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平成３１年３月１１日（第２日）

  開議 １３時００分

○５番 竹内 利一君

通告に従いまして質問をさせていただきます。

今議会と言いますか、今の議会のメンバーの方とは最後の一般質問となり、また鳳で質問

させていただくことに感謝しています。

今回は項目が多くてどこまでしゃべれるか分かりませんが、前の議員も質問されたところ

がありますので、どうにか全部クリアしたいと思います。

先ず、２０４０年問題につきましてですが、私は４年前の６月議会で、議員になったとき

に最初に質問したのがこの質問です。

２０４０年問題というのは、結局２０４０年に福岡県の中で鞍手町が消滅都市に一番にな

るというところで、数字的なものもその時の質問でもらっているのですが、２０４０年に１

万２００人とかになるというところで、女性がもの凄く減る率が多いということで消滅都市

というところになっています。

私はこのことを４年間取り組んでまいりました。人口を増やすのが一番、３万人にするに

はどうしたらいいかなとか、そういうことでずっと活動してまいりました。ある程度目安が

付いていますので、近々でも町長にお話を聞いていただきたいなと思っております。

鞍手町としてどのような取り組みを考えられているか、中傷的な答えでなく具体的に答え

ていただきたいと思います。

○議長 田中二三輝君

町長。

○町長 岡崎 邦博君

現在本町においては、平成２７年１２月に作成した鞍手町人口ビジョンの中で、目指すべ

き将来の方向性を示しています。

基本姿勢として、１、自然増を実現するための対策に取り組む。

基本姿勢の２、社会増を実現するための対策に取り組をということ。

また、この基本姿勢に基づき対応策の１として、町の魅力を発信し顧客を図る。

２として、町内の婚姻率を高める。

３として、子育て環境の魅力化と若者向け住環境の整備を図る。

４として、魅力ある産業を育てる。

対応策として４項目を掲げ、平成２８年１月に策定した鞍手町まち・ひと・しごと創生総

合戦略において３７の具体的施策と重要業績評価仕様を掲げ実行しているところでございま

す。

特に、総合戦略では、人口減少に歯止めを懸けるための子育て支援、定住促進等の施策を

実行しているところでございます。

平成３０年１１月に開催した総合戦略の会議の中でも、小さな町だからこそやれることを
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ポイントに絞り定住促進、教育環境の整備、子育て支援等を町のシティープロモーションに

続け、更には町を活性化させるための施策が必要であること等の助言を受けております。

そのようなことからも、平成３１年度に予定しております総合計画、後期計画及び第２碁

総合戦略の計画策定の中で人口減少という２０４０年問題を見据えたまちづくりの計画を策

定していることとしております。以上です。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

具体的といったのですが、あまり具体的ではないような気がしますが、自然増、社会増、

そういうものを目指される。社会増というのは企業を誘致する、そういうことになるのです

か。

○議長 田中二三輝君

町長。

○町長 岡崎 邦博君

社会増というのは転入と転出の内、転入する人と転入する人のどちらの数がおおいかとい

うことで、転出する数か多ければ社会動態は減少するということです。転入する人が多けれ

ば人口が増えるということになります。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

分かりやくすありがとうございます。

魅力ある産業を育てるというところも言われましたね。魅力ある産業を育てるということ

は、例えば、くらじの郷にブロックチェーン、去年全国的にも有名になりました。これを育

てるということを考えられている。平成２７年に作られたとその中に謳っていますね。

昨年あれだけ騒がれてくらじの郷に素晴らしい企業が来たのに今はどうなっていますか。

どういうふうな動きをされているかお答え下さい。

○議長 田中二三輝君

地域振興課長。

○地域振興課長 立石 一夫君

お答えいたします。

昨年４月にくらてブロックチェーンビレッジの開所といいますか、オープンをやったので

すが、その後前町長の事件がございましてなかなか思うように進まなかったということがあ

ります。

現在、まだ正式には改修等を行っておりません。町長の方でくらじの郷が売却、閉鎖しな

いと出されていますので、それに沿ってどこまで設備投資をして行くかということについて

は今企業の方で、後２年しかございませんのでどうするかというところは考えているという
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ふうには聞いております。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

