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質 問 者  質  問  事  項  質  問  の  要  旨 

１、環境問題（産廃の不法

投棄等）について 

①奈古地区の産廃の不法投棄の問題は、どの

ようになっているのか？また、町内の産廃

業者に対しての検査等はどのようにしてい

るのかお聞きしたい。 

２、電算システムについて ①税金の納付書の遅れの原因とその対応につ

いてお聞きしたい。また、住宅の家賃で

２年以上前の請求を今回請求しているが、

どのような対応になっているのか。 

 お聞きしたい。 

３、「メタセの杜」の運営

について 

①現在の状況と今後の運営方針について、ど

のように考えているのか、お聞きしたい。 

武道 修司 

４、町のバス利用について ①町のバス利用について、合併前と違う方法

になり町内のスポーツクラブ等が困ってい

るようですが、何か対応を考えています

か。 

吉元  實 １、オンブズマン制度条例

化（行政改革として） 

①町民の苦情処理として地方自治法１３８条

の４第３項（附属機関に準ずる）設置方

式、任命形式、町長の委嘱で任命に当たっ

ては議会の同意を条件とする。 

１、米軍再編に伴う築城基

地の諸問題にどう対応

するのか 

①町長は今度、どう対応するか。 

２、住宅新築資金等貸付事

務について 

①滞納問題をどう解決するか。 

辻上  浩 

３、今後の町づくり新町建

設計画について 

①県の市町村合併構想をどうとらえている

か。 

②将来、更に合併が必要とみているか。 

③新町建設計画をどう具体化するのか。 

１、米軍再編問題について ①築城基地への米軍訓練の内容は。 

②基地拡充はあるのか。 

西畑イツミ 

２、就学援助制度について ①小中学校のいる親は誰でも申し込めるの

か。 

②手続きはどうすればいいのか。 

中島 英夫 １、職員採用について ①保健師等数名採用を予定しているようです

が、定期採用月ではないと思われる時に試

験する理由、雇用の時期は。 

宮下 久雄 １、椎田駅前開発について ①推進協議会について（協議の結論は） 

②ＴＭＯはどうなっているのか。 

③推進協議会の事務が都市計画に移っている

が今後の方向。 
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１、国民健康保険税等の赤

字解消の方策は 

①医療費の抑制の方策を聞きたい。 工藤 久司 

２、職員削減と資質の向上 ①削減と同時、資質を上げる方策は考えてい

るのか。 

１、築上町のまちづくりに

ついて 

①町長の目指すまちづくりの基本的な考え

は。 

２、行政機構改革について ①職員のやる気を喚起する組織運営を。 

②町民の利便性を考慮しての配置なのか。 

白石 隆則 

３、旧庁舎跡地について ①旧築城庁舎跡地利用について。 
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午前10時00分開議 

○議長（田原  親君）  おはようございます。ただいまの出席議員は２６名です。定足数に達し

ていますので、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長（田原  親君）  日程第１、一般質問ですので、これより順番に発言を許します。 

 では、１０番目に２１番、武道修司議員。 

○議員（２１番 武道 修司君）  おはようございます。きょうはトップバッターということで、

通告に基づきまして一般質問をさしていただきたいというふうに思います。私の方から提案とい

うか、質問をさしてもらっている項目が４項目あります。順番に進めていきたいというふうに思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず第１番目に、環境問題ということで不法投棄、産業廃棄物の不法投棄の問題について質問

をさしていただきたいというふうに思います。 

 この問題は、まず１点は、奈古地区の産業廃棄物の不法投棄ということで、昨年というか、旧

椎田町の時代からもちょっとこれは問題で、１２月議会にも質問をさしてもらった項目にありま

す。そのときの質問項目が要旨として、助役、住民課長に相談をしていたが、どのようになりま

したかという質問を１２月議会でしていました。この問題が出たのが昨年の９月ぐらいに、私が

そういうふうな話を聞いて現地調査をして、助役なり住民課長に相談をしていった経過がありま

す。今回、その後の対応としてどのようになったのかということを、まずお聞きしたいなという

ふうに思っております。 

 言葉で言うとなかなか難しい、ちょっと問題がありますので、ちょっとこう写真を持ってきて

おりますので、見ていただければわかると思いますが、町道の真横に軽トラックがとまっており

ます。その横に大きなパイプ、土管というんですか、土管も埋まっている。この上に土砂が載っ

ていて、いつ崩れるかわからない状態で、場合によってはこの町道をふさぐ可能性がある。この

上の方にもどうも産業廃棄物らしいものが置いてある。これははっきりと、私も中に入ってまで

調査できませんので、もう不法侵入となっても困りますから、それはできないんですが、どうも

その可能性があるんじゃいかというような状況があります。 

 地元の方々のお話を聞くと、かなりの土砂を埋めているということで、その下に何か不安なも

のが埋められているんじゃないかということで、ちょっと心配をされている状況があるというこ

とです。この場所に行くところにも、当然町道があるわけなんですが、その町道、広域農道の道

から入ったところなんですけど、もともとそんなに広くない道を勝手にというか、町の方には許
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可が出ていないとは思うんですけど、鉄板をこのように勝手に置いて、実際の道よりも広くなっ

ている。横の田んぼの方も迷惑をしているというふうな状況がある。 

 町の道路を勝手にこのような形で使われて、なおかつ内容がわからないものを不法投棄されて、

このままでいいのかなという問題で、昨年、議会の方に提案というか、一般質問を質問をさして

もらったような状況があります。この問題で一つ大きな問題になってくるというか、流れとして

この土砂を埋めた１つの要因とすれば、山林の木の伐採ということが目的で埋め立てをしていく

ということがまずあった。だから、これは産業課の管轄にも引っかかってくるだろうと。 

 それと、もう一点は、今さっき見ていただいたように、軽トラック等の産業廃棄物らしきもの

がかなり埋められているということで、環境課の管轄になるだろうと。当時、住民課の関係でし

たので、それで当時、八野助役が当時その助役でしたので、課がまたがって責任逃れというか、

お互いに責任のなすり合いをされても困るということで、助役に音頭というか、指揮をとっても

らった方がいいだろうということで、お願いをしていたような経過があるわけでございます。今

回は、それに建設課の関係、町道が引っかかってきますので建設課の関係も、今度、かかってく

るだろうというふうな状況が出てくるわけです。 

 ということは、これはその３つの課にまたがって、町全体の大きな問題になってくるんじゃな

いかなというふうに思いますので、今までの経過、町としてどのような対応をされてきたのか。

それと、今後、どのような対応をしていくのかをまずお聞きしたい。 

 それと、一緒にちょっとここを質問をさしていただきますが、町内に産業廃棄物業者があると

思います。どれぐらいの数があって、どのような対応になっているのかということがちょっとわ

からないんですが、町としてそのような業者に対しての定期的な検査、調査をやられているのか

どうなのか。 

 特に、気になるのが、町長の家のすぐ先の海岸沿いでビニールというか、何かこういろんな産

業廃棄物らしきものを集めている業者があります。たまに、そこから黒鉛が上がっているという

通報が、当然町の方にもあるでしょうけど、私の方にもありまして、当時、住民課長が現地の方

に飛んでいっていただいて、確認をしてもらったというふうないきさつもあります。このような

業者とかそういうふうな通報があったときの対応として、町としてどのような対応をしているの

か、今後、どのような対応をしていきたいのかという点をまずお聞きしたいというふうに思いま

す。これはもう担当課長からでも構いませんし、町長からでも構いませんので、回答をお願いし

たいと思います。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  武道議員からの廃棄物の関係の質問でございますけれど、自治法では決

められているのは、市町村は一般廃棄物の仕事をする事務所でございます。産業廃棄物は、基本
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的には県の許可、それから監督という形になっております。そういう形の中で、じゃ一般廃棄物

と産業廃棄物の概念と申しますか、これは一般家庭から排出されるものが一般廃棄物と、産業廃

棄物というのは、経済的な利益を求めるための廃棄物が産業廃棄物と、このような定義になろう

かと思いますけれども。この関係でさりとて町も、町内にこのような不法な投棄があれば黙って

はおけないというふうなことで、県とは綿密な連絡をとって対応をしておるところでございます。 

 そういう形の中で、例の奈古の分についても、それは県の環境保健事務所と連携をとりながら

やっておるけれども、その一応事実、経過報告は、私が足りなければ担当の方からもさせますけ

れども、基本的に今の地権者、これが売買によって、地権者がかわっておるという状況がござい

ます。 

 そして、問題の土砂、中身はちょっとわからない。県の見解では、今のところ、土砂について

は許容範囲の土捨てという形で、埋め立てという考え方があるというようなことで聞き及んでお

ります。 

 そして、後半の質問ですけれども、産業廃棄物業者の指導とか、これはもう町はそういう越権

行為はできないという形になって、県の仕事になりますので、そういうことです。 

 あと、足りない部分は担当課長の方から答えさせます。 

○議長（田原  親君）  環境課長。 

○環境課長（後田 幸政君）  築城支所の環境課長の後田でございます。私は４月１日の異動で環

境課長になりまして、奈古地区の自治会長さんから、再度調査をしてくれないかという依頼がご

ざいまして、私の方としましては、先ほど町長が申し上げたとおり、検査、指導については、現

場の調査です。その点については県の仕事だということでございますので県に連絡しまして、

５月の１５日に調査を環境課の職員２名が立ち会って、そのときには豊前署も来ていただきまし

た。そして、調査を行いました結果報告はまだ受けておりません。 

 通常の場合、町の場合にはつい最近６月に入りましてからは、もう町長あてに手紙で投書がご

ざいました。その中身は、不法投棄を何で町が調査をしないんだという文面がございましたので、

早速職員が現場を調査いたしましたら、確かに不法投棄があったということで、行橋の京築保健

福祉環境事務所に連絡をしまして、町の職員と一緒に立ち会いまして、そして環境事務所の方が

調査結果が来ております、現在。 

 その中身としましては調査項目です。それと、何を不法投棄されているかまで書いて、そして

地権者、運搬業者、すべて調べております。そして、最終的には指導ということで、いついつま

で処分、処理をしなさいということまで項目を挙げた報告書が来ております。ただし、奈古の件

については、まだ環境事務所から報告書が来ておりません。 

 以上でございます。 
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○議長（田原  親君）  内丸課長。 

○建設課長（内丸 好明君）  建設課の内丸です。先ほどの道路の件でございますけど、数日前、

武道議員から指摘を受けました。それで、一応法律上はどうなっているかということで、これは

道路交通法第７７条に基づく警察署長の許可が必要でございます。それは、許可が必要なものと

いうのが、通常通行する場合等については関係ありませんけど、特殊な使い方、道路工事とか露

店の設置とかアーチとかそういう場合には、警察署長の許可が必要となります。それで、椎田交

番の方にもちょっと問い合わせをしましたが、道路交通法に基づく許可を受けていない模様でご

ざいます。これからにつきましては、そういう鉄板を設置したままであれば、あれは雨降り等で

滑りますので、転ぶとかしたらけがにつながるかと思いますので、まず法律を勉強しながら対応

していきたいと考えております。 

○議長（田原  親君）  武道議員。 

○議員（２１番 武道 修司君）  これをやっぱりこのまま放置しておくというわけには、私はい

かないんじゃないかなと。先ほど町長が説明をしたように、産業廃棄物は県の管轄だと。これは

もうそのとおりなんです。ただ、行政的にそういうふうなものを整理して、これは県の管轄だか

ら、これは国の管轄だから、これは町の管轄だからという中でやっていくと、不法投棄という形

からいくと、あそこの町はそんなにうるさくないからいいんじゃないかというふうな形で甘く見

られるというか、そういうふうな業者がふえてくる可能性があるんじゃないかな。 

 ここはやっぱり町を挙げて、この不法投棄は断固として許さないということをやはり姿勢とし

て見せて、当然町としてできない部分というのは、これはもう県にお願いしないといけないんで

すから、県の方と調整をしながらやっていくべきじゃないかなというふうに思っております。 

 道路についても、町道ですから自分ところの土地なんです。うちの町の土地なんです。それを

勝手に扱われて、なおかつ警察の届け出があればいいよということで、警察、道路交通法の問題

があるからということかもしれないけど、その警察にも言っていない。勝手に鉄板を敷いている。

もし、その鉄板が原因で滑ってこけてけがをしたという人が出たときに、どう責任をとるのかと

いう問題の中で、その業者自体も当然そのような状況であれば、逃げる可能性があるわけです。

だから、早い段階でこの対応をしていただきたいなというふうに思います。特に、町の環境問題

という大きな、これは問題になってきますので、そういうふうな点に注意してやっていただきた

いなというふうに思います。これは、この質問についてはこれで終わりたいというふうに思いま

す。 

 次に、電算システムの関係なんですが、これ電算システムというか、人的な問題なのかちょっ

とそこはわかりませんが、まず１つは、軽トラックというか軽の納税証明書関係が、大体毎年、

旧椎田の場合は４月に来ていたと。普通一般的な乗用車、県税の場合が５月の上旬、ところが、
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今回は県税よりも遅く５月の２０日ぐらいに、各家庭に届いているというふうな状況があります。

その自動車税だけの問題じゃなくて、いろんな税金関係もちょっとおくれているような経過があ

って、これは築城と椎田とのやり方の違いなのか、それとも電算のシステムの問題なのか、人的

に処理がおくれて対応がおくれたという問題なのか、その点についてまずお聞きしたいというふ

うに思います。 

○議長（田原  親君）  税務課長。 

○税務課長（椎野 義寛君）  税務課の椎野でございます。武道議員が御指摘の軽自動車税ですが、

５月の１６日に発送しております。この軽自動車税につきましては合併協議におきまして、今ま

で椎田町につきましては４月が納期限でございました。旧築城町は５月が納期限という形になっ

ていましたが、合併協議におきまして、その納期限が５月末という形で変更されております。 

 それで、それと固定資産についても、従来は４月という形に、納期限がです。ただし、毎年、

旧椎田もそうだと思いますが、３年に１度の評価がえの年につきましては納期限が１カ月ずれて

５月末という形で納期限の変更という形で、その分につきましては今議会の税条例の変更の分で

専決処分をしていますが、そこで５月末という形の納期限の変更をしております。ということで、

一応５月１６日と、固定資産について５月１７日に発送をしておりますので、そういう納期限の

変更についての周知徹底がなされなかったことについてはおわびしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（田原  親君）  武道議員。 

○議員（２１番 武道 修司君）  なぜこれをあえて聞いたかというと、住民の皆さんがわかって

いないんです。税金がいつも来るのに来ないじゃないかということをやっぱり皆さんが言われて

いて、役場の方に聞いたら、電算の関係だというふうな答えをした職員がおられるそうです。こ

れは税務課の担当であればそういうふうなことはわかると思うんですけど、税務課以外の担当者

が聞かれたときに、電算の関係だとか合併の関係だというふうなこと、当然その合併の関係とい

うのは間違いではないんですけど。そういうふうな形で、どうも住民の人たちが内容的によくわ

かっていないというところで、その内容についてやはりこういうふうになったんだ、特にお金を

いただく問題ですから、そういうところを周知で言えば徹底を住民の方々にするべきじゃないか

なと。それがやっぱり住民サービスという形になるんじゃないかなというふうに思っております。 

 今年度、来年度、当然出てくると思いますが、今後、収納というか、そういうふうな税金の収

納をしていただくその期限とかそういうものを、広報等で通知をするという考えはありますかど

うですか。 

○議長（田原  親君）  税務課長。 

○税務課長（椎野 義寛君）  今の質問につきましては、今後、広報を通じまして、今月は何々税
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の第何期の納期限だという形の分の周知徹底をしていきたいと思いますし、年度当初、納期限の

変更がございましたら、それにつきましては事前に広報、無線等を通じて放送をしていきたいと

思っております。 

 以上です。 

○議長（田原  親君）  武道議員。 

○議員（２１番 武道 修司君）  合併をしてかなりやっぱり混乱がいろいろとあると思います。

書類上の問題、それと職員の対応の問題で、やっぱり住民も困惑をしているというのが現状で、

親切、丁寧にそういうふうな部分、広報等がありますので、そういう部分を利用して、住民サー

ビスの向上に努めていただきたいなというふうに思います。 

 それと、この電算システムの問題で、もう一点が住宅の家賃の問題。きのうも住宅の家賃の問

題が出ていましたが、今回、たまたまこのやり方というか、そのシステムの問題なのかちょっと

わかりませんけど、２年前、平成１６年の３月末の家賃が残っていたと。ところが、平成１６年

度、平成１７年度、すべてお金が入っている。１５年度の３月末、そやけ１６年の３月ですけど、

その部分だけが歯抜け状態で残っていたと。２年間も請求をしていなくて、今回、請求を出した

と。 

 これはなぜこういうことが生まれたのかというと、今回、電算システムを変えたから、前の分

がわかりましたという説明を当初されていたという経過があります。よくよくその流れを聞くと、

ちょっとこれはシステム的には、ちょっと問題があるんじゃないかなというふうな感じの部分も

ありますので、その問題点がなぜこのような問題点、問題が出たのか。それと、今後、その問題

点に対してどのような対応をしていくのか、建設課長の方から説明をお願いしたいというふうに

思います。 

○議長（田原  親君）  建設課長。 

○建設課長（内丸 好明君）  建設課の内丸でございます。口座振替で資金不足等で振替不能にな

った場合の対応につきましては、今までは入居者に対して連絡していない状況でありました。そ

してまた、電算システム上、同一年度内であれば古い月から振替をしていくようになっておりま

すけど、年度切りかえになった場合、年度がかわった場合に年度切りかえした場合、その場合に

おきましては前年度の取り扱いではなくて、古い年度の分については振替できないようなシステ

ムになっております。それで連絡が、入居者にとりましては、連絡がないから家賃を支払ったと

いうふうに思ったと思われます。それで、請求が遅れたことについては深くおわびを申し上げま

すとともに、二度とこのような事態にならないように心がけていきたいと思います。 

 それで、今後の対応としましては、それの問題が発見しましてから、５月の口座振替から口座

振替不能の入居者につきましては、すべて通知を差し上げるように改善しております。そして、
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電算システム上の問題につきましては、担当課である総務課とも協議しながら、改善するべきと

ころは改善していきたいと考えております。 

○議長（田原  親君）  武道議員。 

○議員（２１番 武道 修司君）  今、建設課長から説明があったように、例えば平成１５年度

３月末に残っていた。そうしたら、１６年度の４月は口座引き落としでその方も家賃を払ってい

る。ちゃんと払っていっている、１６年度、１７年度と。ところが、その部分が年度がわりだっ

たから残っていましたと。 

 これ一般的には考えられないんです。普通の住宅家賃で民間のアパート経営をされている方が、

歯抜けにしてずっと埋めていくということはあり得ないと。例えば４月の分が入ったら、その分

は３月に埋めるんです。４月の分が入っていなくて５月に引き落としができたら、その分は４月

ということで埋めるんです。年度がわりだからというのは一般的には、もうこれは行政の問題で

あって、一般的にはこれ考え方としてはおかしいんです。 

 今回、このような問題が起きたということは、今までの役場の体質、システムの関係がこれに

大きく引っかかってきているんじゃないかなと。当然これ銀行での引き落としになれば、銀行の

方に引き落としの依頼を出すとかいう問題もいろいろあると思います。このシステムの問題につ

いて、先ほど建設課長が、総務課長の方と相談をしながらということで言われていましたけど、

総務課長の方で何らかの対策を考えているようであれば教えていただきたいなというふうに思い

ます。 

○議長（田原  親君）  総務課長。 

○総務課長（中村 信雄君）  総務課の中村です。この問題につきましてはいろいろと担当の方に

聞いておりますけども、未振替、振替ができなかった場合の対応としましてはちょっと法的な問

題もありまして、まず振替ができなかった場合は、催促状を２０日以内に出さなきゃならないと

いうことが１点あります。お金がないで、たまたまないで落ちなかった分については、翌月に

２カ月分引くという方法もあろうかと思います。そこのところの打ち合わせも、また銀行なり金

融機関との話し合いを行う必要もあろうかと思います。 

 そういうことで年度切りかえでできなかったという、今までそういうことがあったこと自体知

らなかったんですけども、システム上の問題はあろうかと思います。そういうことでいろんな法

的なもの、相手方の問題をクリアしながら、一応カスタマイズかければ、システム上の問題点は

なくなってくると思います。ちょっと無料というわけにはいきませんので、若干経費がかかって

くるということで不可能な問題ではありません。 

○議長（田原  親君）  武道議員。 

○議員（２１番 武道 修司君）  この問題は、やはり住民の人に対して大変失礼な問題だろうと
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いうふうに、私は思うんです。本人は口座から当然引かれて、毎月通帳から払っている。たまた

まその２年前に、落ちていなかったことが１回あったということなんでしょうけど、それを本人

がたまたま気がついていなくて、本人は払ったつもりで、ずっと引き落としをされていますから

ずっと入っているものと。ところが、急にこういうものが、ぽんと２年前の分が入っていません

よというふうなことは、かなりやっぱり失礼な話だろうし、時効でいくと、これはもう２年です

から時効にはなりません。ただ、時効じゃないから許されるのかという問題に関しては、これは

道義上の責任として、やっぱりそういうふうな問題を起こすということはやっぱり問題があるん

じゃないかというふうに思っております。 

 そのシステムの問題、あとは引き落としできなかった場合のその職員なりその担当課の対応、

そういう部分がいろいろ出てくるだろうというふうに思いますが、その点について、今後、特に

担当課についてはこのような問題が起きないための方策、こういうことを細かくやりますよとい

うものが、何かあれば教えていただきたいというふうに思います。 

○議長（田原  親君）  建設課長。 

○建設課長（内丸 好明君）  先ほど申しましたとおり、口座振替できなかった場合には、入居者

に対して毎月通知するように改善しました。そしてまた、数カ月たまるような状況になれば、ま

た改めてまとめたところで請求するような形をとっていきたいとは考えております。 

○議長（田原  親君）  武道議員。 

○議員（２１番 武道 修司君）  同じことを２回聞いたわけなんですが、そのような対応を十分

やっていただきたいのと、特に先ほどから言っている年度がわりの問題については、特にこれは、

担当もまたかわる可能性が多いんです。ちょうど人事異動等で。だから、そこら辺の連携という

か、流れというものがやはりちゃんと確立しておかないと、このような問題が２回、３回と起き

る可能性がありますので、町長も十分そこら辺の指導等、今回、助役が決まりましたので、助役

の方もそこら辺の指導を十分していただきたいなというふうに思います。 

 続いて、メタセの杜の運営についてを質問さしていただきたいというふうに思います。ざっと

お聞きします。 

 この前、経営状況というか、決算の報告がありましたが、現在の状況と今後の方針について、

まず町長はどのように考えているのかということをお聞きしたい。先日は、月１００万ぐらいで

すか、収益が上がっているというふうな話もありましたが、今後の見通しとしてどのような流れ

になっていくのか。あのメタセの杜を活性化するためには、どのような方針を打ち出していくの

かという部分をお聞きしたいというふうに思います。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  メタセの杜は、第三セクターのプロバンスが、ついきプロバンス、株式
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会社ついきプロバンスという会社でございます。町が出資を９００万、農協が１００万、築城商

