中で、

また住民の皆さんにもいろいろ周知をしなければいけないということで、非常に時間

的に非常に困難だということから今期に送ったという経緯がございます。そういう中

で、現在議会改革特別委員会を中心に、また全員協議会等でもいろいろ検討、あるい

は調査研究を重ねておる状況でございます。これ私どもの白石町議会に限らず、いろ

いろ他県からも私どものところにもよく議会の視察にもいただいておりますし、また

我々もいろんなところに出かけて、調査研究をやっておるところでございますが、言

われることは、どこも議員の定数を減らせ減らせということでの非常に住民皆さんか

らの要求が非常に高まっておるということでございます。そこら辺についての要因は

どういったものなのかなということを我々も十分かみしめながら今検討をやっておる

最中でございます。 

 ちょうど合併しましてから今10年目でございますけども、思い起こしますと、合併

前の旧３町においては、旧３町合わせて46名の実は議員がおられたわけでございます。

そして、合併と同時にその当時は人口２万から３万人の自治体は法定数で26名という

限度が設けてあったわけでございますけども、合併当初は26名の定数ということで、

合併協議でもなされました、決まっておりましたので、26名で新町の議員の定数が定

められたということで、そこで既に20名減員をしておるわけですね、旧町時代と比較

しますとですね。そしてまた、その後２期目になりまして、１期目の途中でいろいろ

検討をやりながら、議員の適正数というものを議会のほうで十分検討やった中で、最

終的には８名減じて、現在の18名ということで現在に至っておるわけでございますが、
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現在は平成23年４月でございますけども、自治法の実は改正がございまして、全て市

町村についても、県についても上限枠が撤廃をされたという経緯がございます。した

がって、各自治体でそれぞれ自分の自治体は自分のところで定数を決めなさいと、そ

ういう自主的な判断というものに委ねられた経緯等もございます。とかくどこも言わ

れることは、近隣の市町村の中で定数が減じられた、そういう報道がなされますと、

それじゃ、うちの町の議員も減らせというようなことがよく風潮として出てくるわけ

でございますが、私たちのいろいろ検討をやっております中での、きょうは手持ち資

料を実は差し上げております。県内の市町の人口に対しての定数がどうなのかという

ことを、市は別としましても、10町県内ございますけども、これは26年３月31日の住

民基本台帳の人口でございますけども、我が白石町は２万4,984名ということで、現

在の議員定数が18名ということでございますが、それじゃ、議員１人当たりの人口は

幾らになるかという数字がここに出ておりますように、白石町の場合は1,388名さん

当たりに１人の議員という形になっております。これは県内の町の10町の中では２番

目、議員１人当たりの人口が多いのは県内では２番目という位置づけになっておりま

す。一番議員１人当たりの人口が多いのはみやき町さんですね。これも以前は18名で

ございましたけども、今回の選挙からということで16名に実は改正をされております

が、そこが1,610名ということです。ちなみに議員１人当たり1,000人以下の町が５町、

５つの町がございます。そういうことで人口から見た議員の定数というのは白石町は

決して少ないほうではないと、上から２番目という位置づけでございます。それと、

いろいろ定数を議論する中で、それじゃ、その町の面積ですね、総面積がどのくらい

かという数字をここに出しておりますが、我が白石町は99.46平方キロということで、

10町のうちではもう断トツに広い面積を抱えておるということがここでうかがえるか

というように思っております。２番目は太良町の74.21平方キロでございますけども、

太良は御存じのように非常に山といいますか、ほとんどもう山が多いという地域で、

白石町とは全く逆の地域性があろうかというように思っております。そういうことで、

白石町は10町のうちでは一番広いと、しかも肥沃な農地を、広大な面積を抱えており

まして、非常に活発な生産活動が行われておると。また、広いがゆえにいろいろ先日

も水害対策ということで、末端のポンプ場なり樋管等をいろいろ調査をいたしました

けども、排水ポンプだけでも32カ所現有しておりますし、樋管はそれよりもっと多い

ということでございます。非常に低平地であるがためにそういった非常に湛水しやす

い町だと、そういう一つ一つそれぞれの町の特徴がいろいろございますけども、非常

に面積が広いと。 

 先日８月８日の日でございましたけども、鹿島市とみやき町の議会に実は視察に行

ってまいりました。みやき町さんについては２名削減をしてあったわけでございます

けども、率直な意見をお伺いしましたところ、本当の気持ちは余り減らさんほうがえ

えですよと、減らしたらいろんなことで支障がありますというようなことでございま

す。鹿島市さんもそうでございました。そういうことでございますが、ただみやき町

さんの面積を見てみますと、51.89平方キロということで、白石町の約半分程度の面

積ですね。それで、みやき町さん行ったときにお尋ねしましたところ、小学校は幾つ

ありますかということをお尋ねしたわけですが、小学校が４つ小学校がありますと、
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我が町はといいますと、小学校が８校ございます。そういうことで、やはり面積が約

半分なだけにやはり小学校も半分かなという印象を持ったわけでございますが、あと、

それじゃ年間のいわゆる予算、これは24年の決算額を出しておりますけども、我が白

石町には約126億円の予算でいろんな事業をやっておるということでございますが、

これも10町の中では断トツに多い予算といいますか、規模が非常に大きい予算になっ

ております。小さい町としましたらもう何倍という大きな予算額でございますが、そ

ういう中で議員はそれぞれ活動をやっておるわけでございますけども、それともう一

つ、予算額に対しての議会費ですね、よく議会費を削減しろという意見もございます。

その比較を県内10町で比較をしてみますと、白石町は総予算に対しての議会費が、こ

れは割合でございますけども、1.0％ということで、これは県内の町では一番割合と

しては低いと、低い比率になっております。総予算に占める議会費の割合の高いとこ

ろは、町名は申しませんけども2.2％という割合のところもございますし、あと2.1％、

２％という非常に議会費の占める割合というのが多い町もございますが、白石町は

10町の中では最低の比率になっておるという、そういったことをまず念頭に置きなが

ら、他の市町村と比較だけでは定数を決めるわけにはまいりませんけども、一つの参

考としてお目通しだけいただければというふうに思っております。 

 私どもが前の期に実は議会の基本条例、あるいは今期は議員の政治倫理条例を制定

をいたしたわけでございますけども、議会の基本条例の19条にございますけども、議

員定数を改正するに当たっては行財政改革の視点及び他自治体との比較だけではなく

ということですね、比較だけではなく、町政の現状及び課題並びに将来の予測及び展

望を十分に考慮し、決定するものとするという基本条例の中にございます。これにの

っとって我々は今検討をやっておる最中でございますけども、ただこれは議員定数を

決める、最終的な決定は今議会ということになりますけども、ただ提案権は議会だけ

ではございません。町長が提案することもありますし、また住民からの直接請求によ

る提案もあります。そういう３つのいわゆる提案権があるわけでございますけども、

そういった中で町長として、この議会だけで議論をして、議会が出さなきゃいかんと

いうことでもないわけですね。そうしてもいいわけですけども、町長のほうで提案を

されても、提案権がございますので、提案をされてもいいし、あるいはまた住民発議

といいますか、住民請求による提案もございます。この３つの方法がございますけど

も、町長としてはこの件についていかがお考えなのか、見解をお尋ねしたいと思いま

す。 

 

○田島健一町長 

 久原議員からの議員定数について町長の考えはいかがかという御質問でございます。 

 この議員定数問題につきましては、議会改革特別委員会、また全員協議会で調査検

討をいただいてるというところでございます。市町村議会の議員定数につきましては、

先ほど議員からも言われましたけども、地方自治法の91条の規定によりまして条例で

定めることになっております。そういうことで、本町においては先ほどの御紹介があ

りましたけども、白石町議会基本条例の中の19条のほうに示されてるところでござい

ます。この条例の提案権については、議員側、執行部側、双方が有していることには
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なりますけども、私の見解といたしましては議員の皆さん方が住民の意見を聞きなが

ら適切な定数を定めていくことが地方自治法の本旨に沿うものではないかというふう

に考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○久原房義議員 

 町長のお考えはわかりました。議会のほうで十分検討をしてやっていただきたいと

いうような見解でございますが、ただ現在の18名が果たして多いものなのか、適正な

数字なのか、そこら辺での見解はいかがなもんでしょう。 

 

○田島健一町長 

 ただいま議員からの質問の中に資料等々で御説明がございました。他市町との比較

等々もございました。いわゆる私、これは町長としてじゃなくて、住民の立場からと

しても申し上げますと、やはり議員定数というのを今議論していただいておりますけ

ども、18名がいいか悪いか、16名がいいか悪いかというのは町民の皆さん、さらに議

員の皆さんたちの中でメリット、デメリットがどういうものがあって、これはもう今

後の、先ほど条例の中に19条の中に書いてございますように町政の現状、課題、将来

の予測、展望、こういったものを踏まえて議会のほうで決めていただくのが、先ほど

言いましたように本旨ではないのかなというふうに思っているところでございます。 

 

○久原房義議員 

 実は昨年の８月でしたか、実は福岡のほうでセミナーがございまして、そこに特別

委員会で参加をさせていただいたわけですが、いわゆる議員の定数と報酬についてと

いう講演でございましたけども、そのときの講演を思い浮かべますと、いわゆる議会

改革というのはこういうことですよということをはっきり言われたんですけども、と

かく議会改革は議員を減ずることだということで非常に錯覚をされておる向きが非常

にあるということを講師の方は強く言われたわけでございます。本来の議会改革とい

うのは、いわゆる情報の公開とか、あるいは議会の活性化、そういったものを十分図

ることが議会改革ですよと、つまり住民の皆さんからの負託に十分応え得る機能を議

会として改革をやっていくべきじゃないでしょうかということを力説をされた記憶が

ございます。さらには、議員を減らすことは結果的に住民の皆さんの不利益につなが

りますよと、多少の議会費の節約にはなるかもわからんけども、結果的には住民の意

見、要望、あるいは地域全体を見渡す、そういった議員を減らすことによって結果的

に住民の皆さんに不利益を与えることになりますよと、さらにはそういったことが町

勢の発展にとってもマイナスになりますよということを強く言われたところでござい

ます。よくよく考えますと、これは財政の問題もございますし、また人口の減少とい

うこともございます。そういうことも十分財政の問題、あるいは人口の減少の問題、

そういったことも我々は十分加味しながらやっていかなくてはいけないわけです。さ

らには、先ほど町の面積をちょっと申し上げましたけども、我が本町にはこの町の面

積には入らないいわゆる海のほうでもいろんな漁業を営んでおられる方もたくさんい
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らっしゃいますし、恐らく漁場の面積までこれ町の面積に加えれれば、相当なまた面

積になろうかなと、そういう思いもございます。そういうことで、陸地だけじゃなく

て海のほうも含めた中でのいろんな産業の振興を初め、いろんなことを考えていかな

くてはいけないというふうに思うわけでございまして、なかなか非常に難しい問題で

はございますけども、私どもも十分に研究をしながら、今までもいろんな形で意見を

実は拝聴いたしております。議会でやっております議会報告を兼ねて、いわゆる10名

以上のお集まりであれば、議会のほうからチームを組んで議会の報告を初め、また住

民皆さんの意見を聞く場ということで出前講座を実は開催を、取り組みをやっており

ますけども、その中でもいろいろ投げかけを実はやってきております。議員の定数に

ついてどうお思いでしょうかというお尋ねなり意見をやっておるわけですが、これも

賛否両論ございまして、減らしたほうがよかばいと言われる方ももちろんいらっしゃ

いますし、これだけ広い白石町で、いや、これ以上減らしたら、本当に手が行き渡る

だろうかと、そういう心配をされて、いや、もうこれ以上減らしたらいかんばいと言

われる方もいらっしゃいます。あるいは、そのほかとして前回がたまたまといいます

が、議員の選挙が無投票であったわけで、非常に立候補者が低調だったという結果に

なったわけでございますが、そういったことを見据えながら、何で立候補者が少ない

だろうかということの中で、一つは議員の報酬の面、今の報酬ではなかなか若い人が

なかなか出られんじゃろうといいますか、出にくいだろうと、そういう意見もありま

す。それともう一つは、議員の年金制度ですね、これが平成23年６月に廃止になりま

した。そういうことから特に若い人は職場までやめて議員に立候補するということな

んかはもう考えられないでしょうと、年金の廃止というのが、まだ多くの住民の方は

まだ議員年金のあろうもんということをよく言われる向きもございますけども、いや、

もう今はもう廃止になっておりますよということを申し上げれば、ああ、議員も年金

のなかね、そりゃ若もんの出にくかろうねというお話、返答が実は返ってまいります。

そういうこともございまして、なかなか立候補を思い立たれる方が前回は、たまたま

かもわかりませんけども、非常に少なかったということでございます。そこでちょっ

とお尋ねですけども、この議員年金の廃止になったことでかなりいわゆる公負担が、

もちろん現職議員の本人の掛金もないわけですけども、２分の１は自治体負担と、従

来はですね、そういうことでしたけども、廃止になったことでこの公負担がどのくら

い減ったのか、その辺、総務課長、おわかりでしたら。 

 

○百武和義総務課長 

 先ほど議員おっしゃったように地方議会議員年金制度が平成２３年６月１日をもっ

て廃止をされた関係での御質問でございますけども、議員年金制度があったころの町

の負担分はという御質問でございますけども、平成22年度の予算ベースの数字ですけ

ども、926万7,000円、926万7,000円となっておりました。 

 以上です。 

 

○久原房義議員 

 公負担の議員年金の掛金が926万円程度であったということで、現在はこれはもう



- 8 - 

ありませんのでゼロということですが、廃止になったことで自治体の負担はこれだけ

減ったという結果になっとるようですね。非常に定数問題というのは非常に悩ましい

問題ではございますけども、要望をいただいた区長会の皆さんにはせんだって、次の

改選の１年６カ月前には結論を出させていただきますということで実は返答をいたし

たところでございます。１年６カ月前ということは来年の６月までと、来年の６月定

例議会まで、早くなることもあるかもわかりませんけども、一応これもいつまでもだ

らだらというわけにもまいりませんので、来年の６月までにはいずれにしてもさらに

調査研究を進めながら、また住民の皆さんの意見も聞きながら最終的に結論を見出し

ていきたいというふうに考えておるところでございます。 

 ちょっと長くなりましたけども、この項は終わりたいと思います。 

 次の２項でございますけども、佐賀空港への自衛隊オスプレイ配備計画に対して町

としての対応はということでのお尋ねでございます。 

 このことにつきましては、新聞、テレビ等でいろいろ報道もなされておるわけでご

ざいますけども、我が白石町につきましても、佐賀空港の周辺自治体として町民皆さ

んへの影響なり、あるいは漁業に対しての影響、あるいは畜産に対しての影響、そう

いったことについて何らかの対応をするべきではないかというふうに実は思っておる

ところでございます。現在までは防衛省のほうから県議会、あるいは佐賀市議会等に

は説明があっておるわけでございますけども、地元の佐賀市川副町でもいろいろ対策

協議会を立ち上げられたという報道も聞いておるところでございます。私どもは特に

空港から、川副とか佐賀市からはちょっと離れておりますけども、ただ今までの経緯

として非常に実は迷惑をこうむった経験がございます。と申しますのは、平成16年７

月から就航しました夜間貨物便、この影響といいますか、非常に迷惑をこうむったと。

現在はことしの２月からでしたか、若干白石町上空を当然通っておりますけども、若

干航路が変更されたということで、以前のところは、以前夜間便が通っておったコー

スのところは最近は余り音のせんねという話が聞こえてまいりますし、変更後の新し

いコースのところはちょっと最近夜間便の音のしてちょっと夜目の覚めたりするとい

う話をよく聞くわけですね。それだけコースの近くというのはかなりやっぱり影響が

あるということですね。私のところも以前、前のコースのときはちょこちょこ目が覚

めておりました。最近は飛行コースが１キロから２キロ南のほうにコースが変わった

せいで、最近はもうほとんど夜中に起きるということはありませんけども、逆に新し

い現在のコースのところはそういうことで非常に夜中に目が覚めたりするという苦情

等もあってますように、果たしてこのオスプレイなり、またあわせて目達原駐屯地の

ヘリコプターが約50機ということでもございますし、そして一昨日の新聞でしたか、

９日の新聞には新しく防衛大臣になられた江渡防衛相が米軍オスプレイの訓練移転と

いうことで、この佐賀空港を米軍のオスプレイの訓練施設としても使っていきたいと

いうことを言われたわけですね。９月８日ですね。その前はいろいろ佐賀新聞でも県

民世論調査ということでいろいろされておりますけども、この陸上自衛隊のオスプレ

イについては容認される方が58％であったということです。ただ、米軍の利用につい

ては７割超の方が反対だということをこの世論調査の中で結果的に出てきてるわけで

すね。陸上自衛隊のオスプレイなりヘリコプターの使用ということについては、58％
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は、過半数は容認をされておるようでございますけども、いろいろこれにつきまして