そうですね、魅力ある産業が折角来たのにまだ動いていない。これは何ですといったら３

年契約でされると。３年後には売却しますよというところで、じゃあやろうとお金を投資し

ようと思って企業は来たわけですよ。町長は売らないと、売らないと言ったら企業はどうす

るかというと止めた。

このビジョンの中にもあるように、魅力ある産業を育てるというふうに謳っているのに何

で売らないのですかお聞きします。

○議長 田中二三輝君

町長。

○町長 岡崎 邦博君

私は昨年９月の選挙公約の中で住民の方々に福祉センター、くらじの郷については残して

欲しいということの声が凄く大きく、また強く聞くことがありました。そういった意味から

現在ある総合福祉センターについては残すということで、閉鎖、売却はしないということで

決めております。

そのブロックチェーンとの契約につきましては３年契約があるということで、これはこれ

として当然履行していくということになります。

ただ、ブロックチェーンの方達がどのようなお考えになっているかということにつきまし

ては詳細には聞いておりませんので、ブロックチェーンの方々があそこをどうしても売却し

て欲しというようなことなのかどうか、また売却する際に当然広く応募を求めるわけですか

ら、ブロックチェーンの方が応札に応じるか、又は応札で落札できるのか、その辺について

も当然私としては現在のところ承知をしておりません。

いずれにしても今後について、総合福祉センターについては、私は公約通り売却しないと

考えています。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

２０４０年問題として取り上げましたけれど、企業が残りたい、買いたい、是非買わせて

くれと言っても私は売りませんですね。そうしたら当然企業は逃げますね。そういうことで

２０４０年問題がこれからやっていけるのかなと、私はつい最近鞍手北中学校、それと室木

の笹川用地、提案書を課長さん達にこういう提案あるのですがと見ていただきました。

私は２０４０年問題を真剣に考えて企業を持って来なければと、実際に鞍手北中学校は新

工業用地として使って行こうと、そういうふうに計画されておると思うのですが、そこら辺

はどうですか。
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○議長 田中二三輝君

町長。

○町長 岡崎 邦博君

北九食品の横の用地につきましては、あそこは準工業用地というふうな用途地域に変更し

ております。北中学校の用地につきましては、そういうような変更はしておりません。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

実際あそこら辺に企業を持って来るというのが大切なこと、実際に２０４０年問題を乗り

切るには企業とかいろいろなものを引っ張って来ないと人口増はないと思うのです。

町長はその辺どう思われていますか。

○議長 田中二三輝君

町長。

○町長 岡崎 邦博君

確かに企業を誘致するということは非常に大切なことだと思います。また、企業を誘致す

るということが人口増に繋がるということでも一利はあるかも知れませんが、それが人口増

に全てに結び付くとは限らないというふうに考えております。

端的な例を言いますと、宮若市の場合トヨタ自動車工業のトヨタ九州があります。約８，

０００人から９，０００人の従業員の方がいらっしゃいますが、宮若市に住んでいる方はそ

の内の数パーセントというふうに聞いております。又、鞍手町にも工業団地がありますが、

工業団地に通われている方の鞍手在住者というのもおそらく１０％にはいっていないという

ふうに感じております。

そういった意味で一定の人口増に結び付く要素はあるとは思いますが、企業誘致がそのま

ま人口増に結び付くというのは限らないのではないかなというふうにも思っております。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

町長が言われるのはそうかも知れませんね。でも実際に何で企業が来ないか、企業が来て、

宮若の例を上げましたが宮若に人が住まないのか、下水道、学校とかいろいろなものが必要

になって来るわけです。そういうことも鞍手町はどんどんやって行かないといけない、その

辺はどう思います。

○議長 田中二三輝君

町長。

○町長 岡崎 邦博君

先程も言いましように、教育環境の整備、又は定住促進、子育て支援、大きなテーマとし

て先程３つほど上げさせていただきました。こういったことが総合的なものとして定住促進、
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又は先程言いました社会動態による転入の促進に繋がるというふうに考えております。

議員が先程言いましたように、下水道の整備、これも大きな一つの社会資本整備の一つと

して重要なことだというふうには考えています。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

学校とか、いろいろなものをしていくと言われましたが、具体的に、例えばどういうこと

をしょうと思っておりますか。

○議長 田中二三輝君

町長。

○町長 岡崎 邦博君

例えば教育環境ということになりますと、例えば、教育施設であったり、教育内容であっ

たり、後は通学路の関係であったり、そういった学校周辺も含めた教育環境をどう整備して

いくかということになろうかと思います。

３月議会の冒頭で所信表明をさせていただきました。その中で今の鞍手町、例えば小学校

６校につきましては、複式学級の学校もありますし、６校の内の５校は１学年１クラスとい

うことで、その中でも３分２が２０名以下の学級ということでもあります。

そういった意味からも今後地域も皆様、保護者の方達といろいろなご意見を伺いながらど

ういった教育環境、又は、学校の適正な配置はどういったものが適切か、特に子どもさん達

に本当に通わせたい小学校をどういうふうに作るか、そういったことについても今後皆様と

一緒に協議をしながら検討して行きたいというふうに思っております。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