工会が５０万と、総資本１,０５０万で運営。そして、現在までの役員は築城前町長と、それか

ら農協の組合長、築城商工会の会長と、３人が取締役に就任をしておるところでございます。 

 そういう形の中で経営方針というのは、この取締役会で決定していくことでございまして、し

かし町としてこの株主総会に向けていろんな注文はつけられます。そういうことで、私はこの今

の取締役会に注文をつけております。その１つとしては、取締役を現在３名から５名にしてほし

いと。そして、町からはこの政倫、それから指定管理者の問題で、役員は出さないというような

ことで基本的に考えております。そういうことで、すべて民間でこの役員体制をやってほしいと

いうふうなことで申し入れをして、あとの経営状態は、きょう総会がございます。 

 ここで取締役が決まれば、新たな会社の運営方針が出ろうかというふうに考えて、とにかく資

本を投資しておる町としては、やはり経営の成り立つような運営をしなければということで、や

はりあそこにしかないものということで、例えば、今、ハンガリー館をつくっています。あれを

何かに活用して、ハンガリー館というのはこの辺のいわゆる道の駅、それから物産販売所等では

ないということで、ハンガリーの産物をどんどん入れていったらどうかという、これは一応提案

というよりも意見を申しながら、そしてやはり地産地消という形でこれは大事だというようなこ

と。 

 しかし、この地産地消だけではこの築上町にあるものだけではなかなか商売できないよと。や

はり品ぞろえをして豊津、それから豊前の道の駅、これに負けないような形の品ぞろえ、それか

ら商品の品質、価格と、こういうものを常にチェックしながら、お互い切磋琢磨した競争をやっ

ていかなければ、運営はなかなか難しいよというふうなことまで注文はつけておると。あとは、

そういうことで経営方針は取締役会に任せるべきだろうと考えております。 

 以上です。 

○議長（田原  親君）  武道議員。 

○議員（２１番 武道 修司君）  取締役会に任せるべきだろうと。当然その役員ですから、そこ

に任せるというのは当然でしょうけど、基本的にはこれは町の施設なんです。町のものなんです。

任せるからといって知らん顔をされると困るわけなんです。今みたいにその注文をこうつけるよ

ということなんですが、注文をつけるにしても、やはり大株主として、また何というか、施設の

所有者としてやはり大きな権限があるんです。 

 ３月のときにビラ・パラの関係、アグリパークの関係も質問をさしてもらいましたが、メタセ

の杜もこれも一緒なんです。どんどん注文をつけて活性化をしていくと。あの施設が活性化をし

ていけば、必然的に築上町も活性化していくんです。アグリパークが活性化していけば、必然的

に築上町が活性化していくんです。その活性対策のための施設だろうと、私は思っているんです。
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それを任せっきりで、果たしていいのかという部分を考えると、ちょっと私は不安があるなと。 

 町長は、今回、町の総合計画の審議会をつくって、町全体の活性化の計画を立てていきたいと

いうふうなことをされていますが、その中でも役員に任しているからといって、その中で協議し

ないのかといったらそうじゃないんです。当然その中にもそういうふうなものが入ってくるんで

す。アグリパークの問題にしてもビラ・パラの問題にしてもこのメタセの杜にしてもキャンプ場

にしても、すべて出てくるんです。ならば、町はそれなりのことを考えそれなりの行動をしてい

く、それを注文をつけて、そして収益を上げてもらう。独立採算でやってもらうというのが流れ

じゃないかなと。 

 だから、経営方針の中には口を出さないというんじゃなくて、ある程度、私は口を出していい

と思うんです。口を出さないといけないというふうに、私は思うんです。ほかの施設も一緒です。

町長なり助役なりが、その役員に入る入らないというのは別です。町としてもっと経営方針に注

文をつけてもっと口出しをして、私はいいんじゃないかなと。ある程度自立的、自主的にやると

いうところの考え方も必要かもしれないけど、そこは町の総合計画が今度できれば、それにのっ

とってもらってやってもらわないといけないだろうし、それに方針が違っておけば、当然文句を

言わないといけないと思うんです。 

 それぐらいのいろんな施設に対して、町長は口出しをしていくつもりがあるのかどうなのか。

今回、メタセの杜ということで質問をしていますので、メタセの杜に対してそういうふうな注文

をもっと厳しくつけていくのかどうなのか。意見の提案じゃなくて、注文をつけるぐらいの意見

を言うつもりがあるのかないのかをお聞きしたいというふうに思います。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  武道議員は、町の施設だから何もかも町でやれという考え方のようでご

ざいますけど、一応私はそうではないと。やはり民間活力を導入して地域を活性化していく。こ

れじゃないと、町がしたらおんぶに抱っこになるという形、これは間違いなくなります。 

 だから、そういう形ではやはり民間の活力で収益を上げるように頑張ってほしいと。そして、

なおかつ資本、あとまだお金が要るという形になれば、町の方に経営計画をちゃんと提出して、

このような計画を行いたいから、そして増資をしてほしいと。また、民間にも増資をお願いして

おるということで、資本をふやす形であれば、私はこれを議会の方に予算提案をやっていこうと。

しかし、さりとて株主という形でこの会社をつぶすわけにはいかないということで、役員のやり

方が悪ければ資本家として、この役員は更迭ができるというようなことで、役員は頑張ってほし

いと、このような形で注文をつけておる。 

 そういうことで、会社と町と、これを丼化、一緒にすればもう会社をつくる必要はないんです。

町営でやればいいという形になりますけれども、やはり経済活動をやるためには株式会社なり、
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やはり商法にのっとった会社でやっていかなければと。このような状況で第三セクターができた

というふうに理解をしておりますし、やはりこれは、理事者である取締役がぴしゃんと、そして

自分たちの給与も出るような運営を本当はやってほしいと、このように考えております。 

 以上です。 

○議長（田原  親君）  武道議員。 

○議員（２１番 武道 修司君）  私が言っているのは、町ですべてやれと言っているんじゃない

んです。民間でやるのはオーケーなんです。民間で私もやるべきだろうと思っているんです。た

だ、民間に任せきりというのはどうなのかという話です。だから、どんどん注文をつけるという

のは町でやるちゅうことじゃないでしょう。町の活性化のためにこういうことをやってほしい、

もっとこうしてほしいという意見をどんどんやっぱり口出しをするべきだろうと思うんです。そ

こで、民間の考え、民間のやり方の中で経営をよくしていく、活性化につなげていくということ

が目的じゃないかなというふうに思うんです。 

 だから、投げっぱなし、やりっぱなしちゅうか、そこに任せきりという形じゃなくて、常日ご

ろから、例えばその担当部署もありますので、その部署からでもどんどんやっぱり注文をつけて

いって、注文をつけることによって刺激が出て、もっとよくしていこうという活力になるんじゃ

ないかなと思うんです。任しているから、もうそこはそこちゅう考え方じゃなくて、言ってほし

いということなんです。 

 だから、民間でやるというのは大賛成なんです。町で全部やれということじゃないんです。だ

から、そこにどんどん意見を言ってほしいということで言っていますので、その点を踏まえて、

今後、メタセの杜、ほかの施設もありますけど、町長の意見、町長だけじゃないでも担当課でも

構いませんし、助役でも構わないと思います。どんどん意見を言っていただいてどんどん活性化

をしていただいて、活力のある施設にどんどんしてやっていただきたいなというふうに思います。

もう時間もあれですから、次に行きたいというふうに思います。 

 次に、町のバスの利用についてなんですが、合併前は椎田町の時代のときはスポーツクラブ、

例えばサッカー、野球、陸上、バスが、大会へ行くのにバスがどうしても必要だというときは椎

田ののぶづか郷、シースケ号です、を借りて大会に行っていた。ところが、合併と同時に貸さな

いということがあって、年度途中で貸さないというのはおかしいんじゃないかと。予定をしてい

た団体もありましたので、それは当時、助役が職務代行者、職務執行者でしたので、すぐに規約、

規則ですか、変更していただいて、３月末まではというふうになったみたいです。 

 ４月以降は、また貸さないというふうな方針になっているみたいで、この１番の問題は、大会

に行くのに費用がかかるんです。各クラブがなかなか費用が準備できない。各家庭が、昔は各家

庭で皆さん、連れていったりとかいうこともあったんでしょうけど、共稼ぎ等があって、土曜日



- 204 - 

も日曜日も仕事に出ているという家庭もあってなかなかそれも対応できないと。バスでやはり連

れていこうということになると、例えばマイクロを借りて行くとなると、やっぱりかなり費用が

かかると。当然その分のクラブ活性化のために、町が補助金とか出してすれば、そういうふうな

費用を使ってどんどんできるでしょうけど、その費用も毎年減っていっているような状況で、各

クラブ、いろんなところで資金を集めながら活動をしているような現状があるわけ。 

 それに追い討ちをかけるように、このバスを貸さないということになると、クラブ自体のやっ

ぱり存続にも引っかかってくるんじゃないかなと。近くであれば簡単に行けると思います。例え

ば、豊前、行橋、場合によっては小倉ぐらいの大会であれば行けると思うんです。ところが、県

外に行ったりとか福岡の市内に近いところに行ったりとか、場合によっては熊本に行ったり大分

に行ったりとかいったときの対応として、町が今までやっていた対応のサービスの低下をするの

かどうなのか。 

 今現状、築城のちょっと状況が、私はわかりませんので、旧築城町がどのような対応をしてい

たのかという点を１点。それと、旧椎田町がどのような対応をしていたのかという１点。現状は、

今、どうなっているのかというところの部分と、今後、どのようにしたいのかという考えがあれ

ば教えていただきたいというふうに思います。 

○議長（田原  親君）  はい。 

○財政課長（田原基代孝君）  武道議員が若干経過を説明していただいたのであれですけども、両

町にバスがございます。合併協議で築城町の方は、補助事業で購入したバスであるので町の行事

以外は使わないということでした。ところが、椎田町の方は、一般スポーツクラブ等に貸し出し

をしておりました。ということで合併協議では、一応さっき申されたように、もうとりやめよう

ということで合併協議では決まっておりましたが、年度途中で急な変化もあれだろうということ

で、さっき言われましたように職務執行者と相談しまして、年度内は継続させようということで

やってまいりました。 

 その後、じゃ４月からはどうするのかというのが一番問題で、実は武道議員、町の方も困った

問題がありまして、何が困ったかといいますと、もう旧椎田町のときから問題でもございました

けれども、バスを貸し出しするのは全然問題ではありませんが、事故を起こしたときの対応をど

うするのかというのが一番の問題でございまして、一応保険には入っております。 

 しかし、その保険だけで対応で済むのか。例えば、運転手さんの人身事故等を起こしたときの

責任はだれが取るのか。例えば、死亡事故等を起こせば交通刑務所から免停から免許取り消しか

らいろんなペナルティがあります。だから、その辺は直接その人の生活にも響く問題にもなって

くるということで、それが最大の課題で、その運転手さんの負担を軽減しようということで、旧

椎田町のときは、保険の範囲内の責任は町には問いません、という一筆をいただきながら貸し出
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しをしておりましたけれども、この一筆をもらうのも大変だったらしくて、それも大変だなと。 

 しかし、それで果たして済むのかという問題がありまして、これを片づけるために町も同じで

すが、運転業務を営むところ、具体的には太陽交通の方にお願いをしておりますが、太陽交通の

バスの代行運転ということで、現在は継続をいたしております。ですから、今までは各スポーツ

クラブのお父さんとかが運転をしていたみたいです。利用状況を見ますと、年に１回ないし２回、

去年の実績で使っているようにあります。ですから、今後はやはりもう事故で本人の運転手さん

に負担軽減をさせまいというのが最大の課題でございましたので、その負担を取り除くために代

行運転に切りかえて継続をしております。 

 以上です。 

○議長（田原  親君）  武道議員。 

○議員（２１番 武道 修司君）  今、その代行運転というふうな話がありましたけど、その代行

運転というところのちょっと説明をお願いしたいというふうに思います。 

○議長（田原  親君）  財政課長。 

○財政課長（田原基代孝君）  代行運転というのは、町が行事のときも町と太陽タクシーの方で契

約をしておりますが、１時間２,０００円で契約をしております。そして、この代行運転という

のは、もし万が一の事故が起こった場合、すべての責任は太陽タクシーが取っていただけると、

こういう内容になっております。 

 以上です。 

○議長（田原  親君）  武道議員。 

○議員（２１番 武道 修司君）  １時間２,０００円ということで、例えば大会に朝６時から大

会に行って夕方６時に帰ってきたと。１２時間、２,０００円を払ったら２万４,０００円を払わ

ないといけない。レンタカーを借りた方が安くなるんです。結果的に運転手の負担をなくすとい

うふうな話で、今、言われていましたけど、結果的にレンタカーを借りてそこで運転手で行けば、

その運転手には負担がかかるんです。一緒なんです。 

 ただ単に、町が責任逃れをするためにやろうかという話じゃないですか。運転手の負担を軽減

するのは、レンタカーを借りようと町のバスを借りようと個人の車で行こうと一緒なんです。運

転手は一緒なんですから。ただ単に、町のバスで何かあったときに、町にどうこうというトラブ

ルがあったら困るからという話なんじゃないですか、これは。代行運転で２,０００円を払って

もらってやれば貸しますよ。それはすべて太陽交通が責任を取りますから、町には責任がありま

せんから。これは責任逃れの態勢で、結果的にスポーツクラブ等に負担をかなり与えているんじ

ゃないかなと。 

 先ほど、２回か３回という話がありましたけど、サッカー、野球、陸上で年間に１０回以上は
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借りていると思います。１０回じゃ言わないと思います。あと町の行事と重なれば、その町の行

事が当然優先ですから、そういうのは民間に貸すことはできない。民間というか、そういうよう

なスポーツ団体には貸せないということになるでしょうけど。ただ、そのスポーツ団体にしても、

町のこの町の子供たちの活性化というか、将来の教育の一環としてその場に貸していこうという

ふうな流れがあったから、町のバスも貸していたんだろうと思うんです。ところが、それを貸さ

ない。 

 今の話を聞くと、結局町が責任逃れをしているだけの話じゃないかな。運転手の負担がかかる

からと。何か大義名分のような話をしますけど、全然大義名分じゃないですよ、これ。それなら、

レンタカーを借りて、その運転手が運転して事故が起きた。一緒じゃないですか、町のバスを借

りようと。 

 補償問題でそこまで心配するのであれば、一応私は保険をやっていますから、保険のいろんな

あれがあります。保険をいろいろと掛けていけばいいし、その保険を掛けるのは、そのクラブが

掛けるか掛けないかじゃないですか。それを町が掛ける必要はないじゃないですか。場合によっ

ては車の保険でいくと、今、人身損害補償といって、すべての乗っている人たちの補償まででき

るいい保険もあるんです。ただ単に、運転手の負担を軽減するからという理由が大きな理由には、

私はならないなと。 

 それよりも大きな問題は、今、スポーツクラブのその団体の子たちに、今、負担がかかってい

るということなんです。大会に行けないという。極端な場合、泊まりで行く場合は泊まりで行っ

た場合は、親は全部行けない。車がない。バスもない。そこの大会の場所にどうやって行くのか

という話なんです。例えば、ＪＲにしても西鉄のバス、西鉄というか、そういうふうな観光バス

を借りようとしても莫大な費用がかかるんです。今まで１泊２日で大会に行く。２日間の大会が

あるといったときに、町のバスであれば、費用がかかっていないんです。油代で済んだんです。

運転手をもし雇っても、その友人関係というか知り合い関係で、１万円で行ってくれないかとか

２万円で行ってくれないかという格好で、余り費用がかかっていないんです。 

 これがすごい費用がかかるようになって、その団体を圧迫している現状があるんです。その解

決の方法を考えた上で、このような対応をされたのかどうかをお聞きしたいというふうに思いま

す。 

○議長（田原  親君）  財政課長。 

○財政課長（田原基代孝君）  それはもうとらえ方の問題と思います。私の考えとしましては、武

道議員は運転はなされないと思います。大型バスは運転はなされないと思いますが、私は役場に

入った当初、私といとこと２人ぐらいしか免許を持っておりませんで、しょっちゅう運転を依頼

されます。これはやはり知っている団体とか懇意の方から運転を依頼されますと断りにくいんで



- 207 - 

す。私もいろいろ運転をされた方にいろいろ意見を聞きますと、助かったという方もいらっしゃ

います。多くいらっしゃいます。嫌々ながら断りにくくて運転をなさっている方もいらっしゃる

んです。 

 ですから、そういうことも含めて、スポーツ団体からすれば親御さんの車で乗り合いをされて

行かれてもいいし、何といいますか、レンタカーを借りれば済むということでありますが、それ

はそこの団体の自助努力じゃないかなというふうに、私は思っております。 

 だから、町としましては貸す以上は、町の車で事故を起こした場合には町の責任と当然あるん

です。だから、保険には入っていますけれども、その運転者の心の負担までは責任がとれないん

です。私はそこを一番重要ではないかなということで、これをやっぱり取り除くべきだなという

ふうに考えて、現在のような仕組みにしております。 

○議長（田原  親君）  武道議員。 

○議員（２１番 武道 修司君）  運転手の負担というふうにがちゃがちゃ言われていますけど、

そうしたら子供たちの負担はどうなるんですか。その子供たちの家庭の負担はどうなるんですか。

１回大会に行くのに何千円、何万円も出して大会にやれるんですか。その大会に今度はやれるの

がやれないと、結果的にクラブにもう入っておったらお金がかかるからクラブをやめなさいちゅ

うて、親がやめさせているケースもあるんです。だから、親の負担を少しでも少なくして、子供

たちのためにするのが、町の行政のやり方じゃないんですか。運転手の負担軽減のためにやるん

ですか、町行政は。子供たちのために町行政というのは運営をしていくんじゃないんですか。将

来、この町を担ってもらう子供たちのために、今、頑張らないといけないんじゃないんですか。 

 私は悪いけど、財政課長、あんたのエゴと思いますよ、それ。私は今まで運転してきたから運

転の負担がかかってきたからと。あなたは負担がかかったかもしれないけど、子供たちのために

頑張ろうとやってくれている人も多いんです。ただ単に、これからいけばこの状況からいけば、

ただ単にもうその大会に行くのに親の方の負担、クラブの負担がかかったという結果しか生まれ

てこないんです。もう少し、現状というか、子供たち、今までの流れ、子供たちの状況、クラブ

の状況等を考えてやはりやっていただくべきじゃないかなというふうに思います。 

 これ幾ら言うても財政課長とけんかになっても話になりませんから、町長、助役、その点は子

供たちのために、今後、どのような形が一番いいのか。場合によってはその費用を助成金として

出せば、本当は一番問題解決が早いでしょうけど、そんな財政も余裕はないだろうし。なるべく

貸せるものは貸してやって、活性化につながるような努力を、私はしていただきたいなというふ

うに思うんです。きょう、今すぐにいいよ悪いよという話じゃできないと思いますので、その点

を十分に検討をしていただきたいというふうに思いますので、町長、そういうような検討をする

考えはあるのかないのかをお聞きしたいというふうに思います。 
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○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  今のお話を私も判断すれば、一時的に安ければいいのか、将来的に経費

がかかればいいのかと、そういうのもいろいろ検討しなきゃならんので、検討を。責任の度合い

はこれは当然町に、これは責任が全体的に出てきます。何にしても。ただ、その場合に事故が起

こった場合、非常に多大な金は、町が払わなきゃいかんという形になります。先般、ちょうど葛

城の集落排水事業の皆さんが日田の方に研修に行って、ちょうど追突事故がありました。そのと

きがちょうど太陽交通の車を借りていったということで、全く町には責任がなかったという。見

舞金程度をしたという形になりますけれども、そういうことでいろんなケースが想定される。 

 だから、やっぱりクラブをやっている親御さんも少しの負担も、私は必要、今までやっぱり負

担をしていると思うので、それが高いのか安いのかという形も比較をして、一概に武道議員も今、

お礼をしていたと、運転をした方には。ただ、それを太陽交通の運転手さんがかわってするのか、

本人たちがお礼をもらってするのかという形になろうかと思うんです。そういうのも実態を調査

しながら、やっていく必要もあろうかと考えております。 

 だから、今、言うたように、町としてはやはりきちんとした運転手さんの方にしてもらった方

が、これは安心した貸し出しになるであろうという考え方で、合併直後はやったというふうに聞

き及んでおりますし、当分の間は今のまま行かざるを得ないというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（田原  親君）  武道議員。 

○議員（２１番 武道 修司君）  どうも私だけの意見というふうに思われても困りますので、各

スポーツ団体、いろんな団体が、実は今までも過去に、町のバスを借りていた方々の団体がある

と思います。その団体の方々にも、このバスの貸し出しをやめたことがよかったのか悪かったの

か、今後、どうしてもらいたいのかという意見を十分聞いてください。ここで論議するよりも実

際に使われている人たち、今まで使ってきた人たちの意見を聞いてもらうのが一番、私はいいん

じゃないかなと思いますので、そのような形で、できれば前向きに検討をしていただきたいとい

うふうに思います。 

 以上で終わります。 

○議長（田原  親君）  御苦労でございました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（田原  親君）  では、１１番目に２８番、吉元實議員。 

○議員（２８番 吉元  實君）  私、久しぶりに一般質問をします。振り返ってみると、ちょう

ど７年、７年ぶりのようにあります。 

 この１点だけ、オンブズマンとは何かと、制度についてということで質問をさせていただきま
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すが、これがなぜかというと、私もオンブズマンというのはよく理解していなかったわけですが、

私のところに、ある者がいろいろな町に対する不満、こういうものの処理方法、これについてや

はりぴちっとした位置づけがなされていないんじゃないかと、こういうようないろいろな意見を

聞きまして、それに対処するためにはどういう方法がいいんだかということをずっと私も考えて

きました。 

 そうすると、オンブズマンというのがやはり手軽で、これが町民苦情としてこれからの行政改

革、２１世紀に向かっての取り組みとして各自治体においても、今後は恐らく設置方法がなされ

るんじゃないかと、私はかように考えて、本日、オンブズマンとは何か、やはり傍聴者がおられ

ますから、その内容について若干説明をさしてもらいます。 

 オンブズマン制度とは、住民の権利、利益を救済をその直接の目的とするもので要望に基づき、

独立した立場から手軽に迅速に苦情を処理する制度であります。また、苦情処理のためには調査

や地区の意見、計画などの思いつく調査によって一定の行政監視を行い、これらの行為によって

行政改善を促す行政統制制度であります。オンブズマン制度を設置する自治体もふえているわけ

でございます。 

 行政の現場では、日々さまざまな苦情が発生し、職員の接遇や制度、運用、不適性、制度の劣

化など原因である。住民は、行政との接触を通じて行政の質を感じ、行政に対する評価を行うも

のです。苦情を放置したりその対応を誤ると住民の権利、利益が侵害させるばかりか、行政に対

する不信感を抱かせたり、行政の質の低下にもつながるわけであります。行政の質を高めるには、

行政活動の現場で発生する苦情をその場限りで救済するのではなく、その苦情を社会的環境や住

民の意思の変化を感じ取り、行政の改善に結びつける仕組みが必要であると。その方法としてオ

ンブズマンが最適ではないかと、こう考えるわけでございます。 

 オンブズマンをここに資料がございますが、設置した自治体についてでございますが、やはり

地方分権に伴い、ここをちょっと読ましていただきますが、 

 住民生活に密着した分野、自治体の果たすべき役割が増大し、とりわけて今後、さらに進

展する少子高齢化社会において、福祉、保健などの対人的な行政サービスが、行政の最も重

要な部分を占めるのであろうと思います。この種の行政サービスの提供を、現場レベルで担

当する職員以下を第一線職員と言います。サービスの利用ごとに異なる事情や要求に臨機応

変な対応ができる実質的な権限が移譲されている、またサービスの提供する労働の予算は有

限があります。第一線の一線級職員は、サービスを合理的に配分するための工夫を講じられ、

受給者の選別、要求の選定や協力を取りつけているわけでございます。第一線職員の業務執

行上、有する広範囲な裁量存在は、行動的に権利侵害の発生源が、あるいは住民からの疑念

の要因となる。そのためにもこれを防止するためには、日常行われる組織管理の枠組みに取
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り組んだり、数多くの通知のマニュアルなどによって、判断、行動の制約する方法がありま