は地元の活性化とか、あるいは沖縄の負担軽減とか、いろいろな理由があるようでも

ございますけども、我が、ただ町として賛成とか反対とか、そういうことではなく、

本町の住民の方なり、あるいは漁業あるいは畜産に本当に影響があるものなのか、な

いものなのか、そこら辺が皆目わからない状況でございますので、ぜひそういった意

味では住民皆さんに対しての説明会等を防衛省に要望をしながらやっていくべきじゃ

ないかというふうに思いますけども、その辺についての見解はいかがでしょう。 

 

○田島健一町長 

 久原議員の佐賀空港への自衛隊オスプレイ配備計画に対しての町の考え方というこ

とでございます。また、説明会の開催はどうするかというようなお話でございました。

皆さんも御承知のとおり昨今の報道では佐賀空港への自衛隊オスプレイ配備問題につ

いていろいろな記事が掲載をされているところでございます。この問題について周辺

自治体としての白石町に対しては防衛省からもまた県からも何ら正式なアプローチは

あってございません。これまでの情報によりますと、私たち県民が一番最初に正式に

知ったのは、小野寺防衛大臣が７月20日の日に2015年度から自衛隊に導入する方針の

新型輸送機オスプレイについて佐賀空港への配備を目指す意向を表明したことではな

いでしょうか。その後は去る７月28日の日に開催をいたしました有明佐賀空港夜間貨

物便基金運営協議会の折に県の空港担当者から、７月22日に武田防衛副大臣と古川知

事との会見の次第について、表敬議事録という形で紹介があった程度であります。こ

の件については一部議員の方も委員の立場で御同席をいただいておりましたので、御

承知かと思います。その後は九州防衛局長が県や市等に説明、さらに８月25日には小

野寺防衛大臣も県を訪れております。現在白石町においては夜間貨物便がもたらすと

ころの騒音対策、あるいは地域振興策として基金事業を展開しているところでござい

ますが、オスプレイが配備されることとなった場合の当町の産業や生活への影響等に

ついては、先ほども申し上げましたとおり当事者たる防衛省、また空港管理者である

佐賀県から何ら説明をいただいていない状況、すなわち判断する材料を持ち合わせて

いない状況でございますので、具体的な対応がとれない状況にございます。空港の管

理者である佐賀県、また所在地となる佐賀市、空港開設時に協定を締結されておりま

す福岡県の柳川市等においてはそれぞれの権限が存在することから、庁内に対策部門

を設置し、影響調査などを行っておられるようでございますけども、当町では現在の

ところそのような部署の設置は考えておりません。ただ、町民の生活や産業を守って

いくということが私の第一使命と考えておりますところから、今後は県や佐賀市、柳

川市及び近隣市町の動向に細心の注意を払いながら、言うべきことははっきりと申し

上げるという立場、スタンスで対応していく所存でございます。そういうことから現

在のところは説明会等々の開催等々についても全くの白紙というところでございます。 

 以上でございます。 

 

○久原房義議員 

 説明会等は白紙ということを申されたわけですが、むしろ県なり防衛省から白石に
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説明に来ますよと、そういうことは余り期待できないんじゃないかなと。ですから、

白石町のほうから説明をしてくださいと、こちらからむしろ説明を要求するべきじゃ

ないかなというふうに思いますけども、その辺はいかがでしょう。 

 

○田島健一町長 

 これも新聞でもいろいろと報道されておりますけども、まだまだ中身が見えないと

いう状況の中での動きが防衛省にしても、県のほうからもなされていないということ

につながってくるんじゃないかなというふうに思います。先日の９月定例県議会にお

ける知事発言によりますと、佐賀空港への自衛隊オスプレイ配備計画の不明確さを指

摘されております。引き続きしっかりした説明を求めていくというふうに述べられて

おります。そういったことから、私どもとしてもはっきりとしたことを防衛省なり県

のほうから説明を受けない限りは、ちょっと私たちも議会や町民の皆さんに説明する

材料を持たないということになっておるところでございます。そういうことで今般防

衛省の佐賀事務所も開設されたというような情報も聞き及んでおります。私どもとし

ては県また防衛省の出先機関の事務所、そういったところにやっぱり余り積極的にこ

ちらからというのもなんですけども、近隣の市町と連携をしながらいろんな情報の収

集に努めてまいりたいというふうに思います。 

 

○久原房義議員 

 どうか後手に回らんように、これは県なり地元の方がこれに同意をされたら、もう

こっちは全然結論が出た後にはなかなか物を言ってもなかなか効果がないと。ですか

ら、地元でも対策協議会を立ち上げられておりますし、説明ぐらいは別に、こちらが

同意するとか反対するとか、そういうことじゃなく、そういうことではなく、ただど

ういった、まず防衛省自体もまだはっきりしたあれがありませんけども、ただ現時点

なら現時点だけでもいいわけですよね。県議会とか、あるいは佐賀市議会とかに説明

をした内容でも結構です。また、我々もいろいろお尋ねをしたいこともありますし、

ですからそういうただ説明会ぐらいはそう町長消極的にならんで、余り県とか地元と

かに別に迷惑をかけることではないと思うんですよね。ただ、白石町を守っていく、

住民の皆さんを守っていく、あるいは産業に対しての影響は何か、住民の皆さんやっ

ぱり不安はあると思うんですよね。ですから、別に賛成とか反対とか、そういうこと

ではなく、本当に現状でわかる範囲で結構ですので、ぜひ、まずは我々の議会に対し

てでも結構ですし、あるいは駐在員の皆さんを交えての説明でも結構ですし、まずは

そこら辺から何らかのやっぱり直接お話を聞かないというと、なかなか我々も住民の

皆さんにどう説明していいかも全くわからんということですので、そういう機会をぜ

ひ町長のほうでつくっていただきたいと思いますが、再度お願いします。 

 

○田島健一町長 

 これまでの新聞報道によりましても計画は不明確であるとか、判断しようがないと

か、いろいろそういった情報しかないわけでございますけども、今議員言われました

ように結果がぴしっと明確になってからということじゃなくて、事前にまだわからな
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い状態であって、どういった動きがあるのかというのは知る権利あるのかなというふ

うに思います。客観的に見ましても議員からも言われますように、以前の、以前とい

いますか、現在の夜間便ですね、そういったこともございますので、やっぱり白石町

民は心配しているところもございます。佐賀空港と佐世保を結ぶ線上にも白石町はな

るのかなという気もいたします。そういったことから前もっての漠然とした説明でも

いいから説明に来てほしいということは県なり、県もわかりませんけども、防衛省に

も申し込みはしていきたいというふうに思います。 

 

○久原房義議員 

 ぜひ説明会の開催をお願いしておきたいというふうに思います。 

 時間も余りございませんけども、３項に移りたいと思います。 

 ふるさと納税の積極的な推進をということでのお尋ねでございます。 

 御案内のとおり合併による交付税の優遇措置も本年度で切れます。来年度からは暫

時交付税が減額されていくと、最終的には５年後には約12億円の交付税の歳入減とい

うことがもう予測がなされておるようでございます。そういった中で各それぞれの全

国の自治体、それぞれにいろんな創意工夫をしながら経費の節減あるいは財源の確保、

いろいろ取り組まれておるようでもございますけども、そういった中で特にふるさと

納税ですね、これは非常に効果的だというようなことも言われておりますが、県内の

各市町の実績の資料をいただいております。我が町は、ここは25年度は14件で275万

4,000円と、ここ６年間の中では74件で1,074万7,000円ということでございますので、

ここ年平均大体約12件程度のふるさとに対して寄附といいますか、応援をしていただ

いておるわけでございます。ただ、県内押しなべて見ますと、我が町も決して多いと

は決して言えない状況でございます。県内で突出しておりますのが玄海町さん、玄海

町さんは25年度だけでも9,901件のふるさと納税があっています。金額では２億

4,859万6,000円ということで、非常に莫大な件数と金額を玄海町さんはいただかれて

おりますけども、こういったところも非常にそれぞれのやはりやり方といいますか、

ただよく聞いておりますと、玄海町さんはお返しですね、いわゆる返礼に非常に魅力

を感じられてのふるさと納税が多いというようなことで言われております。先日もあ

る山形県の事例でしたけども、スイカの産地で、このふるさと納税をしていただいた

方にスイカをどんどん届けておるということで、非常にふるさと納税も非常にその町

は非常に多くいただいておられるようでございました。そういうことで、このふるさ

と納税についてはいろいろ創意工夫次第では多くの納税をいただけるのかなというふ

うに思いますので、そういった点での今後の取り組みをお願いしたいと思います。い

かがでしょう。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 ふるさと納税制度についての今後のどういった取り組みかというふうなことでござ

います。 

 ふるさと納税制度というのは平成20年に創設された制度でございます。納税という

言葉でございますけども、実質はふるさとや応援したい自治体への寄附を行うと、そ
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の寄附を税金の控除の対象にしますよというふうな制度でございます。実は昨日夕方

やったですかね、ある民法でこのふるさと納税の報道があっておりましたが、かなり

誤解を受けるような内容ではなかったかなと、私そういう感じで見ておりました。基

本的には先ほど申しました、いわゆる生まれ育ったふるさとを応援したいという、そ

ういう気持ちを寄附の形であらわしていただくというのが本旨ではないかなというふ

うに考えております。ただし、貴重な財源を御寄附いただけるわけですから、国とし

ましては税の偏在性のその対策というふうなことでもあります。じっとただ寄附をい

ただけるのを待っておくだけというのもちょっと寂しいというような感じがいたしま

すので、またこの税額の控除自体も今国のほうでは上限を１割をもう２割まで拡充を

したいとか、あるいは申告、これを真っすぐ受けた市町村から居住する市町村への連

絡等で申告をせんでいいようになそうとか、ちょっと今検討をされておられるようで

ございます。こういった新しい制度になりますと、なお一層こういった期待が持てま

す。白石町としましてもそこら辺に合わせて新たな制度を今検討をしているところで

ございます。基本的にはもう少し白石町の産品のＰＲに結びつくような、もう少しお

返しを拡充させてはとか、あるいはＰＲの方法についても、従来はいわゆる東京白石

会だとか、福富会だとか、そういった県人会だとか、そういったよその人を重点にＰ

Ｒをしておったものを、町内の世帯にもＰＲをして、そしてあなたの御兄弟、あなた

の御子息にもぜひ勧めていただきたいというような、そちらの方向からのＰＲを進め

ていきたいなというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○久原房義議員 

 ぜひ積極的な取り組みをお願いしておきます。財源のいわゆる確保という面で、今

回いわゆる平成25年度の決算の認定の審議をやるわけですが、その中で25年度はたば

こ税が、私もびっくりしましたけども、１億9,400万円のたばこ税の収入がございま

す。これも非常に貴重な財源だというふうに思っております。たばこを飲んでくださ

いとは決して言えませんけども、ただ町内にはいろいろたばこの販売店があるわけで

すが、町民の皆さんに白石町にたばこ税が入る店から購入をしてくださいと、白石町

内に店舗があっても、あるいは自販機があっても、他の市町村の方が設置なり、経営

をされておる場合は他の市町村にたばこ税が行ってしまうわけですね、白石町の町民

の方が買われても。ですから、町民の皆さんにそういった意味で白石町に入るたばこ

店からぜひ購入をお願いしますと、そうすれば、たばこ税の収入はもっともっと上が

るというふうに思っております。今１億9,400万円ですから、恐らくもう少しすれば

もう２億円以上になるということですので、これも非常にふるさと納税も大事ですけ

ども、これもそういった方法論をもうちょっと工夫をしていただいて、買ってる方は

ここはどうかなというのは知らんわけですね、なかなか、販売店でですね。ここは、

この店は白石町にたばこ税が入る店なのか、他の市町村に行くたばこ税の店なのか、

判別ができませんので、そこら辺も一工夫お願いしたいと思いますが、いかがでしょ

う。 
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○吉原拓海税務課長 

 たばこ税についての御質問でございます。 

 今小売店につきましては、白石町内にある小売店、例えばコンビニとかそういうも

のにつきましては、大体白石町に税金が入ってくるんじゃないかなと思っております。

ただ、危惧されるのは自動販売機でございます。自動販売機につきましては、やっぱ

り設置された方という方がどこに住所を構えておられるかというふうなことで税金が

そこの市町村に入っていきます。結構自動販売機を設置されておられる方、もとは小

売店をされて自動販売機も構えておられるという方が過去には多かったということで

ございますけど、今は実は高齢化というふうなことで、もう小売店はやめて自動販売

機だけというふうな形が多なってございます。そういうところにつきましては、どう

も他の市町の方が自動販売機の中身を我々に任せてくれないかというふうなことで、

そういう形でどうも自動販売機の部分が他の市町に流れているというふうなケースが

ございます。そういうなことがありますので、今たばこ小売組合と話をしながら、幾

らかはこの自動販売機がたばこの税収１億円幾らになっておりますというふうな形で

ステッカーを張ってもらっているところがございます。そういうようなことも今から

小売組合とお話をしながら、議員おっしゃられたとおり少しそういうふうなほうにも

改善を進めていきたいと思います。 

 以上です。 

 

○白武 悟議長 

 これで久原房義議員の一般質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

 10時45分から再開をいたします。 

10時31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。片渕彰議員。 

 

○片渕 彰議員 

 私は通告どおり大きく２点質問をさせていただきます。 

 先ほど前者の久原議員のほうでふるさと納税について、合併の特例債がなくなるん

じゃないかということも、こういうふうなふるさと納税についてもっと力を入れたら

どうかというようなことを引き継ぎまして、早速入りたいと思いますが、ふるさと納

税の納税の仕組みですね、申し込みとか納付方法とか、これ私聞かれたんですが、も

う失礼なことでちょっとよくわかりませんでしたので、わかりやすくひとつ説明をお

願いしたいと思います。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 ふるさとのために役立てたいというそんな町からの出身者の思いをかなえるために
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スタートされたふるさと納税の制度でございます。仕組みと申しますか、今の制度で