学校の統廃合の話がまた出て来てしまいましたが、私の考えは人口が３万人になれば学校

の統廃合はしなくていいのですよ。その考えでずっと私はこの４年間活動してまいりました。

ですから、いろいろな事業体をこちらに呼ぶような話しも実際あります。実際あって北中に

も提案しました、笹川用地にも提案しました。でも動きがないので既に小竹と宮若に、ひょ

っとしたら来年度宮若の方にそういう企業が来るような、何故かといったら鞍手ではちょっ

と直ぐには動けないでしょうと。

民間というのはお金を用意して直ぐにでもしたいのですよ。だから直ぐに動いてもらわな

いと民間というのは逃げてしまうのです。だから結局小竹にという話しになりました。そう

いうふうに、スピーディーに動いて欲しところがあります。

２０４０年問題の中で言っていますから、例えば北中にしても産業が来ると、雇用が生ま

れるというようなことがあって、実際にいま言われた小学校の統廃合でも、私の聞くところ

によりますと北中に持って来たいという話を耳にしました。町長がそういうふうな考え方と、
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でも統廃合をもしするにしても５年、１０年係るのですよ。統廃合は１年や２年ではできな

いのですよ。その間３年、４年貸そうと思えば貸せるわけではないですか。

自分はそういうふうなスピーディーな動きをしていただきたいと、それで企業が来て、雇

用が生まれて人口が増える可能性があるではないですか。そういうふうに具体的に案をどん

どんつくっていただきたいと。私が２０４０年問題と質問しているのは、中傷的なことを答

えも貰うのではなく、町長のビジョンとしてこの１０年、２０年後の鞍手町をというふうに

変えて行こう、やっていこうと思われ、どう描いているかをお聞かせ下さい。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

現状においては第５次総合計画及び総合戦略において人口の短期目標、中期目標、長期目

標を掲げ各種の施策を実施しているところで、特に子育て環境の充実、定住促進に力を入れ

ております。結果、社会動態についても回復の兆しが見え、平成２９年度は転出者を転入者

が上回りプラスに転じており、緩やかではありますが人口減少に歯止めを懸けられるのでは

ないかと思います。

また、くらて学園を始めとする総合支援や生産者による商品開発やマルシェ等による新し

い人の流れを作ることにおいても、町の賑わいを呼び、交流人個の拡大に繋がっております。  

今後はこれまでの現状と課題を更に分析した上で１０年後、２０年後に幸福度、満足度が高

く自信と誇りが持てる町として鞍手町の未来を切り開いて行くために平成３１年度に予定し

ております総合計画、後期計画、第２期総合戦略の計画策定の中で整理をして行きたいとい

うふうに考えております。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

凄く具体的にありがとうございます。

全然見えないのですが、町長は町長になりたくてなったのでしょうが、当然この町をどう

やって行こうかと、この鞍手町をどういうふうな町にして行こうかとかというビジョンが当

然あった筈です。そのビジョンを具体的に伝えていただきませんか。

○議長 田中二三輝君

町長。

○町長 岡崎 邦博君

１０年後、２０年後の将来の鞍手町を描くビジョンということですが、鞍手町の１０年後、

２０年後のビジョンを描くならば、先ずは鞍手町の過去の歴史を振り返り、その後現在に至

るまでの歩んで来た道のりを踏まえ、鞍手町の現状を分析し、県内の動向や日本社会、また

世界全体がどの方向に進もうとしているのか見極める必要があるというふうに考えています。

鞍手町は過去、農業と炭鉱で町を支えて来た町だというふうに思います。それがエネルギ
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ーの政策転換により昭和３０年代に炭鉱が閉山となりました。それにより人口が流失し、一