す。 

 しかし、上級機関や上司が第一線職員の密度を濃く指揮、監督したり、詳細な業務報告を

させると、職員の自発的、積極的を奪うことになり、サービス水準の低下を招くわけでござ

います。第一線職員の判断や行動を拘束しようとすると、ルールをつくればつくるほど、そ

れを遵守することが不可能なことになるわけです。やがて無視され、用をなさなくなるとい

う。それでは、第一線職員の自発的責任感覚には多く期待し、彼らの動機づけを促す各種研

究を通じて、サービス理念の強化やその内在化を図ろうとしても、それはみずから限界を伴

うものである。 

 各自治体のオンブズマン活動報告書には、住民に対する第一線職員の説明や態度に対する

苦情が多く掲載されています。サービスの受給に対する措置については、第一線級職員に大

なる裁量をゆだねられている場合が多いわけでございます。統制する手段は十分であろうか、

オンブズマン制度の存在の統制手段に比べて、すぐれている点は、住民の代理人として、苦

情の原理を独立した立場から徹底的に究明できることであります。 

公正なる行政サービスを提供する上で、不可欠な制度であると考えるわけでございます。また一

方、ときとして行政に対する過剰なる期待やニーズが住民の側に存在することがあると。オンブ

ズマンの調査した事業の中には、行政の不備がないという結果になるものもあります。中立機関

としてオンブズマンが、詳細な調査をした上で判断を示し、住民及び第一線級の職員相互にとっ

て、不信感等の解消に当たる態度の効果があるんじゃないかと、このように考えます。 

 職員の意識改革としてここに挙げられていますが、 

 こじれた問題を解決方法として、行政がオンブズマン制度を案内している。また、オンブ

ズマンの調査に対する職員の対応が迅速になった。職員の住民との接遇、意識改革が見られ

る。制度導入に比べて、職員に対する苦情がかなり減ってきたと。窓口対応が改善され、ま

た慎重に業務を行う緊張感が増してきたと。３番目は、オンブズマンの調査対象外と考えら

れる案件でも、職員が率先して説明するようになったと。従来、疑問と考えられていた制度

の問題点を指摘され、制度改正につながったオンブズマン調査の結果が、行政の改善の余地

がある場合は、積極的に改善に取り組むようになったと。苦情処理の中立機関が行うもの等、

効果だけではなく、オンブズマン制度を導入したという自治体の取り組みやオンブズマンの

存在自体が、職員への大きな牽制効果を発揮し、職員の意識改革を促していることがわかる。

自治体の経営改善を実効あるものにするには、ボトムアップ問題認識、次いで組織、文化の

変革不可欠であり、外部からの刺激によって、これを促進する必要がある。 

このこともオンブズマン制度の意識の１つになるわけでございます。また、これについて、そこ
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に書いているように、これの設置に当たっては、町長の執行機関の附属機関、この地方自治法

１３８条の４の３項というのは、担任事務の範囲内においては町長の指揮監督に服さないと、こ

ういうふうに解されていますから。そして、議会の民主的にはその選任に当たっては、議会の議

決を得るということで、民主的な方法でオンブズマン方法を設置したら、行政の改革、今後の築

上町の発展に大きくつながるんじゃないかと、こういうふうに考えて質問をするわけでございま

すが、町長の考え方をお聞きしたいと思います。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  非常に立派な制度というふうに考えておりますが、今の状況で築上町で

は、行政相談員という制度がまずあります。そして、議会の皆さんも逆に考えれば、今、オンブ

ズマン的な形で議員活動をやっておられるんではなかろうかなと思います。いわゆる行政へのあ

る程度の監視、それから職員へのいろんな提案等々も、この議会を通してやっていただいておる

という状況だろうと思います。 

 私が考えているオンブズマンは、ちょっとニュアンスが違っておったのでごめんさいだけど、

オンブズマンというのは、行政機関を民間レベルで監視するのが、私はオンブズマンと、このよ

うな考え方を、私は持っておったんです。だけど今、ちょっと今、吉元議員が指摘するオンブズ

マンは、行政の中身をよくしようという考え方のそのオンブズマンというふうなことで、非常に

いい制度だと思うんですけれど。 

 そこの前に、ちょっと先進事例等々も検討さしてもらわなければ、この２万人くらいの町にこ

の制度、なじむかどうかちゅう問題も、もう大都市では多分こういうのは必要だろうと思います。

そういうことで、もしあればあって、非常にやっぱり皆さんがよく職員も気合が入る、今、言っ

たように、気合の入るという形になろうと思いますので、今後、ちょっと今、提案を初めて受け

ましたので検討をさしていただきたいと、このように答弁をしたいと思います。 

○議長（田原  親君）  吉元議員。 

○議員（２８番 吉元  實君）  町長から前向きの姿勢をいただいたわけでございますが、やは

り今、町長が答弁の中にあったように、人口、少ないと。今の築上町の範囲内のこのオンブズマ

ン制度の導入の方向ということを、まだ時期尚早じゃないかと。そういうふうで、私の考えとし

ては時期尚早というのじゃなくて、やはり日本一の築上町と、こういう意味で我が町、町におい

て一番先、こういうもののやって、住民に対する対応を積極的に取り組むんだというこの姿勢で

す。こういう意味で御提案申し上げたわけです。 

 今、住民の相談ということにあったんですが、ちょっと違うんです。住民相談。住民相談はこ

こにもあるように、住民は手軽に苦情をできる利点があると。しかし、アクセスの容易性やオン

ブズマンとの競合し、しかし住民相談は制度の法的な裏づけがないと。住民サービスとしての性
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格、役割がよろず相談であると。相談の身分や職務、明確化されておらんと。ね、職務が明確化

されておらんと。苦情を調査するスタッフには苦情の調査権がないと、こういうのがあるわけで

ございます。これがオンブズマンと違う。 

 類似するのには、そのほか行政不服審査とか外部監査効果に基づく監査とか、行政交差制度と

か行政訴訟とか、こういう難しいことがありますが、これはオンブズマンとは関係、若干違うわ

けです。だから、住民が、そういう気持ちの権利を持つんだが、住民が直接行くと。それで、住

民そのものが、全部正しいかちゅうのもそれを調査し、選択する権限もオンブズマンが持つと、

こういうことです。取捨選択しながら行政指導に意見を申し上げると、こういうことでございま

すので、今、町長の答弁の中で、今後に向かって検討課題とするということでございますから、

そういう意味を含めて、今後のこれは重大ないい方向でございますので、ぜひ日本一の築上町、

これを目指すために検討をしてもらいたいと思います。 

 以上をもって終わります。 

○議長（田原  親君）  御苦労さまでした。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（田原  親君）  それでは、１２番目に２０番、辻上浩議員。 

○議員（２０番 辻上  浩君）  それでは、まず米軍再編に伴う築城基地の問題に対して、今後、

どのように対応していくか。これまでの経緯もございますが、主にこれからの対応について、町

長にお尋ねをしたいと思います。 

 最近のことでは閣議決定後、６月の１４日、福岡防衛施設庁が築上町に来ており、このときど

のような説明があったかについて、町長はどう対応したかについては、先日の本会議のときに御

説明がございました。１６日に今度は１市２町で防衛施設庁に行って、１市２町での一致した内

容について先方で話していると思います。この内容につきまして、どのような内容を防衛施設局

の方で話されたのか。その点についての報告はまだ議会においてはなされておりませんので、そ

の内容についてと今後の対応、どういう対応をしていくのか、あわせてまずお尋ねをいたします。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  米軍の再編問題ということで、本町にとっては本当に深刻な問題でござ

います。米軍の移動訓練というようなことで５６日間の訓練と、そして今までの、この５６日間

は今までのいわゆる覚書とは日数は変更ございませんが、年４回の訓練をこの４回を撤廃さして

ほしいと。しかし、中身としては１タイプで、１週間以内の訓練、飛行機の機種等々も提示され

ております。そして、２タイプというので、これが２週間以内ということで、２つを勘案すれば

大体年８回から１０回ぐらいかなと。多くても１０回だろうということが想定されます。 

 しかし、これが１日ごとに訓練に来れば、来るための準備が１日、撤退するための準備が１日
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ということで、米軍が来るのは１６８日来るような計算もできますが、こういうことはあり得な

いということは、はっきり防衛施設局の方から提示がございました。 

 そういう形の中で、先般１６日の日に１市２町で福岡防衛施設庁の方に訪問いたしまして、改

めて１市２町の考え方、この１市２町で共同歩調をとっていこうということは、もう既に自治体

の首長で確認をしておりますので、そういう形の中で、米軍を一応共同訓練、来ることは地元と

しては反対であると。基本線、これが基本であるというふうなことで。 

 しかし、今までの覚書、これのいわゆる日米共同訓練、そして訓練は今まで太平洋上で行って

おると。これについては回数については交渉の余地はあるが、いわゆる非常時の訓練というのは

新たに問題提起されておるというふうなことで、この非常時の訓練とは普天間基地、沖縄の普天

間基地が、今、この非常時の訓練を行っている基地でございますけれども、この基地の完全返還

とともに、この非常時の訓練を九州の築城基地と宮崎の新田原基地に持ってきますと、このよう

なことが日米間で合意をされていったということで、先般、閣議も決定されたというふうなこと

で通告があったわけでございます。 

 この非常時の訓練についてはまだ８年後のことであるということで、まだまだいろんな形で日

本全国に持っていく可能性はあるんじゃないかと。しゃにむに築城と新田原だけが、背負う必要

がないんではないかというふうなことで、その要望も伝えておりますし、まさにこれらの決定が、

我々地元と協議なしにされていったということに、深く我々は遺憾に思っているので、これは抗

議したいというふうなことを、当日も申しております。 

 本来なら、こういう意向で日米間の協議を迎えたいがどうか、というある程度の打診をこっち

にとりながら、国はアメリカと協議すべきであったというのを、それをこちらを無視して、一方

的にアメリカと日本の政府と話をしている。決まったものをこちらに、こう決まったからよろし

く頼む、じゃどうもならないよというふうなことで、一応申し入れをしておるところです。 

 そういう形の中で、今月議会終了後に多分３０日、まだ日程調整２９日か３０日というふうな

ことで日程調整を、今、しておるわけでございますけれども、直接防衛庁長官、防衛施設庁長官

に一応面会を求め、１市２町の首長でこのいろんな問題解決に向かって、何でそういうふうにな

ったのかということで、そしてこの非常時の訓練、普通の訓練は６基地に分散するというんで、

これはある程度この分については、今までの協定が若干少し変わるという考え方、非常時の訓練

というのは非常に中身がまだわかっていないということで、今までの訓練と同じという日米共同

訓練であれば、これはある程度テーブルにつかなければいけないと、こんな考え方も持っており

ますし。しかし、新たな問題発生という形については、まだまだ我々として絶対納得できないと

いうふうなことで上京していこうと、このようなことで１６日の話を終わって、今後の対応。そ

して、今後の対応は、やはり地元の住民の皆様ということで基地対策委員会、自治会の代表等々
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がございますが、皆さんとちょっと地元の意見を集約していきながら、この次の上京の際の一つ

の地元の考え方を持っていきたいと、このように考えております。 

 以上です。 

○議長（田原  親君）  辻上議員。 

○議員（２０番 辻上  浩君）  年５６日以内なら共同訓練は、受け入れは拒否できないという

考え方を示したというふうに、６月１５日の毎日新聞には書いてあります。これは１市２町のほ

かの首長の皆さん、市長や町長の皆さんも、これは同一の考えとして、１市２町で防衛施設庁で

伝えたわけですか。それとも、あなた１人のお考えでしょうか。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  基本的には、この問題については従前の協定で５６日という協定がござ

います。だから、４回を撤廃するということが協議の議題になろうかと思います。ここのところ

で皆さんとはまだはっきり、その問題はそれでいいよという話はしていないんですけれども、基

本的には今までの訓練と変わらない訓練だということであれば、これは一応３人の中で暗黙の了

解というような形になっておる状況でございますし、そこのところははっきりこれで了承しよう

という話は、まだ３人ではしておりません。 

 以上です。 

○議長（田原  親君）  辻上議員。 

○議員（２０番 辻上  浩君）  これは公の席で発言している以上、私も見過ごすことはできな

い問題であって、１市２町のそれぞれの市長や町長の間で、もしこのことが合意されているとす

れば大変な問題になると思います。しかし、あなた自身のお考えということですね。暗黙の了解

というなら、相手もそれを認めているということでしょうか。私は、ここは大事な問題であると

思いますので、これはあなた１人のお考えということですね。もう一つ確認しておきます。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  この問題は、今のところは私１人の考えということで理解していただい

て……。 

○議員（２０番 辻上  浩君）  相談していないんですか。 

○町長（新川 久三君）  はい。 

○議長（田原  親君）  辻上議員。 

○議員（２０番 辻上  浩君）  その点で、私はほかの市長の方、ほかの町長の方の発言を見て

も、こういう言い方は出てきません。このなぜなら、この今まで合意されてきた内容で、５６日

という以内ということはありますけれども、重大な変更が幾つもあると。その中で特別に大きな

変更は、年４回を撤廃したということ。１つ大きな変更です。 



- 215 - 

 それと、もう一つは、次々と明らかになってきたことですが、年４回とされていますが、今ま

でもこの１９９９年から２００５年までの７年間を見ても、町長は御存じだと思いますが、

２００２年に１２日以内、Ｆ１６が６機参加した。それから、２００４年には１０日以内で、Ｃ

１３０を初め２機参加した。これが今までの築城基地を使ってのこの７年間の日米共同訓練の実

績として、参議院の決算委員会ではっきりしている問題なんです。 

 とすれば、年５６日以内で回数を撤廃して、そしてワンパターンで８機、ツーパターンで６機

か、６機と１２機ですね、という形で訓練が行われるとなれば、これは今まで行われていた訓練

よりも、はるかに量的に物すごい量の訓練が行われると。合意されている文書では、確かに

５６日以内ということでなっていきますけれども、しかし実際にやられてきた実績からみれば、

特段に甚だしいほどの量が、量的な拡大が、今度やるぞと。撤廃したからにはやるぞということ

でしょう。このことの姿勢が撤廃ということの中身だと思うんです。量をふやすぞということの。 

 そのことと、もう一つは、明らかに、今度、されてきましたのが質的な変化です。これは日米

が築城基地に対して共同運用をできるようにと、一緒にこの基地を使えるようにしていくという

ことを、合意文書の中で最大の目的にしているわけです。そういうことから考えると、参加する

機種が岩国からはＦＡの１８、嘉手納からはＦ１５、三沢からはＦ１６という形でどんどんとさ

まざまな、今まで共同訓練に参加していない新しい機種の米軍機が参加するという形になります。 

 今、ちょうどきのうからおとといにかけて、戦闘機が飛んでおります。これを同僚の議員がデ

ジカメで撮っております。そうすると、尾翼のところにブルーのラインが入った戦闘機Ｆ１５が

確認されています。現在これは、今、どういう形で築城基地で、なぜそのジェット戦闘機が来て

いるかということについても、当局については当然知らせがないと思うんですけれども、その点

も一つ、後で確認をしたいというところです。 

 以上の点から、５６日以内からという構えを持っていけば量的にも、それから質的にも大きく、

今度の場合は違う。さらに、もう一つ違うところは、緊急時の訓練が懸念されておりました。こ

の緊急時の訓練の実態が、どうなのかというのがわからないと言われました。 

 しかし、これは６月の上旬、何日だったかちょっと未明で定かではないんですけれども、嘉手

納の町の方で確認されている。行政当局が確認している内容が出ておりますが、嘉手納で緊急時

の米軍の即応訓練が、実は行われております。そのときには米軍の即応訓練、事前通告なしに行

われました。事前通告なしで滑走路近くの集落では、１００デシベル以上の爆音が１日３６回計

測されたというふうになっております。１００デシベルというと、大体これは難聴になると、恐

れがあると十分、そういう音の強さなんです。先ほど測定をしたことがある職員の方に聞きまし

たけれども、築城地区でも一番激しいところで９６から９８ということが最高で計測されました

と。それを上回る１００デシベル以上の爆音が１日３６回計測。当然、この集落としては過去最
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多を記録したということです。 

 あえて、このことを言うのは、これは、今、この訓練移転に対して、日本全国で自治会、議会、

住民、さまざまな形で反対の声が当然起こっているんです。起こっていて、米軍も知っているん

です。知っている中でこういうことをやっておるんです。これは、全く日本国民を無視して、そ

して我々は、我々の流儀でやるぞということを、宣戦布告しているようなことを平気でやってい

るんです。これが米軍の実態だと思うんです。 

 こういう点からいえば、５６日の合意文書で、合意があるからその中でいいじゃないかという

考え方を、ここに固執されると、私は大変なことになると。この範囲のことでなくて、実際今度、

米軍がやろうとしていること。実際今、やっているんですから。この実態を見て、５６日の範囲

内でも質的にも量的にも物すごく大きく変わって、住民にたくさんの負担を与える、そういう訓

練になるんだということで認識を改めていただいて。そして、これからはやはりこういう公のと

ころで、こういうこの範囲ならというそういう前提はのけて、住民負担の軽減というところから

話して、発言をしていただきたいと思うんです。 

 さらに、言うなら、築城基地では無事故の記録を更新をしていますが、これは先日の委員会で

も所管の委員会でもお知らせしましたけど、嘉手納でのＦ１５の墜落事故は８件、９機起きてい

ます。１９８２年から２００６年まで。三沢でのＦ１６は、１９８７年から２００２年までやは

り８機墜落しています。これ以外にも、年間に緊急着陸が、Ｆ１５は相当な数を嘉手納の方でも

記録しています。欠陥機ではないかとさえまでも言われています。極限まで使う戦闘機だからこ

そ、こういう事故も起きるわけですけれども、こういう実態から言っても、私は、今、町長が発

言された中身で、これから公の場で出ていって１市２町で共同で対処するときにも、５６日以内

ならという考えをお捨てになって、やはり実態からスタートしてこういうふうな、ここがこの問

題が解決されない限りは反対ということを貫いていっていただきたいと思うんですが。ちょっと

長くなりました。済みません。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  従前の協定、これはもう皆さん、御存じと思いますけども、この協定を

破れという形であれば、私は破ることはできないという形。だから、やはりこの５６日は、これ

はもう容認せざるを得ないと思っております。 

 だけども、回数撤廃については今からテーブルにつきますよということです。この回数撤廃に

対して、国が騒音問題をどうするのか。それから、事故問題を、事故が起こったときどうするの

か。それと、３つは治安問題、米軍が来たときの治安をどうするのかと、こういう具体的な詰め

を、私はやるべきだろうと。責任ある地位の町長としては、私はこれらのものをクリアしながら

やっていくべきだろうと。この３つが大きな、今からの交渉課題になろうかと思います。 
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 そして、完全に自衛隊を撤廃するという形になれば、これまた問題外です。自衛隊とはきちっ

と共存共栄の立場でいきますと。ただ、米軍は来てほしくないというのは、全町民同じだと思い

ます。そういう中で、やはり現実的な問題に対応しなければいけないよという町民のアドバイス

も相当数あります。実際。絶対来るなと、反対しようやという町民もおります。 

 そういう形の中で、こうなれば日米安保条約の中で決められたことだと、そして今までの日本

の繁栄はアメリカのおかげもあるよという、これは一理あると思います。そういう形の中で、や

はり何とか町民の皆さんとある程度の話が、合意ができるような形が政府とできれば、私はいい

がなという非常にやっぱり全く、町長の立場にいながら、私も先頭を切って反対をしてまいりま

す。 

 しかし、町長という立場はそうはいかないだろうというふうな見解も持っておるわけでござい

ますし、そういう形の中で非常時の場合、今、嘉手納の非常時の話を、辻上議員はされましたけ

れども、非常時の場合はまだまだテーブルには、僕はつけないというふうにはっきり、施設局の

方には話をしておるわけです。中身がはっきりわからなければ、どうしてもこの話はテーブルに

はつけないよと。 

 しかし、４回を撤廃して、年間８回という形になれば、総日数は変わらないからテーブルにつ

いて、国がどのような考え方で地域の振興を、今までもやっぱりそういう形で協議はやってきて

います。そういう形ではある程度のことは５６日というのは、これはもう変わらないんだという

ことでございますし、これを否定せよと言っても、私は否定することができないと、このように

申しているわけです。 

 以上です。 

○議長（田原  親君）  辻上議員。 

○議員（２０番 辻上  浩君）  否定せよと言うのではなくて、その中身が、今度の場合、

５６日は生きていたとしても、この再編によってもたらされる中身が、今までと量的にも質的に

も格段に違うものになっている。変質しているというところです。この点に立って、あくまで反

対を貫いていきたい、もらいたいと。議会は、全員一致で反対の決議をしていますが、これはや

はり今までの事故や、それから治安の悪化です。騒音、これらの問題が何一つ解決されていない

ということと、あわせてこれらの訓練がやられれば、もう基地機能が格段に強化されると、こう

いうことに対する懸念から、私たちは全員一致で反対をしました。そしてまた、基地に対して、

これは共存だということもはっきり明記しています。 

 私たちが反対したもう一つの理由はまちづくりです。決議の中にも書きましたけれども、町長

は選挙で当選して、そして町長として執行していきます。その中でも特にこの基地と共存を図り

ながらも、大事なことはどうやって少子化を食いとめて、そして町を活性化させていくかという
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ことの大きな柱ですね。これで学童保育の延長の問題、それから乳幼児医療の無償化の問題、こ

ういう子育てをしていく政策、教育政策の充実や巡回バスの問題ですね。で、これらのことを早

速予算化して、大きくやっぱり住みやすい町にしていこうということの前進が見られている時期

が今ですよね。これを米軍が来て、そして住民が不安になり、周りからやはり米軍のいる町とい

う形になって、本当に安心して子育てできる町ができるかどうかという視点ですよね。自分が出

した政策やこれからのまちづくりに対して、どう構えていくのか、そこのところが一番町長とし

て自分の選択する上で一番大事なことじゃないかと思うんです。国に対して、国の施策を今回の

場合は明らかに、こちらの意見を聞かずに押しつけです。それは町長も言われたとおりです。だ

からこそ私たちはその押しつけに屈せずに自分たちの町は自分たちのまちづくりをこういうふう

にしてるんだという方針を町長みずからが出したばかりじゃないですか。 

 この施策に対してしっかり責任持ってですね、これを脅かす者に対してははっきり除去してい

くんだと、立ち向かっていくんだと、そういう点からもですね、はっきり物を言っていいんです

よ。協議するというより、自分の町はこういう町をつくりたい、だから米軍は来てほしくない、

しっかり反対するんだと、そのために私は町長になったんだと、こう言ってもらいたいんです。

こう言ってこそ私たちの議会はみんなそういう意見です。町長に反対する人も賛成する人もいま

すけれども、この点については米軍が来たらみんなで一致したまちづくりはできないんだ、こう

いう認識から反対してるんです。ここは町長でも一緒でしょう。この点について協同して取り組

みをしようと、議会と町長と、そして自治会長さんと、みんなの利益を一つにして取り組みをし

ようと、これを何回も議長を初めとして私ども訴えているわけですよ。こういう点に立ってです

ね、とことんやってもらいたいと思いますが、どうですか。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  まあ辻上議員さんの気持ちも私はわかります。しかし、もう一つ上の段