は寄附をした翌年度に確定申告をすることによって寄附額から2,000円を差し引いた

額が寄附した年の所得税と翌年の個人住民税から控除されるということになっており

ます。この税制については後ほど税務課長のほうから詳しく説明を申し上げると思い

ます。 

 まず、申し込みの方法等についてでございます。先ほど議員がおっしゃられたよう

に町外の県人会、ふるさと会とか、そういったところについてはパンフレット等を差

し上げて、またホームページにも掲載してＰＲをしているところでございますが、先

ほど前者のときも御答弁したように町内に対する広報がちょっと今まで少なかったと

いうふうに認識をしておりますので、今後は町内に対してもＰＲを進めていきたいと

思っております。 

 まず、寄附の、それでは寄附をしてみようかなということでそういったＰＲをもと

にというお考えをお持ちの方は、本人から寄附申込書という形で、ホームページにも

ございますけども、電話等でも結構ですので、そういった形で提出していただくこと

になります。事務局でそういった申し込みをしていただきますと、事務局で確認の後、

本人により寄附金を送金をしていただくと、寄附申込書を提出していただいて、そし

て本人から送金をしていただくということになります。その送金の方法についてでご

ざいます。送金は今白石町では４つの方法から選択をしていただくことにしておりま

す。まず、佐賀銀行や佐賀共栄銀行などの指定金融機関もしくは収納代理機関からの

納付、これにつきましては、本人さんがそういった機関で納付をしたいということで

申し出られますと、町から納付書という形で差し上げます。この納付書を使って納付

していただくと、手数料がかかりません。 

 次に、ほかの提携している以外の銀行から白石町の口座へ直接口座振り込みという

方法がございます。これの利用をしていただく場合はその銀行に対してのいわゆる口

座振り込みの手数料がかかります。 

 それから３番目に、郵便局、ゆうちょ銀行からの専用の振り込み用紙を利用して振

り込んでいただく方法、これも料金はかかりません。 

 そして、それぞれの金融機関じゃなくて、直接現金書留による送金をしていただく

という方法、もちろん現金書留でございますので、これについては郵便料金がかかる

ということになっております。 

 以上のような４つの方法の中から送金をしていただくという方法をとっております。

そして、送金が確認できますと、寄附者に対してお礼状とともに寄附金額のおおむね

１割相当で下限は2,000円で、多くても5,000円相当までというようなことで、それぞ

れの金額に応じたところで特産品をお礼として差し上げている状況でございます。中

身としましては、お米を中心にタマネギやレンコンなど、のりなど、そのときそのと

きの品物を基本的には町内の直売所にお願いをして、金額がこれくらいでお願いしま

すということで、そこで直売所の中で発送まで今していただいております。 

 大まかな流れは以上でございます。そして、寄附をしていただく方については、そ

の使用方法、いわゆる使途ですね、どういった使途にというふうなこともお尋ねをし

ております。そして、今後は納税制度をちょっと若干変更していきたいと考えており
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ますので、今後はこれに使いましたという、納税して使うのは翌年度の予算というこ

とになりますので、実際使ったときはかなり１年以上差が出てきますので、本人忘れ

とったよというふうなことにならないように予算編成で確定した段階で、できれば早

く、ありがとうございました、これに使わせていただきましたというふうなことでお

知らせができればというふうなことで今検討しております。 

 以上でございます。 

 

○吉原拓海税務課長 

 税務課のほうでふるさと納税をすることによる寄附金控除について簡単に説明いた

したいと思います。 

 国や地方公共団体、または特定の公共法人に寄附をされた場合申告を行うことで寄

附金控除という、税金の控除がございます。この中で都道府県や市町村に対して寄附

することを一般的にふるさと納税というふうなことで総称しております。税金とか概

要についての説明については、きょうお配りしておる資料についてで説明いたしたい

と思います。 

 まず１ページ目、表のほうでございますけど、制度の概要というふうなことで書い

ております。都道府県、市町村に対し寄附、ふるさと納税をすると、寄附金のうち

2,000円を超える部分について、一定の上限まで原則として所得税、個人住民税から

全額控除されるとなっております。この一定の上限というふうなことになりますけど、

もう一つポイントとなりますは、原則として所得税と住民税が課税されている方、そ

ういう方が税金の控除になるというふうなことです。 

 それから２番目に、控除を受けるためには寄附をした翌年に確定申告をすることが

必要。 

 それから３番目に、自分の生まれた故郷や応援したい自治体、当然自分の住んでお

られる自治体でも結構です、の自治体に対する寄附でも対象になるというふうなこと

です。ここに書いてある部分が一般的にどの市町村もホームページとかチラシの上で

書いておる部分です。ただ、実際は寄附されても当然所得税、住民税がかかっていな

い方は税金の控除に戻ってこないというふうなことになりますので、手続については

半分から下を見てください。 

 まず、この方ですけど、Ａ市に住んでおられるＢさんというふうなことで設定して

おります。そしてなおかつ、ふるさと納税ということでＡ市のＢさんが白石町に２万

円を寄附した場合、当然Ｂさんについては年収500万円の給与所得者、それと中学生

以下の子供２人、それから共働きの場合の４人世帯というふうなことで設定しており

ます。図のほうを見てもらいますと、寄附者Ｂさんですね、Ａ市に住んでおられる、

その方が①の白石町に２万円を寄附されますと、②のほうで受領書というふうなもの

が白石町がＢさんのほうに送られます。あともってお土産というふうな形で物産品も

あると思います。それから、Ｂさんは寄附をされた翌年確定申告を行います。③にな

ります。そのときは受領書を添付して確定申告を税務署に行います。そうすることに

よって４番目、④ですけど、寄附をした年の所得税から還付、1,800円が還付されま

す。それから、当然その間には税務署からＢさんはＡ市に住まれておりますので、Ａ



- 16 - 

市役所のほうに確定申告書が、５番、⑤になりますけど、写しが送られます。そうす

ることによって、⑥になりますけど、寄附をした翌年度の個人住民税から減額という

ふうなことで、約１万6,200円、合わせまして約１万8,000円ほどが税金の控除になる

というふうなことです。 

 次に、裏のほうをごらんください。ここにふるさと納税の控除額の計算というふう

なことで書いております。計算式はどうなりますかというふうなことでございますけ

ど、四角の中に書いております。①所得税、それから所得税につきましては、寄附金

から2,000円を引いた残りに所得税率５％から10％ございますけど、その分を掛けた

分が軽減されるというふうなことです。それから、②ですね、個人住民税の基本部分、

個人住民税につきましては２段階になっております。その分につきましては、同じく

所得税と同じように寄附金から2,000円を引いた残りに住民税の税率10％でございま

すので、10％を掛けた分が税額控除。それから次、③のほうに特例部分というふうな

ことで、同じく寄附金から2,000円を引いた残りに対しまして100％から基本分の10％

を引いて、それか所得税率の５％から40％ありますので、その分を引いた分を掛け算

しまして出てまいります。イメージとしましては、下の四角で書いとる部分を見てく

ださい。適用下限額と書いておりますけど、これが2,000円を超える部分が税金の控

除になりますというふれこみをしている分でございます。次の所得税、①ですね、そ

れがさっき①で申し上げた部分1,800円でございます。それから次に、個人住民税税

額控除基本分ですね、②の部分、その部分も当然この方は1,800円になられます。そ

れから、最後の大きい四角のほうになりますけど、個人住民税税額控除の特例部分で

すね、この部分につきましては、この方につきましては１万4,400円、合わせまして

四角のほうに所得税及び個人住民税と合わせた控除が１万8,000円が控除がされると

なっております。ただ、この中でイメージの四角の一番右側のほうですけど、赤の枠

の中で書いております。所得割額の１割を限度というふうなことで書いております。

この方につきましては、個人住民税の所得割が約22万円ぐらいかかると思われます。

その方についてはそこの部分が１割ですので、約２万2,000円が限度というふうなこ

とになります。特に今回政府はふるさと納税の拡充を2015年度の税制改正大綱で反映

させるというふうな話が出てまいっております。この部分がどこかと申しますと、さ

っき申し上げました所得割額の１割を限度とするというふうなことを、ここを２割に

拡充したらどうかというふうな話が参っております。それともう一つ、受領書を寄附

された場合市町村から直接お住まいの市町村に受領書を回す、そういうふうなことで

手続等が簡素になるというふうなことも今後検討されるというふうなことになってい

る見込みでございます。 

 以上、説明を終わります。 

 

○片渕 彰議員 

 税務課長にちょっとお尋ねですが、財源移譲ということで所得税と住民税が前の納

付の割合が変わりましたですね。先ほど言われたように所得税で５％、住民税が約

10％ですよということをした場合、控除イメージの例の下のほうですが、所得税の分

で２万円から2,000円引いて、これ掛けるの10％というの、この辺どういうことでし
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ょうか。ちょっとお尋ねですが。 

 

○吉原拓海税務課長 

 平成19年、所得税から税源移譲ということで住民税のほうとかかっております。も

とは所得税の最低税率が10％でございました。それが今５％になっております。ただ、

ここの中の計算式でこの四角のイメージの中の左から２番目、10％と書いております

けど、これが米印の１のほうに書いておるとおり、今５％から40％の範囲の中で所得

税が所得によって税率が変わってまいります。この方については10％の税率になって

いるということで想定して、ここ書いております。当然所得が今年収が500万円と書

いておりますけど、当然年収が300万円以下とか200万円ぐらいになれば、ここが５％

に変わってまいりますし、②は変わりませんけど、③の米印の１のところがまた率が

変わってまいります。一応そういうふうなことでございます。 

 

○片渕 彰議員 

 早速にですが、町長にお尋ねしたいんですが、このふるさと納税についての町とし

ての力の入れ方はどういうふうに思っておられるのか、ちょっとお尋ねします。 

 

○田島健一町長 

 ふるさと納税、当町においてもこれまでも皆さん方の御支援をいただいて御協力を

いただいて、他町に遜色ないようなふるさと納税をいただいているところでございま

す。しかしながら、昨今の各市町ではいろんなアイデアでもっともっと拡充されてい

るというところを踏まえまして、私もこの件については庁内の中にちょっと検討して

ほしいということで、既に動きをさせてるところでございます。私はやはりふるさと

納税、ふるさと納税と、いただく、いただくということございますけども、それもあ

りますけども、白石町の産物、これは米、タマネギ、レンコン、またのり、そしてま

た当町にもたくさんの牛、畜産農家もいらっしゃいますので、佐賀牛もあると思いま

す。そういったものを食材を主に食材をお返しするという形で、とにかく白石の産物

を売っていこう、白石をＰＲしていこう、それにふるさと納税も抱き合わせていこう

と。ふるさと納税、ふるさと納税ということを主にしなければいけないところではご

ざいますけども、やはり白石町をもっと知っていただく、そしてそれは白石町出身者

ばかりでなく、応援してくださる方もあろうかと思いますので、そういったことで、

広くやっていきたいなというふうに思っているところでございます。 

 

○片渕 彰議員 

 企画課長にお尋ねですが、これは平成20年からのふるさと納税ができたと思います

が、パンフレット等はこれいつぐらいにつくられたものか、お尋ねします。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 実はこの議会の前に全員協議会にパンフレット、リニューアルした分をお配りをし

ております。以前の分については、制度発足の当初からのパンフレットを作成して、
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そのまま使用しておりました。今回中身をちょっと変えましてつくったところでござ

います。 

 

○片渕 彰議員 

 こういう制度ができた時点ではＰＲの方法、早く言えば議会のほう全然知らなかっ

たということで、私たちも、この間友達の兄さんが千葉にいるということで、ふるさ

と納税をぜひともしたいということで、申し上げたら、電話をしてくださいぐらいで

終わってしまったということで、企画課長は４月からの課長の椅子に座られたんです

が、以前からこういうふうなのあったときにはどうして動くかというのは、職員さん

がやっぱり課の代表であれば、どういうふうにしてこのふるさと納税を少しでも皆さ

んに周知徹底して、こういうパンフレットもつくったというなら、その時点で、今か

らじゃなくて、その時点時点でどうしてできなかったものか、ちょっと不思議に思い

ますが、以前のことを企画財政課長に聞くのも申しわけないですけど、おわかりのと

ころがありましたら、ひとつ答弁をお願いします。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 ふるさと納税制度に対して我々の認識といいますか、外にばっかりちょっと目が向

いていた嫌いがあったのではないかなというところで反省をしております。いわゆる

町出身者で東京とかでなってる方が対象といったところで、そっちばかり目を向いて、

地元の町民の皆さんに広報して、そして町民の皆さんから先ほども申し上げたように

御兄弟だとか子供さんだとか、ぜひ白石町のためにあんたもしてくれんねというふう

な応援をいただく方向でもっとＰＲをすべきだったのかなというところで反省をして

おるところでございます。 

 

○片渕 彰議員 

 今東京有明会、私も出席しましたけど、いろいろ福富、白石会、大阪にもあります

ね。そういうとこに、この間東京に私たちお世話になりに行きましたけど、東京有明

会のほうですが、佐賀県のほうからも見えてＰＲ、これが佐賀県のパンフレットとい

うことで、これを何も持ってきてＰＲをされておりました。そこで副町長にちょっと

お願いですが、佐賀県の事務所に白石町のこのパンフレットを置くことができるかど

うかをちょっとお尋ねしたいと思いますが。 

 

○杉原 忍副町長 

 お尋ねの首都圏営業本部に置けるかということですけども、首都圏営業本部のほう

には多分各市町さん送ってらっしゃると思います。ただ、スペースの関係もございま

すので、全部をいっぱい置くというのはなかなか難しいこともあるのかなと思います。

ただ、うちの県のホームページ上をごらんになって、そこの県のふるさと納税のとこ

ろを開けますと、各市町のふるさと納税のところにリンクをしております。そういう

ことで、そちらもぜひ利用していただきたいと思います。 

 以上です。 
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○片渕 彰議員 

 ふるさと納税のインターネットで調べたら、ここに2014年お勧めふるさと納税特産

というのが載っておりますね。結構ＰＲを皆さんして、目を引くような、実際私たち

も白石町のために頑張らんといかんですけど、これを見たらふらふらっとして、そっ

ちに送ってみようかなというような実際するようなインターネット載っとるわけです

が、今後今町長言われたように特産物を送るという方法もあれでしょうが、だからと

いって都会に住んどってタマネギは20キロも送ってきたえということは、ちょっとど

うかなと思うし、継続的に例えばタマネギができたとき、また冷凍室へ置いて12月に

少し送るかとかですね、そういうのをされたほうが、何か肉とか気を引かれるような

ところがたくさんございます。それで、この納税の仕組みとして12月まで所得税とい

うのが、前年度の12月で確定申告をやるわけですけど、12月を過ぎたときにふるさと

納税をもらったら、なかなか控除の分が１年以上おくれるということになりますので、

できればなるべく12月ぐらいにもう一回送ってでも、もう一回促してとかですね、い

ろいろな方法をひとつ考えられて、お願いしたいと思いますが、その中でちょっとも

う一つ、白石牛というのがちょっと私どういう販路か、佐賀牛の一種と思いますが、

Ａコープで前は白石牛と書いてあったのを最近はちょっと余り見かけませんが、白石

牛の特産ということで売り出すことはできないかどうか、お願いしたいと思いますが。

産業課長、わかりますか。 

 

○赤坂隆義産業課長 

 ちょっと白石牛ということですけど、白石牛はＦ１交雑種といいましょうか、ああ

いう種類の牛肉だと思いますけど、ちょっと詳しくは知りません。 

 

○片渕 彰議員 

 誰か説明をできればお願いします。 

 