時は３万人以上いた人口が半分近くまで減少し、町にとっては大きな打撃を受けましたが、

当時の日本は高度経済成長の時代でした。

そこで、当時の町の考えとしては、企業を誘致し住宅を造成することで人口の増加を図る

との考えだったと思います。その結果、人口は一時期２万人を超えるまで回復しましたが、

その後減少に転じ、平成３２年度に実施される国勢調査では１万５，０００前後になると想

定されます。このような鞍手町の歴史を踏まえ、現状を分析した上で先ず人口問題は、私は

今後も減少傾向をたどるというふうに思われます。

その中で先程も答弁しましたように、総合戦略会議の中でもご助言をいただきました小さ

な町だからこそやれること、私も選挙の際に訴えてまいりました小さな町をアドバンテージ

にしようとの考えから定住促進、教育環境の整備、子育て支援等の整備を進め、緩やかな人

口減少にして行きたいというふうに考えております。

また、炭鉱閉山後に誘致した多くの企業は現在も鞍手町で創業をしていますし、寧ろ工場

の増設等を行っている企業もあります。

しかし、１０年後、２０年後を見据えて昭和の高度成長時代のようなモデルでの町の活性

化、今議員が言われるようなことは、恐らくこの高度経済成長時代と同じようなモデルを想

定されているというふうには思いますが、それによって人口の増加に繋がるかどうかは、先

程も言いましように難しい状況ではないかなというふうに感じております。

先ずは、地道に、身の丈にあった、先程も答弁しましたが、教育環境も含めた子育て環境

の充実を図り、また、社会資本整備にしてもそうです。そういった地道な取り組みによって

定住促進に繋げていきたいというふうに考えています。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

とうことは、自然に任せるというような意味合いで取れるのです。教育環境を整える、こ

れは実際宮若に何故人が住まないかといったら、小中もあるのですが高校ですよ。大学、そ

れも問題なのです。

例えば、ここに九大の鞍手学部が来たら人口は増えるでしょう。そういうふうに大きなビ

ジョン、自分にとっては対して大きくないのですが、おおきなビジョンを持っていただいて、

とにかく何かを鞍手に呼び込もうと、大きなもの、炭鉱に変わるものですよ。それを持って

くれば炭鉱の時期と変わらない人口になる可能性が十分あるのです。そういうふうに大きな、

突拍子ないことを考えて下さい。ここでは言いませんが私は考えています。

私がいま計画しているのは、お金は全部用意できています。町長がうんと言ったら動きだ

せるような状態です。１，５００億ぐらい、これは大げさに言いますが。そういう話しなの

ですが、そうしたら人口は３万人になる可能性もあります。

ある町の町長、亡くなったのですが、その町長は政治とは夢とロマンと説得力だそうです。
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そういうふうにずっと言われていたのです。夢とロマン。

私は夢とロマンありますが説得力がないもので政治家にはなれないのですが、町長は政治

家でしょう、夢とロマンを持って下さい。どんどん大きなことをやって下さいと私は思いま

すがどうですか。

○議長 田中二三輝君

町長。

○町長 岡崎 邦博君

正しく議員が言われるように、政治家というのは夢とロマンと説得力、この３つは必要だ

ろうというふうに思っています。

私のことを言いますとなんですが、私も夢とロマンを求めて大学卒業後はあるところに就

職しましたが夢破れて挫折をしましたが、しかし鞍手町の将来を考える時には本当に夢とロ

マンは必要なことだろうというふうに思っています。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

是非夢とロマンで進んで下さい。

次に進みます。

庁舎建設についてというところで、一つずつ言いますので的確にお答え下さい。

最上位計画の第５次鞍手町総合計画基本構想に描いているコンパクトなまちづくりについ

てということで、コンパクトなまちづくり、町長はコンパクトに１箇所に纏めなくても、ば

らばらでも良いようなニュアンスもことを言われていましたが、これはどうですか。

○議長 田中二三輝君

町長。

○町長 岡崎 邦博君

コンパクトというところですが、総合計画の基本構想において公共施設や教育施設、医療

費機関及び商業施設等の都市機能を集約し、まちなかを形成していくことが掲げられている

ことは私自身も承知をしております。しかしながら、そのコンパクトというか、その集約の

方法については必ずしも１箇所に、１点に集中させるという集約ということではなくて、都

市機能拠点をまちなかとしょうして、そのエリアの中の一定の距離の中で集約させるものと

いうふうに私は理解しています。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

一定の中と中傷的な言葉なので、その辺担当課の課長さんが詳しいかも知れませんので答

えていただけませんか。一定のエリアという話ですが一定のエリアというのはどういう範囲

を考えたらいいのでしょうか。
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○議長 田中二三輝君

町長。

○町長 岡崎 邦博君

先ずは都市機能拠点というのがありますね。これは可成り広範囲にあります。その中のあ

る一定のエリアの中である程度の距離を置いたものを、それでも恐らく私はコンパクトと、

鞍手町の事情を考えれば良く分かると思いますが、それでもコンパクトというふうに考えて

います。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

町長の一定のエリアという、例えば１００メートルなのか５００メートルなのか全然分か

りません。道で何メータとするのか、直線で何メータとするのかで全く違いますよね。その

辺ちゃんとしたコンパクトなまちづくりというか、コンパクトシティーの提議がというもの

があると思いますが、その辺担当課の課長さん答えてもらえませんか。

○議長 田中二三輝君

地域振興課長。

○地域振興課長 立石 一夫君

いま総合計画の中の基本構想についての話が出ていたと思います。この総合計画の中に将

来の都市構想ということで、今議員が言われましたように都市機能拠点というのが大まかな

形で記されております。しかし、それには具体的に協議、そういうものが入ってございませ

ん。鞍手町の地図をＡ４に書いて、その辺中の一部をマルで囲んでいるというぐらいのとこ

ろでございます。以上です。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

コンパクトなまちづくりというのは、歩いて行ける範囲ぐらいと思うのです。車で移動し

なければいけない。歩いて行くにしても小学生が歩くのか、おじいちゃん、おばあちゃんが

歩いて行くのか、若者が歩いて行くのかでぜんぜん変わってくると思うので、その辺はある

程度基本構想の総合計画の中のマル円がありましたね。その中に入っていればいいというレ

ベルじゃなくて、ある程度集約はちゃんと必要ではないかと。端と端にあったら大変ですよ。

かっこ２に行きます。

３０年度補正予算の、先程７番議員が言われた質問とかなり重複するのですが、小牧墓所

移転で３，０００万円岡崎町長になって計上していると、庁舎建設をしないならば庁舎等建

設費ではないのではないかと先程の議員が一生懸命言われていました。

実際に私もそう思うのですが、町長が先程今は予定地は予定地だからというような言い方

でずっと言われていましたが、庁舎等建設費ではないのではないかという質問で答えはどう
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ですか。