階にすれば、やっぱり国の政策、これも私は考えていかなければいけない。しかし、さりとて国

の言うとおりになっちゃいけないということで、我々の主張は十分やっていくべきだろうと。だ

から私は、国に対して基地の問題でも基地にある固定資産は全部課税対象にせよという要望を今

どんどん運動やっております。これがですね、実現するのは非常に長く時間かかろうと思います。

原子力発電所のある、いわゆるこういう危険施設のある町ですね、これについてやはり国が相当

今まで力を入れてきておる。しかし基地のある町には余り力入れてきてないという現実問題あり

ます。だから、今北朝鮮でもテポドン２という、いわゆるミサイルが実験されようということで

燃料注油と、こんな問題もいろいろ絡んでくるわけでございます。この築城基地があるためにで

すね。こういう問題どうするかという問題も私は今度の上京の際、防衛庁長官の方にただしてみ

ようと、このように考えておる。 
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 だからもう一つですね、少しやっぱり私は辻上議員のいうような形の行政じゃなくて、基地が

あって、どういう形でまちづくりをやるかと。そして米軍も今までの協定では訓練受けていいと。

たまたま１年に１０日しか来てなかったという現実ございます。しかし、来るときはアメリカか

ら５６日来ていいというふうな協定をしておるわけでございましてですね、これはその協定は協

定の範囲内ではいたし方ないだろうと。本来なら来ない方がいいですよね、これね。事故も心配

がないし、自衛隊だけなら安心だろうと、そういう気持ちもわかります。だけども、やはりある

程度交渉するものにおいては全く拒否はできないだろうということが今私は考えておると、そう

いうことでございます。 

○議長（田原  親君）  辻上議員。 

○議員（２０番 辻上  浩君）  よその例は余りこう出したくないんですが、同じ状況が、新田

が同じ状況ですけれども、大きな取り組みが行われたところでは、鹿屋で大きな集会が開かれま

した。このときに決議書には約１００人もの町内会長の名前がずらりと並びました。そこの中身

は、騒音は基地周辺の市民を極限に追い込んでいると指摘した上で、一層の騒音被害は有事にお

ける最前線の拠点化につながるとして拒否すると、こういうふうに宣言して、さらに興味深くあ

るのは、同じ決議の中で自衛隊基地との関係は良好なんだと。市民と基地がはぐくんできた良好

な関係があると。鹿屋航空基地が自衛隊と米軍による共同使用の基地となることや、沖縄県で米

軍が市民を巻き込んだ多くの事件や事故を起こしていることなどを考えたときに、その信頼関係

や共同意識は根本から崩れることになり、地域づくり活動等に大きな損失と変化をもたらすと、

これを大きな理由の一つに挙げてるんですよ。やはりここは今まであった沖縄の事件やら、そう

いうことを教訓に学んで断固拒否しようと、そうしないとまちづくりは壊れると、自衛隊との関

係も壊れる、こういうことを指摘して大きな取り組みになってきた、そういう根本があるんです

ね。 

 だから、ここは自衛隊基地と共存しながらも米軍基地化を拒否していくということについては

ですね、やはり行政側がしっかりと方針を持って、この点ははっきりと、絶対そこは譲らない一

線なんだというふうなところで姿勢を貫いていってもらいたいと思います。これは国がこう来る

から、もう仕方ないんだという立場に立つのではなくて、やはり自分が選ばれたのは築城町民か

らですから、築上町民からですから、この住民の安全と生命を守るという立場から、そして今の

築城がはぐくむ、築上町がはぐくんできたこの環境というものを守るためにもですね、ぜひその

一点は譲らない、米軍による強化は絶対に許さないという立場で今後取り組んでいっていただき

たいと思います。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  辻上議員は、今度の共同訓練で基地強化されると、米軍の、そういうい
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わゆる心配があるということでございますけどですね、私どもは、私は絶対にですね、米軍をこ

の築城基地に常駐させてはならないという形はこれは絶対貫いてまいらなければならない。しか

し、日米共同訓練という今までの範疇の中の形であればね、これはもう仕方ないだろうという形

をとらざるを得ないわけですね。先人がそういう協議書を結んでおりますし、私もこれについて

は否定すべきでなかろうという立場に立ってます。絶対に米軍来るなという立場で町長になった

わけでもございませんしですね、そういう形の中では、この範疇であれば地域の振興もままなら

ぬ、行くであろうという考え方もございます。ただ年４回が８回になると、そのかわり５６日は

変わらないという形になれば、実際、これは５６日来るか来ないかはまたその後の訓練計画にし

かわかりませんけどですね、その範囲は今までと変わらないという形であれば、それを２８日に

せよとか、そういう要求は私はするべきじゃなかろうと考えております。 

 だけども、非常時の訓練、これについては、まだ話が何も決まってないじゃないかということ

で、この分については抵抗していっとるという状況でございます。 

 以上です。 

○議長（田原  親君）  辻上議員。 

○議員（２０番 辻上  浩君）  非常時だけじゃなくて、いわゆる日米共同訓練そのものの中身

が、私は今まで言ったように、量的にも質的にも変わるんだということの裏づけを話したわけで、

それはもう十分認識していただいてね、本当に対処していただきたいと思うんですが、今度１市

２町で東京に行きますね。そのときには断固反対という形で貫いていくのか、それとも今少しそ

のニュアンスがございましたけれども、何らかの条件をもってするならば、その場でもう協議を

するということで行くのかですね、１市２町で共同で一体東京に何をしに行くのか、はっきり言

うてください。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  必ずしもこれは条件闘争というわけでもございません。先ほど申したよ

うに、我々の理解できないところをはっきりちゃんとしなさいというようなことで。 

 それと一つはですね、やっぱり先ほど当初申しましたけれども、いわゆる騒音の問題の解決方

法、それから事故の解決方法、それからあとは治安の問題をどのようにして対応するのかと、そ

ういうものが全くまだ見えてきてないし、多分米軍は今までの訓練以上に築城には来るであろう

という形からですね、今までは年に１回しか来てなかったと、しかし年８回来れば、その分回数

ふえるから、やはり治安もこれはちゃんと考えてもらわないかんというようなことで、その具体

策をどのようにするかというようなことはただしてまいる、先ほど申したとおりでございます。 

○議長（田原  親君）  辻上議員。 

○議員（２０番 辻上  浩君）  反対の意思ははっきり伝えた上で、それらの内容について、不
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十分な点の説明をもらうということですね。ちょっともう一度念を押します。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  これは反対はですね、全町民みんな来てほしくないという気持ちは一つ

なんですね。しかし、その中でいろいろな、「絶対来るな」、「来てほしくないけれども、もう

国が決めたことだから仕方ない」という人もおります。そういうことでいろんな形を私は総合判

断しながら、この最終的な答えを出していかなければいけないという形になろうかと思います。

そういう形の中で、今では反対という形で、いろんな諸問題、我々はまだ理解できてないという

ようなことでですね、反対をしてまいります。 

 以上です。 

○議長（田原  親君）  辻上議員。 

○議員（２０番 辻上  浩君）  事務局さん、あと何分でしょう。 

○議長（田原  親君）  まだ２０分あります。 

○議員（２０番 辻上  浩君）  あと。（発言する者あり）では、最後に１点、当初にも言われ

ましたけれども、町の当局と自治会長会、それから議会という形で今後の運動について意見交換

をして協議をし、できればやはり議会としては再三訴えておりますように、みんなが情報を共有

して、そして反対運動の足並みをそろえていくんだと。で、こういうことの方針をもって望みた

い。ということは、再三事あるごとに町長の方にも議長や基地対の方からを通じて、また全員協

議会の席でも訴えてきたところですし、自治会長会の会合にもですね、議長それから基地対の方

も出向いていった皆さんにお願いしたところです。やはりこういう町全体にかかわる問題につい

ては、町ぐるみではっきりと反対の意思を表明できる、そういう組織を、組織づくりですね、そ

この土台をつくることが一番大事だと思っております。で、そういう意見交換、協議の場を行う

ということで先日全協の席でも町長おっしゃいましたけれども、今後これどう具体化していって

いるのか、最後にお尋ねしたい。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  上京前に議会議長さん、もしくは委員長、それから住民の代表者と交え

た形、まあ本会議の一番最後ぐらいにできればなと考えております。上京前にやっぱ１回はです

ね。で、その前にもう１回、議会ではなくて住民の皆さんとも１回対話をしてみたいなと考え

て──時間がとれればですね。最終的には議会と、それから住民と私、対応しながら、最終的に

東京の方に上京したいと、このように考えています。 

○議員（２０番 辻上  浩君）  はい、わかりました。 

○議長（田原  親君）  辻上議員。 

○議員（２０番 辻上  浩君）  次の質問に行きます。 
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 住宅新築資金の貸付事業の問題です。これは１６年、１７年の６月議会資料としてこれは──

１６年度の決算を中心として滞納状況がまとめられた資料がございます。これによりますと、

１６年度末では椎田で２４４件中７７件の滞納、１億８,０００万円余り。で、過年度分に対す

る収入率が２％、築城では４６０件分のうち１８６件が滞納件数であって、滞納総数が３億

６,８００万円余り。で、その中で過年度分の収入が１,５５０万で、収入率が４％というふうに

伺っております。で、これが現在１７年度の末ではどのような状況に変化したか、数字的なもの

が出ておりましたら言ってください。 

○議長（田原  親君）  吉田課長。 

○人権課長（吉田 一三君）  人権課の吉田といいます。滞納件数は、１７年度末で２４４件です。

滞納金額が５億７,４９５万８,８１０です。「５７４９５８８１０」です。滞納の収納率ですが、

１.２６％です。以上でよろしいですか。 

○議員（２０番 辻上  浩君）  これ築城の方。 

○議長（田原  親君）  いや、両町やろう。 

○議員（２０番 辻上  浩君）  ああ、両町の合計ですね、はい、わかりました。 

○議長（田原  親君）  辻上議員。 

○議員（２０番 辻上  浩君）  では、この状況を見て、これ町長自身滞納の徴収について前進

していると見るのかどうかということと、現在どのような徴収体制、何課が担当、何人で何課が

担当してて、そしてどのような形で徴収を進めていってるか。まあ新しい町になったわけですか

ら、新しい体制で進めていってると思いますが、まずその点の。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  この問題は、本当に非常にずっと懸案の事項でございましたけれども、

とにかく貸付金が時効にならないような形で分納政策を少しでもとりながら償還をしてもらいな

さいよというようなことで、（  ）。そしていよいよもうどうしても無理かという形になれば、

これは裁判に訴えて、時効中断等々の措置をやっていくというようなことで。そしてやはり借入

金のですね、繰り上げ償還をしていただく方もございます。そして今般の指名願いの受付に際し

ても非常にこれ改善点が出てまいりました。旧椎田の人でございますよ。築城の人の保証人にな

っておりましたけれども、これを既に７月に一括納入しますと、そういう分納──一括納付の一

応約束まで取りつけておりますですしね、そういった形の中で本当に支払いという形で困難な方

もおられるんで、本当に分納という形でもいいからですね、絶対に時効にしてはならないよとい

うことで、担当課の方は訪問徴収を、人権課の方でやっております。これは収納整理、あれを廃

止しましたんでですね、担当課の方でそういう対応をしてやっておるところでございますし、今

非常にこの５億の金を集めるという形ではですね、もう本当何年かかるかわかりませんけどです



- 223 - 

ね。時効にならないと。貸した金は返してもらうということが当然でございますし、この

（  ）。そして相続人、死亡者でです、相続人がいない、そしてあと保証人もこれはいなくな

ったという形であれば、国の方に補助金の救済制度がございますんで、こういう制度でも適用で

きるものについては国の方から補助金をもらって償還した形をとるというふうなことも既にもう

この件は数件対応してですね、国の方から補助金もらっておる例もございます。 

 以上です。 

○議長（田原  親君）  辻上議員。 

○議員（２０番 辻上  浩君）  ということは人権課で対応してることですが、件数の多さに対

して、これ何人で担当してるのでしょうか。今のその体制で十分やっていけるのかどうか。どう

いう役割分担になって、この徴収を進めていこうとしているかですね、体制は十分なのか、お尋

ねしたいと思います。 

○議長（田原  親君）  人権課長。 

○人権課長（吉田 一三君）  お答えいたします。体制は私含めて５名です。人権課５名です。で、

今の各戸への訪問は、旧機構改革前の収納対策課、それから人権課で行われておりましたところ

の分につきましては、相手方が複数、税も含めてですね、複数の滞納があるということでですね、

税務課の徴収の方に個別訪問していただいているのが非常に多いというとこです。人権課独自で

やってるものは月に一、二件、今の段階ですと一、二件です。と言いますのは、相手方に行くと

きに、税務課の徴収は２人が一組の編成になっておりますけどが、それに人権課の方が重視の関

係のとこだけ、じゃあ４人で訪問するのかということになりますと、ちょっと相手方の方のとら

らえ方もありますので、それは２名で行っていただきましょうと。税務課の税務課長と合議をし

ながらですね、複数の滞納のあるところにつきましてはそれをお願いしております。今後直接に

今さっき町長が言いましたように回収計画を定めた方におかれましては、私の方と逐一協議しな

がら、そしてまた計画的な分納をしていただくようにやっていきたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（田原  親君）  辻上議員。 

○議員（２０番 辻上  浩君）  まあ人権課というのでですね、私の担当の常任委員会にもなり

ますので、またそこでも質問ができますので、あと町長に確認しておきたい点だけ質問いたしま

す。 

 これだけのことになった要因の中に、やっぱりずさんな貸付状況が──当時のですね──これ

は築城の、旧築城町のときの総務委員会の中の調査でも明らかになってきております。その中で

特に貸し付けられた物件の実態が確認できないもの、こういうものもございました。改修されて

いない、土地を造成されていない、家が新築されていない、これらのお金を借りたのに実態がな
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い、その実態がないというものが確認できてるかどうか、築城の分、椎田の分含めてですね、実

態のない分が一体それぞれ改修したもの、土地の造成、新築についてですね、それぞれすべてき

ちんと確認できてるかどうか、最後お尋ねしますが。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  新築等については、抵当権、それから土地の買収ですかね、これについ

ては抵当権設定しておりますんで、改修でき、増築が若干できてない可能性があるんではないか

なと思います。抵当権、登記をしてない場合が増築の場合はあると思うんでですね、その実態ち

ょっと担当課長がわかっておれば担当課長の方から報告させます。 

○議長（田原  親君）  人権課長。 

○人権課長（吉田 一三君）  引き継ぎでは受けておりますが、今詳細に新築は宅地が何件という

ことは資料を持っておりませんので、お答えできません。 

○議長（田原  親君）  辻上議員。 

○議員（２０番 辻上  浩君）  あとは委員会で聞くといたしますが、それらの実態があるとい

うことになれば、最終的に会計上の処理、不能欠損処理ということも考えられるということが築

上町の議会のときでも審議の対象になりました。もしそういうふうなことになっていくというこ

とになれば、町民の税金がそこにつぎ込まれることにつながっていきますから、当然ながらそう

いうことがある可能性があるならば、なぜそうなっていったかということの責任の所在、これら

の決済の過程において、どこに問題があったのかということをですね、窓口になった運動団体も

含めてきちんと精査して、どこに責任があったかということを明らかにしてからでないと会計上

の処理はできないと思いますが、町長の考えはどうですか。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  基本的には、この問題は貸付金の問題でございます。だから本来なら不

能欠損というのはあり得ないと私は思っております。ちゃんとそれぞれの借り主の印鑑証明、そ

れから保証人の印鑑証明がそろって貸し付けておる事例でございますんでですね、そういう形の

中では、これは貸付金という認知をしておりますんでですね、不能欠損はあり得ない。これが時

効になれば不能欠損せざるを得ない状況になりますけど、時効にならないような措置をやってい

くということで今対応させておるところでございますんで、その点御理解いただきたいと思いま

す。 

○議長（田原  親君）  辻上議員。 

○議員（２０番 辻上  浩君）  実態がないものがあるということが確認されれば、なぜそうい

うふうなところで貸し付けができたのかということが当然疑問になります。その点での原因の究

明ですね、これはするんでしょう。 
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○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  はい。その貸付状況の実態の原因の究明は当然やらなければいけないと。

しかし、貸した金という形になればですね、これは書類上不備がなければその人に償還義務があ

るというふうに私は認定しておるところでございます。 

○議長（田原  親君）  辻上議員。 

○議員（２０番 辻上  浩君）  これは担当委員会のことでもありますので、再度委員会の中で

も皆さんと予算のたびに指摘していきたいと思います。 

 次に質問出しておりますのが、最後ですが、これ県の市町村合併構想というのが出されました。

で、これは今後のまちづくりにどう関係するかということから質問をいたします。 

 県の市町村合併構想では、これことしの４月ですが、合併して間もない築上町、それから上毛

町、豊前市、吉富町、これらの４自治体の合併構想が中には載せられています。これはご存じで

すよね。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  はい、築上郡の県の合併という、してほしいという要望はあるようでご

ざいます。知ってます。 

○議長（田原  親君）  辻上議員。 

○議員（２０番 辻上  浩君）  で、片やこちらとして、築上町としては新しい新町の建設計画

をつくるということで審議会をつくって、今後の町のまちづくりの計画をつくるというふうにし

ておりますが、この県の構想をどうとらえて、そして当面する新町の建設計画から見てですね、

これらの構想によらず、自分独自で、築上町独自でですね、向こう何年間の計画を立てていくと

いうふうな形でやっていくのかどうか、その基本姿勢をお示し願います。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  県の構想をどうとらえたか。一応県の構想は県の考え方であって、我々

は既に前の県の構想によって合併しなさいということで築城町と椎田町の合併が成就できたわけ

でございます。まずはやはり県は今の構想では吉富町と豊前市、これをにらんでおるような状況

もありますし、その後という形になるわけでですね、私は今のところ合併してすぐはね、また次

の合併ということはあり得ないというふうに考えております。 

○議長（田原  親君）  辻上議員。 

○議員（２０番 辻上  浩君）  じゃあ、確認をいたしますが、今回新町の建設計画の中では、

この県が言うようなこういう合併の推進構想にのっとっての意見は町の新町建設計画には乗せな

いということですね。 

○議長（田原  親君）  町長。 
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○町長（新川 久三君）  当然今の築上町の構想だけでいきます。 

○議員（２０番 辻上  浩君）  質問終わります。 

○議長（田原  親君）  いい、終わった。 

○議員（２０番 辻上  浩君）  はい。 

○議長（田原  親君）  御苦労でございました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（田原  親君）  ここで休憩いたします。休憩後、１時から再開いたします。大変御苦労

でございました。 

午後０時02分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（田原  親君）  それでは、引き続き再開いたします。 

 １３番目に、８番、西畑イツミ議員。はい、どうぞ。西畑議員。 

○議員（８番 西畑イツミ君）  通告に基づきまして質問いたします。米軍再編問題について、築

城基地への米軍訓練の内容についてですが、築城基地はＦ１５戦闘機の訓練移転だけでなく、ア

メリカが戦争をするための海兵隊の出撃拠点、前線基地として使用されることが明らかになって

おりますが、先ほど町長は５６日以内ならば合意してもいいような言い方をされましたが、それ

でも町長はＦ１５戦闘機の訓練移転は認めるわけでしょうか。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  訓練の形態はですね、今までと変わりない太平洋上での訓練と、自衛隊

との共同訓練ということでございます。今までも飛行機の機種等々の制限はございませんしです

ね、これを訓練の方法が変われば協議の当方との協議の対象になりますけれど、今年の方法も従

前の共同訓練と同じ対応で、時間とかそういうものも、訓練場所もそういうことで行いますとい

う説明を受けております。だから、西畑議員の言うような海兵隊の訓練ではないというふうに理

解をしております。 

○議長（田原  親君）  西畑議員。 

○議員（８番 西畑イツミ君）  町長は海兵隊の訓練ではないと言われますが、嘉手納基地はアメ

リカの空軍が来ております。そこでされてる訓練の飛行機がここで共同訓練として行われるわけ

ですから海兵隊も来るわけです。それについてはっきりと防衛庁の方からないということで町長

はそういうふうな言われ方をするんだと思うんですけれども、共産党のですね、国会の質問では、

外来機として築城基地を使用する可能性があることを防衛施設庁は認めているわけです。ですか

ら、Ｆ１５戦闘機の訓練移転はやはり認めるべきではないと私は思っております。この米軍の移
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転訓練は、騒音被害を一層拡大するだけでなく、将来米軍の常駐化につながるおそれがあること

を、沖縄の基地の状況を見ればはっきりすると思います。有事の際の基地使用は、戦闘後方支援

基地となり攻撃の的になるのではと、町民の不安は一層増幅しております。町長は町民の安全、

安心を守ると常日ごろから言われておりますが、それでも訓練移転には断固として反対してもら

いたいのですが、どうお考えでしょうか。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  先ほど辻上議員のときにもう答弁したこととですね、同様でございます

し、５６日という、これは日米共同訓練ということであれば、これは否定できないということで

ございます。新たな問題が想定すれば、これは当然反対してまいります。 

 以上です。 

○議長（田原  親君）  西畑議員。 

○議員（８番 西畑イツミ君）  新たな問題が起こらない限りは認めるということと思われるよう

な言い方を町長はされるんですけどね、沖縄県民の願いはですね、嘉手納の米軍部隊は撤去せよ、

アメリカに持って帰ってくれということなんですよ。基地負担を本土に求めて本土に持っていけ

とは一度も決議もしてないわけです。だから、町長が先ほど言われるような訓練移転もやはり反

対すべきじゃないかと私は思います。 

 で、アメリカはですね、住民の声にとても敏感です。歓迎されない地域には行きたくないとい

うのがアメリカ側の考えですので、築城基地には米軍来るなの戦いが今急がれていると思うんで

す。で、「米軍機訓練移転断固反対」を繰り返し、防衛庁に要請行動を起こすべきと思います。

この６月議会の終わってから防衛庁の方に要請行動に行かれるということですが、「米軍来るな、

移転反対」の戦いがですね、いろんな団体や築城基地周辺住民、議会が断固反対の抗議行動に取

り組んでますが、そこで町長にお尋ねいたしますが、築上町として「米軍来るな、米軍移転反

対」の抗議集会を開く考えがあるかどうかをお尋ねいたします。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  町主催では開く考え方はございません。やはりこの運動は住民の皆さん

の盛り上がりでですね、住民運動の一環という形でぜひ私はやってもらいたいと。町が率先して

この反対運動という形は、私は町長として好ましくないというふうに考えています。 

○議長（田原  親君）  西畑議員。 

○議員（８番 西畑イツミ君）  住民の盛り上がりがなければ、町長が町としてできないというふ

うに言われますが、町長は住民の安全、安心を守るのが町長の役目と言われておりますので、こ

の件については町民の安全、安心を守るという立場でですね、抗議集会を開くべきと私は考えて

おります。米軍の訓練移転反対の町民の思いをどうとらえているのか、もう一度お尋ねいたしま
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す。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  町民の思いは基本的には来てほしくないという気持ちがあるというのは