○田島健一町長 

 今産業課長が答弁したとおりでございまして、白石牛というのは和牛の牛じゃなく

て、ホルスと和牛との交雑種といいますかね、それをこちらでは白石牛と呼んでおり

ました。最近は多分少なくなったんじゃないかなということで、今出回ってる量もな

くなって、そのかわり今町内で肥育されている方はほとんど和牛、佐賀県産和牛とし

て佐賀牛に向けて頑張っていただいているというふうに思っております。 

 以上です。 

 

○片渕 彰議員 

 わかりました。 

 このふるさと納税で先ほども企画課長言われたように何かもらえたかけん納税する

んじゃないという本質はわかります。しかし、やっぱり人間欲がありますので、どう

してもこういうふうな納税お勧めとかというのにもぜひとも白石の物産のあれが載る
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ようにひとつしていただければと思っております。 

 それと、今町内にＰＲをするということで課長言われたんですが、職員さんたちの

意識としてどうかちょっとお尋ねしますが、ふるさと納税で、例えば職員さんにも家

族がいる、そういう人たちの協力というんですかね、そういう点はもう打ち合わせと

か皆さんに周知徹底をされてるかどうか、お尋ねします。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 職員に対して、家族に対して、ふるさと納税のＰＲというのはちょっとまだやって

いないところでございます。また、実は職員でもふるさと納税をする対象者というの

はおるんです。町外から来られる方は今現住所で納税をされておりますが、その分は

白石町にふるさと納税を活用していただくという方法もあるわけですね。その辺の制

度的なことも含めて職員にもぜひ言っていきたいというふうに考えております。ただ、

これも個人的なことでございますので、本人さんの意思というようなことになるかと

思います。 

 以上です。 

 

○片渕 彰議員 

 やっぱりこういうもんが一人でもたくさんの皆さんがその意識を持っていただけれ

ば、町民の皆さんの中でもやっぱり先ほど言われたように兄弟とか親類の人が都会に

出てるよと、やっぱりどうしてもふるさとというのはやっぱり遠くにおって思うもの

てあるように、ふるさと、私たちここにいつもいるからなかなか四季のこともわかり

ませんけど、遠くに出た人は本当ありがたかって、私もはがきでちょっとたまには関

東にいる人にはがきを出すんですが、そろそろ稲佐神社の秋祭りのあるですよとか、

米の収穫になりますよという季節のあれをしたとき、そういう表現を喜んでいただい

て、やっぱり心の中にはふるさとのことをずっと思っているんだと思っておりますの

で、こういうのを皆さんで取り上げていったら、ふるさと納税もたくさんな納税をい

ただいて、そしてまた最後にちょっとありますが、いろんな使い方を町もできるかと

思っておりますので、その件についてこれまだとらぬタヌキじゃないですけど、寄附

金が例えばたくさんになった場合、今200万円、これより５倍ぐらいになったとした

ら、町長としてどういうとこに使いたいとか、指定のがなかったと仮定したときです

ね、どういうとこにこういうのを使ってみたいと、こういうことでやってみたいとい

うのがありましたら、ひとつ町長にお願いします。 

 

○田島健一町長 

 基本的には先ほど議員言われるように指定をしていただきたいというふうに思って

るわけでございますけども、寄附される方も漠然とされる方も中にはいらっしゃるか

と思います。そういったときには私は子供たちのために、通常の一般会計の予算外で

そういった子供たちとか人づくりとか、どちらかといったら、そちらのほうに使いた

いなと。そのほかにはやっぱり白石町の文化であるとか芸能とか、そういった教育に

関連したやつがなかなか厳しい予算状況でございますので、そちらのほうで使わせて
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いただきたいなというふうに思っているところでございます。 

 

○片渕 彰議員 

 先ほど、前者久原議員も言われたようにたばこが２億円近くあるということで、ふ

るさと納税もその近くになるように個人的に祈っております。 

 では、次の２番に移らさせていただきます。 

 高齢者福祉計画、24年、26年の中で基本理念として高齢者が住みなれた地域で安心

して生き生きと暮らせるまちづくりを上げています。そこで、地域の支援体制の確立

はできているかどうか、お尋ねですが。 

 

○片渕敏久長寿社会課長 

 高齢者が地域の中にいらっしゃる高齢者の支援体制がきちんとできているかという

御質問でございますが、町のほうでは高齢者の皆さんが自分たちが今住んでいらっし

ゃるところ、そこで安全にまた安心して生活をしていただけるような環境づくりをち

ょっと目指しておりますが、その中で関係団体の協力を得ながら高齢者の見守りにつ

いては進めていくということを考えております。今現在は白石町高齢者見守りネット

ワーク協議会というものをちょっと設けておりまして、これにつきましては民生児童

委員さん、また駐在員さん、地域婦人会、あと社協ですね、それと在宅介護支援セン

ターの皆さん、それと老人クラブの連合会、商工会、また警察の方も最近ちょっと入

っていただきまして、このネットワーク連絡会というものをつくっております。それ

ぞれの立場から困ってらっしゃることとか相談を受けたこととか、そういう御意見等

をいただきながらそれぞれの組織の活動の中で高齢者の見守りというのをちょっとし

ていただくようにお願いをしているところでございます。 

 きちんとした体制ができているかということでございますが、高齢者の問題につい

てはやはり御近所の方とか、あるいは民生委員さんの方とか、そういう方々からやっ

ぱり問題事例が出たときに私どものほうに連絡が上がってまいります。その前にも地

元のほうでとかですね、あるいは例えば近くの方、あるいはケアマネジャーさんがつ

いていらっしゃるときにはそういう方がいろいろ努力をしていただいているんですが、

そこでやっぱりどうしても対応が難しくなってきたというときに問題として上がって

きますが、その場合にはケア会議という形で個別の関係者が集まって対応、協議をい

たしております。小さなところまではなかなかちょっと手が向いてないところがある

かと思いますが、そういうちょっと問題が起こったときに対応ができる体制というの

をちょっとつくっているところでございます。 

 

○片渕 彰議員 

 これ以前草場議員さんの一般質問の中にありましたように独居老人世帯が550戸世

帯ですね、高齢者のみの世帯が660世帯ということでありましたけど、かなりのひと

り暮らしの人がたくさんいらっしゃるなという気持ちでございます。そこで、福祉の

ほうじゃなくて、これ災害のことを考えた場合はどういう人がどこにいるか、その災

害の面で考えたときにそういう把握、老人世帯の把握ができているかどうか、総務課
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長のほうにお尋ねしたいと思いますが。 

 

○百武和義総務課長 

 災害時の要援護者のことについてのお尋ねというふうに思いますけども、これらの

要援護者の方の避難計画等につきましては、災害で一人の負傷者や犠牲者も出さない

ためにということで、平成20年度に災害時要援護者台帳を整備をいたしまして、お一

人お一人の避難支援計画を作成をいたしまして、平成21年度からはシステムを導入い

たしまして、台帳を整備して、避難支援対策のほうを進めております。この際の調整

については、もちろん民生委員さんの御協力をいただいております。今はずっと毎年、

年に１回は民生委員さんの御協力をいただきながら、その台帳の更新を行っておりま

すけども、現在約1,800名の方が登録をされているということでございます。この要

援護者の方々の避難につきましては、その調査の際に要援護者の方が援護を依頼され

ている方をお聞きいたしまして、そういった方を登録をしておりますけども、実際に

避難ということになれば、その状況に応じてになると思いますけども、援護を依頼さ

れた方にお願いするとか、それから地元の消防団にお願いするとか、また町の職員で

支援をするとか、そういった体制で臨むことにいたしているところでございます。 

 以上です。 

 

○片渕 彰議員 

 このお年寄りの皆さんですね、ひとり暮らし、特にですね、自分一人で生活をして

るというのはいろんなところで不自由を感じられているんじゃないかと思いますので、

そこで町としてのフォロー体制というんですか、そういうのは確立されてるのかどう

か、お尋ねしたいと思います。 

 

○片渕敏久長寿社会課長 

 ひとり暮らしでお住まいの高齢者等、困ってらっしゃる方のフォローということで

ございますが、まだ個別に町のほうが直接訪問をしてということはちょっと今現在や

っておりませんが、そこのところを訪問をして、状況を確認をしていただいているの

が民生児童委員の方々でございます。そういう訪問の中でこうこうこういう状況にあ

るよ、あるいはちょっと一人でいらっしゃるけども、認知症がちょっと出てらっしゃ

るみたいでお近くの方にちょっと迷惑をかけていらっしゃるみたいだとか、そういう

情報が入ってまいります。それを受けまして民生委員さん含め、介護の認定を受けて

らっしゃらない場合にはその介護保険での対応がいいのか、そのあたりも判断しなが

ら個別に今現在は対応させていただいているというところでございます。 

 

○片渕 彰議員 

 ちょっと関連するわけですので、ちょっと、前平成20年12月議会、秀島議員さんの

資料要求の中に宅配サービス利用件数調書というのをいただいております。これ21年、

22年、23年、24年というふうになっております。21年が７件、22年が10件、23年が５

件、24年は１件ということですが、25年はこの宅配サービスがあったかどうか、お尋
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ねしたいと思いますが。 

 

○渕上隆文住民課長 

 ただいま宅配サービスの実績ということで、21年から推移を述べさせていただいた

ところですけども、平成25年につきましては実績として３件ございます。死亡手続関

係が１件と、戸籍関係が２件ということの３件でございます。 

 以上でございます。 

 

○吉原拓海税務課長 

 税務課のほうでも所得証明、課税証明、資産証明あたりを宅配サービスいたしてお

ります。24年に１件、25年に１件今あっております。一応26年度についてはまだあっ

ておりません。 

 以上です。 

 

○片渕 彰議員 

 実は、私たち先ほど久原議員も言いましたとおり議会のほうで出前講座というのを

４班に分けてやっておるわけですが、この間老人会のほうに出席して話を聞いたとき

に、ひとり暮らしの老人の方が言われたのは、書類の書き方がわからんということで

役場のほうに電話したですもんねと、役場のほうに電話したら、どうぞ出てきてくだ

さいということで、出ていって、親切には教えてくれましたということですが、この

システム、この地域でいろんな民生委員さんいろんなことがある中で、これ誰か見に

行ってこの書き方なんかこうですよって言えばよかったんじゃないかと、わざわざ年

金生活だと思いますが、そういう厳しい中で、幾らいこカーを使っても往復600円で

すね、ですからそういうときにはこの宅配サービスができるなら、ほとんどの職員さ

んたちはいろんな地域に住まれておりますので、この横の連絡をとって、あそこちょ

っと見に行ってくれんかな、多分この件で配布してからもう１年もなってから聞くひ

とはおらんけんですよ、そういう意味で宅配サービスができるなら、帰りにちょっと

寄って、おばちゃん、どがんことね、わからんならというて見てもらったら大体わか

ると思うんですもんね。ですから、そういうサービスができないものかですね。以前

から、町長、予算も少なくなる、その分我々も汗をかいて知恵を出してというような

ことを再々言われておりますが、その点について町長にお尋ねですが、この件はどう

いうふうに思われるか、お尋ねします。 

 

○田島健一町長 

 議員おっしゃるとおり役場職員というのは住民さんあっての職員でございます。住

民サービスというのは常に心がけとかにゃいかんというふうに思っておるところでご

ざいます。先ほど言われましたように老人の方、高齢者の方に文書が行ってわからな

いというときには、役場からの文書というのは下段のほうに問い合わせ先の部署、担

当者名、電話番号を記しているところでございます。それで、電話での説明が理解し

ていただくことが難しい場合には担当職員が自宅を訪問して説明することも大事でご
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ざいますので、また担当職員じゃなくても近くに役場職員がおるとなれば、その方に

帰りがけ、さっき言われたように寄っていただくようなこともあろうかというふうに

思います。職員にはそういうことでみんなが共有してお手伝いできるような体制もと

っていかにゃいかんかなというふうに思います。努めてそのように指導していきたい

というふうに思っているところでございます。 

 また、今言いましたように文書には連絡先というのも書いておるわけでございます

けども、普通の本文と同じような大きさといいますかね、そういったことじゃなくて、

私は高齢者の方へはその連絡先というのはもっと大きく、普通の文書よりも倍ぐらい

の大きさで問い合わせ先はここですよというのをわかるようにもうしなければいけな

いんじゃなかと。とにかく住民サービスというのは目に見える形、目に見えない形、

いろんなところがあろうかと思います。しかしながら、とにかく自分自身を向こうの

立場に置きかえて物を見るという視点といいますか、考え方を持っていただくように

指導してまいりたいというふうに思っているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○片渕 彰議員 

 実は自分の母ですが、91歳になります。長寿のお祝い金を町のほうからいただきま

すということで書類が送ってきました。そして、名前を書いて印鑑をついて、本人の

印鑑じゃなくて代理でもいいですよというふうな印鑑がついてきたんですよ。そのと

きにこの封筒で来たわけですね。そして、Ａ４の用紙を、これ三つ折りにしてきて、

これをお返しくださいということで、印鑑うったうちのおふくろは、ちょっと入らん

え、これ絶対入らんですもんね。それでこい曲げてよかろうかて、それは曲げてよか

こさやねって、しかしながらこれを４つ、これもＡ４ですよ、４つにしてここの中に

入れてくれたら、きれいに入るとですよ。いろんなことは言いませんが、ちょっと考

えていただければと思っております。何かこの件についてちょっとありましたら、ひ

とつ御答弁をお願いします。 

 

○田島健一町長 

 まさしくそのようなことかと思います。私も最近ちょっと１週間ぐらい前、車のメ

ーカーのほうからアンケートが来ておりました。まさしく大きな封筒の中にまたそれ

と同じような大きい封筒が入れてありましたので、アンケート用紙もするっと入りま

した。やはり今言われましたように大きな封筒に小さな封筒、しかし解答用紙はちょ

っと大き目と、やっぱり先ほど言いましたようにやっぱり相手の視点に立ってという

ところを職員の皆さんにも気を使っていただきたいというふうに思っておりますので、

今後はそのようなことがないように職員さんにもお願いしていきたいというふうに思

っているところでございます。 

 

○片渕 彰議員 

 まだたくさんあったんですが、すばらしい最後のこの封筒の件でここでちょっと余

韻を残しながら終わってみたいと思いますが、私の一般質問、これで終わります。 
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 以上です。 

 

○白武 悟議長 

 これで片渕彰議員の一般質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

11時35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。岩永英毅議員。 

 

○岩永英毅議員 

 一般質問も３日目の午後ということで、執行部の皆さんも議員の皆さんもお疲れの

ことと思いますけれども、最高45分間以内でおさめますので、よろしくおつき合いの

ほどをお願いいたします。 

 まず、通告順に行きますけれども、字句の訂正をひとつお願いいたします。町有財

産の有効活用で(2)の残枠の誘致促進方策はと書いておりますけども、残区画の誘致

促進方策はと、枠じゃなくて区画に変えていただきたいと思います。 

 まず、旧白石庁舎の分譲宅地が形成されてもう１年半ぐらいになりますけれども、

まだ残ってる区画があるというふうに聞いておりますけれども、その現状はどのよう

になっておりますか。 

 

○岩永康博建設課長 

 分譲宅地の残り枠はという御質問にお答えをいたします。 

 旧白石町役場土地の「みのりのまち白石」の分譲地は平成23年度に24区画の開発造

成を行っております。24年９月から宅地分譲を行ってきまして、平成24年度に13区画、

平成25年度に３区画、ことし８月までに２区画の売買契約と１区画の予約ができまし

て、現在５区画が残っております。またさらに１区画の予約が今話し合いをしている

ところです。分譲済みの19区画の現状については、建築済みが10区画、建設中が３区

画、建築の準備の区画が６区画となっております。 

 以上です。 

 