○議長 田中二三輝君

町長。

○町長 岡崎 邦博君

何度も繰り返しになりますが、現計画は白紙なっているわけではありません。生かせるも

のは生かしたいというふうに何度もお話しもしています。そして尊重もして行きたいという

ふうにも思っています。

現時点において庁舎建設候補地であることには何ら変わりはありませんので進めて行きた

いというふうに考えています。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

先程の議員の時に小牧墓地の管理組合の方に説明をされたというふうに言われていました

が、今、候補地は小牧ですよと、だから皆さん協力をして下さいと皆さんに言ったので協力

して貰った、去年の１０月に説明をしに行かれた時に、ここではない可能性もありますとい

う説明はされましたか。

○議長 田中二三輝君

町長。

○町長 岡崎 邦博君

昨年の１０月に小牧の公民館に出向いて行きまして説明をさせていただいております。

その際に、先ずスケジュールが、何度も言いますように前町長の関係で基本計画がまだ策

定されていないということから、スケジュール的には間に合わなくなったということ、その

ことで財源的にも手当ができなくなったということ、その説明はさせていただいております。

ただ先程も言いましたように、現計画につきましては尊重もしていますし、生かすものは

生かして行きたいということで、先程も言いましたように庁舎等の建設候補地であることに

は変わりはありませんということで説明はさせていただいております。

ただ、あそこの用地については重要な用地でありますということも説明をさせていただき

ました。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

ということは、はっきりと町長は場所も見直すということを一般会計の説明の中で言われ

ていますね。そのことは直接小牧墓地の管理組合の方には言われていないのですか。言った

のですか、どちらですか。

○議長 田中二三輝君

町長。
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○町長 岡崎 邦博君

財源の目処が今は立っていない状況では計画どおりに庁舎を建てられるかどうかというの

は不透明であるというような説明をしております。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

ちょっと濁しながら言われるのですが、その場所から違うところで作る可能性があるので

すよということは言っていないということで理解していていいですか。

○議長 田中二三輝君

町長。

○町長 岡崎 邦博君

不透明ということですので、その可能性は統べてないというわけではないというふうに説

明をしております。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

その言い方は分かるのですが、場所が変わる可能性はありますということは、不透明とい

う言葉で言ったから伝えたことになっているということですか。

○議長 田中二三輝君

町長。

○町長 岡崎 邦博君

繰り返しになりますが、可能性が１００％ないというふうなことで言っているわけではあ

りませんので、先程も言いましたように予算の関係上、まだ予算の目処が立たない状況の中

でどういうものになるかということも分かりませんので、はっきりとここというようなこと

には説明はしておりません。ですから変わる可能性もあるようなことにはなります。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

回りくどく言われましたが、要は管理組合さんには直接はここではない可能性があります

よということは言っていないということですね。その言葉では言っていないということでし

ょう、ここではないかも知れませんよという言葉では言っていないのですね。要は他の予算

的などうたら、不透明だからどうたらの説明はしましたということですね。それで理解しま

す。

私は先程も議員が言われました、現在の予定地でするべきと思います。これは答えなくて

も言うことは分かっていますのでいいです。

次に、今まで全員協議会や議会でずっと説明して来られましたね。これは実際前の町長が
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ということになるのでしょうが、これは何だったのですか。議案として出て来て議会は検討

委員会のも認めて、全協で受けて認めて議会でも議決してというふうな話しになっているの

です。そういうふうに今まで全員協議会とかいろいろなものでここに作ります。こういうふ

うにします。

くらじの郷は売って、それを新庁舎に持って来ます。ここでずっとその話の説明が済んで

いたのです。議員の皆さんもそうでしょうが、みんなそれで行くものと、当然職員の皆さん

もそのつもりで動いていたわけですよ。

それは今までしてきたことは何だったのですか町長お答え下さい。

○議長 田中二三輝君

町長。

○町長 岡崎 邦博君

先程頼から何度も言いますように、現計画を尊重もしていますし現在は今進めてもおりま

す。ただ、私は昨年の９月の町長選挙におきまして、庁舎等の建設については見直すと、こ

れは当然見直さざるを得ない状況もありましたことから、見直すというふうなことで町民の

皆様のご支持をいただき、これが私は町民の民意というふうに考えてもおります。

そういったことから現時点では、今庁舎の基本計画通りに進めてはおります。以上です。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

しゃべりすぎたので一問一答でいきます。

議会軽視ではないですか。

○議長 田中二三輝君

町長。

○町長 岡崎 邦博君

議会軽視ということですが、庁舎等の建設委員会の答申にしても議会の動きにつきまして

も私自身尊重はさせていただいておりますので、議会軽視にはあたらないというふうに思っ

ています。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

行政の継続性はどう考えられていますか。

○議長 田中二三輝君

町長。

○町長 岡崎 邦博君

行政の継続性については、当然のことながら継続すべきというふうに考えております。

○議長 田中二三輝君
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竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