私も承知しております。しかし、現実問題という形の中でね、これを、西畑議員とは少し私は見

解が違うわけでございますし、西畑議員は共産党の方針で物を申してると思いますけれども、私

はやはり町民の安全、安心を考えるという立場もとりながら、やはり日本の日米安保条約からい

ろんなものを勘案しながら最終的には判断をしてまいりますっちゅうことを最初の辻上議員のと

きにも答弁をしたということで認識をしていただきたいと思います。 

○議長（田原  親君）  西畑議員。 

○議員（８番 西畑イツミ君）  わかりました。町長と私の考えが違うということは、もう言われ

なくてもわかっております。嘉手納基地では、基地所属の戦闘機以上にアメリカ本土から飛来し

た戦闘機が、これはもう外来機って言われておりますが、この数が多く、自治体との約束を破っ

て、深夜、早朝に離着陸を繰り返し、爆音を振りまいている、これらの外来機が築城基地を使用

する可能性があることを町長は知っておりますか。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  共同訓練の中で、時間とかそういうものは現行の自衛隊の飛行時間とい

うことで。夕べも飛行機、たしか９時まで、８時台までは飛んでおると思いますが、それ以降は

飛ばないということで、自衛隊の基地指令の方が自粛しているという、まあ緊急スクランブル以

外は練習は９時までに終えますと。夜間訓練ですね。そういう自主的な自衛隊の運営が、米軍共

同訓練に来てもその原則が守るということが防衛施設庁の方から一応説明があっております。 

 以上です。 

○議長（田原  親君）  西畑議員。 

○議員（８番 西畑イツミ君）  飛行時間を守るというふうに言われたんですけどね、日没４時間

までが飛行訓練の時間に入ってるわけです。だからああいう遅い時間でも飛ぶわけなんですよ。

で、原則を守るというふうに防衛庁が言ってるっていうけど、アメリカはですね、日本の法律は

守らないんですよ。日本の言うことは守らないんです。そういうのに、町長はまだそういう話が

ないからというか、そういうようないい方でね、認めるような言い方をされますが、一番いい例

を申しますと、普天間基地所属の戦闘ヘリコプターが大学構内で落ちましたですよね。私たちも

視察に行きましたが。この戦闘ヘリコプターは学校や保育所を含む民間施設を標的と仮定し、普

天間市の市街地上空で旋回訓練を繰り返しています。ヘリコプターの騒音は、戦闘機の騒音と違

って長い時間パタパタパタパタと続きます。そのため会話も電話も中断しなければならないとい

うことが視察でわかりましたが、この海兵隊の任務が前線での軍事侵攻を担う舞台で、殴りこみ
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舞台とも言われております。沖縄における米軍犯罪の９割以上がアメリカ海兵隊によるものです。

その海兵隊が築城にやってくる、このことについて町長はどうお考えでしょうか。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  今の質問も、これ辻上議員のときに私、答えたと思います。普天間の問

題ですね。これは普天間の問題はまだ問題がはっきりしてないということで、今の協議には私は

応ずるべきでないというふうに考えておりますし、棚上げ、今後の課題という形で強く防衛庁長

官、施設長長官には申し出をしていくというふうに考えております。 

○議長（田原  親君）  西畑議員。 

○議員（８番 西畑イツミ君）  協議はまだ棚上げで、防衛庁の方に強く、もしそういうことがあ

れば、申し入れをするということですが、やはりですね、事件や事故が起きた後では取り返しが

つきません。町長は住民を守る立場でいるんですから、ぜひともこれは強くですね、防衛庁の方

に申し入れをしていただきたいと思います。 

 次にですね、基地の拡充はあるのかについて質問をいたします。 

 築城と新田原基地を米軍の緊急使用基地にすること、築城基地を沖縄普天間基地所属のアメリ

カ海兵隊の前線補給中継拠点に位置づけ、基地内に海兵隊の訓練施設、駐機場、格納庫、退避舎

を新設することについて説明がありましたか。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  そういう説明は一切ありませんが、今後調査をして必要とあれば施設を

つくりますという日米首脳協議の中の中身は当方の方に伝達があっております。ただこういう中

身とそういうものが一切わかってないということで、こっちとしてはまだまだこの問題について

は先ほど申したとおりですね、棚上げをしなければということで考えております。 

○議長（田原  親君）  西畑議員。 

○議員（８番 西畑イツミ君）  額賀防衛庁長官はですね、施設整備について、共同訓練だから駐

機場とか宿泊施設や格納庫とかその他の設備をつくる場合があると、はっきり言ってるんです。

で、現地調査を実施の上、必要に応じ施設を整備すると、住民説明会の中の資料にも書かれてお

りましたけどね、こういう整備をするということは海兵隊が来る可能性がものすごく強いという

ことになるわけでしょう。で、そういうふうになるんならば、その前にですね、海兵隊が来ても

らいたくないということで、やはり防衛庁に強く抗議をすべきと私は思っております。協議の

テーブルについてないというふうなことで今町長おっしゃいますけど、最終報告はですね住民に

十分知らされてない状態で日本とアメリカがいろんな計画を結んでるわけです。で、関係自治体

の合意なしに行われたことに、町民はみずからの安全と生活の平穏を願うからこそ米軍再編に断

固反対してるわけですから、町長もそういう立場で立っていただきたいと思います。そうしなけ
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ればですね、嘉手納基地で着陸時の事故や沖縄本土近海海上で墜落事故を起こしております。で、

築城基地で事故が起こらないとは限りません。また海兵隊員が女性や子供たちにいろんな犯罪を

起こしております。そういうことが現実に起こっているんですから、米軍の訓練移転反対、緊急

時使用反対の住民の思いをですね、町長は国や県に伝えていただきたいと思います。断固反対の

抗議を防衛庁にしていただきたいと思いますが、もう一度町長の考えをお尋ねいたします。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  西畑議員、もう本当、辻上議員のときにね、同じような質問だと思うん

ですけれどもですね、私も重複して答えたくはないんですけれども、３つの問題って言いました

よね。騒音の問題、それと事故の問題、それから治安の問題と、これらを、もしいろんな形で今

から米軍の移転問題あるのは、国としては基本的にどう考えておるかというものを国として明快

な答えを出してほしいというのは既に防衛施設局の方──福岡ですね、話をしてますし、この問

題は既に東京の方に問題提起されておると思います。今回次の上京したときにはこういう問題も

少しは明らかになるんではなかろうかということで考えております。そして、これも防衛施設庁

や防衛庁だけでは結論の出ない、いろんな問題ございます。例えば治安の問題なんかは総務省と

か検察庁とかいろんな問題も出てくると思います。そういう形の中で十分地元との協議について

は、閣議で十分議論をしてほしいというところまでこれは申し入れをしておるところでございま

す。 

○議長（田原  親君）  西畑議員。 

○議員（８番 西畑イツミ君）  わかりました。町民の安全安心を、そして生命を守るため、断固

反対を貫いてもらいたいということを最後に述べてこの質問は終わります。 

○議長（田原  親君）  あとは。終わったかね。 

○議員（８番 西畑イツミ君）  次の質問に。 

○議長（田原  親君）  はい。 

○議員（８番 西畑イツミ君）  就学援助制度についてお尋ねいたします。 

 小中学校のいる親はだれでも申し込めるのかについてお尋ねいたします。就学援助制度は、義

務教育は無償とした憲法２６条、教育基本法第３条教育の機会均等、学校教育法第２５条などに

基づいて小中学生のいる家庭に学用品や入学準備金、給食費、医療費などを補助する制度ですが、

小中学校のいる世帯ならだれでも申請できるのかをお尋ねいたします。 

○議長（田原  親君）  学校教育課長。 

○学校教育課長（中村 一治君）  学校教育課長の中村です。今の質問に対してお答えしたいと思

います。就学援助を必要とする、認められる児童生徒に対して援助をする制度でございます。 

○議長（田原  親君）  どの範囲か知りたい。だれでもできるんかといった質問だ。 
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○学校教育課長（中村 一治君）  ちょっと質問が悪かったんですけども、質問にちょっと答えら

れなかったんですけども、例を言えばですね、就学援助を必要と認められる児童生徒ということ

で、保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる、また生活状態が悪いために学校納付

金を減免してるという実態があるか。それから生活状態が悪くて学校納付金が怠りがちであるか。

それから学用品、通学用品等に不自由しているか。また、経済的理由により欠席日数が多いか。

まあいろんな理由があろうかと思いますが、学校長の意見を書いていただきまして、また地域の

民生委員かまたは健康福祉環境事務所の長の意見を書く欄がありますので、それに書いてもらっ

て、認定に当たっては所得等の条件等も基準にしながら町が認定しているところでございます。 

○議長（田原  親君）  西畑議員。 

○議員（８番 西畑イツミ君）  この就学援助制度ですね、不況やリストラなどで経済的に困って

いる人が今ふえております。で、築上町にはこの制度をまだ知らない人がいるのではないでしょ

うか。で、手続の方法についてお尋ねいたします。 

○学校教育課長（中村 一治君）  さきに述べましたように…… 

○議長（田原  親君）  学校教育課長。 

○学校教育課長（中村 一治君）  申請については──すみません。 

○議長（田原  親君）  学校教育課長。 

○学校教育課長（中村 一治君）  教育課長の中村です。手続につきましては、学校長の所見欄等

もありますので、学校の方でよく調査して、また保護者の生活状態も聞いていただきまして、学

校長の意見欄に書いていただいて、学校を通してですね、申請するようになっておりますので、

今後はですね、今西畑議員の参考にしまして、候補につきましても考えていきたいと、そう思っ

てますので、よろしくお願いします。 

○議長（田原  親君）  西畑議員。 

○議員（８番 西畑イツミ君）  この就学援助制度ですね、新１年生の入学説明会のときにお知ら

せをするということもね、していただきたいと思うんです。で、申請用紙をですね、全員に配布

してるところもございますので、そういうことも検討していただきたいと思います。 

 次にですね、先ほど民生委員の意見、助言を求めてるということですが、平成１７年度からで

すね、就学困難な児童及び生徒にかかわる就学奨励についての国の援助に関する法律施行例が改

正され、民生委員の助言を求めることができるの条文がなくなっております。この条文が削除さ

れたのですから、民生委員の所見は、記入不要なことを広く知らせるべきと思いますが、いかが

でしょうか。 

○議長（田原  親君）  学校教育課長。 

○学校教育課長（中村 一治君）  一昨年前からですね、国の三位一体の改革の中で国の補助金が



- 232 - 

なくなりました。そういうことで多くの自治体で所得とかですね、そういうところで厳しくなっ

ているのが現状だと思います。 

 それと、その中で築上町としましても、今のところ校長の意見欄も書くようになってますけど

も、客観的に見た生活の状態ですね、そういうところも参考にしたいということで、今のところ

は申請書には民生委員の書く欄をつけております。 

○議長（田原  親君）  もっとはっきり言わな。西畑議員。 

○議員（８番 西畑イツミ君）  すいません、私の質問がよくなかったんだと思います。民生委員

の所見は書かないでいいということをお知らせしてほしいというふうに言ったんですけど、まだ

そういう話し合いができてないということですか。 

○議長（田原  親君）  学校教育課長。 

○学校教育課長（中村 一治君）  まだ教育委員会の中ではそういう話にまだしてませんので、今

後考えていきたいと、そう思っています。 

○議長（田原  親君）  西畑議員。 

○議員（８番 西畑イツミ君）  はい、わかりました。各種世論調査で子育て支援策として行政に

求める政策のトップは、教育費の軽減です。就学援助を受けたい人が受けられるように、「義務

教育は無償」の立場から就学援助を受けたい人が受けられるように、若い世代にきちんと制度を

知らせ、安心して子育てできるような制度に就学援助制度は守るようにしていただきたいと思い

ます。 

 最後にですね、東洋大学の教育学の藤本助教授が言われたことを述べさせていただきます。

「小泉構造改革は、貧富の差、教育格差を広げるばかりです。国民を教育避民にさせないために、

教育費の公的支援がますます欠かせません。就学援助などの制度を眠らせるのではなく、生かす

ことが、義務教育は無償とした憲法を守ることにつながります。」と話されたことを申し上げま

して、私も一般質問をこれで終わります。 

○議長（田原  親君）  はい、御苦労でございました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（田原  親君）  次に、１４番目に２３番、中島英夫議員。中島議員。 

○議員（２３番 中島 英夫君）  職員の採用につきまして、お尋ねをいたします。 

 住民の方はですね、非常にこの職員採用という問題につきまして、非常に関心が高いわけであ

ります。私は過日、先般、職員採用試験が行われ、既に氏名が決定したというようなことを、先

日ですか、聞きました。私、当初関心がなかったわけであります。といいますのは、職員の採用

の職種につきまして、保健師、そして管理栄養士、そしてこの給食関係の調理員ですか、こうい

う方々を採用したいと、そういうような内容のお知らせが連日ですね、かなり長期間あったと思
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います。これ無線放送で住民にお知らせが続いておりました。私、この、なし関心がなかったの

かというのはですね、こういう理由なんです。保健師については、新町発足して間もないですね、

町長が当選をされまして、３月ですか、試験が行われ、１名採用されたと。これ行政報告にも述

べております。その必要性につきましてはですね、再三町長が言われております。担当課長の方

からもですね、説明がございました。まあおおよその状況につきましては理解をしていたわけで

あります。 

 ところが、今回間もない時期に採用されると。私は、この臨時的な職員採用であろうと。まあ

身分的な問題につきましては、パートであるとか嘱託職員であろうと、このように自己判断をし

ておりましたところが、将来定年退職までですね、面倒を見なければならない正規の職員を採用

されたと。そこで私は、住民の方が──一人じゃありません、複数の方からも尋ねられましたの

で、今回質問をすることになりました。特に、町長か助役に答弁はお願いしたいと。課長にはお

尋ねをしません。あくまでもこの２人にお願いをしたいと思います。 

 まずですね、初日の質疑がございまして、武道議員の方から若干質問がありました。町長は既

に答弁をされました。それから一般質問におきましては小林議員、あるいは有永議員からかなり

突っ込んだ質問があり、内容の濃い資料の提示がございました。町長との論戦があったわけであ

りますから、そういう点につきましてはほとんど基本的にはそういう方々の質問とほとんど重複

するわけです。ですから、私はその点につきましては省いてですね、質問をしたいと思います。 

 まず、この採用の試験の日時がですね、学卒者の方は非常にちょっと受験ができないのではな

いかと。中途採用者をですね、想定した採用の仕方ではないかというのが第１点です。 

 次にもう１点はですね、こういうときにですね、従来椎田の職員採用試験というのは非常にま

あ高レベルな試験をですね、定期採用試験では行ってたと思うんです。で、私が聞いた範囲で

は──人聞きですから明確なことはわかりません、まあ町長から答弁願いたいと思いますが、小

論文、私まあ小論文かなと思いますけれども、作文というような言い方もありますので、まあ作

文だろうと。それと面接と。そういうような試験の内容であったと。伝え聞いたところですよ。

ですから、私、公正公平なことを考えた場合に、今回だけですね、そういうような簡単な試験を

行うのかと。将来的にですよ、今後はやはり学力をですね、具体的な学力のレベルをはかる試験

はしないと。あくまでも人物本位のですね、面接と作文だけ行って採用していくのかと。やはり

今後の椎田町、また築城町、これ新生の築上町の採用のですね、今までは内容、かなり違ってお

ったと思います。差異があったと思います。違いがあったと思いますけれども、今後ですね、新

川町長は、今回と同じような採用の試験の内容を行っていくのかと、また変えるのかと。変える

とするなら、今回だけ作文と面接というのはどういう理由があったのかということの点をですね、

明らかにしていただきたいと。 
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○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  中島議員から職員採用についての質問でございますけれども、３月の採

用からちょっと経過を申しますと、３月の保健師１名採用、これはですね、旧椎田町が包括介護

支援センターが４月１日からできます。ここで椎田町から１名保健師を派遣しますというふうな

ことで募集を３月のときはいたしました。このときの試験もこれは論文と面接ということでござ

います。と申しますのも、専門職という形で、保健師という形になればですね、相当な知識を皆

さんもう持たれております。そういう形で専門職については、一応一般試験はですね、一応省い

てもいいだろうという考え方で、いわゆるそういう試験をしてまいって１名を採用していったと

いう経過が。そして今回は採用は保健師１名、それから管理栄養士１名、それから給食調理員

２名ということで募集をいたしたところです。この試験の対応もですね、専門職だというような

ことで、一般職員ではないということで、一応何ていいますか、学力テストちゅうかね、そうい

うものはちょっと省いていったということでございますし、そういう形の中で論文と面接という

主な、そして保健師と管理栄養士と、これはですね、異常事態と、まことに非常に本町の住民の

皆様、医者にかかる率が高いと。社会保険はこれはちょっと別にいたしまして、国民健康保険、

非常に受診率が高いというふうなことで、これは何とかしなければというふうなことで急遽保健

師と、それから管理栄養士、この採用に踏み切ったわけでございます。そして、この２人を、と

にかく臨戸訪問を、やはり受診率の高い家庭を中心に訪問指導していこうというふうなことで、

何とか医療費を下げなければと。そして、国保だけでもございません。ある程度社会保険の家庭

のうちもですね、でき得れば、社会保険の方からいろんな形で情報が提出もしてもらえれば各戸

訪問をして健康な町民づくり、町民の健康づくりをやっていこうと。これは心の健康も体の健康

もございますけれども、とにかく体からの健康づくりをやっていこうと。そうすることがやはり

築上町の住民サービス、それから住民のための健康で文化的な生活を営むという形ではこれが一

番の施策ではなかろうかというようなこと。 

 そして何分やっぱり惰性的に国保をやっぱり下げ、皆さん方の税金を下げていく、そして給付

を少なくしていくというのがこれは目的でございますしですね、そして本当に皆さんが健康な椎

田、築城町両方のですね、合併したいい施策になればというようなことで健康対策を重点的にし

た採用でございます。 

 それから、あと学校給食の調理員、これについては、急遽退職勧奨で職員がやめて、その分の

補充ということで、採用に踏み切ったわけでございますし、できれば学卒者の採用はできないで

はないかと、当然これはもう学卒者の採用ということはできません。一人応募はございましたけ

れども、「やめて入りますか」という形の質問をしたら、やっぱりちょっと学校までやめては入

れないというふうな状況もございましたし、学卒者の募集については、やはり９月ぐらいの時期
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に、一応４月１日採用という形でやるのが筋だろうと考えておりますし、その点については、あ

と計画的に採用要綱をつくっていきながらですね、募集をしていこうというふうに考えておる次

第でございます。 

 それで一般教養試験はないのかという形になれば、これはやはり統一試験であれば、一般教養

試験を取り込んでいきたいと、このように考えております。 

 以上です。 

○議長（田原  親君）  中島議員。 

○議員（２３番 中島 英夫君）  私はですね、非常に定期採用者と、臨時的にですね、不定期に

採用される試験内容がですね、違った、大きく違っておるということについてですね、やはり釈

然としないと。やはり当然ですね、そういうレベルの試験はやってしかるべきじゃないかと。だ

れを採用するというのは執行権の問題ですから、そういうことを言うことはできませんけれども、

やはり公正公平なですね、試験はあってしかるべきだと、このように考えて質問をしたわけであ

ります。 

 それからですね、私、もう一つ１点、こういう気持ちがしておるわけですけれども、採用をす

るときに面接ですね、面接委員に民間の方をですね、２名──２名かなんかわかりませんけれど

も、商工会代表ですか、なんかそういうものを従来から、前町長時代に始まったですね。これ行

橋市が導入しておったというような経緯があったとは思いますけれども、その御今行橋市長もか

わられまして、柏木市長から現在の八並市長になってから継承してですね、そのまま踏襲してお

るかどうかは知りません、問い合わせしておりませんけれども、前椎田町の町長がされておった

ことを、あなたそのまま踏襲されて現在やっておる。 

 で、私、はそういう必要がですね、あるのかと。あくまでも執行権者である町長の責任におい

てやっていただきたいと。責任は当然もうあるわけですから、できるだけ４人の執行部、それか

ら人事担当の課長、その他の職員でも構いませんけれども、なぜ民間の人をですね、入れて──

格好はいいと思いますけれども、パフォーマンスじゃないかと。あくまでも執行権限の制限にお

いてですね、やるべきであろうと。私はそこに疑問を感じておりました。したがって、今後につ

いてはですね、改善をしていただきたいと、この点は回答は要りません。そういうことをお願い

しとっております。 

 当然ですね、私はこの質問１点ですから、もう若干ですね、時間をいただきたいと思います。

これ特に町長申し述べておりましたけれどもですね、これ悪いというわけじゃないんですよ、私

反対の意見じゃないわけです。ただしかし、各議員から質問は共通していた点があると思うんで

すね。少なくともですね、この中長期、また総合計画とかいう言い方もしております。また新市

町村計画を云々と、新市町村計画をおつくりになって、そして同時にですよ、行財政改革大綱を
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おつくりになると。そして実施計画として行革プランを同時にですね、発表していただきますと

いろんなことがわかりますんで、あえて不愉快な思いをさせるような質問をですね、しないで、

繰り返ししないで済むわけなんです。資料をもらってですね、見ますと、何年度に保健師は何人

と、何人の、業務の内容につきましてもですね、事務量も勘案して人数が決まるわけですから、

こういうことになるなと。退職者はですね、予想よりも出た場合は、それを補充するということ

はごく当然だということで納得できるわけ。ところが、言葉でですね、言われましてもですね、

理解ができないんですよね。 

 だから採用の、職員採用計画が樹立されておればですよ、簡単に言いますと、職員採用計画が

あれば、なるほどなということがわかるわけなんですけれども、理解するわけなんですけれども

わからないわけです。だから、そういうところで同じような質問がですね、毎回毎回出て、町長

自身も不愉快な思いをすると思うんですね、わかってくれないんかなと。私の質問も連日続いて

ですね、二番煎じじゃない、もう４番か５番ぐらいのですね、同じような質問じゃないかとね。

傍聴される方も、また他の議員さんもですね、そういうような思いを強く持っておると思うんで

す。私も嫌な気がするわけなんです。似たようなことなんです。ですから、今後はですね、速や

かに町長は百人委員会と、それぞれの専門の方々を部会ごとに１０名前後ですか、多くの住民の

英知をですね、結集して、新市町村計画をおつくりになると。速やかに全力でですね、つくって

いただきたいと。そして、なおかつ職員の方もですね、裏づけのある、この採用計画書をつくり

上げて、住民が納得できるようなことにしていただきたいと思います。もう回答要りません。も

う幾ら言っても同じです。ですから、そういうような気持ちをですね、今後もう同じような質問

もせんでいいようにですね、早くつくっていただきたいと思います。お願いしときます。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  町職員でもいろいろございます。現場の職員と、それから一般行政職の

職員ですね。現場はやっぱり即ですね、私は補充しなきゃいかんだろうと思いますし、特に今回

の保健師と管理栄養士、これはもう緊急事態のためにとにかく医療費を下げようと、そして健康

なまちづくりをやっていこうということで急遽踏み切ったわけでございまして、そこのところ一

般行政職については計画的に採用してまいります。 

 以上です。 

○議員（２３番 中島 英夫君）  ちょっと、あんた、町長が言うから私もちょっとほんなら言わ

せていただきます。 

○議長（田原  親君）  中島議員。 

○議員（２３番 中島 英夫君）  もちろんですね、理解をしております。何度も述べました。で、

これはですね、有永議員がかなり分厚い資料で述べておるわけですね。これは当然今回の国会で
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すよ、閉幕しましたけれども、高齢者に非常に厳しい医療改革であったわけですね。で、もちろ