○岩永英毅議員 

 ５区画、実質４区画の残ということですけれども、これについての、先日もほかの

議員から促進ですね、町外からの促進のＰＲとか、あるいは町内の方でもこれ以上何

かメリットを出してやらんと売れんとか、そういう方策を検討したことありますか。 

 

○岩永康博建設課長 

 残りの区画の販売促進という御質問ですけど、24年９月の販売開始から約２年が経

過しまして、19区画の販売ということで、約８割の契約ができたことになっておりま
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す。非常に好評な分譲宅地であると考えております。ちなみに有明地域の有明の森は

完売まで４年、福富地域のニュータウン福富2000は11年かかっております。宅地販売

の促進については、早く買った人と遅く買った人の公平性は保たなければならないと

思っております。これまで同様に太陽光発電システムの設置費助成、それと町内建設

業者発注の助成、それと入居記念品の贈呈を継続をしていきたいと思っております。

また、情報発信としまして、広報「白石」、町のホームページ、それと佐賀県内の住

宅情報紙への掲載、ケーブルテレビによる放送を行っていきたいと思っております。

さらに、新聞社の不動産情報紙への掲載を計画しておりまして、住宅建築を計画され

ている方々により多く目が触れるように努力をして、販売促進を図っていきたいとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

 

○岩永英毅議員 

 あくまでもやはり早く申し込んでもらった人には抽せんとかありましたから、なる

だけ促進策を検討されても、公平性が保つように、早く申し込んでもらった人が少し

は有利ですよというような方策が必要じゃないかなというふうに思いますので、そこ

ら辺はよろしくお願いしたいというふうに思います。 

 それから、あそこは有明の森は何か小公園みたいな緑地ですかね、ああいうのがあ

れですけど、それは24区画の整理ではあそこは要らないんですかね。 

 

○岩永康博建設課長 

 宅地開発の開発条件として総面積の３％を緑地に設けよという条件がありまして、

「みのりのまち白石」については、総合格納庫がありますね、その北側に公園緑地と

して１カ所、それと８区画、もと役場があって神社に行くほうの４番目の角に緑地、

その分はもと水道の深井戸があったもんで、そこの部分を活用して緑地にしておりま

す。それで２カ所緑地を設けて開発をしているという状況です。 

 以上です。 

 

○岩永英毅議員 

 わかりました。できるだけ早期完売といいますか、を推進してもらうようによろし

くお願いしたいと思います。 

 次に、公共施設等の管理についてということで出しておりますけれども、これにつ

いては、これも出した後に総務省の通達ですかね、公共施設等の総合的かつ計画的な

管理の推進についてというのを説明受けましたけれども、これについてはずっとして

もらうということでございますので、あれですけれども、次の施設についてはそれぞ

れこれからされていくと思いますけれども、土地については遊休土地あるいは荒廃地、

この辺についての管理については、処分できるものは処分し、有効活用できるものは

有効活用してもらいたいというふうに思いますけれども、特に今福富武雄線の中に無

人パトカーが置いてあります。あそこも以前総務委員会でこういう財産管理の面で視

察に行ったときにあそこもあいておるということですけれども、何か処理方策という
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のを検討されているんでしょうか。有効活用されているんでしょうか。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 昨年３区画杵島土地改良の跡地と今申された福富の街かど花壇の跡地、それと住ノ

江の税関の跡地、これを一括して公売という形で公告をいたしました。結局市の土地

改良の跡地は、これは売却をできておりますが、あとの２区画についてはちょっとま

だいわゆる継続中ということで、募集中という形でございます。二、三、お尋ねもあ

っております。ただ、条件といいますか、一応不動産の評価額見合いということで、

予定価格を定めておりますが、福富のそのパトカーがあるところですね、街かど花壇

の跡地ですけれども、区画が狭小であるということで、なかなか買い手がないという

のが実情であります。ですので、武雄市さんがやっておられるような価格をある程度、

極端に落とすというわけではございませんけれども、ある程度価格を落としてでも買

い手がないのかなと、すぐに落とすというわけにもいきませんので、もうしばらく、

今年度いっぱいぐらいは現状のままでいって、次年度ぐらいに少し価格の面で検討し

ていきたいなというふうに考えておるところでございます。 

 以上です。 

 

○岩永英毅議員 

 引き合いがあってるということですけれども、なければ、これだけ今町長もタマネ

ギ、レンコン等については、特産物についてはＰＲをみずからしてもらってますんで、

あそこはちょうど看板を立てたら町の看板を、特産物の看板を立てたらちょうどいい

んじゃないかなと、ちょうど通りにもありますし、目立つんじゃないかなと。確かに

住宅地、宅地としては狭過ぎるんじゃなかろうかと思いますし、その辺のことも検討

してもらいたいなというふうに思います。 

 それから、隆城の南側ですかね、たしかじゅったんぼということで、放置してあっ

たんじゃないかなと思いますけれども、あそこは隆城と一緒に公園化でもして、前に

あったバイオパークじゃございませんけれども、そういう今からは自然環境というの

を大事にしていかにゃいかんと思いますんで、そういうのを検討してみてはどうです

か。ほかに何か検討されていることがあったら、教えていただきたいと思います。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 御指摘の隆城の南側ですが、排水が非常に悪くて、今、田ということで貸し付けを

しているところでございます。これは旧須古の財産区から引き継いだ財産でございま

す。非常に排水が悪くて、農業機械も入らないというような状況でございました。一

応暗渠排水の工事はいたしております。若干改善をされておられるようでございます。

今後の話ですけれども、隆城については今県のほうでいろんな調査をされて、文化財

として計画が今後されていくのかというふうに考えておりますが、そういったときに

あそこは駐車場とか、あちらから上るのはかなりあれはありますけども、周辺一体的

な利用があれば、そういったのに転用していってもいいのかなというふうに考えては

おるところです。 
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○岩永英毅議員 

 それからもう一カ所、ひだまり館の南側といいますか、あそこもパークゴルフの申

請とかされておったようですが、そこら辺の検討はされておりますか。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 あそこは一応雑草は少し生えておりますけども、有明干拓記念公園といういわゆる

行政財産というふうな不用地というふうな考え方はいたしておりません。ただ、公園

の機能をもう少しみんなが集いやすいような機能を少し考えたいというふうに以前か

らいろんな御提案もあっておりますので、そういった面でちょっと工夫をしていきた

いというふうに考えているところでございます。 

 

○岩永英毅議員 

 ほかにもそういうところが多々あるかと思いますけれども、今のところ気づいてい

るところはそういうことですので、よろしく総合計画の中で、管理計画の中であそこ

は町有財産ばってんがもう荒れ地ばいと言われんように管理をよろしくお願いしたい

と思います。 

 次に、町内企業の育成についてでございますが、指名委員会の構成は今どうなって

おるんでしょうか。よろしくお願いします。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 指名委員会でございます。白石町入札資格者指名審査委員会という正式にはそうい

うような名称でございます。これは規定を設けまして構成員を定めております。指名

委員会の構成員でございますが、委員長が副町長、副委員長が総務課長、委員としま

して保健福祉課長、水道課長、下水道課長、農村整備課長、建設課長、生涯学習課長

というふうにそれぞれの職にある者が指名審査委員になるということになっておりま

す。事務局は企画財政課で担当をしております。 

 以上でございます。 

 

○岩永英毅議員 

 指名委員会には専門といいますか、専門の方も入っていらっしゃいますけれども、

次に入札会のメンバーはどうなっておりますか。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 入札会は、一般会計あるいは下水道関連の工事、あるいは委託等の入札会について

は企画財政課で所管をしております。水道企業の分は水道課のほうで入札会を実施し

ております。まず、入札会の手順、その中に企画財政課が所管をしておりますが、入

札会にはその発注する原課からも担当者が出席するというふうな構成にしております。

入札会の執行の手順まで申し上げますと、まず入札参加業者の方が時刻までに到着さ

れて、それぞれいわゆる参加者名簿に記名をされると、そしておそろいになったとこ
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ろで委任状及び誓約書、それとそれぞれの工事の積算内訳書を提出してもらう。いわ

ゆる入札額の根拠となる書類というふうなことで提出してもらうということにしてお

ります。提出された書類を担当者が審査、確認をします。不備等がなければ入札を開

始するということになります。入札の開始の手順ですけども、まず担当者が予定価格

調書、封をされておりますので、これを開封して、入札経過表ですね、議案に出すと

きに一覧表がございますが、あれに予定価格の記入をいたします。そして、早速第１

回目の入札ということになります。入札書を提出してもらって、それを順次開札をし

て経過表に金額を記入していくと。そして、その中で一番最安値のところと予定価格

を比較して、予定価格をクリアしている場合に落札という形になります。ただ、

500万円以上の工事につきましては、いわゆる変動制の最低制限価格というのを設け

ておりますので、その中に予定価格の80％以下の入札があった場合、この変動制の最

低制限価格制度を適用させて、計算をして、その計算をもとにクリアをすれば、当該

者が落札されたということになります。そこで、入札会を閉じるというよう段取りに

なっております。 

 以上でございます。 

 

○岩永英毅議員 

 水道事業は違うということでしたので、水道事業の水道課長からお願いいたします。 

 

○荒木安雄水道課長 

 水道課ではどのように入札を行っているかという御質問でございます。 

 水道事業につきましては、企業会計でございまして、水道工事に関する全ての工事

は水道課で入札を行っております。入札会の手順といたしましては、先ほど企画財政

課長が申しましたように入札参加者名簿に記入、捺印をしてもらい、委任状、誓約書、

積算内訳書を提出していただいております。それらの書類を水道課の職員で審査、確

認した後、入札を行っている状況でございます。 

 以上です。 

 

○岩永英毅議員 

 Ｃ級あるいは級外、特に級外の方だろうと思いますけれども、入札、応札するのに

実績がないから指名されなかったとかという話が入ってきておりますけれども、実績

がないと応札できないようになってるんでしょうか。これは副町長のほうが委員長で

すから、よろしくお願いします。 

 

○杉原 忍副町長 

 今のお尋ねは実績がなかったら指名に参加がないかというお尋ねでございますけど

も、議員おっしゃいますように実績を一つの判断料とはいたしております。ただ、工

事等の安定的な施工を確保するための判断材料の一つではございますけども、この実

績と申しますのが、同等の公共事業の受注実績というわけでは特にございません。１

年程度の経営実績を言うものでございまして、下請の工事でありますとか、民間工事
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の実績、また労働安全上のトラブルがないかといったようなことまでも判断材料にい

たしております。 

 以上でございます。 

 

○岩永英毅議員 

 実績というのは、工事実績ということじゃないわけですね。そういう一般事業でも

実績にカウントするよと、あるいは経営実績でしていきますよということですね。そ

うでないと、小さいところは入札できんやったらますます成長がないというふうに私

も思いまして、そういうのはないだろうというふうに思っておりましたけれども、実

際そういうのがあったということで聞きましたんで、その辺は町内企業の育成には十

分御配慮願いたいと思いますし、また工事発注するときも分割発注あたりをもう以前

からお願いしておりますんで、水道事業も一般の工事等についてもよろしくそこら辺

の配慮をお願いしたいというふうに思います。 

 それから、決算でもそうですけども、予算でも委託料ですね、設計委託料、これが

非常に高額で、多いわけですけれども、合併前のメリットでは専門家を育てることが

できますよという一つのうたい文句があったと思います。職員の専門家を育成できる

と。そういう中で今の土木工事、それから建築工事、水道は専門家いらっしゃると聞

いてますけども、どれくらいずつ今配置してありますかね、設計の資格を持った人。 

 

○百武和義総務課長 

 特に資格ということではありませんけども、今現在技術的な業務を今まで経験した

ことがある、また経験、経験というかその場に今おるという職員もおりますけども、

この職員はちょっとざっと数えてみましたけども、水道課で８人中５人が技術職の経

験がある職員、下水道では13人中６人、農村整備課では14人中14人、建設課では18人

中18人がそれまで建設畑の経験があるという職員を配置しておりまして、全体的に見

ますと、53人中43人がある程度技術的な仕事をした経験がある職員ということになっ

ております。 

 以上です。 

 

○岩永英毅議員 

 今の設計委託料ですけれども、私も前現職のころ若干工事関係におりましたけれど

も、そのときの設計額というのは、設計額の何％というのが設計料の出し方でしたけ

れども、今は違うんですかね。ちょっとお願いいたします。 

 

○岩永康博建設課長 

 設計委託料の算定方式についてお答えをいたします。 

 土木工事の設計委託料については、毎年10月に佐賀県県土づくり本部が発行する設

計業務等標準積算基準書というのがありまして、それを採用して委託料を算定してい

ます。町が発注をする一般的な設計業務について道路設計、交差点設計、歩道詳細設

計、それに一般構造物設計のプレキャストボックス設計、それと擁壁の強度設計等が
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あります。それで、設計項目ごとに設計業務等の標準部課会の直接人件費として技術

者、技師の人数が違っています。その数を基準書に基づいて積算をするというふうに

しております。建築工事の設計委託料については、佐賀県県土づくり本部建築住宅課

が発行する佐賀県建築設計工事管理委託料算定基準書を活用しまして、委託料を算定

をしております。設計に当たっては基本設計、実施設計、それに意図伝達に関する業

務等、業務細分率と建築物の難易度の分類、累計がありまして、それが１号が車庫、

倉庫、簡単な建物となっておりまして、12号が美術館、博物館と、高度な建物までの

分類がされて、その設計業務に係る技師の総数、それと時間数の算定に係る計数が示

されておりますので、それを基準に設計委託料を算出というふうになります。 

 以上です。 

 

○岩永英毅議員 

 設計委託料の方法は了解いたしましたけれども、以上で終わるわけですが、時間が

若干ありますので、荒廃地の利活用に戻りまして、１つ残っておりました。私はバイ

オパークと言いました、ビオトープの間違いですね。 

 それから、只江川のきのう話があっておりましたけれども、只江川の末端の池とい

うか水遊び場、あそこら辺も丘のほうはきれいに公衆トイレも整備されてます。今外

側のほうも釣りに非常に釣り客といいますか、多いわけですけれども、中でもかなり

釣られてます。公衆トイレの裏っかわから、かなりボラなりコイなりウナギなりおる

ようでございます。釣れてるようでございます。あっちのほうが足場も安全で、かな

りいいわけですので、ある程度しゅんせつしてもらえれば、いい釣り場になるんじゃ

なかろうかというふうに思います。そこら辺も含めて、やはり環境を大事にしながら

そういう、今からもうゆとりの推進をいていかんと、観光面をしていかんと、これか

らは大変だろうというふうに思います。前によその産地から視察に来られて、牛屋地

区を見て、その時分はまだ集落排水がなかったわけですけれども、水路を見て、こが

ん水で、こがん川の水でつくりよっとねという話があったそうです。そういう今はも

う牛屋地区も嘉瀬川の水でかなり流域ができてると思いますけれども、小排水路につ

いては、かなり今度は水が流れないようになってるわけですね。だから、かえってボ

ウフラがわいてみたり、たまり水になってしまうというようなことですので、そこの

辺も生活環境課になるか農村整備になるか、わかりませんけれども、今後検討してい

ただきたいなと。特にきのう住宅地のそばを流れているところの排水を言われており

ましたけれども、そういう面もやはり周りの住宅地の排水を流すようであれば、かな

りやっぱり生活雑排水の処理の仕方を生活環境あたりで指導してほしいなというふう

に思います。あるよその地区で、ほかの市町村ですけれども、海に面しているところ

はもう上流地で洗剤を使わないで石けんを使うというような配慮もされて、婦人会の

運動でそういう運動もされているようですので、そういう面をよろしくお願いしたい

と思う。御指導を、取り組みを全体としてやっていただきたいなというふうに御希望

を申し上げまして、時間早いですけれども、私の一般質問にかえさせていただきます。 

 