行政は継続するべきですね。今の答えを皆さん聞いておいて下さい。

次に行きます。

庁舎建設とまちづくり委員会についてと。

これも先程の議員が一生懸命言われていましたが、ここに質問の内容を書いていますが、

先程の議員さんが言われたときのことを聞きたいことがあったので、まちづくり委員会は公

聴会ですよというようなことですね。説明会と同じようなものですよと答弁されました。

ということは、説明会を開けばいいだけの話しですので、まちづくり委員会を作る必要は

ないのではないかと私は思います。

どうしても町民の方の意見を聞きたいのでしたら町長の部屋ではないが、そういうもので

いいのではないですか。

○議長 田中二三輝君

町長。

○町長 岡崎 邦博君

まちづくり委員会につきましては、先程からも答弁をさせていただいていますように、町

民の方達に広く意見を徴収したいというふうに考えています。それで何人の応募があるかは

分かりませんので申込みという形は取らせていただきます。これも場所の関係も含めまして

そういうことになります。

町長の部屋というようなことで、私自身は大勢の方に来ていただきたいというふうに当初

からも考えておりましたので、広く住民の方達に、それも各層、各世代に渡ってこのことに

ついてはいろいろなご意見を頂戴したいというふうに考えております。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

町長の部屋といっても町長室でするわけではないですよ。中央公民館の会議室でもいいで

はないですか、それも町長の部屋と思っております。

町民の方から広く意見を聞く、でもここに居る方はみなん町民の代表ですよ。何百人かの

支持者がおって、その人達の集約した意見をここで言っているわけです。ということは町民

の代表ですからここの意見も聞いていいのではないですか。

先程から議員さんがいろいろ質問をするのですが、何かはぐらかされたような答えばっか

りされるのですが、私としては町長も町民の信任を受けているのですから、町長の意見でや

られてもいいわけですよ。皆さんからいろいろな話を聞かれているわけでしょう。それでや

られたらいい訳ではないですか。

でもこれは町長という責任のある肩書きがあるのですから、それは責任を持ってしてもら

わないといけない。今回も庁舎が場所も見直すと過去言われていたものですからこうなるわ
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けです。スケジュールだけでなく場所も見直すかもしれないみたいなことを言われるから、

それは責任を持って対処してもらわないといけないのですよ。

私達も町民の代表ですから、町民の代表の後に１００人しかいないかも知れませんが、そ

の人達の声を伝えているわけですよ私は、それは重みをもって受けて欲しい。先ほどの議員

も庁舎はここでいいのではないか、今の計画場所でいいのではないかというのでしたらそれ

の重みも受けて欲しいのですが、その辺はどうですか。

○議長 田中二三輝君

町長。

○町長 岡崎 邦博君

先程も言いましように、議会また議員の皆様のご意見も尊重しております。同時に住民の

生の声を、今までこのことについては一度も聞いたことがないということもありますので、

私は広く生の声を聞く、そういうことも考えて、仮称ではありますがまちづくり委員会が必

要ではないかというふうに考えております。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

町民の人の生の声を聞きたいというのは良く分かります。ですが、時系列を考えて下さい。

総合計画を見直し３１年度いっぱいでいるわけなのです。それは場所から全てが総合計画に

入り込むわけですよ。

例えば、まちづくり委員会を４月１日から立ち上げたとして、町長は最初に言われており

ましたが、まちづくり委員会で場所とか小学校の統廃合とか、そういうものもまちづくり委

員会で揉んでもらうと、庁舎の場所もまちづくり委員会で揉んでもらうとかというような話

をされていました。

今日の話を聞くと若干公聴会や説明会という話になってきて、ちょっとずれてきています

が、実際にまちづくり委員会を何回開催するのか分かりませんが、４月１日から始めて２～

３ヶ月で聞いてしまって、例えば総合計画のところにまちづくり委員会の人が言っています

のでと載せるのならまだできるかも知れませんが、ずっとまちづくり委員会をするのであっ

たら町民の意見を総合計画に載せられないのです。ただ聞くだけだから当然その意見だけ載

せるわけにはいけないでしょうが、最終的にはこの総合計画というのは議案に上がって来る

わけですね。議会で承認を得ないとならないのですよ。時系列とかはそこまで考えてられて

いますか。

○議長 田中二三輝君

町長。

○町長 岡崎 邦博君

総合計画の策定については、いま議員が言われるように議会の議決を必要としております。

まちづくり委員会につきましては、先程来ずっと繰り返しになりますが、町民の方達の生の
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声を聞きたいということもありますので、生の声を聞いた上で私の参考にさせていただきた