ん生活習慣病、彼も言っておりましたけれども、これは予防することによって非常に下がると。

それが国保会計に寄与すると、そういうようなことももうわかり切っておる。私はもうそんなこ

とはもう申しません。で、担当課長にも何人も保健師をですね──言いたいんですよ。何人採用

計画したら満足できるんですか。これは財政計画あるわけ。今総務課長、いや隣に、総務課長の

隣ににやっとしておりますけれども、彼のところでですね、協議が整わないと、主幹課はいっぱ

い欲しい、１０人欲しいという。財政担当の課長は５人でいいと、こうやるわけなんですよ。そ

れを調整して住民の暮らしとね、そこの西畑議員がよく述べておる言葉がございますが、もう言

葉は言いませんけれども、当然責務が町長、あります。ですから、できるだけですね、私がもう、

もうこれ以上言いませんので、これ資料持ってるんです。資料読んでもしようがありませんので、

できるだけ早くですね、計画をおつくりになって納得できるような、だれも住民が納得されるよ

うなことをしていただきたいと思います。 

○議長（田原  親君）  答弁いいかね。 

○議員（２３番 中島 英夫君）  ああ、もういいです。もう答弁要りません。 

○議長（田原  親君）  町長、答弁せんね。いい。はい。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（田原  親君）  次に、１５番目に、１４番、宮下久雄議員。宮下議員。 

○議員（１４番 宮下 久雄君）  椎田駅前開発について、質問をいたします。 

 駅前開発推進協議会の総会が５月に行われていると思いますが、現在までの協議会の進めた結

果について、結論が出たかどうかお聞きいたします。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  椎田駅前開発推進協議会という組織がございますが、これは平成３年に

椎田町が都市計画を決定いたしまして、早急に駅前の一応再編成、沿道区画整理事業をやりなが

ら商店街の編成をやろうということでできたわけ。そして片や、当時ですね、駅前の活性化とい

うことで、駅前開発協議会という組織がございましたが、ここは商店街を集約して駐車場をつく

り、その駐車場の上に商店街をつくろうと、そういうふうなことで一応法人化までやってきたわ

けです。やはりこの協議会の中で非常にやっぱり確執するものがございまして、片や今の駅前開

発協議会が反対、いわゆる駐車場と商店街のビル化を反対するような立場になってきた。そうい

う形の中で活動がされてきたわけでございますけれども、時間がたつ、既に平成３年から１５年

もたってますけれども、入り口を行ったり来たりというようなことで、この駅前推進協議会には

町費を１,０００万以上推進費という形でつぎ込んできておりますが、いまだまだ何も一応現実

的なものになっておりません。だから私は町長になってから──４年前、椎田の町長になってか
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ら、とにかくあんたたちがやる気があるのかないの、やる気があるんなら僕がやるよというふう

なことで叱咤激励しておりますが、なかなか入り口を出たり入ったりで、なかなか実施に踏み切

れないと。町の指導体制もございましたけれども、そういうことでですね、これは農家の圃場整

備以上の問題ですよと。皆さん方が一件一件絶対にやるという気持ちにならないとこの事業でき

ませんよということでずっと言い続けておりますが、なかなか地域の考え方が一つにならないと

いうことで、今のところまだまだちょっと海の物とも山の物ともわかっておりません。 

 この協議会の会長自身はぜひやりたいということでございますけれども、なかなかやっぱり

１００％の方、しかし、ようやく少し機運が上向いてきたようでございます。いろんな方々が積

極的にですね、町長早うやれやというふうな方も出てきておりますし、いや僕はいつでも皆さん

方がやる気になれば国に予算を取りに行き、そしてあと皆さん方のいろんな形で、換地の問題と

か、いろんなことがございます。農家の圃場整備以上に非常に難しい問題でございますんで、皆

さんの一人一人の意向を十分把握しながら、この事業を取り組んでまいりますということにして

おりますけれども、先般総会をいたしましたけれども、ちょっと私、総会に出れませんでした。

ちょうど私の兄の通夜がございましたんでですね、出れなかったんですけれども、あと会長に会

いまして、会長さん、あなたが会長のときにやらなければできないよというとこまでいって、皆

さん人心を一つにしてとにかくやってほしいと。そして今までは企画の方に事務局置いておりま

したが、これを建設課の都市計画係を設置しましたんでこの中に移して今建設課の方で推進をさ

しておると、これが現状でございます。 

○議長（田原  親君）  宮下議員。 

○議員（１４番 宮下 久雄君）  今町長から海の物とも山の物ともわからないと。十数年協議会

がやってきて、まだ海の物とも山の物ともわからないという状況、状態ではですね、この協議会

のあり方をもう考え直すべきではないかとも私は思うわけです。 

 旧椎田町の第２次総合計画ですね、それに基づいて田原町政時代にこの駅前開発ということが

多分起こってきたと思ってます。先ほど町長の言われた商用施設のことも、多分コマーレの横に

つくろうということで。そのときは入店者が十四、五名は声を上げてたはずなんです。この時期

がまずその椎田の商業者にとってですね、そういう冒険ができる最後の時期じゃなかったかとも

思っておるわけですけども。それからコマーレの横の現在駐車場になっておりますけども町有地、

これをパーキングビルとしてですね、利用していただこうということも町は考えておった。それ

から先ほど町長の言われた沿道区画整理事業も取り組もうとしとったわけです。 

 それから、ＪＲの椎田駅の裏口も、南口もつくろうと。橋状駅にしようと。駅は美術館を設置

しようということまで取り組もうとしておったわけですが、これが反対運動が起きてしまって、

最後は政局にまで及んで破綻してしまったということになっております。だから、その後を受け
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た、その推進協議会が本当に真摯に協議していただいて、住民の皆さんの意見を取りまとめてい

ただく、こういう責任があると思っておりますが、５月に私、総会があるということで本当に期

待しておりましたが、まだ何もということで、このまま任しておけばですね、もう何もできない

まま椎田の中心街は寂れていってしまうんじゃないかという危機を持っております。 

 平成１３年８月にですね、椎田町中心市街地活性化基本計画というものがまとめられておりま

す。こういうものです。この中にはですね、これは事務局は企画公室というところがやっており

まして、築上郡椎田町という名前がついております。委員にはですね、議会代表も参加しており

ますし、商工会も参加しております。それからこの駅前開発推進協議会も参加しておるわけです。

それから素案をとりまとめる役割を果したワークス２１というものがありますけれども、この中

には商用関係者も多数名前を連ねております。そして、この計画書の将来予測にはですね、将来

の椎田町は人口減と。また高齢化、産業は衰退すると。地域社会の衰退、消滅が危惧されるとい

うふうに提言しております。地域社会が衰退する、消滅すると、そういう危惧があるというふう

にこの本には書いております。そして具体的な事業がこれには計画されておるわけです。そこま

で１２年、たしか９月から１３年８月ごろまで１年間ぐらいかけてつくっておるようですけども、

基本計画をつくっております。それで、この計画の実施主体と位置づけられております、この中

に入っておりますけれども、それがＴＭＯというものなんですけども、この実施主体の設置はど

うなっておるのかお聞きします。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  このＴＭＯの設置はどうなってるのかということでございますけど、当

然椎田町の中心市街地活性化基本計画という計画で立ち上げるというふうなこともこの計画の中

に入っております。この計画は私の前町長時代につくったものでございまして、そして実際この

ＴＭＯを立ち上げようかという予算もございました。しかし、このＴＭＯっていってＮＰＯので

すね、非営利法人をつくって活性化をどうしてするかというＮＰＯの法人ですね、非営利法人、

商工会が本来やるなら中心になってやらなければならないわけでございますけれども、今の状況

で商工会、どうしてもやっぱりこれはできないというふうな状況も実際現実的になっております。

じゃあだれがやるかといってもこのＮＰＯ、いわゆる非営利法人でございますんでですね、やは

り行政が中心になってやらなきゃならん形になろうかと思うんですけれども、しかし、行政がこ

の非営利法人の中に入るわけにはいかないと。どうしても民間で立ち上げなきゃいかんという形

になってます。だから、これが本当にできるかというのはこれできない状況だったということが、

ちょうど私が就任した年の予算にも上がっておったんですよね。そこで議論したけれども、どう

してもこのＴＭＯは設立できないよという話になって予算を流した経過もございます。 

 そういうことで、非常にですね、今の商店街、これはもうだんだんだんだん歯が抜けていくよ
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うな形でですね、寂れていっておったのは、これは状況でございますし、何とかこれを立ち直せ

るという形になれば、やっぱり駅前、それからやっぱり人口をやっぱりふやさなきゃどうしよう

もならんなという大きな問題があります。何か一つ歯車が回り出せば、それぞれ自然発生的にい

ろんな歯車が回ってくるんではなかろうかなと考えておりますし、その起爆剤としてやはり町が

公共施設をやっていくということで、まずやっぱり前々町長時代にはコマーレを起爆剤でやって

いこうというようなことで、駅を中心にわざわざ駅の前に文化会館をつくったんだと。そしてこ

の前にいろんな公共施設を配置すれば人が集まり、そしてまた人が集まれば商業もできると、こ

ういう、よい一つの流れをつくっていこうという考え方でしたけれども、いろんな確執があって

できなかったというのは現状でございますしですね、やはりこういう一つ大事業をやるためには

全員が協力した形で事業を行わなければ非常に難しいなというのを感じたところでありますしで

すね、今後はやはり一体となった形で椎田の駅前開発、それから築城の駅前、必要とあらば両開

発をですね、やっていくのは、これは当然行政のやっぱりあるべき姿だろうと考えておるところ

でございますし、ＴＭＯの設立はそういう状況で断念していったという状況がございます。 

 以上です。 

○議長（田原  親君）  宮下議員。 

○議員（１４番 宮下 久雄君）  ＴＭＯの設置が無理だということでございますので、そういう

ことならば、この計画書は絵にかいたもちだということになります。むだな出費であったと言わ

ざるを得ないと思います。それでも椎田駅の前、中心街を捨てるわけにはまいりませんので頑張

ってやっていただきたいと思いますが、先ほど言われました推進協議会の主幹が建設課の都市計

画係に移ったと。企画から移ったということは、具体的な建設部門というような雰囲気がしてく

るわけですけども、そういう取り組みが解されるというふうに理解してよろしいか伺います。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  まずやはり沿道区画整理の事業の中でね、駅前は椎田駅前停車場線とい

う形の県道でございます。これは都市計画街路に認定をしておりますんで、土木事務所でこの事

業をやってもらう必要がございます。そして沿道区画整理ということで区画整理としながらです

ね、換地の手法で用地を確保していくというのが一番最善でございますし、極力私はこの方法で

やっていきたいと。そしてそれが無理ならばですね、もう道路改良でいくしかないかなというふ

うに考えておるところでございます。 

 しかし、この県の都市計画街路、この事業を今町道坂本椎田線ということでそこ今管理をやっ

てます。この事業が一応完了しないと事業費がつけられないという状況もございます。だから、

この事業費をつけるまでにはやっぱり三、四年かかるだろうと。だから早くこの区画整理の、沿

道区画整理の事業をですね、想定して、ちょうど予算がつくころ、事業実施が、区画整理の事業
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と平行してできれば一番いい時期だということでですね、建設課の都市計画係の方には檄を飛ば

して、ちょうどそういう時期になるから沿道区画整理事業と、この都市計画街路の事業が同時に

できるような形でいったらどうかと、そんなことで今ちょうど推進をされておるところでござい

ます。 

○議長（田原  親君）  宮下議員。 

○議員（１４番 宮下 久雄君）  新町の総合計画がもうすぐスタートをするということでござい

ます。隣の築城拠点とともにしっかりと椎田の市街地を位置づけて、総合計画で位置づけていた

だいて、強力に取り組んで推進していただきたいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（田原  親君）  御苦労でございます。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（田原  親君）  次に、１６番目に、２番、工藤久司議員。 

○議員（２番 工藤 久司君）  それでは、通告に基づいて、今回の一般質問をさせていただきま

す。 

 合併をして６カ月がたち、今回の補正の中に町長の政策予算というか、見られるのが町内巡回

バス等の予算がなっておりました。非常に高齢者の足、また足のない人にとってはいいことでは

ないかなと思いますが、行政報告の中に国民健康保険税を椎田地区で高いところで約３万、椎田

地区で６万ほど上がるという報告がありました。 

 元来、合併前にいろんな協議がされたと思いますが、町長の合併前の言葉の中に、合併すれば、

合併は給付は高く、負担は少なくというのが町長の公約でもあったのではないかなと思うんです。

６カ月たって、国民健康保険税がぐっと上がるということに関しては、公約に反しているのでは

ないかなという気がしますが、そのあたりの胸中をちょっと最初にお聞きしたいと思います。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  国保は、合併協議の中で住民の負担は安く、サービスは高くと、これは

私は該当しないと思います。これはやはり国保の保険という考え方から、国庫負担と県の補助金

と、それから加入者の被保険者の負担、いわゆる税で運営されるのが国民健康保険、これを議員

さんに理解してもらいたい。あとの分は、ほとんど住民負担は少なく、サービスは高くという形

で実施されていると思います。 

 こういう形の中で、非常に国保、それでも住民の皆様に一般財源をつぎ込んでおるということ

で、１６年までの赤字が既に合併時に約１億強を一般会計から組み入れております。そして、さ

らに１８年度、ゼロからのスタートということで、まだまだ、この前も申しましたけれども、赤

字分をことしの赤字が──１７年度の赤字、済いません、ことしじゃなくて、１７年度の単年度
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赤字、これが椎田地区で６,０００万、築城で８,０００万ぐらい出る予定なんですよね。だから、

この分も決算を見込んで補てんをするということで、私、申しました。そして、１８年度からは

ゼロからの国保はスタートしますと。 

 大変な問題なんですよね、本当に異常事態宣言ということで、先ほど中島議員からの職員採用

の件でもございましたが、とにかく医療費を下げて、健康なまちづくりをしなきゃいかんという

ことで、そのような急遽職員の採用、それも専門職の採用に踏み切ったわけでございます。そう

することがやはり住民のためになるであろうということで、これは本来なら総合計画で職員の採

用等々も議論していけばいいだろうと思うんですけれども、やはり緊急事態というふうなことで、

そういうことで職員採用。 

 とにかく、医療費を減らすという方策がどうかという形になれば、非常にこれは難しい。だか

ら、やはり医者にかからないように健康な体をつくるということが、これが第一に。 

 それと、もう一つは、やはり医療費を下げるという形になれば、税金の徴収率を上げなきゃい

かん。そうすることによって、国からの調整交付金等々も減額されなくて済むと。これが現実的

に徴収率が下がっておるので、旧築城の場合で約１,０００万ほど調整交付金を削られています。

椎田も５００万ぐらい削られています。そういう観点で、徴収率は９３％を確保すれば、その分

も入ってきて、なおある程度運営がやりやすくなるけれども、今は徴収率が悪いために国からの

調整交付金も少ないという、本当にこれは悪い現象が起きておるというのが現実です。 

 以上です。 

○議長（田原  親君）  工藤議員。 

○議員（２番 工藤 久司君）  今の町長の答弁もそのとおりだと思うんですが、実際にこれ税条

例も改正があるじゃないですか。改正して４月１日からということは、国民健康保険は４月１日

からさかのぼって、こういう給付になりますよという納付書が行きますよね。そしたら、恐らく

ですけども、町民は上がったんじゃないかと、そういう認識が多いと思うんですよ。やっぱこれ

には今みたいなもっとわかりやすい、町民には説明も絶対必要でしょう。 

 今回、税率を上げる、もう一つは町長が今言いましたが、収納率を上げると、それと医療費を

下げる、この３つのうちの選択の中で、とりあえず税率を上げるという選択を選んだわけですね、

今のところ。上がっているじゃないですか。医療費も政策もあるかもしれないけど、まだそれは

結果が出てない。ただ、税率を上げるという方法をとりあえず今回は選んだわけですよ。 

 それまでに、今、町長が言いましたが、収納率を上げる方法、また医療費を下げる方法をこの

半年でどういうことをしてきたのか、これは担当課でも構いませんけども、答弁をお願いします。 

○議長（田原  親君）  住民課長。 

○住民課長（遠久 隆生君）  住民課の遠久です。ただいま医療費を下げる方策は半年どういうこ
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とをやってきたかという御質問ですが、私、１月に住民課に来まして半年近くなるんですが、特

段こういったことで下げていこうというような施策はとっておりません。それで、今回、国保税、

どうでも赤字でどうしようもならんということで、今さっき町長が申したように、どうでもこれ

は医療費を下げるためにはどうすればいいかということで、きめ細やかな住民の指導といいます

か、そういったことがまず大事であろうと。 

 それから、３月議会のときに、平野議員からございました先進地、そういった事例も積極的に

取り入れて、本当に住民が健康で生き生きとしたまちづくりにぜひ取り組む必要があろうかと、

今後、ぜひ積極的にそういったことを取り組んでいきたいと考えております。 

○議長（田原  親君）  税務課長。 

○税務課長（椎野 義寛君）  徴収率の確保でございますが、どのような形で行ったかということ

でございますが、５月の１５日、一応、税務課は課税の分で一番忙しい時期でございましたが、

５月１５日から５月３１日までの半月間、税務課職員が要するに夜間徴収ということで、要する

に先ほど言いましたように、調整交付金の減額をなるべく少なくするという形の分で、現年度の

分を主体に１５日から３１日まで、税務課職員６組で、旧築城町、旧椎田町で分かれまして、

６組で夜間徴収をしてまいりました。 

 確かに、徴収率が悪うございますので、今後、こういう形の部分の徴収の強化を定期的にやっ

ていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（田原  親君）  工藤議員。 

○議員（２番 工藤 久司君）  職員も夜間徴収ということで非常に努力を徴収に関してはしてい

るし、今、住民課長の方からも、今後、食の問題から、先ほど町長が保健師と管理栄養士を雇っ

て取り組んでいくという説明はいただいておりますが、それは旧町からでもできたのかなという、

今思えば気もしますし、合併協議の中でこういう結果というのが出るのがわかっていたのかなと

いうような感じもいたします。 

 具体的にちょっと聞きたいんですが、保健師と管理栄養士を雇って、先ほど町長は説明の中で、

医療費の高い家庭とかを訪問をして指導をしていくということなんですが、どの程度指導してい

くのか、それに対しての計画があれば、課長の方からで結構ですので、そういう計画を立てて、

保健師、管理栄養士を採用していると思うので、その方法、方策を聞きたいと思います。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  これも、本当に国保運営審議会を開く前、僕もどれだけ赤字が出るかを

把握してなかったんですよね。そしたら、大変なこれは本当に、また１７年度で１億４,０００万

ですよ。これを今まで累積で１億ちょっとだったんですよ。これが１億４,０００万という、こ
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の数字は何かと僕は思ったんですよ。これじゃ、ウナギ登りにどんどん医療費がかさんでくるな

と。多分、来年またふえると思う。 

 とにかく、少子・高齢化の中で、高齢者の皆さんがふえていくと。そして、老人医療が特に

７５歳からしかならないという形で、その分がまた国保にしわ寄せが来るんですよね。こういう

分で、非常に何か国保の財政運営がどうしようもならないような状態になってきておるというの

が、これは現実でございます。 

 さりとて、一般会計から繰り入れるのも、これは社会保険の皆さんにその分還元すればいいん

ですよ。本当は社会保険の皆さんには、実際、国保に充当した分を１軒ずつ配って回れば、それ

はそれでいいと思うが、そういうわけではございません、行政というものはですね。やはり保険

運営というものは、決められた金で運営するという形になれば、どうしても税にはね返ってまい

ります、これは。 

 そういう形で、やはり医療費を受診率を抑えると。だから、これは生活習慣病ですね、本当に

抑えられる。ほかの病気は抑えられません。生活習慣病は、これは食事の日ごろからの食事をす

ることによって、健康な体になりますし、そして少し悪い人は保健師の指導によって、またいろ

んな形で健康状態が戻るという形が出てきますので、これは本当に緊急的にこういう形でやって

いったというのは御理解してもらわにゃいかんし、あとは徴収という、これは非常に難しい問題

もあります。 

 国保というのは、会社を退職されて年金だけの生活の方とか、それから本当にリストラされて、

国保しか入れない、社会保険に入れないという収入の少ない人等々がたくさん国保に加入してい

るわけでございますけれども、さりとてやっぱり制度は制度でございますし、これはやっぱり相

互扶助の精神で、この会計は運営していかなければいけないというのが国民健康保険の特別会計

でございまして、そこを御理解いただきたいと思います。 

○議長（田原  親君）  工藤議員。 

○議員（２番 工藤 久司君）  わかっているんですけども、じゃ税率を上げて、先ほどみたいに

負担増になりました。そうすると、審議会の中でも話が出たかどうかわかりませんが、今までま

じめにというか、正しく払っていた人にまで負担が来るという、払っている人から言わせればで

すよ。そうなると、心配されるのが、払うまいかというような形で、逆に徴収率が下がるという

ような話は審議会の中で出ませんでしたか。 

○議長（田原  親君）  住民課長。 

○住民課長（遠久 隆生君）  確かに、税金が上がれば、払えないという人もかなり出てくる可能

性があるかと思います。だけども、先ほど町長が言いますように、赤字をそのまま一般会計から

繰り入れるというのは、もう限度がかなり来ているという形になっております。それで、いかに
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払っていただくか、確かに工藤議員がおっしゃるとおり、正直者がばかを見るような形で、僕は

払わないよというような人も出てくる可能性がありますけど、そこはいかにそういう人を抑える

といいますか、そうしないと、今はどうしようもならない国保の状況だと把握しております。 

○議長（田原  親君）  工藤議員。 

○議員（２番 工藤 久司君）  ですから、やっぱりきちっとした説明ですよね。こういう状況だ

という説明を国民健康保険税に加入している家庭にきちっとお知らせをするということが、まず

大事だと思うんですね。それで理解を求めると。 

 それから、僕は質問なんですが、医療費を抑制する方法ですね。今、町長は保健師と管理栄養

士でやっていくということなんですが、食だけじゃないと思うんですよ。それで効果が出ている

自治体もありますよね、もう何年間ぐらいでですね。特に、我がふるさと長野県では、保健師と

管理栄養士を入れて効果が出ているという話も聞いておりますが、この町にそれが本当に当ては

まって、３年後には今の不均一課税から統一するわけですよね。そのときに、また上げなければ

いけないような状態にだけは絶対にしてはいけないと思うんですね。 

 また、ここで上げて、３年後に３方式にして、また上がるような状況になったときにはどうな

るかということを想像したら、町民は上がった、これは町長の責任なんだみたいな形でしかなら

んわけですよ。払わん人が悪いというのは、まじめに払っている人は理解しないわけですよ。 

 ですから、ただ食の保健師を入れた、管理栄養士を入れたといっても、きちっとした健康増進

の計画なくして保健師を入れても、管理栄養士を入れても、それは本当、先ほど来、皆さん言っ

ていますように、「絵にかいたもち」というような政策にしかならないと思います。 

 もう一回聞きますが、保健師、管理栄養士以外に、それを入れたからといって医療費が抑制の

効果はあるでしょうけど、それ以外で、今、町の方で取り組んでいこう、またそういう話し合い

をなされているのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  若干の取り組みは、築城地区も椎田地区もございます。築城地区では、

生き生き健康サロンとか、そういう形で何とかの家、あそこで教室を開いたり、巡回して各自治

会の方に出向いていっておるようで、椎田はまた椎田で、食生活の関係で食進をやっておるよう

でございますし、だから老人クラブ、このあたりもある程度健康的なものについていろんな講演

会をやっていただいてるし、いろんな各種団体もやっていただいておりますし、これに輪をかけ

て具体的にプロに指導していただこうというようなことで考えております。 

 それでも、なおかつという形になれば、先進地等々をぜひ勉強しながら、何とかやっていかな

きゃいかんだろうと。ただ、やっぱり健康という、町民の健康がやっぱり第一になってくる。こ

れはやっぱり町民の皆さんの命を守るという形になろうと思いますので、そういうことで行政を
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進めてまいりたいと思います。 