○白武 悟議長 
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 これで岩永英毅議員の一般質問を終わります。 

 暫時休憩をいたします。 

13時52分 休憩 

14時05分 再開 

○白武 悟議長 

 会議を再開します。 

 次に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 

 皆さんお疲れさまでございます。きょうはもう本当に３日目の４番目ということで、

大変お疲れだと思いますが、目をぱちっと開けてよろしくお願いします。 

 外は爽やかな秋晴れですけれども、本日の９月11日というのは東北の震災から３年

半ということで、きょうけさラジオで言っていました。震災の方々のアンケートをさ

れたということでしたけれども、何が一番進んでいないかというところで、やっぱり

家屋とか住宅環境が全然進んでいないということで不満が残っているようでした。そ

ういったことでしたけれども、大変被災地の方々、また広島の今回の方々には大変苦

しいときを過ごしていらっしゃるものと思っています。しかし、３日前ですか、彼の

名前全米オープンの錦織選手の楽しい、そういうふうな準優勝というふうな報道にも

もう日本人が全ての日本人が明るくなったんじゃないかなという気がしているところ

です。 

 ということで、４番目ではありますが、３つの身近な問題について質問したいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 まず１点目に、生活困窮者の支援法ということで上げています。この法律は昨年の

平成25年12月に制定をされたようでございます。７月４日から、来年の27年４月から

施行されるということで、白石町についても準備等、この法律はどういうふうになっ

ていくんだろうとか、そういうなことを思いながらされているんだというふうに思っ

ています。ということで１点目ですけれども、これまで十分ではなかった生活保護受

給者以外の生活困窮者に対する支援が行われるというふうに聞いています。どのよう

な仕組みになるのかということで思っていますが、これとあわせて生活保護法につい

ても今回セットのようにして改正、成立をされたようです。このことによって白石町

においても来年の施行がどうなるのかということで、まず１点目にどのような仕組み

になるのかということでお願いをいたします。 

 

○堤 正久保健福祉課長 

 生活困窮者自立支援法の概要、仕組みということでございます。 

 この法律につきましては、生活保護に至る前の段階の自立支援対策の強化を図るた

め、生活困窮者に対し自立支援事業の実施、住宅確保給付金の支給、その他の支援を

行うための所要の措置を講ずる法律というふうになっております。 

 概要といたしましては、福祉事務所設置自治体は自立相談支援事業、就労、その他

の自立に関する相談支援事業、事業利用のためのプラン作成などを実施するほか、離
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職により住宅を失った生活困窮者等に対し、家賃相当の住宅確保給付金を支給するこ

ととなります。 

 白石町につきましては、福祉事務所の設置自治体ではございませんので、直接事業

を行うということには相なりません。しかし、県との連携を図りながら相談や支援を

行うことになっていくことというふうになっております。 

 議員より資料要求として全体像がわかる資料ということで、厚生労働省からの資料

に沿って御説明いたしますと、上の図に書いてありますけども、近年の社会経済環境

の変化に伴いまして、生活困窮に至るリスクの高い人々が増大をいたしてきていると

ころでございます。まず、上のほうの第１のセーフティーネットである社会保障制度

や労働保険制度と、この図では第３のネットと書いてありますけども、最後のセーフ

ティーネットである生活保護との間に生活困窮者対策法を実施し、生活困窮者が困窮

状態から早期に脱却できるように支援するためのものでございます。今回の法律では

ここの第２のネットというところでの法律の施行になっているものでございます。 

 あと下のほうの生活困窮者自立相談支援事業、これにつきましては必須事業となっ

ております。佐賀県が実施する事業ということになります。福祉事務所を持つ市です

ね。事業の内容では就労、その他の自立に関する相談支援、事業利用のためのプラン

策定を実施するということで、対象要件については特にないようでございます。 

 ２番目の生活困窮者就労準備支援事業につきましては、事業内容につきまして、就

労に必要な訓練を日常生活自立、社会生活自立段階から有期で実施をするということ

で、詳細については省令で定めるということになっているようでございます。 

 それから、生活困窮者家計相談支援事業、これにつきましても、任意の事業という

ことになりますけども、事業内容としましては、家計に関する相談、家計管理に関す

る指導、貸し付けのあっせん等を実施するということで、対象要件については特にな

いようでございます。 

 次に、生活困窮者の子供の学習支援事業、その他の自立促進事業ということで、こ

れについても任意の事業ということになっております。これにつきましては、第２の

ネットのところ以外に第３のネットの部分の生活保護受給者の子供への学習支援につ

いても今度の支援法の対象というふうになっているところでございます。 

 下から２番目の生活困窮者住宅確保給付金、これにつきましては必須事業というこ

とになっております。これの事業内容については、離職により住宅を失った生活困窮

者等に対し、家賃相当の住宅確保給付金、これは有期、期限を持ったものということ

で、支給をされるということになっております。対象要件等については、省令で定め

るものというふうになっております。 

 次に、一番下の生活困窮者一時生活支援事業、これも、これにつきましては任意の

事業ということになっております。事業の内容については、住居のない生活困窮者に

対して一定期間宿泊場所や衣食の提供等を実施するということで、対象要件について

も省令で定めるものというふうになっているようでございます。 

 以上、概要ですけども、御説明させていただきました。 

 

○内野さよ子議員 
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 ずっと新法に基づく事業の紹介をしていただきましたが、必須と任意があるようで

すので、しなくてもしてもいいというふうなことでちょっと思いました。私たちの白

石町においては絶対この町でやるべきことではないけれども、福祉事務所管轄でやる

ということですね。でも、福祉事務所とはもう連携をとりながら大いにやっていかな

いといけないというふうに思いましたけど、そういう理解でいいですか。 

 

○堤 正久保健福祉課長 

 基本的には福祉事務所設置自治体か、福祉事務所がない市町については都道府県が

行うということになります。福祉事務所が実施をしていくということになりますけど

も、現在今年度においては生活困窮者自立支援モデル事業というのが実施をされてお

ります。事業の受託者が相談機能を持つ佐賀県社会福祉協議会のほうに決定をされて

おります。白石町と江北町、大町町、嬉野市、鹿島市、太良町、杵藤管内で言えば、

武雄市を除く市町で白石の交流館のほうにこの相談、社会福祉協議会から２名設置を

されているというなことでお伺いをしているところでございます。 

 この事業としましてほかに県内に１カ所、自立支援センター、これは県のほうに設

置をされるということになると思いますが、あとサテライトセンターということで、

各町の役場、福祉事務所を持たない町の役場に設置をされるということになります。

町はここに対してその町がサテライトセンターを設置するということではなくて、そ

この福祉事務所単位での相談場所の設営ということになりますので、場所をちょっと

お貸しするというようなことになってくるかというふうに思っております。ただ、ま

ず町民にとって一番身近なこの白石町がまず生活困窮者を早期発見、把握できるよう

になるということが非常に重要なことだと思っております。一次窓口として相談に応

じていくことが町としては重要なことで、そこをこの生活支援のほうにおつなぎをし

ていくというのが町と県との連携になってくるのかなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○内野さよ子議員 

 いろんな面で必須のところもあれば任意のところもあるということで、県内でも格

差が出てくるのかなと思いますけれども、最後に課長が言われたように県との連携を

とりながら、あらゆる相談にも乗ってやっていただけるものというふうに思っていま

す。そこでですけれども、これまでの生活保護法というのも今回一緒にあわせて改正

をしてあります。中には給付水準が一部引き下げられたものもあるというふうに聞い

ていますけれども、今回の新法、この生活困窮者支援法との関係はどのように考えた

らいいのかということをちょっと思いました。どちらかというと、生活保護法をちょ

っと圧縮したような形、けれども困窮者支援と聞くと何となく口、耳当たりはいいで

すけれども、そういうな点はちょっと感じているところです。その点でこの新法との

関係はどのように考えたらいいのかということでお願いします。 

 

○堤 正久保健福祉課長 

 まず、生活保護法の中での話ですけども、生活保護からの早期の脱却の促進のため
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の生活保護法の改正と、生活保護に至らないための今回の総合的支援のための生活困

窮者自立支援法の制定と並んで、生活保護費の基準、見直し、一部引き下げというこ

とが行われているところでございます。保護費の一部引き下げにつきましては、前回

見直しの平成20年以降の物価動向を反映して、生活扶助の基準が一部引き下げられ、

激変緩和策として３カ年かけて段階的に実施をされているところでございます。生活

保護の一部改正の主な内容につきましては、必要な人には確実に保護を実施するとい

う基本的な考え方を維持しつつ、就労による自立の促進、健康、生活面等に着目した

支援、特に重要ですけども、不正、不適正受給対策の強化、それとジェネリック医薬

品等を利用した医療費の適正化などでございます。先ほど申し上げましたように生活

保護制度の見直しと新たな生活困窮者対策の全体像についてはお話ししたとおりでご

ざいますが、生活保護法は現に生活保護を受けている者、また現に保護を受けている

とにかかわらず保護を必要とする状態であるものが対象でございます。ただし、次の

生活困窮者自立支援法は現に経済的に困窮し、最低限の生活を維持することができな

くなるおそれのある者が対象ということになってい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 

 今回の見直しを今おっしゃっていただきました。就労支援というのを最初に言われ

ましたけれども、ある意味では現在の生活保護の方たちも就労できるけれどもしてい

ないとか、そういうな形もありますので、そういう面ではよかったのかもわかりませ

ん。そういったところで、問題点として生活保護法からまたこういう法律を新しくつ

くるのに至ったという、そういう背景的なものには理由がやっぱりあると思うんです。

その背景的なもの、例えば高齢化とか幾つかあると思いますが、その点については生

活保護法の問題点といいますか、そういうなものがあれば、お願いします。 

 ある意味では先ほど言われたようなことかもわかりませんですね。不正受給者の見

直しとかもおっしゃってくださったので、高齢者とかそういうなものも含まれるのか

なとはちょっと思いましたけど、そんな考えでいいんですかね。 

 

○堤 正久保健福祉課長 

 生活保護の受給を受ける方というのはある程度の基準の中での制約の中での基準を

クリア、基準をクリアというのはおかしいですけども、基準の方について生活保護の

対象になるということになりますが、やはりこれは福祉事務所とかが認定をしていく

というような話ではないので、個人さんの申請に基づき保護の基準を満たしていれば、

保護の認定をするということになりますので、あくまでも個人さんの申請主義という

ことになってきます。やはり生活保護までは受けたくなかばってんが個々個々には困

ってるという方々がやっぱり全体的にはうちのほうの相談でも多いわけでございます。

それと、生活保護になりますと、車が所有できません。やはり自分の生活の中では車

がどうしても必要と、どこかを切り詰めてでもやはり車が必要というような場合には

生活保護が受けることができないということになります。でも、この支援法になりま

すと、そういう車を持っていけないよとか、そういうことがなくなるので、例えば就
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労の支援をしていただきたいとか、そういうグレーゾーンの方がこの法律、この支援

により支援が受けられるというようなことが考えられるかと思います。 

 以上でございます。 

 

○内野さよ子議員 

 私は１つ、最近は全国的には受給者が右肩上がりにどんどんどんどん上がっていっ

て、縮めないといけない、生活保護法の受給者を少なくしないといけないとか、そう

いう思惑もあったのかなとかって個人的にはちょっと考えたりしていました。そこで、

白石町ではどのくらいの生活保護の方がいらっしゃるのかなということで資料の請求

をしていましたので、県内の一円の資料を見せていただきました。説明は大体見てわ

かりますのでいいですけれども、白石町については65世帯と、人員が88人というふう

になっています。これは世帯単位ですので、65世帯ということですが、これから見る

と、88人ということはひとり暮らしかお二人暮らしのそういう小家族の方が多いのか

なというのをちょっと思ったところでした。この方たちのことですけれども、ある意

味ではいろんな要因があると思っています。生活保護を受けておられる方々の今の白

石町の今のこの65人の方々、入れかわりはあると思いますが、主にどういう理由で請

求申請をされてあるのか、その辺の幾つかの四つ、五つぐらいの事例がありましたら、

お願いします。 

 

○堤 正久保健福祉課長 

 生活保護に至ったいろんな理由があるだろうということで、ことしの４月からさま

ざまな生活保護の生活相談を受けております。その中で４月から現在まで10件ほどの

生活相談を受けておりますが、高齢、単身のためというものが大きなものでございま

す。それから、障がいを有していると、それから病気のために就労が困難と、それと

緊急な入院ということでございます。あと、転入とか、無年金というようなことでの

生活相談があっております。全県下の世帯数と人員等も資料でお示しをいたしており

ますけども、どこの市町においてもやはり世帯数と人員がそうかけ離れているような

ところはないのかなというように思っておりますので、非常に一人というのが多いの

かなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○内野さよ子議員 

 私もう何年か数年前でしたけれども、どのくらいの世帯の方がいらっしゃるのかな

と聞いたときもやっぱり68ぐらいの世帯でした。白石町については65世帯から70世帯

ぐらいを大体移動しているのかなというふうに今回の資料を見ても思ったところでし

た。そこでですけれども、全国的にも先ほど言われた理由としてどんなものがあるか

というのをちょっと調べたところ、やはり高齢で単身であるとか、あるいは障がい、

疾病であるとか、そういうなことが幾つか上げてありました。そこで、その今おっし

ゃった方々というのはある意味では余り入れかわりをしない、受給をずっと長年して

いらっしゃる方かな、絶対何か余り就職もできないけれどもという方たちかなという
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ふうにちょっと思ったところでしたが、全国的な平均としてそういう方たちが87％ぐ

らいいらっしゃるということで、あとの13％がこの65人とかに、60人とかに入れかわ

っていらっしゃる数字ぐらいに当たるのかなという気がしましたが、白石町ではどう

ですか。大体五、六人がかわってらっしゃる、この数字からいうとですね。それくら

いに考えていいですか。 

 

○堤 正久保健福祉課長 

 白石町での生保の廃止というのも年に数件、それは就労が、勤務先が決まったとか、

ある程度親類からの援助が受けられるようになったとか、そういう理由での生保の廃

止とか、あと転出ですね、転出での生保の廃止というのがございます。生保の開始に

ついても、例年五、六件ですね。開始についてもそういうところで同じ件数ぐらいで

推移をしていって、現在のところ60から70件ぐらいが毎年の生保の件数なのかなとい

うふうに思っております。ただ、やはり生活状態がよいほうに向かっていただかない

と生保の廃止ということにはならないので、できるだけそういう相談に乗っていただ

くというようなことが非常に杵藤保健福祉事務所等にもお願いをしながらやっていき

たいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○内野さよ子議員 

 今廃止ということで、就労をされたということで収入がふえたために廃止になった

とかということだと思います。先ほど私がちょっと言いましたけれども、停止ですね、

不正受給とかというのも時々ニュースになったりします。それも最近都会の話だと思

いますが、多くなってきているというようなニュースも聞いたことがありますが、白

石町では、廃止はあるかもわかりませんが、停止とかというのはどうでしょうか。絶

対もうだめですよと停止をされたような方は最近ではどうでしょうか。 

 

○堤 正久保健福祉課長 

 私の知る限りでは生保の停止というのはなかったように思っております。 

 以上でございます。 

 