いというふうに考えております。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

委員会の人数、会議の手法、権限、設置時期を教えて下さい。

○議長 田中二三輝君

町長。

○町長 岡崎 邦博君

先程の答弁の中で総合計画につきましては、基本構想のみが議会の議決要件となっており

ますので、基本計画またはその細部に渡っては議決要件となっていないということでした。

それについて庁舎等の位地等が議決要件にあたるかどうかということが、先程の質問の中で

は私がはっきりと認識をしていませんでしたので、先程も言いましたように総合計画の議決

要件については基本構想のみということです。

先程の質問で委員会の人数と手法、設置時期、権限についてのご質問ですが、委員会の人

数については定めておりません。募集に応じた全てを委員会の方で意見の徴収をしたいとい

うふうに考えております。

会議の手法につきましても、まちづくりに関する事項の内、広く町民の意見を徴収すると

いうことで、手法についても先程来言っていますように公聴会のような形式でやりたいとい

うふうに思っています。

権限につきましては、町民の意見や意向を将来のまちづくりに反映させるための参考とさ

せていただきたいというふうに思っております。

設置時期につきましては、今後準備を進めまして、準備が整え次第設置を、設置という言

葉が適当かどうかは分かりませんが開きたいというふうに思っています。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

まちづくり委員会には職員は出席させますか。

○議長 田中二三輝君

町長。

○町長 岡崎 邦博君

職員につきましては案件に応じて担当課の課局の職員の出席を考えております。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

町長は町民の皆さんからの幅広い意見、要望等を徴収と言われています。庁舎等建設策定



16

時に１，０００人の町民アンケート、回答４０３人、パブリットコメント、この４０３人と

まちづくり委員会の声の重みというものをどう考えられていますか。

○議長 田中二三輝君

町長。

○町長 岡崎 邦博君

先程も答弁をさせていただきましたように、アンケート及びバブリットコメントの意見に

ついても貴重なご意見ということで取扱いをさせていただきたいというふうにも思っていま

す。しかし、アンケートにつきましては、無作為抽出により意見の徴収であり、パブリット

コメントにつきましても町広報紙及びホームページ等により、個人意見を徴収したことから、

いずれも一方向の意見ということであります。

今回の、仮称ですがみんなのまちづくり委員会は広く町民の方々から生の声を聞き、まち

づくり等の参考とさせていただきたいというふうに思っています。

声の重みということですが、いずれにしても町民の声ということで、重い軽いはないとい

うふうに考えております。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

本当にこの委員会で候補地を検討するのかと前に言われていました。候補地は庁舎等建設

検討委員会が設置されています。候補地はその委員会で揉んでもらうのが一番いいのではな

いですか。

○議長 田中二三輝君

町長。

○町長 岡崎 邦博君

仮称ですから委員会となっていますが、この委員会で検討するということではありません。

先程から何度も言っていますように、広く町民の意見を徴収する場というふうに考えており

ます。以上です。

○５番 竹内 利一君

検討委員会でするべきではないかということですが。

○議長 田中二三輝君

町長。

○町長 岡崎 邦博君

検討委員会のご意見につきましても答申が出ておりますし、そのことについては先程来答

弁させていただいていますように尊重をしております。そういったことから先程来言ってい

ますように、検討委員会のご意見等も尊重しながら、またまちづくり委員会での生の住民の

声もお聞きし、参考にさせていただくということです。

○議長 田中二三輝君
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竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

時間が足りませんので小学校の統廃合についてです。

１２月議会の質問の中で公共移設の床面積について私が質問しました。

町長はその際、約５万㎡は小学校の床面積になっていますと。公共移設の床面積を減らす

できと考えています、ですから先ずは小学校の床面積も減らすことが鞍手町の公共施設の床

面積を大きく減らすことに繋がりますと。そういった意味で私は小学校の統合は必要だろう

と考えていますというふうに発言されました。

教育長はこの発言を聞かれて率直にどう思われましたか。

○議長 田中二三輝君

教育長。

○教育長 栗田 ゆかり君

今の質問に率直にお答えしたいと思っております。

私は学校というのは子ども達が自分の行き方を見つけて、次世代を担い社会の一員として

も自覚を。家庭や地域と協力し、育てて行くところだというふうに考えております。

特に、小中学校という義務教育の９年間につきましては、子ども達の体、心、頭というこ

との、そういうものの基盤を育む大変重要な時期だというふうに考えております。そのため

の人的、物的、運営的管理を行って教育環境を整備することが私共教育委員会の役割だとい

うふうに考えております。

そこで、児童生徒数が減少することによる教育条件の悪化、教育課題の顕在化、不利な状

況、支障が出ることがないように教育環境の整備に今後も努めて行きたいというふうに考え

ているところです。

また、保護者の方々や地域の皆様が安心し、信頼される学校づくりを推進して行けるよう

に教育委員会として今後も支援して行きたいというふうに思っております。

以上でございます。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

町長は何か答弁がありますか。

○議長 田中二三輝君

町長。

○町長 岡崎 邦博君

この質問の中に議員が言われましたように、昨年の１２月議会での私の発言が引用されて

おります。

そこで、私の発言について補足をさせていただき、私の真意を述べさせていただきたいと

思います。
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議員の１２月議会の中での質問の中で、町の公共施設の延べ床面積が全国平均よりも町の