○議長（田原  親君）  工藤議員。 

○議員（２番 工藤 久司君）  多少なり取り組みはしているということなんですが、大事なのは

意識づけをするということですよ。ただ、生き生き健康サロン、生きているから健康であるとい

うものじゃないです、これは。やっぱきちっとした意識づけだと思うんですよ。病院に行くなと

はだれも言いませんよね、病気になっているのにですよ。ただ、やっぱり健康で、そういう長生

きというか、健康な生活を送るために、こういう取り組みをしているんですよと。それに参加し

ている人たちは、それによってこういう、極端な話ですが、先ほど町長が言ったような国民健康

保険税も負担を軽減できるんですよと。 

 ですから、みんなで取り組みましょうというような意識づけをきちっとして、そういう取り組

みをしないと、ただ生き生き何とかだとか、高齢者福祉何とかだとか、今、冒頭でもあったです

ね。今、椎田のコミュニティクラブでしていても、それは余り、ただ趣味の延長みたいな形にな

ると思うので、そのあたりの意識づけもきちっと考えながら、そういう取り組みをしてほしいと

思います。 

 それと、何か国民健康保険というと、何かどうしてもお年寄りが対象みたいになるんですが、

私ら世代、国民健康保険に加入している世代は、子供もそうですね、私らもそうです。当然、お

年寄りもそうなんでしょうけど、私ら世代、支える世代に何か政策をここで、保健師、管理栄養

士を入れて管理していく、抑制していくという取り組みをするということなんですが、働く世代、

成人病、私もたばこをやめたんですよ。でも、そのかわり太りました。そうなると、結局、病気

にかかる可能性も出てくるわけですよね。そういう成人病に対する予防対策を呼びかけるべきじ

ゃないかなと思うんです。食だけじゃないと思うんですよ。 

 今回、課長の方に御質問しますからということで、ちょっと少しお話をしたんですが、じゃあ

と何があるのか、何を考えているのかというところで何かあれば、私ら世代です、お年寄りでは

なくて、私ら世代に何かそういう対策、方法があれば、町長じゃなくても課長でも結構ですので、

答弁をお願いします。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  これはやっぱり小さいときからの習慣だろうと思いますし、やはり健康

という一つの概念をやはり小学生のときから、そういう形の中では小学校の総合時間の中でも、

健康に対する一つの考え方の時間を組んでもらえればありがたいがなと思っておりますので、今

後、教育委員会等と相談しながら、子供の時代からやっぱりそういう一つの社会の仕組みといい

ますか、そういうものとか、それから健康はどうしたら健康になるかとか、そういう一つの勉強

も必要だろうと考えております。 
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 そして、大人になれば、また企業の方とかいう形では若干やってくれておると思うんですけれ

ども、なかなか町の若い人は施策に参加していただけないんですよね。やっぱり忙しい時間があ

ると思うので、だからあとはサークルとか、いろんな形の中で普及していくという形になるんじ

ゃなかろうかなと思います。 

 そこのところは、またいろいろ検討しながら、工夫してやっていきたいと思います。 

○議長（田原  親君）  工藤議員。 

○議員（２番 工藤 久司君）  そういう答弁ですので、とにかく参加しやすいそういう内容も大

事でしょうし、そういう意識づけをとにかくしていただきたい。何回も言いますが、３年後に税

を統一したときに、もうすぐですよね、今年度から取り組んで、どういう結果が出るかはやって

みなければ結果は出ないですが、それを見込んでの今回のそういう取り組みだと思いますので、

３年後には絶対に今以上に上がることのなく、逆に言えば、そういう取り組みのおかげで下がっ

たよと、下げましょうかと、裁定しましょうかというぐらい、真剣になってこれをやっていただ

きたいなと思います。 

 以上で１番目の最初の質問を終わります。 

 続いて、いいですか。続きまして、職員の削減と資質の向上ということで質問をさせていただ

きます。 

 ３月議会で、町長は人件費の削減が急務だと。５年間で５０人か６０人の職員を削減していき

たいというお答えをいただきました。それで、同時にですが、ここにあるように、今現状、職員

に対して、築上町になって半年たちまして、何が変わったかなと見渡しますと、職員の人事配置

と課が若干多くなって、逆に風通しがちょっと悪いんじゃないかなというような嫌いもあるよう

な気がします。 

 合併して、新しく４月から年度も変わって、町長は職員に対してどういう意識づけをしてきた

のか、町長の方針ですよね、職員に対してのどういう方針を訴えてきているのかを聞きたいと思

います。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  職員の基本である、やっぱり法を守る姿勢、これを必ず何事をやるにし

ても法と照らし合わせながら仕事をやれというようなことで、これは口酸っぱく申しておるとこ

ろでございますし、あとはやっぱり住民サービス、これについてはやっぱり笑顔で応対、これが

やっぱり大事だよというようなことで、近ごろ、大分電話がよくなったんですよ。黙って僕が聞

いておると、「はい、何々課のだれだれです」と名前を言う職員が多くなりました。やっぱこれ

が基本だろうと思うし、こういうやはり基本から、皆さんそれぞれ人がやればまた今までやって

ない人もまねし出すというようなことで、やはりこれが資質の向上だろうと思います。 
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 やっぱり応対、住民の皆さんが来て、これはちょっとこの人はという形にならないような形で、

にこにこ笑って応対をすると。そして、あと的確に判断をしながら、いろんな情報伝達をすると

いうのが職員の役割だろうと思っています。 

○議長（田原  親君）  工藤議員。 

○議員（２番 工藤 久司君）  どういうお話を職員にしているのかというのは、笑顔で応対をき

ちっとしなさいと。今回、こんな質問を、２回目ぐらいだと思うんですけど、するのかというの

は、悲しいかな、まだまだ私だけじゃないと思います。いろんな議員さん、また何でそうなるの

みたいな話がやっぱ耳に入るわけですよ。今回もそういう質問をさせていただいているんですが、

人数は減らしていかなければいけない、でも、やっぱ質は上げていかなければいけないという話

ですよね。じゃ、できるのかできないのかということです。それは、できるできないじゃなくて、

しなければいけない。 

 何でこんなに苦情が多いのかと、一例を挙げさせて、一例、二例ぐらいか、挙げさせてもらい

ます。町長の耳にも入っているのかいないのかは定かではありませんが。窓口業務が、今、お昼

休み中に自分のテーブルで食事をしている。これは町長、御存じですか。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  これは、今、ずっと昔からやっていますし、そして食事をする場所もご

ざいません。これはやむを得ないと思っております。 

○議長（田原  親君）  工藤議員。 

○議員（２番 工藤 久司君）  ある方から、口に物を入れながら受付に来たというまず苦情だっ

たわけですよ。それは本当に少ない人数で、昼休みは御飯も食べなければいけない。でも、そこ

で普通考えるのが、食事をする場所をないにしても、交代制にするとか、フレックスタイムをつ

くるとか、いろいろ方法はあると思うんですよ。それを私も気がつかなかったんですけど、ずっ

と今までそういうのが慣例になってきているんですね。 

 どうかなと思って、きのうも議会の午前中の一般質問が終わってから見に行ったら、やっぱり

食べていました。見た感じじゃ、いいのか悪いのか、もう仕方ないという言葉で済まされるのか

済まされないのかということです。 

 今後、やっぱ改善していく一つのそれも方法じゃないかなと思うんですよ。特に、１階で勤務

されている住民課とか税務課の方というのは、昼休みでも対応が多いわけですよね。ですから、

そのあたりは十分時間帯をうまく利用しながら、やっていけないことは絶対ないと思うんですね。 

 まず、１点の希望というか、に対して、今聞いた限り、町長、改善できる余地があると思いま

すか。 

○議長（田原  親君）  町長。 
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○町長（新川 久三君）  食事の食堂をつくれというのはちょっと無理だと思いますし、いろんな

形で交代で食事をちょっとずらすとか、そういうのは課の中の話し合いで、それは十分できると

思います。課長の方でそれを課内で統一しながら話していくということは、それはできると思い

ます。 

○議長（田原  親君）  工藤議員。 

○議員（２番 工藤 久司君）  ぜひ、実行にすぐ移していただきたいなと思います。どうですか、

移せそうですね、町長、課の中で、課長。 

○議長（田原  親君）  住民課長。 

○住民課長（遠久 隆生君）  住民課の遠久です。ただいま工藤議員から指摘いただきましたけど、

今、本当窓口業務というのは、合併しまして、昼休みも食事をとれないような状況がかなり続い

ております。それで、交代、時間内もかなり本当、私、課長としまして職員に申しわけないなと

いうような、個人的には考えを持っておりますけど、よく頑張ってもらっております。 

 そこで、確かに私も見た目が悪いなとは思うんですけど、あいた時間にとにかく今とれるとき

にとるというような苦しい状況がございますので、できるだけまた課内でそういう形で話し合い

たいとは思いますけど、何分、今、現状がそういう状況でございますので、そこのところも住民

の方にちょっと御理解いただければと思っております。 

○議長（田原  親君）  工藤議員。 

○議員（２番 工藤 久司君）  努力はしているんでしょうけれども、やっぱそういう苦情が来る

以上、改善をしていかなければいけないでしょうし、そこで私は素人なりに考えるのが、これか

ら質を上げるという問題ですね。先ほど、課が多くなって風通しが悪くなった、これ風通しをよ

くしたら、そういうことというのはできないんですかね。 

 例えば、住民課と隣に住民福祉課がありますよね。ましてや、削減をしていこうという形にな

れば、職員が余っているという言い方はしたくないんですが、多いと思うんですよ。そうした場

合、さっき言ったように、時間差で受付業務も今までやってきている方はたくさんおると思うん

ですね。そういう方たちと、課内だけじゃなくて、全体の問題として、フレックスタイムにする

とか、時間帯をずらすとかということは可能じゃないんですかね。そうすれば、もう少し職員の

負担というのは軽減できるんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  それぞれ加勢するところは加勢をやっておる、各課で相互にやっておる

ところがございますが、しかし専門的な分野になれば、責任の問題もございますし、そこのとこ

ろは非常に課長の判断で、それは当然やってもらうべきだろうと思います。 

 それから、質問の中で風通しが悪い、実際、これは合併して、職員多うございます、実際。だ
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から、私は減らしますということで、ずっと申しております。そして、特に減らすのは、管理部

門、総務課とか、そういう住民サービスに低下を来さないようなところの職員を極力減らしてま

いりますということで、そういう形の中で５年間には２００人体制になるでしょうというような

ことで、今、頑張らなきゃと考えております。 

 そういう形の中で、非常にやっぱりサービス、これはやっぱり私のところにも非常に家に電話

でもかかってくるんですよ、実際。だから、それはそれなりに、個人の資質も一人ずつやっぱ上

げていかなければいけないと。だから、本人も、考えてみれば、これはまずかったなというのが

わかると思うんですね。対応が悪かったなと。だから、そういう形で、お互いが少しずつ注意を

し合うとか、そういう問題も大事ではなかろうか。あのときはああした方がよかったよというこ

とで、お互いの行動を見ながら、そしていい職場づくりをやっていくと、こういうのも大事だろ

うと思うし、そういう形の中で、ぜひお互い協力し合ったいい職場づくりを、これはあくまでも

課長さんがそれぞれ管理監督してもらうという立場の中で、目配りをしてもらわなければいけな

い問題だろうと考えております。 

○議長（田原  親君）  工藤議員。 

○議員（２番 工藤 久司君）  課長も、そうなると非常に責務というのが重くなるわけですね。

これ、先ほど来、武道議員の「メタセの杜」は民間活力を活用していくと、吉元實議員のときも

オンブズマンみたいな話が民間どうのこうので出ましたが、そんなに難しくないと思うので、町

長の一声で「やれ」と、トップが、こういう苦情が多いじゃないかと、やれと、何しているのか

というかけ声一つで、やっぱ課長は背筋が伸びるんじゃないかなと思うんですね。課長以下職員。 

 ですから、課長に頼むよと、いろいろ忙しいでしょうけど、これは永遠のテーマだと思うんで

すよ。職員の質を上げていく、少なくしていく以上、サービスを低下したらいけんちゅうのは町

長も言っているわけですから、ですから町長のやる気と町長のかけ声一つで変わるんじゃないか

なと。せっかく築上町になったわけですから、やっぱ変えてほしいんですね。 

 苦情に対してですけども、即座に対応して、それをどういうことかと分析して、それを処理す

る、実行するというような形をきちっとつくっておけば、そんなにどうなのかなというような気

がするんですよ。先ほどの問題でもそうじゃないですか。住民課が忙しいけど、それだったらど

うかしようかと、普通考えたら、じゃ飯食べるのを奥でするとかして、その間はだれかに対応し

てもらうとか、少し前から休憩するとか、後で休憩するとかと、いろいろなことをやっぱ考えれ

ば、そんなに難しい問題ではないんじゃないかなと私は思っているので、質は上げていかなけれ

ばいけない、人件費は削減して、人数は減らしていかにゃいけないというのは、これは永遠の

テーマというか、町長の公約でもあるわけですから、きちっとした形でやっていただかないと、

ただ人だけ減らした、２００人体制になったからどうだというのじゃないと思うので、その辺は
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しっかりとした形で、やっぱ改善するものはしっかり改善してやっていただきたいなと思います。 

 それと、もう一点だけ、そこのらせん階段の下で、よく職員の方々がたばこを吸っているのを

よく言われます。この間、きのうですか、たまたまたばこを吸っている職員の方がいたので、今

回、そんなことを話するかもしれないのでということを言ったんですよ。１日１０本たばこを吸

います、１回行くのに５分、５０分という時間をさぼっているんじゃないかというのが苦情の出

先の意見でした。 

 実質、通り抜けはしてはいけないという看板はありますけども、まだやっぱ通り抜けして、そ

この下を通る町民の方々は多いと思うんですよね。そのときに、あそこでたむろしてたばこを吸

っている姿に関しての苦情だったと思うんですが、そうなると、たばこを吸わない人はずっと席

に着いて一生懸命仕事をしていると、けど、たばこを吸っている人たちはどういう形でたばこを

吸うのか知りません。そういう場面をよく私も見ます。私もたばこを吸っていたので、やあやあ

言いたくはないんですが、でもそれはたばこを吸っていない職員に対して失礼なことですし、実

際に先ほど言ったように１日、そういう形で計算すれば、そういう時間をさぼっているとみなさ

れても仕方ないわけですから、そのあたりに、町長、今聞いて、例えば禁煙室をつくれというの

が前に何かありましたね。 

 たばこをやめろとは言いません、たばこ税も立派な財源ですから。例えば、たばこを吸う場所

をもっときちっと役場の地下のどこかにとかというので設定をするのも一つの方法だと思うんで

すが、どうでしょうか。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  たばこの問題でございますけど、これは本当やめた方がいいとは思うん

だけど、なかなかやめられないというのが、一応そういうのむ人はですね。本当に見苦しいと思

います。あそこにらせん階段に皆さん鈴なりになってたばこをのんで、本来なら一応午前中と午

後に、それと昼か、それぐらいの形でたばこをのんでもらえれば一番いいと思うんですけれど、

我慢できない人がおろうと思うので、極力、らせん階段のあそこは非常にあれ、だけど、たばこ

をのむなという形も言われんし、そこのところはやっぱり個人の自覚しか私はないと思うんです

よね。自覚をしてもらうという形で、どこでのんでいいのか、どこでのんで悪いのか、公務員で

あれば、それぐらいの自覚は本当は持ってもらわないかん、これがやっぱり公務員たるもの。こ

れが資質の向上と思うんですよ。 

 していいことと悪いこと、だから、そういう社会情勢になってきた、たばこはのんで悪いと。

だから、喫煙室を本当はつくらないかんけれども、なかなかスペースが今のところまだ、職員が

少なくなれば若干できるかもわかりませんけど、今はぎゅうぎゅう詰めの状態になっておるし、

この庁舎内では非常に難しい問題もございます。 
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 だから、そういう形で、喫煙室をつくるという形になれば、どこかにこれは当然本来ならつく

らなきゃいかん問題だろうと思います。庁舎内禁煙としたときに、喫煙室をつくるということは

ですね。だから、それはちょっと将来、今すぐといっても無理ですので、検討課題とさせてもら

います。 

○議長（田原  親君）  工藤議員。 

○議員（２番 工藤 久司君）  勤務時間中のたばこだけは、あしたでも吸うなということは言え

るわけですから、外へ出てですね。休み時間に吸うのは別にいいですよ。やっぱどうしてそんな

ことを言うのがおるのかなと思うと、やっぱそうだと思うんです。見苦しいと思うんです。

（「庁舎内で吸うのがおったら、罰金を取るようにしたらどうですか」と呼ぶ者あり） 

 それは、町長の口からやっぱりそういう意見がある以上、きちっとした形で職員に言ってくだ

さい。 

○町長（新川 久三君）  極力、それは職員のモラルに私は任せたいと思います。１から１０まで、

町長が何もかにも、あれせえ、これせえと言うわけにはいきませんし、職員のモラル、そして基

本的には時間中に吸っている方はやっぱり今度あと５時以降残って吸っている人もおりますし、

一概にもそこのところは時間から時間にということもいけません。これは、物をつくっていると

ころなら、ぴしゃっとそれができるんですよ。だけど、これは物をつくっているところじゃ役場

はございません。そういう形で、多分トヨタの工場にこの前行ったときは、たばこを吸う暇はご

ざいませんよね。たばこを吸う時間は決められているんですよね。だから、そういう生産工場で

あればきっぱりできるんですけれども、やはり頭を使いながら、どうしたら住民サービスが向上

し、住民のためになるだろうかという形であれば、そこのところは個人のモラルに私は任せるし

かないと思います。 

○議長（田原  親君）  工藤議員。 

○議員（２番 工藤 久司君）  たばこを吸うことによって、住民のサービスが向上するというよ

うなことであれば、場所を提供してやってもいいんじゃないかなと思うので、そのあたりはモラ

ルとは言いますが、そういう苦情というか、町長がいうようにみっともないと、今、町長も言っ

たわけですから、ということは職員に伝えることはきちっとして、何らかの対策を練って、そう

いう苦情がないように、また質を上げるような方法を、またそれが目に見えてあらわれるような

形で頑張っていただきたいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（田原  親君）  御苦労でございました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（田原  親君）  最後に、５番、白石隆則議員。 
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○議員（５番 白石 隆則君）  しばしの間、拝聴をしていただきたいなと思っております。 

 町長は、２月の１４日に築上町の町長につかれ、４カ月以上たったわけでございますが、新生

築上町の町長として、町民福祉のために頑張っておるというところでございますが、町長が目指

すまちづくりの基本的な考え方、あるいは方針というもの、これは町長の選挙のときのマニフェ

スト、あるいは広報紙、そしてまた町長の行政報告などで聞いてはおります。自分なりにも理解

しているつもりでございますが、簡単にお話をいただければと思いますが、お願いします。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  １月１０日に合併をいたしました。まず、やはりまちづくりという形に

なれば、両町の町民が一体となれる形のまちづくりをしていかなければならないと思います。幸

いにも、築城と椎田は旧築城郡の中にございます。ほとんど生活様式、文化も変わりません。そ

して、生活の根底は、城井川水系の河川がやはりこれも共有しておるわけでございます。 

 そういう形の中で、有史以来、この地域の椎田地域の分け隔てなく生活してきたと思います。

そういう形の中で合併して、昭和３０年の合併、これで若干お互いのあれがわかってきたんじゃ

ないかな。それまでは本当に一体的な形で、ちょうど商業は椎田が中心地で、皆さん椎田の町ま

で買い物に来ておったと。そのうちに、終戦後に米軍が来てから、築城の町に少しにぎやかさが

出てきたと。そして、３０年に合併していって、２つの町がそれぞれ個別。 

 しかし、その中でも、お互い共同できるものはということで、ごみ処理等々、それから隔離病

舎ですか、あれは昔の旧村時代から椎田町と八津田村と築城村と葛城村ですか、４つで隔離病舎

を経営しておったとか、いろんな問題で共通事項がございます。そういう形の中で、教育と文化

も全くほとんど変わりないような状況で、両町とも変遷をしてきているわけでございます。 

 あとは、じゃどうして新しい築上町を築いていくかという形になれば、やはりいろんな形で二

極化をしていますので、この二極化はやっぱり崩さないで、例えば築城の駅前、椎田の駅前、こ

れについてのまちづくりはやっぱり両方とも勘案しながらやっていかざるを得ないと。あと文化、

それから教育、文化については、これはお互いが共有できるような形で、そういう形でよそにな

いようないい教育、文化を築けるようなまちづくりにしていく。 

 そして、先ほど申しましたけれども、健康の町ですか、これがやっぱり私は今後の築上町の課

題ではなかろうかなと思っています。心の健康、それから体の健康と、こういうものがやはりし

っかりした形ですれば、あとのものが必然的にいろんな形でうまく回り出すのではなかろうかな

と考えます。 

 要するに、こういうものを起点にしながら、今度の総合計画の中で、議員さんの方に、両町合

併した後の総合計画なるもので、ひとつきちんとまちづくりの基本をつくっていただこうと、こ

のように考えております。 
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○議長（田原  親君）  白石議員。 

○議員（５番 白石 隆則君）  旧両町が一体となれるようなまちづくりをやっていくと、いろい

ろ御答弁をくださいました。二極化を崩さない、やはり築城地区、椎田地区というのがございま

す。それが両方ともに発展していくように、そこのところはやっていっていただきたいなと思っ

ております。 

 それで、まちづくりの基本でございますが、これは住民福祉の向上、あるいは暮らしの質をど

う高めていくかということでございます。だれもが安心できる住みよい、魅力あるまちづくりを

していくことでございます。 

 しかし、築上町というのは小さな自治体でありまして、予算規模も小さくて、すべてを満たす

ということは不可能でございます。であるならば、やっぱり特色あるまちづくりということを目

指していってはどうだろうかと思っております。 

 例えば、福祉の町ということ、子育てや介護など、地域ぐるみの家庭支援を行う環境をつくる

とか、高齢者や障害者が生きがいを持って安心して暮らせる環境づくりをするとか、低所得者を

含めた、俗に言う弱者に優しいまちをしていくとか、そういったまちづくりであります。 

 また、教育の町というのもあると思います。学校、生涯教育施設等を改善して、充実させてい

く。学校では少人数学級の実施によりまして、教育水準を高めるとか、学校、家庭、地域の連携

によって、子供たちの安全を確保し、子供たちがはつらつと、自然に親しむ環境をしていくとか、

そういうことでございます。 

 ほかに、環境の町ということもあります。町の美化していく、ごみを少なくしていくと、ごみ

の少量化、リサイクルを徹底していくとか、すべての公共施設をバリアフリーのユニバーサルデ

ザインの方にやっていくとか、先ほど言っていました健康づくりの施設を充実させるとか、それ

から文化施設、伝統芸能を大切にして、文化の薫る町にするとか、いろいろあると思いますが、

いわゆる特色のあるまちづくりをする考えはございませんか。 

 また、そのような考えがあるならば、きっちりと総合計画の中に反映をさせていただきたいと

思いますが、いかがですか。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  特色あるまちづくりということで、これは従前から築城でも特色あるま