○内野さよ子議員 

 生活保護を受ける方というのは今回で65世帯ということですけれども、この表から

も見ても、どちらかというと、多いところは高齢化率も高いところかなと思って、高

齢者世帯も今随分多くなっているのかなという気もしたところでした。そういう意味

で就労も難しいし、どうしてもだめである、疾病をしていて病気にもかかっているし、

どうしてもだめだという方も中にはたくさんいらっしゃると思います。そういった意

味で私はちょっと、私が思っていたよりもグレーゾーンの今までのなかったそういう

支援体制ができたということはよかったのかなというふうに今は思っています。本当

はセットで生活保護を切り詰めて何かやったような法律的なもので、そういうなこと

を、大きな国の思惑はそれがあったかもしれませんけれども、何となく相談できない、
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あるいは受給もできないという方々がある意味では住居の相談とか、いろんな幅広い

相談もできるようになったということを今思ったところでした。それで、白石町につ

いては、必須な部分についての重点的な対策、先ほど言われた交流館での相談業務で

すね、そういうなことも今も随分御苦労をされてやっていらっしゃると思います、こ

の事業についてはですね。これにも増して、皆さん方の本当身近な相談窓口というこ

とでやっていただきたいなということを思っていますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

 そういうところで、それからもう一つですけれども、先ほど子供の学校のそういう

支援のこともちょっとおっしゃってくださったんですが、今子供の貧困というのもと

ても多くなっているように思います。そういうなことで、きのう、昨日草場議員のほ

うからも言われていましたけれども、そういう子供の対策ですね、そういうなことに

ついても目を向けて、子供たちが均等に学習意欲がある人に対しては学習をするとか、

そういうなこともできるような目配りをしてほしいなと思います。教育長、一言お願

いします、何かありましたら。 

 

○江口武好教育長 

 昨日も答弁させていただいたわけですけど、教育費の負担を軽減し、子育てに対す

る不安要因を低減すると、これは出生率の向上にもつながると言われております。そ

ういうことも含めて教育の内容を充実させると、そして子供たち一人一人のやる気を

いかに高めていくか、それが白石町の教育の向上にもつながるのかなと、そういう意

味で先ほどからの生活保護ですか、そういうことも大きな輪の中で捉えていかなくて

はいけないのかなと、そのように捉えております。 

 以上です。 

 

○内野さよ子議員 

 じゃ、２点目に移りたいと思います。 

 今回いろんな資料をいただきまして、たくさんの資料の厚い資料をいただきました。

公設施設等の総合管理計画ということで、ほかの議員の皆さん方もいろいろ関心を持

ってこのことについては質問の中で触れていらっしゃいました。そこで、質問ですけ

れども、総務省では平成26年度４月に各都道府県、市区町村に対し公共施設等の総合

管理計画の策定に当たって指針を示されています。それに基づいて白石町についても

資料を私たちにも配布をしてくださいました。白石町についてはここにも書いていま

すが、合併後統廃合が進められてきましたが、社会環境の変化によってこれからさら

に問題も出てくると思います。まず初めに、この庁舎、合併をしてから庁舎も一つに

なりまして、随分と機能的になったと言えば機能的になったというふうに思っていま

す。財政面でも随分よくなったのではないかというふうに思っています。そういう面

でありますが、前回も質問しましたが、今後人口減少社会ということで、そういう施

設に対する人口、学校とかいろんなところがありますけれども、そういうこととか、

町の財政も大変厳しくなってくるというふうに思っています。しかし、このような中

でもこういう公共施設というのは使えば使うほど、修理、補修等もしないといけなく
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なりますし、常にずっとしていく作業だと思います。そういう意味で今回の総合管理

計画というのを私も改めて、あ、庁舎はできたね、よかっただけではなくて、この庁

舎を、国がよく言っています国土強靱化対策と言っていますが、このようにこの施設

をいかにして強く、強靱化にしていくか、それを使う人がどのように使っていって、

補修も計画的にやっていくかというのが今回の指針じゃないかなというふうに思った

ところでした。それで、前者の質問の中に平成27年度中にでも策定をしていこうかと

いうふうな話があっていましたので、今少しずつ進められていると思います。進めら

れているというよりも、各課ではずっとこれまでもやってこられているので、より一

層引き締めて計画を立てられるものだと思っています。そういう意味でどういうふう

にされていこうとしているのか、企画課長、お願いします。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 公共施設の総合管理計画については、まず道路、橋梁、これらの部分については建

設課のほうでストック総点検事業という事業に乗せて、ほとんどの路線点検していく

というふうな計画を立てているところでございます。また、上水道、これについても、

ほかの公共事業等にあわせまして老朽管のほうから随時入れかえをしていっている状

況でございます。それと同時に、まず財政的な安定が肝心でございますので、その辺

の将来計画も十分に立てながらやっていっていただいているところでございます。下

水道については、今のところはまだ整備したばかりというふうなところでもございま

す。ただ、農業集落排水の処理場等につきましても、来年度あたりから処理場の点検

事業、それから点検はざっとはしておりますが、詳細な点検して、必要な部分から老

朽化対策というような工事も入っていくような計画をしているところでございます。

それと、公共施設と言えば一般的に箱物になってきますが、これらについては、現在

のところ、お手元の資料にも差し上げておりますが、以前平成24年度から着手してま

いりました新町公会計制度、これに基づく財務処理とともに固定資産台帳の整理を行

っておりますので、これからずっと洗い出しを行っていくというようなことになると

思います。そして、基本的にはそういったところで着手をしていくという計画をして

おります。方向性としましては、この計画というのももちろん第２次の総合計画と当

然リンクをしていくというような考えを持っております。そのほかには更新費用の試

算などを行って、白石町として公共施設の維持が過大になっていないか、将来的に維

持していくことが可能かというところまで含めて検討をしていくというふうなことで

進めていきたいと考えております。ただ、この施設のこういったことで生じてまいり

ます統廃合等の問題、これらについては、一方的な財政的な見地からばかりで進める

わけにもまいらないということは重々思っているところでございます。計画の策定段

階に当たっては議会の皆様方、あるいは町民の皆さんの納得というのが一番大事では

ないかというように考えておりますので、この辺も十分に考えながら進めていきたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○内野さよ子議員 
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 道路、上水道、あらゆる施設等、そういうなものがありますが、こういうなものも

随時これまでやっていらっしゃる上になおさら一層そういうなことが必要になってく

るというふうに思います。そこでですが、今回は策定費用ということで、３カ年のう

ちに費用がかかる場合は費用をというふうなことがあります。それと、かなり細かい

部分でもう条件がいっぱいあります。そういうなときに専門家、この策定費用とかと

いうのは専門家を雇ったり、あるいはいろんな策定費用をしたりするのに使うのか、

それとも庁内の職員であらゆるものでやっていくのか、その点についてはどうでしょ

うか。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 まず、計画の、ちょっと具体的にまだどういった計画になるのかというのは指示と

いうか説明があってない状況でございますが、まず外注で委託でまず基本的なる施設

の状況等を調査したり、そういうことがあった場合には特別交付税の中で２分の１の

経費を助成するというふうな要綱になっております。ただ、まだちょっと詳細には内

容は我々もつかみ切っておりませんけれども、当町の場合は先ほど申しました固定資

産の台帳だとか、ある程度は過去に投資をして整備をしてきているというところもご

ざいますので、そういったものをうまいとこ活用しながら進めていければなというふ

うに考えてい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 

 策定はこれからではありますけれども、これまでの多大な資料等があるので、ずっ

とそれとあわせながらやっていかれるものというふうに思っています。 

 そこで、２番目のところに移りますけれども、公共施設の総合計画の管理について

は、現在該当する全ての公共施設は大体どのくらいあるかということで資料を請求し

ていましたが、この厚いものになって、イメージ的には１枚の紙に並べてくだされば

よかったんですが、これだけの枚数になりました。でも、過去の実績とかいろんなも

のがありましたのでよかったんですが、説明はとても難しいだろうと思いますが、１

つ、これではちょっと資料が見にくかったので、自分なりに、私の資料請求は年間で

大体20年度まではありましたので、21年度からはどんくらい使ったとか、こういうな

ものを頭にイメージしていました。22年度の分をこれから拾い出して、修理とか補修

がどのくらいあってるのかなと思って拾い出してみました。電卓を入れながらでした

ので、正確かどうかわかりませんけど、22年度の分については、地域活性化のきめ細

かな臨時対策事業というのがちょうど入っていまして、私が22年度と思ってぼんぼん

ぼんと入れよったら、それがありましたので、とても多くて２億400万円ぐらいです

ね、22年度で修理費用とかかかっていました。補修とかされてた、ちょっと正確では

ないかもわかりませんが、それくらいそのときに、あ、ここもある、ここもあるとい

うふうに随分されたんじゃないかなというふうに思ったところでした。課長のほうか

らこの資料について何かありましたら、お願いします。そういうなところを私は見た

ところでした。 
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○片渕克也企画財政課長 

 資料で示しておりますものは、これ毎年ちょうど９月から10月にかけて各担当課の

協力を得まして、ずっと異動をかけていっている資料でございます。実はこの資料は

本当は続きがございます。というのは、今後の修繕、補修等の計画をこの下にずっと

つけていくというような、これが一式の書類でございます。そういうふうなものを既

にまとめまして、いわゆる６月にお示しした財政計画ですね、そういったところにも

反映させるというふうなことで、一応財政課のほうでこういったまとめをしていると

ころでございます。一応資料の説明としては、まず建設費用ですね、耐用年数、建設

費用というふうなことで、床面積、それから過去の改修の実績、これは内容と金額だ

けですけども、それとその下に今後の改修の見込み、これを概算で入れていただくと

いうような、大体そういった形でこの資料を毎年編集しているということです。その

中でちょっと一応議員の要求資料ということで、まだことし編集しておりませんので、

前年度までの分をちょっと抜き出して提出をいたしているというところでございます。 

 以上でございます。 

 

○内野さよ子議員 

 これとても大事な資料だと思いますが、これから私が頭の中では部門別にこれから

何か対応していく、例えば学校教育課とか、あるいは水道課とか、いろんな部門部門

でずっとしていかれると思います、作業をですね、そして企画課がまとめられるのか

なと頭の中では想像をしていますけれども、この資料を使って、例えば保育園だけの

耐用年数とかはどのくらいあるんだろうと思ってちょっと見てみました。保育園の耐

用年数はちょっとそれも大ざっぱですけれども、大体耐用年数を平均をしたら、あと

６年ぐらい保育園がありました。例えばあかり保育園２年、福田保育園８年とか、そ

ういうなものを平均してしたら６年でした。それから、小学校をずっとあと耐用年数

あとこのくらいかな、大体このくらいかなとずっと入れていったら15年でした、学校

がですね。それから、楽習館とか、そういうふうなものをちょっと生涯学習関係を見

ていったら大体14年ぐらいかなとちょっと思って、見ました。それからすると、自分

が思っていたよりも意外と耐用年数が白石町の場合は長いのかなと思いました。そし

てまた、補修とか修理とかもずっと繰り返しされているので、地震対策とかもされて

います、耐強、地震対策もですね。そういう意味でもっとひょっとしたらもつのかも

しれないなというなことをちょっと思ってところでした。そういうなことをずっと積

み重ねていって総合管理計画として出していかれるのかなというふうに自分でも想像

をしているところですが、先ほど財政課長のほうから水道のことをちょっと話をされ

ました。部門別に水道の分野、上水道は上水道の分野、下水道は下水道の分野とかず

っと立てていかれると思いますが、水道のような場合は過去に、過去今までずっとど

ういうふうに管理をされて、補修をずっとされているのか、水道の分野だけでもお願

いします。 

 

○荒木安雄水道課長 
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 水道施設はどのような管理をしていっているかという御質問かと思います。白石町

の管路の延長は鋳鉄管、硬質塩化ビニール管、ポリエチレン管、合わせまして約

260キロメートルの配水管がございます。これまで道路改良工事や下水道工事に合わ

せまして施設工事を行ってきておりました。また、硬質塩化ビニール管につきまして

は、埋設後40年以上経過して、漏水が発生した場合は随時布設替えを行ってきており

ます。この260キロメートルあります配水管のうち約50％、130キロが大体更新をして

きております。また、現在使用されていない水道施設が旧有明町で東水源地、南西水

源地、干拓水源地、それから旧白石町で北明水源地、福吉水源地、須古水源地がござ

います。これらの施設には300立方メートル入るコンクリートの配水池、また急速ろ

過器といいまして、その中にはろ材が入ってまして、ろ過して上水に、夏、施設でご

ざいますけれども、これらの施設を取り壊す場合は莫大な費用がかかることになりま

す。それで今現在アセットマネジメント、これは資産の運用管理でございますけれど

も、これを作成しているところでございます。このアセットマネジメントにより計画

的に老朽管の布設替えや配水池の取り壊しなどを今後行っていきたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○内野さよ子議員 

 私のちょっと水道が特殊で、建物なんかに比べますとどのようになってらっしゃる

のかなというふうに思ったので、お尋ねをしましたけれども、どちらかというと、こ

れまではずっと見ていると、ここを修理せんといかんから、学校の何とかの施設をこ

こをとか、いろんなふれあい郷がここが壊れたからやりましょうとか、どちらかとい

うと対症療法的な、壊れたから補修をするのような感覚的なものが意外とあったのか

なというふうにちょっと自分では思っています。ところが、これからは来年計画をさ

れる分については、長寿命化という言葉があって、耐用年数がこれだから、この寿命

はこうだから、例えば水道でしたら、塩ビ管をどうのこうのとか、かえたりとか、そ

ういう作業がどんどん入ってくるのかなというふうに思いますので、ただ単に補修と

いう考え方ではなくて、長寿命化という言葉を頭に常に入れながらつくるのが策定の

趣旨かなというふうに自分でそういうふうに思っています。そのような考え方でいい

のか、企画課長、どうでしょうか。今までの対症療法的なあれよりもですね、その辺。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 まさに議員がおっしゃるとおりでございます。従来というか過去というか、今まで

はいわゆるどこどこの施設が壊れたからというふうな対症療法といいますか、やって

おりましたが、今後はこの計画に基づいて、いわゆる長寿命化というな観点から補修

をしていくという考え方に立っていきたいというふうに考えております。 

 

○内野さよ子議員 

 そういう点で策定に当たってという３番目なんですけれども、おのおの水道課も今

答えてくださったように各担当課がしっかりと仕事をしていただいて、そしてそうい



- 43 - 

うふうな、今年はここまでとか、今年はここまでとかという、それがないと総合的な

管理はできないと思うんですね。企画課が幾ら頑張ってあそこだけでやってもできな

いものだと思うので、やっぱりプロジェクトチームみたいなものをやっぱりつくって、

最後にはみんなの意見をあわせて、なおかつそれだけではなくて、この策定の指針の

中にはまちづくりという言葉を何回も入れてありまして、将来的なイメージをつくり

ながらやっていかないといけないのかなというイメージづくりをして、なおかつ長寿

命化をつくっていくということになると思うので、というふうに私はちょっとこれを

読みながら思ったところでした。それで、そういうふうに最終的には体制づくりみた

いなものをされていく、私みたいなそういう考え方でいけばいいのかなって自分では

思っていますが、課長、その点はどうでしょうか。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 いわゆるこの計画の策定に当たっては、まずこの財政問題とはもう切っても切り離

せないという共通点がございますので、まず企画財政課が担当課として進めていきた

いと。ただし、役場の内部、横断した話し合い、将来展望計画が必ず必要になってま

いりますので、これについても先ほど来ずっと申し上げておりますが、白石町人口将

来問題のプロジェクトあたりを活用して、そういったところに問題提起をしていきな

がら進めていきたいというふうに考えております。 

 