床面積がかなり多いので福祉センターを閉鎖、売却し公共移設を集約することで延べ床面積

を減らせる旨の指摘がありましたので、町の延べ床面積の状況を説明させていただき小学校

が統合すれば延べ床面積は削減されると答弁しましたが、延べ床面積を削減させるために小

学校の統合を考えているわけではなく、統合すれば結果的に延べ床面積は減少するのであっ

て、延べ床面積を減少させるための小学校を統合するつもりはありません。

小学校の適正な配置についての考えは所信表明の中でも述べたとおり、現在小学校６校の

内５校が全ての学年で１学年１クラスです。

先程もいいましたように、児童２０人以下の学級が３分２程度あり、２学年を一緒に指導

する複式学級となっている学校もあります。このような状況の中、今後鞍手町を担う子ども

達が６年間を通して安全に過ごす教育環境をどう整備するかを今後町民の皆様からご意見を

いただきながら、結果的に統合となれば延べ床面積は減少すると考えており、繰り返しにな

りますが、延べ床面積を減少させるために小学校を統合させるというような考えは毛頭あり

ませんので申し添えます。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

質問は教育長にしたのですが、申し開きみたいなのが町長から来たので町長に言います。

町長は元々の考えは、平成２９年１２月１４日の民生産業委員会の中の質問で、議案第６８

号 鞍手町総合福祉センター設置及び管理に於ける条例の一部を改正する条例。

これは総合福祉センターを廃止するというような時に民生産業委員会の中で小学校を統廃

合すれば床面積が減るではないかと。総合福祉センターの廃止をする議案が出た時に総合福

祉センターだけ減らしても駄目でしょう、少ないのですからと。

小学校が５万㎡ぐらいあるのですから、それを減らしたらいいではないかと委員会で言わ

れているのですよ。これはどう申し開きを。

○議長 田中二三輝君

町長。

○町長 岡崎 邦博君

先程も言いましたように、延べ床面積というような観点からの話でありまして、床面積の

ことが統廃合の全てではありません。先程も言いましたように、統合すれば床面積が減ると

いうだけの結果的な話しであります。

先程も言いましたように小学校の統合についてはいろいろな観点から考える必要もあると

思います。特に今言われました総合福祉センターの福祉棟の件につきましても、その後閉鎖、

売却という話しもありましたので、福祉センターの床面積に比べて床面積というような観点

から言えば、公共移設の中でも小学校の床面積が多いというようなことからそのような発言

をしています。
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繰り返しになりますが、床面積を減らすために小学校を統合するという考えは毛頭ありま

せんので、もう一度繰り返し答弁させていただきます。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

町長はそう言われますが、この前自分が１２月に一般質問をしたときに町長が答えられた

後に自分ははっと。小学校の人数が少なくともみんながはつらつと勉強をしているのですよ

というようなことを言ったのですよ。その時に何にもそういう言い返しはなかったではない

ですか。今となって、時間が経ってそういうふうな申し開きをしたって本音は、私が一般質

問の中に書いている、このままのことを言われたのですから本音はこれではないですか町長、

違うのですか。

○議長 田中二三輝君

町長。

○町長 岡崎 邦博君

１２月の定例会の一般質問の議員が言われました後、私は答弁の中で小学校の統合につい

てのことにつきましては、議員の方のご指摘があっているように床面積を減らす、統合する

との理由として挙げられた質問で質問されましたので、鞍手町の公共施設の床面積の現状を

答弁した上での小学校の例を上げさせていただきましたというふうにきちんと、どういう質

問であったから、そのことについてその観点からの答弁ということで、次の答弁の際にはき

ちんと、この辺については答弁をさせていただいております。

そういったことから、先程言いましたようにちゃんとそのことについてはここで質問に対

しての答弁をしておりますので、繰り返しになりますが床面積を減らすことは、結果的にそ

ういうことがあろうかと思いますが、小学校の統合は床面積を減らすための統合というふう

には考えておりません。以上です。

○議長 田中二三輝君

竹内利一君。

○５番 竹内 利一君

町長、そう言われるのであればそれでもいいのですが、実際マスコミが報道するときは美

味しいところだけ取って流すのですよ。だから町長たるものは軽々しくあんなことを言って

はいけないですよ。

小学校を統廃合すれば５万㎡減ると、そんなことを単純に言うとみんなびっくりしますよ。

だから町長はそういう軽い感覚で言ってはいけないですよ。これからちゃんと物事を考えて

言ってもらわないと大事しますよ。以上です。

○議長 田中二三輝君

町長。

○町長 岡崎 邦博君
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いま議員からご指摘を受けました。

答弁については慎重に答弁を今後して行きたいというふうに思います。

○議長 田中二三輝君

以上で竹内利一君の質問を終了します。