ちづくりをやっていただいておりますし、特に椎田の場合は私も職員時代からずっと携わってき

ておりますけれども、やはり特色あるまちづくりということで、住民自治、これをやっぱり育て

ていかなければいけないということで、これも前々町長時代からまちづくり、村づくりというこ

とで、自立自興の村づくり、自分たちの村は自分たちでつくろうと、そして行政に依頼しなけれ

ばならないものは行政でやってもらおうと、あと自分たちでできるものは自分たちでやっていこ
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うと、こういうやっぱり住民自治のまちづくり、これがやっぱり私は根底だろうと思っておりま

す。 

 そして、今、環境問題でも非常に特色ある一応まちづくりをということで、し尿、これをリサ

イクルしながら有効利用をやっていこうと。これはよその町にはない特色ある、いわゆる農家も

これを利用することによって、非常に経済的に潤ってくるということで、肥料費が非常に助かっ

ておると。そして、できた農産物が高く売れるというふうな状況もできつつございますし、そし

て、きのうも申しましたけれども、やはりエネルギーの関係でエタノールということで、米を素

材にした燃料をつくっていこうと、これも非常にやっぱ特色あるまちづくりじゃないか。 

 そうすることによって、やっぱり農家が潤い、そして加工業ができ、そして最終的には地球温

暖化の防止に一役買えるというふうな、こういうことも産業政策から環境政策まで一手にある程

度、行政の力によってできるんじゃなかろうかというふうに考えております。 

 これは、こういうのも全部総合計画の中に具体的にある程度、今ただいま白石議員も申された

いろんな諸施策ございますが、そういうものを取り組みながらやっていったらいいだろうなと感

じておるところでございますし、ぜひ特色ある築上町をつくっていきたいと、このように考えて

おります。 

○議長（田原  親君）  白石議員。 

○議員（５番 白石 隆則君）  町長が特色あるまちづくりをやっていくということでございます。

ぜひとも、こういった特色あるまちづくりをどんどん推し進めていただいて、築上町は何々の町

なんだというような全国的に知れるような町にしていただきたいなと思っております。 

 住民自治について、先ほど述べられましたけれども、住民参加のまちづくりということでござ

いまして、先ほども言われましたように、何もかも町に頼るのではなくて、地域の住民が自分の

意思と責任でやっていくということでございまして、そうすることで一体感を生み、活性化に結

びつくということで、行政は地域の町民の意思を具体的な施策として上げて、行政が支援をして

いくと。いわゆる行政主導ではなくて、住民主人公のまちづくりということでございましょう。 

 椎田町は自治会組織が大変進んでおりますが、椎田地区と築城地区の足並みがそろってはいま

せん。椎田地区は以前から自治会活動というのはやっておりまして、問題はないのではないかと

思われますけれども、築城地区には本年度が初めての取り組みでありまして、十分に理解できな

いまま、とりあえず自治会組織とか事業計画とか作成をいたしまして、申請をしたというのが実

情ではないかと思っております。 

 そうしたことで、地区によって格差が生じることもございます。それを支援をする地域担当職

員と申しましょうか、そういった職員を配置する、そういう考えはないでしょうか、お聞きいた

したいと思います。 
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○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  基本的には、まちづくりといっても、旧椎田地区でも自治会と自治会に

は差がございます。非常に全体でするところと、やはりある総会においても参加者が少ないとこ

ろで総会が開かれていくとか、いろんな形で関与度の観点では非常にやっぱり差がございます。 

 しかし、それはそれなりに皆さんお任せしておるというところもございましょうし、本来なら

全員がそういう村の会合に参加していただきながら、いろんな自治会の中身をつくっていただく

というのが大事だろうと思いますけれど、そういうことで築城も若干それは差が出てくると思い

ますけれども、椎田も最初は、今、築城が取り組んでおるような状態で、暗中模索の中で取り組

んでまいりました。 

 しかし、前例が椎田の中にございます。そういうことで、旧椎田は非常にやっぱり遠方のとこ

ろでやられておるのをいろいろ模索しながら、椎田のものにしてきたということで、そのままそ

っくりまねてはおりませんし、やはりそこの特色を出した形でのやり方をやろうというようなこ

とで、今までそういう自治会の運営を続けてきたということでございますし、ぜひ築城も特色あ

るというか、それぞれ自治会の特色があると思うので、そういう形で本当に自分たちで考えてい

ただけば、いい知恵が出てくるんですよね。 

 そういうことで、ぜひ職員の配置、これは当然その地域から勤めておる職員は、そういう会合

には事務局として出ていただくことが私は一番いいやり方だということで、ぜひ職員の方にも村

の会合には出て、そして事務局を引き受けるぐらいの形で関与してほしいということは一応また、

既にそういうことも振興課長の方には言っておりますし、そういう配置もぜひしてもらえるよう

な形になろうと思いますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（田原  親君）  白石議員。 

○議員（５番 白石 隆則君）  自治体が自分の力でいろんなことをやっていくということはすば

らしいことだと思いますが、やはりお手伝いが必要でございますので、ぜひそのようにしていた

だきたいなと思っております。 

 先ほどから、総合計画を総合計画作成委員会の方でつくるということで、近日中には開くと、

発足するということであったと思いますけれども、作成委員が学識経験者ですか、それと県関係

の職員、住民１００名程度ということで、多くの方の意見を聞くようではございますけれども、

審議会とか検討委員会とかいろいろありますが、とかく学識経験者とか、また強く意見を主張し

た方の方がそういった意見を取り入れられる傾向がございます。そのようなことがないように、

お願いをいたしたいなと思っております。 

 また、開発されているところはどんどん開発をしていくんですけれども、取り残されている地

域はいつまでも開発されないというような状況が出てきます。そのようなことがないように、や
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はりバランスのとれた地域づくりをやっていきたいなと思っておりますが、町長のお考えをちょ

っと。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  総合計画の関係では、私も諮問をいたします。このような形でぜひ一応

計画をつくってほしいということで諮問はいたしますし、そしてそれぞれ事務局を関係ある担当

課の職員を総合計画の審議会の事務局につけるようにしておるところでございますし、偏った個

人の意見がという形ではなくて、やはり全体が合意したような形の計画書に私はしてもらうよう

に要望してまいろうと、このように思っております。 

 そして、あと、もう一つは何やったかな。 

○議員（５番 白石 隆則君）  バランスのとれた。 

○町長（新川 久三君）  バランスのとれたということで、当然これはバランスのとれた形で、だ

から同じ施策ということで、ぜひ推進をするのはやっぱり今下水道の関係ですね。これも、築城

地区、椎田地区、同時にやっていこうという。しかし、何分ちょっと圃場整備の方が、築城が若

干おくれておるんですね。だから、圃場整備の完了地区という形で、農業集落、今、環境対策事

業という形に名前が変わっていますけれども、いわゆる農水省の予算の下水がございます。椎田

の方は、旧八津田地区と東高塚、これは農業集落排水事業で既に７月１日から供用開始をするよ

うにして、すべて完成をしている。築城の方は、今、国土交通省の分で、駅から上築城、下築城

ですか、それから両別府ですかね、そこをするように。 

 あと、農業集落の方が若干まだ今から計画を下水道計画をつくらなければ、全体的な。その中

で、できれば早急にこれは推進をしていく必要があろうということで、椎田の方は今、葛城地区、

これを西部地区ということで農業集落、例の農水省の予算の方で推進して、来年、調査費がつく

予定でございます。 

 そういうことで、画一的に両町同じような形で、私は当然やっていかなければと思っておりま

すし、あと開発といってもなかなか、企業団地はそれをどこにというわけにもいきませんし、や

はり今度、東九州自動車道にバイパスが昇格すると思いますけれど、その周辺とか、それからや

っぱり企業団地適地が椎田も築城もございます。そういうところを重点的に誘致活動していかな

ければというふうに考えておりまして、住民に係るものについてはこれはバランスよく私はやっ

ていこうと、このように考えております。 

○議長（田原  親君）  白石議員。 

○議員（５番 白石 隆則君）  バランスよくやっていくということでございますので、よろしく

お願いをいたしたいなと思っております。 

 将来の構想というのは総合計画によるということでございますが、当面の施策といたしまして
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どのように考えておられるのか。それがまた今回の予算にどのように反映させているのか、お尋

ねをいたしたいなと思います。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  当面の施策という形であれば、今まで継続事業、これは当然やっていか

なければ、途中でやめるわけにいきません。ただし、築城の町営住宅の関係、非常に財政的に困

難だということで、ことし１年、ちょっと遠慮して、来年は必ずやろうかと、こういうふうな考

え方でおりますし、あとは椎田についても新規事業が今のところ大きいいわゆる投資的経費にな

るような新しい大型事業はございません。 

 そして、火葬場、これいろいろ合併のときと、それから今回の議会にも議題となっておりまし

たけど、ぜひ火葬場は早く基本計画を立てて、来年度建設というふうなことで、きのう、ちょっ

と県との折衝がありまして、県の方も前向きにやっていますというふうなことがきのうの時点で

わかりまして、何とか国の総務省の方に合併特例債が対象になるようにというようなことで、今、

県も強力に応援を一緒にしていただいているわけでございまして、基本的には大きいそういう施

策というものは今のところ、非常にやっぱり財政的に、ある程度財政確保というのがやっぱり少

しずつしかできないので、非常に難しいところもありますけれども、極力もう箱物はつくらない

ようにという考え方で行政面をやろうと考えております。 

○議長（田原  親君）  白石議員。 

○議員（５番 白石 隆則君）  新しい事業はやらないということで、旧築城町で計画しておりま

した住宅に関しては来年度、それから火葬場は来年度できるような努力をするというようなこと

でございます。できることは素早くということがやっぱり大切だろうと思いますので、そういう

ことをモットーに実施していただくようにお願いをいたしたいと思います。 

 続きまして、行政改革についてということでございますが、これにつきましては吉元成一議員

や先ほどの工藤議員が質問をいたしました。苦情のことをたくさん言っておりましたが、私のと

ころにもたくさんいろんな苦情が来ておりますが、その辺についてはもう省きたいなと思ってお

ります。いろんな反省点があると思いますが、肝に銘じて反省をして、襟を正してほしいなと思

います。 

 企業であれ自治体であれ、日々の活動は何のための活動かと考えたときに、それはただ１点、

顧客満足の実現に尽きると、こう思うわけでございます。町民の皆さんは会社で言えば株主、株

主にどうサービスを還元していくかということでございます。そういう視点で見やったときに、

築上町は目線が本当に町民の方に向いているのか、お尋ねしたい。 

 そしてまた、顧客満足を実現するためには、企業理念を持てということが要求をされます。当

然、行政であれば行政理念ということになりますが、果たして築上町の行政理念は何であるのか、
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それが職員の方の末端まで浸透しているのか、お伺いいたしたいなと思います。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  合併して、まだまだ非常に課題も多うございます。住民サービスにおい

ても両町の違いと、今まで築城でやっておったものが椎田でやってなかった、椎田でやっていた

ものが築城ではやってなかったというふうなことで、これを画一的にある程度いい制度をとって

いこうということで統一をしていっておると思いますが、中にはやはり悪い方をとっておるのも

多々あったわけですね。 

 そういうもので、私はすぐ改善命令を出してやっておりますけれど、やはり住民サービスとい

う形が、本来なら築城の今の支所は昔の役場どおりあって、椎田の役場も昔どおりあれば、合併

する必要はなかったんですけれども、これはやっぱり合併という１つの考え方の中で、どうして

もそういう足を運ぶのは少しは遠方になるというのは、これはデメリットだろうと思います。 

 しかし、今、車社会の時代の中で、非常にやっぱり築城と椎田の合併は役所間が近かったとい

うことで、よそに比べればある程度、私はいい合併ではなかったかなと考えております。例えば、

中津の合併ですよ。これ大変、山国町がありますよね、あっちは日田に行った方が近いんですよ

ね。だから、そういう形の中で、やっぱり中津が市役所で、山国町は支所ということで、ほとん

ど小さな住民窓口の受付しかないみたいな感じなんですね。そういうことで、非常に苦慮。 

 ちょっと若干、築城に今一応課を置いている部分と、椎田しかないところと、そういうことで

は少し築城まで出向くというのはこれは不便になっています。そこのところで、やっぱり住民

サービスが停滞しているというのは町民の方は感じると思いますけれど、ここは何とかそういう

２つの自治体が合併して、そんなに遠距離ではなかったから、私はよかったかなと思っておりま

す。 

 だから、よく築城の方も椎田の役場に、ここの本庁に来て、いろいろ苦情もあるし、提言もし

ていただけるんですよね。そういうことでは、近かったからよかったかなということもあります。 

 今後、やはり合併と、それのデメリットの関係も少し整理しながら、住民の方には理解を得て

いくと。そして、本当の住民サービスは何ぞやという形もちょっと私どもも問題提起していかな

ければいけないのではなかろうかなと、このように考えておりますし、合併して今すぐやっぱり

これは不便だと感じる方が多いのも住民の方は本当だろうと思います。しかし、これは合併とい

う問題の中で、何とかクリアしていただかなきゃいかんかなと、このように考えております。 

○議長（田原  親君）  白石議員。 

○議員（５番 白石 隆則君）  確かに、旧築城の町民は不便になったと言っております。でも、

先ほど町長が言われていましたように、デメリットもあるけれども、またいいところもあるとい

うことで、まだスタートしたばかりですので、またいろんな声を聞きながら、そこのところを調
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整していただければありがたいと思っております。 

 次に、健全行政を目指して、簡素で効率的な行政執行体制の推進と事務の効率性を図るととも

に、町民のわかりやすく、新たな行政需要に対応できる組織機構の見直しと、こういうことが必

要であります。これ今回の機構改革ということでなると思います。 

 それで、運営上の問題点はないのか、また人材を生かした組織運営であるのか、能力主義、業

績主義の人事管理ができているのか、お尋ねをいたしたいなと思います。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  今の配置の問題ですけど、これ本来なら１カ所に配置をすれば、本当に

私はよかったと思うんですけど、なかなかスペースの問題で入らなかったということで、産業課

と建設課、これは両方に分けております。本来なら一緒にし合うという意見も大分あります。し

かし、ここのところはちょっと今の段階で、だから椎田に来ても答えられないことがある、築城

に行っても答えられないことがあるということで、こういうものはやはり何らかの形ですぐ対応

するような形の工夫を、答えられなければ電話でも何でも担当同士が話し、連絡をとって、後で

ちょっとお答えするとか、そういう形でぜひ工夫しながらやっていかざるを得ないかなと。 

 本来なら１カ所に集めてすれば一番いいけど、やっぱり庁舎を建てるわけにはいかないという、

建てれば非常に財政事情、逼迫してまいりますし、そういうことで現有の建物で何とかクリアし

ていこうという、これが工夫の中でこれが住民サービスというふうなもので、ちょっと何手か停

滞しているということになろうかと思いますけど、とにかく今から改善はしていくということで

御了承願いたいと思います。 

○議長（田原  親君）  白石議員。 

○議員（５番 白石 隆則君）  改善をしていくということで、そのようにお願いをいたしたいな

と思います。 

 町長に担当直入に言います。今回の人事に関して、報復人事というようなこと、これは決して

していませんですね。過去にはいろんなことがありました。新川町長は決してそのようなことは

しないと私は信じておりますし、適材適所の配置がなされたと思います。 

 旧築城町において、有本町長は目まぐるしく職員の配置がえをいたしました。余りにも頻繁な

配置がえで、住民サービスへの低下が著しく低下したということがあります。また、職員のやる

気をなくしてしまいます。職員の能力が生かせる組織づくりをお願いをいたしたいと思います。 

 また、椎田地区を重点に考えて、築城地区はなおざりにされているんじゃないかという、先ほ

ども言いましたけれども、声が聞きます。公平公正の原則から、偏った行政は、町政はしないよ

うに念を押しておきますが、町長の御意見、御見解を聞かせてください。 

○議長（田原  親君）  町長。 
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○町長（新川 久三君）  人事の問題で、これは報復人事はございません。ただ、そういううわさ

がされるのは、私、審議官制度をつくったということで、課長の数が非常に多うございます。そ

ういう形の中で、あと定年退職まで２年の職員の方は直接町長特命の仕事をやっていただこうと

いうことで、１人は高速道路の対応、１人は火葬場、そして１人は村づくりということで、あと

３人は、築城の登記事務が非常にこれがおろそかにしておって、２,０００軒を超す登記事務が

残っておるということで、これを何とかしなければという声があったので、３名の方については

登記事務をできるだけあなた方の任期中に片づけてほしいというふうなことで、そういう配置を

したと。あとは課長をそれぞれ配置をしながら、課長の更迭をしないで済むようにというふうな

ことでやってきたというようなことでございますし、決して報復人事等々はしてないというふう

に御理解していただきたいと。 

 それから、施策は、先ほど申しましたけれども、築城、椎田、例えば助役、収入役は当然私が

補佐してもらえる人を選ばせて、提案させてもらいました。しかし、施策については、それは当

然椎田も築城も一緒でございますし、一町民、皆さん変わらんなという施策を私は展開していか

なければいけないと、そういうふうに肝に銘じておりますので、ぜひ皆さん、そういう質問があ

ったときには、新川町長はそうじゃないよということをおっしゃっていただきたいと思います。 

○議長（田原  親君）  白石議員。 

○議員（５番 白石 隆則君）  椎田地区も築城地区もございません。１つの町でございますので、

皆町民だということで、そういう姿勢を貫いていただきたいなと思います。 

 次に、１０億円をかけたと言われます庁舎でございますが、築城ですけど、今の支所でござい

ますが、有効に活用できているとは思いません。このことについては吉元成一議員がおっしゃっ

ておりましたが、そのことで町長もコミュニティセンターですか、そういうようなこともという

ことでお考えだったと思います。私も、図書館をつくるとか、そういうようなことも聞きました。

何をつくられるのかわかりませんけれども、やはり町民が納得できる使い道を考えていただきた

いなと思っておりますが、どうですか。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  それは、当然、建物がある以上、有効に使わなければいけないというこ

とで、多くの人が利用できるような施設に私はしたいと、このように考えておりますし、当然、

図書館も１つの方法だろうし、あとまだ美術館とか、美術をあそこで展示して、皆さんに鑑賞し

ていただくと、そういういろんな施設ができると思うので、とにかく皆さんの意見を聞きながら、

これも総合計画の中で決めていけばいいかなというふうに思っておりますし、そういうことで、

ぜひ理解をしていただきたいと思います。 

○議長（田原  親君）  白石議員。 
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○議員（５番 白石 隆則君）  町民が納得した使い道をしていただきたいなと思っております。 

 続きまして、旧庁舎跡地の有効利用についてということでございます。 

 旧築城町でございますが、新庁舎建設には私どもは反対でございました。合併してから、それ

なりの規模のものを建てればいいということでございましたけれども、有本町長の強い意向もあ

りまして、新庁舎建設に向けて進んでいく中で、庁舎の位置が問題と、こうなりました。 

 町長の意向は、椎勝線に沿った、現築上町の築城支所の場所でございました。それに対して、

地元商店街を中心に、庁舎の移転によりまして、人の流れが大きく変わってくるのだと。ただで

さえ商店街が衰退しているのに、それがさらに進み、死活問題だということで難色を示しました。 

 そこで、有本町長がおっしゃるには、跡地にはにぎわいを失わせないように、人が集まるよう

な施設、あるいは集合住宅等を建てて、建てるように努力するというような提案を示して、曲が

りなりにも同意を得たというような経緯もございます。 

 跡地利用の検討委員会におきましても、コミュニティ施設を兼ねた集合住宅等がよいのではな

いかというような答申もなされていると思います。にもかかわりませず、いまだに何の動きもご

ざいません。財政難の折、箱物建設というのは極力控えているとは思いますけれども、行政だけ

でなく、民間の力、活力も考えられます。商店街の活性化にも関係をいたしますので、築上町の

総合計画の中に何らかの形で組み込んでいただきたいと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  当然、これは現有町有地とか、町有施設の有効利用ということを考えれ

ば、当然、築城の旧庁舎、これを現有のまま何か使えるのか、とっ壊してやるかという形になれ

ば、築城の跡地の検討委員会ですか、これもあっておりますけれども、企業を誘致するとか、何

かいろんな方法が出ておるようでございますけど、ちょっと現実味がないようなこともあります

ので、これもじっくり総合計画のいわゆる行政部会かなんかで検討していただいて、町民のため

の施設という形になれば、今すぐに建設しないでも、将来的に向かって、あそこの地に何か人が

集まる、そして非常に活用できるというものができればいいというふうに考えます。 

 例えば、今、体育館が両方とも小そうございますし、あそこに大きい体育館をつくるとか、い

ろんな方法があろうと思いますので、そこのところは活用方法を総合計画の中できちんと位置づ

けをしていただけたらいいのではなかろうかと考えておりますので、そういうふうに御理解くだ

さい。 

○議長（田原  親君）  白石議員。 

○議員（５番 白石 隆則君）  ぜひとも総合計画の中に織り込んでいただきたいなと思います。 

 次に、御存じのように、今、古ぼけた庁舎が建っているわけでございます。ここの場所では、

これまでに公民館の自動販売機が壊されたり、車のガソリンが抜かれたり、子供たちが恐喝をさ
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れたりとか、いろんな事件があっております。警察が時々巡回をしてくれているようでございま

すけれども、庁舎の裏は人目につきません。ここが非行少年のたまり場になる危険性もあります。

また、庁舎の上に登って遊んでいる子をたまに見かける。万が一転落したら、大変なことになり

ます。事が起きてからということでは遅過ぎます。未然に防ぐためにも、あの庁舎を解体してい

ただきたい。これもまたお金がかかります。しかし、これだけはぜひ早急にやっていただきたい

なと思っております。 

 それから、もう一つ、以前から防犯灯の設置等をお願いをいたしておりますが、いまだに設置

されておりません。子供をねらった事件、事故、多発しております。幸いにも、築上町はこれま

でに大きな事件は起きておりませんが、いろんなところに不審者が出没をいたしております。先

日も、下城井小学校の子供が自動車に乗せられかけたというようなことも聞いております。何度

も言いますけれども、事が起きてからでは遅過ぎます。早急に防犯灯設置をしていただくように、

重ねて要望をいたします。 

○議長（田原  親君）  町長。 

○町長（新川 久三君）  今の旧庁舎ですか、多分もう使えないような状態じゃないかなと思いま

す。たしか昭和３８年に建った庁舎だ、この庁舎は３９年なんですね。１年、築城の方が早かっ

たけれども、老朽化は築城の方が早く傷んでいって、年をとっていっておるという状況でござい

ますし、しかし、これをもう使えないという判断をすれば、私は壊すべきだろうと考えておりま

すし、今、予算がつけば、早急に取り壊しの形で対応していいのではなかろうか。 

 そして、防犯灯と、これは当然町有地でございますし、人だかりがそういうふうな形でたくさ

ん、公民館もございます。そういう形の中では、防犯灯は町の総務管理室の方、予算があれば早

急につけさせたい。もし、予算がなければ、９月議会に町有地の管理の中で予算づけをしてまい

りたいと、このように考えております。 

○議長（田原  親君）  白石議員。 

○議員（５番 白石 隆則君）  前向きな検討をするというような意見でございましたし、また防

犯灯は早急につけていただけるということでございました。 

 よろしくお願いをいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（田原  親君）  御苦労でございます。 

 これで、本定例会での一般質問をすべて終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（田原  親君）  以上で本日の日程はすべて終了しました。 

 これで散会いたします。大変御苦労でございました。 

午後３時23分散会 
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────────────────────────────── 