○内野さよ子議員 

 最初この冊子が来たきには余り意味がわからなくて、２回目、３回目にやっとまた

繰り返し読んでいるうちに、そうかなというのを自分で理解をしたんですが、なかな

か難しいなというふうに思います。プロの仕事かなというふうにも思いましたので、

白石町を背負っていただいてる皆様方には、そういう意味合いで頑張ってほしいなと

いうふうに思いました。町長、白石町をイメージする上での将来のまちづくりのイメ

ージという言葉を何回も書いてありましたけど、そういうイメージで学校がここにと

か、いろいろイメージがありますよね、そういう点でどうでしょうかね、白石のまち

づくりのイメージは。 

 

○田島健一町長 

 公共施設等の総合管理計画の策定に伴って将来のイメージ、まちづくりのイメージ

はということでございます。やはりこの総合管理計画の策定というのは、やはりどう

しても今後のまちづくりをどうしていくかというのが頭にあるというふうに思います。

これに当たりましては、来年平成27年から着手するということにいたしておりますけ

ども、今年度26年に第２次の白石町の総合計画を策定するようにいたしておりますの

で、それとのそごがあったらいかん、乖離があったらいかんというふうに思っておる

ところでございます。そういった意味でことしのこの第２次の町の総合計画でしっか

りと議論をいただき、その中にまたこれも入ってくるのかなというふうに思っており

ます。そういうことで、先ほど課長も申し上げましたようにこの総合管理計画の策定

におきましても、先ほどから申しますが、町内のプロジェクトチームでも議論をして
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いきたいというふうに思っております。さらにまた、これについては町民の皆さんた

ちの意見も反映した形で策定に持ち込みたいというふうに思っているところでござい

ます。 

 

○内野さよ子議員 

 来年度、今年度からいろんな策定がありますが、それらと照らし合わせながら白石

町に合った計画をしてほしいなというふうに思っています。 

 続いて、３点目の最後になりますが、移りたいというふうに思います。 

 昨日大串弘昭議員のほうからも杵島山の一部の石の落石のことについてありました

けれども、私もその場所ではありませんが、それも含めて須古地域、有明地域ですね、

ありますけれども、その杵島山地帯の土砂災害についてということでお尋ねをしてい

ます。 

 ことしの夏も100ミリ、時間で100ミリ以上の突発的なゲリラ豪雨でありました。全

国的にも土石流などの災害が発生しています。８月20日の夜には大変広島市のほうで

も110ミリと、時間にして、以上の豪雨によって死者、行方不明が七十数名というこ

とでありました。そういった意味ですぐ白石町のことを思いまして、その後すぐ杵島

山の一部のところでちょっと落石とか、そういうものでもありませんけれども、土砂

が落ちたところがありました。そういう意味で今回質問も含めてしています。という

ことで１点目、町内には土砂災害警戒区域、これは俗にイエロー区域、これは２つあ

りまして、特別区域ということでレッド区域と言われています。しかし、これについ

てとか、あるいは土砂災害危険箇所というのが白石町には幾つあるのか、どのように

なっているのかということでお尋ねをしていますので、お願いします。 

 

○岩永康博建設課長 

 土砂災害警戒区域、それと土砂災害危険箇所についてお答えをいたします。 

 平成13年４月に施行されました土砂災害防止法に基づき、都道府県知事が土砂災害

の警戒区域、それと土砂災害特別警戒区域を指定をするということになっております。

それで、６月30日現在での指定状況は７市のみで町の指定はあっておりません。これ

は土砂災害危険箇所が多い地区から指定をするということで、今後町については、調

査等が行われて、区域の指定がされるというふうな予定になっております。県内の指

定状況については、土砂災害警戒区域が土石流で861カ所、急傾斜の崩壊で1,890カ所、

合計の2,751カ所、それと特別警戒区域は土石流が591カ所、急傾斜の崩壊で1,465カ

所、合計の2,056カ所となっております。それで、県内の土砂災害危険箇所について

は、土石流の危険渓流が18カ所、地すべりの危険箇所が３カ所、急傾斜地崩壊危険箇

所は93カ所、合計の114カ所となっております。警戒区域の指定の工程を今後の進め

方について説明をいたしますと、杵藤土木事務所が町内114カ所の土砂災害危険箇所

の基礎調査を行い、土砂災害のおそれがある区域等を指定する場合については、地元

の説明会が開催されまして、その後町長への意見聴取、それと指定区域の工事と進み

まして、危険区域が指定されるというふうになっております。現在基礎調査の基盤図

の作成が行われておりまして、平成27年度来年ですね、基礎調査が行う予定と聞いて
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おります。 

 以上です。 

 

○内野さよ子議員 

 その今の課長がおっしゃったような記事がちょうど９月８日の月曜日でしたか、載

っていました。そのことで今説明をしていただきました。けれども、ちょっと気にな

るところが他県よりも佐賀県はおくれているというようなことを書いてありまして、

唐津市や伊万里市など７市で先に行われているという状況の中で、何で佐賀県がおく

れているんだろうというふうなことを思いました。２点目ですけど、指定になってい

れば、もっと何かちょっと何かできるかもしれないのにとか、何かいろいろ思ったり

したところでしたけれども、２点目の土砂災害時の危険な場所の調査はされていると

思うが、須古の一部の民家で土砂崩壊を心配されているところがあるということで質

問もしています。この区域につきましては、白石町のほうから出されています。危険

区域ということで山べたになりますが、この辺ですけれども、これについてはここの

ところに３つの土砂氾濫区域、急傾斜危険区域、地すべり危険区域というようなもの

の３つが全てのものがここの場所に、私が２点目に質問しているところが当てはまる

のかなというふうに思っています。危険箇所を点検をされて警戒区域になるわけです

から、こういうなところも早くされていればよかったのかなと、これは後の話ですけ

れども、そんなことをちょっと自分で思ったところでした。こういうなところで昨日

大串弘昭議員と事例的には同じですけれども、五、六軒の家がありまして、五、六軒

と言わなくてもっとありますが、ちょうど家の裏側のところ、またその上にも家が１

軒ありまして、ちょっと土砂が下がっています。落ちています。そういうなことで、

これは何とかならないかというようなことを思っていたんですが、昨日の答弁と同じ

ようなことと事例的にはなるんじゃないかなと思いましたので、そのところをお願い

します。 

 

○岩永康博建設課長 

 須古地区の民家の土砂崩壊についてお答えをいたします。 

 ６月２日に梅雨入りをしまして７月21日に梅雨明けとなっております。その間１日

の降雨量が100ミリを超えたのが、７月３日に167.5ミリ、７月６日に114ミリに降雨

があっております。また、梅雨明け後も天候がぐずつきまして、台風の影響もありま

したことから、８月３日に102.5ミリの降雨があっております。特に７月３日、朝６

時から９時までの短時間に125.5ミリの降雨がありまして、町内の道路、農地等の冠

水が発生しましたが、その後の降雨がなかったことで、迅速な排水調整を操作員さん

方からやっていただきましたことから大事に至らなかったということで、幸いに思っ

ております。 

 須古地区の民家の近くで一部の土砂崩壊があってるということで、早々現場に出向

いて確認をしております。現場周辺では平成２年度に県の急傾斜地崩壊単独工事にお

いてブロック積みが延長18メーターが工事を行っております。その先で幅６メーター、

高さ8.3メーターの土砂の崩壊があっております。周辺の方とも話し合いもしており
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ます。現在県単独事業での急傾斜地崩壊防止対策事業がありますが、採択要件の傾斜

の角度、それと受益戸数、崖の高さ等、もろもろの条件と、事業においての負担等の

調整がありまして、今後関係機関と地元との協議が必要となります。今後その調整を

図りながら事業を進めていきたいと考えております。 

 また、８月20日に広島県において大規模な土砂災害が発生しまして、多数の犠牲者

が出ました。その中で今後土砂災害を防止するための国において新たな事業の創設が

されることを期待しております。そのようなことから今後事業展開を図っていきたい

と考えております。 

 以上です。 

 

○内野さよ子議員 

 その事業、広島市でのそれは災害でしたけれども、それによってまた別の事業が、

新たな事業がもしできれば、いろんなところでも役に立つのじゃないかなという気が

したところです。それで、３点目に書いていますが、今後土砂崩壊の発生が予想され

る場合の避難勧告でありますとか避難方法と、今回広島市でも随分いろんな報道が、

気象庁の報道等もなかなかかみ合わなくて、いろいろありましたけれども、そういう

な状況のときにはこういう場所、白石の須古に限らず、有明の杵島山一帯、普通の台

風の状況等もいろんな場面がありますけれども、そういうなものも含めて、こういう

なところは特にどのようにされるのか、お願いします。 

 

○百武和義総務課長 

 今後土砂災害が予想される場合の避難勧告、避難方法等はどうされてるのかという

御質問でございます。 

 町のほうでは佐賀地方気象台や県が発表します情報や実際の降雨状況等を見ながら

土砂災害の対応を行っております。佐賀地方気象台では雨量が一定の基準を超えます

と、大雨注意報や大雨警報を発表しております。そして、雨が土壌中にどれだけたま

っているかを示す土壌雨量指数が基準を超えますと、土砂災害警報としての大雨警報

を発表します。また、この土砂災害警報の大雨警報という形で発表されている状況の

中でさらに土砂災害発生の危険度が非常に高まったときには、今度は土砂災害警戒情

報という情報に変わってきます。さらに、昨年８月30日からは大規模な災害の発生が

切迫していることを伝えるために新たに特別警報というものが創設をされまして、数

十年に一度の大雨などが予想される場合には発表されることというふうになっており

ます。ことしも沖縄県のほうでも発表されましたし、今回の北海道のほうでも発表さ

れているようでございます。町のほうでは平成22年３月に水害、それから土砂災害、

それから高潮に関して避難勧告等の判断伝達マニュアルを作成をいたしております。

この避難勧告等の発令の判断基準はこのマニュアルの中に定めておりますけども、こ

の基準に従って、また佐賀地方気象台及び佐賀県が発表します土砂災害警戒情報や今

後の気象予測、現場の状況などを含めて総合的に判断して、避難準備情報、避難勧告、

そして避難指示を発令するということになっています。もし町が避難勧告など発令し

た場合には関係する地区に防災行政無線、ケーブルテレビ、広報車、緊急速報メール
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等、さまざまな考えられる全ての伝達手段を使って周知に努めるということになって

おりますけども、町民の方々にはもう早目に安全な場所に避難していただきたいとい

うことで考えておりまして、ことしも政府というか、国のほうからでは、また気象庁

のほうからも報道なされておりましたけれども、空振りに終わってもいいからもう避

難勧告、避難指示をもう早目に出すようにということが報道をなされておりました。

そういった中で、町のほうでもなかなか特に土砂災害についてはポイント的にここが

危ないというのが町独自ではなかなか判断できないということもございますので、県

とか気象台、それから河川事務所、こういったところと連携しながら、もう特に地区

も指定しながら早目の避難勧告なり避難指示をもう出していきたいということで考え

ているところでございます。 

 以上です。 

 

○内野さよ子議員 

 今回広島市での土砂災害があったということもあって、これまではどちらかという

と、須古の山のほうに逃げればいいというようなイメージが町民の私たちでも、須古

に住んでいますが、そういうふうに思っていました。ところが、今回のこの新聞を見

てもわかるように危険箇所というような土砂災害の危険箇所のこれがありまして、早

く緊急的に周知をするようにというような国も県のほうも指導をしてあるように書い

てあります。そういうなことを含めて、今後また変わった点で早目の避難、今おっし

ゃったような避難をしたりすること、連絡をしていただくようにしていただきたいと

いうふうに思いました。白石町については、夏期訓練という消防夏期訓練が先日８月

にありましたけれども、出席者は多分900人近くいらしたかなと思います。定数につ

きましては1,200人ぐらいいらっしゃるので、本当すごい人数だなと改めてあそこの

場に着いたときによく思っています。そういうふうなことも含めて白石町は山とか海

とか、また川ですね、囲まれたところで、安心なようで安心でないところじゃないか

なというふうに思います。そこで、町長、土木のプロですので、白石町を今後何かや

っぱり今の災害のようなところも早くそういう法律的なものができるように察知をし

ていただいて、早くこういうところが補修、修理ができるようにしていただきたいな

と思いますので、努力してほしいなと思います。最後にお願いします。 

 

○田島健一町長 

 白石町にとっても先ほど議員おっしゃったとおり杵島山地の土砂災害、また六角川、

塩田川の洪水、そして前面有明海岸線の高潮等々、危険にさらされた地域じゃないか

なというふうに思います。しかしながら、私は安全・安心なまちづくりというのを推

し進めていきたいというふうに思っておりまして、その中で特に私も昔この土砂災害

の担当をやっていたものですから、この白石町、杵島山地につきましてはそんなに高

い山じゃございませんけども、危険ははらんでるんじゃないかなというふうに思って

おりました。そういうことで町内には114カ所の危険箇所があるわけでございますけ

ども、この危険箇所を土木事務所の話によりますと、来年からですかね、警戒区域の

指定に入っていくと、調査に入っていくということでございますので、それを私たち
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も地元と一緒になって支援をしていきたいなというふうに思っております。この指定

をしたからだけで災害がなくなるわけでもないし、あとは、指定もソフト対策として

していただくとともにハード対策も講じるところは講じていかにゃいかん。そしてま

た、大雨時には住民の皆さんたち避難態勢づくりもつくっていただかにゃいかんとい

うふうに思っております。これにつきましては、これまでも自主防災組織という話を

差し上げておるわけでございますけども、土砂災害危険区域については一つの地域地

域というような単位だというふうに思いますので、この中で自主防災組織がつくって

いただければいいかなというふうに思います。そういった中でも今回の広島の土砂災

害でもいろいろ言われておりますけども、雨が強くなって大雨警報であるとか特別警

報とか出てから、それから逃げよったら危ないわけでして、やはりまだまだ今後雨が

降りますよという情報の中で、準備の段階で準備情報というのも流されますので、そ

の段階でやっぱり避難をしてもらわにゃいかんというふうに思います。その避難先に

ついても、今回のこの杵島山地の土砂災害の危険箇所については、この白石の総合セ

ンターに避難するということじゃなくて、近くの公民館等々での避難になるかと思い

ます。そういったときにその公民館等々が本当に大丈夫かというのも私たちは検証も

していかにゃいかんやろうというふうに思っております。そういうことで、とにかく

今後広島、あの災害、先ほども話ありましたけども、土砂法が平成13年に制定されて

おりますけども、この制定の背景にも広島の災害があったわけでございます。そうい

ったことから大きな災害があると、国においても法律等々の見直し等々も出てきます。

今回も多分にさらなる法改正が出てくるんじゃなかろうかなという予想もできるわけ

でございますので、そういった中で私たちも白石町の杵島山の土砂災害についても、

ソフト対策には私たちも取り組んでいかにゃいかんし、ハード対策についても十分に

対応していかにゃいかんやろうというふうに思っているところでございます。いずれ

にしても白石町は住みよい町、それはどこの地域であっても六角川の川沿いであって

も有明海の海側であっても、杵島山地の崖のそばであっても、白石町はどこでん安

全・安心な町ばいと言われるようなまちづくりをしていきたいと思っておりますので、

皆さん方の御支援もお願いしたいなというふうに思っておるところでございます。 

 

○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。 

 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 あすも一般質問となっております。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 

15時17分 散会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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