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平成３０年度第２回定例会 

（平成３０年３月６日） 

午前10時00分開会 

○矢立孝彦議長  おはようございます。ただ今の出席議員は12名です。定足数に達しております

ので、これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおり

です。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○矢立孝彦議長  

日程第１、一般質問を行います。今期定例会において、お手元に配付した一般質問通告表のと

おり、10名の議員から質問の通告がありますので、順次発言を許します。４番冨永議員。 

○冨永豊議員  

 おはようございます。一番ということで私９年目にあたりまして、初めて１番のくじ引いてま

いりました。別に早く出したような気もないんですけど、それはそれとして。私今回通告してお

りますのは地域商社あきおおたの組織運営の基本的な考え方についてっていう事で通告をしてお

ります。これからこの地方創生、安芸太田町の屋台骨を担っていく、そういった思いで私も居り

まして、この地方創生についての地域商社あきおおたについては今後も私は見守っていきたいし、

勉強もしてまいりたい、そういうふうな思いでおります。それでは一般質問に入らせていただき

ます。私の今回の一般質問の内容は、今年2018年１月に自らの地域を自立させ稼ぐ力と声を引き

出すために、地域商社が誕生されました。特産品もとより観光資源なども含めて地域をまるごと

内外に売り込む、未来を切り開く司令塔としての組織である。その地域商社として役割、運営な

どの在り方など現状での考えをお聞きしてまいります。お聞きすることは、組織の主軸として考

えらること、まず本町の課題である人口構造、産業構造での生産額状況、その構成比等などから

どのようなとらえで今後の展開をされていかれる考えであるかお聞きしてまいります。今本町に

おける産業の活動は人口減少の影響は大きく、その減少として足元の市場規模が縮小していく中、

その挽回を需要が見込める都市圏で消費を伸ばし、生産性の低下を防ぎたい思いがある。このこ

とは、どこの自治体も同じである。現状その自治体も名産品を売り出したものの、見向きもされ

ず消えていく現実もある。特に中山間地においては、稼ぐことができ仕事を得る難しさがある。

経済環境状況があっても地域が自らの創意工夫によって経済活力を引き出すことが日本全体の経

済の成長につながり、そのことが本町の経済の成長の幅を広げることになる。本町としても、も

のやサービスの生産に更なる価値を付加し、コストを低減し、生産力を上げ、自らの地域を自立

させ、稼ぐ力と声を生み出す経済環境を作り出し、安心で豊かに暮らせる生活基盤を築かなけれ
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ばならない。その活動の内容は、中央から何かをもらうのではなく、自ら稼ぐ力を身につけ、中

央に頼らず自立していく、そのために市場で得られた知見や所得を生産者に還元していき、もの

やサービスを創出する支援活動を行う組織の役割を担っていこうとするのが地域商社であろう。

特に本町のような所得を得ることが難しい地域、零細産業の多い町には、そういった組織の必要

性は求められるであろう。地域商社が担う役割と責任は販路を開拓する最新の市場動向の調査、

生産者と一緒に商品の開発、出荷在庫や物流機能、あるいは金融決済機能、それらを生産者や事

業者に代わって一括して担っていく。現在は第一段階で官の資金で設立しつつ、経営に経験豊富

な人、また市場開拓できる専門性にたけた人を登用する段階、次には第二段階で民間手法に切り

替え、自操できる企業としての成長を確立する。今風に言えばイノベーションである。地域商社

に求めるイノベーションを一言で言うと商品やサービスを生み出すためにあらゆるデータを深堀

りし、景色を変えることであろう。現状の景色は少子高齢化、人口減少、過疎衰退に、このよう

な状況から生まれでる景色は往々にして形式主義、前例踏襲主義が潜んでいると言われる。今ま

でやったようにやりたい、その力を越えて景色を変える新たなものを描くことができる環境に変

える、再生ではなく創生である。このようなことが地域商社に求められるイノベーションとして

の認識である。地域商社としてこれまで説明を聞いた中で、気付くことについてお聞きいたしま

す。これまで本町の長きに築いてきたことはできたものを売るという形だった。そうではなく市

場で必要なものは何か、市場の要望をくみ取る改善を課され生産者に創作していただくことを、

これまでの組織との違いであろう、取り組みの違いであろう。そのためには地域商社には消費行

動のリサーチ、購買情報の収集など顧客データの分析などの専門性、マネージメントにたけた人

材が問われてくる。どのような人材をどのような形で求めていくのか意見をお聞かせください。

次に比較対象としての組織を第一次産業で言えば、ＪＡの全農との違いも考えられる。現状で模

倣すべき組織、あるいはロールモデルの考え方などをお聞かせください。また組織の仕組みの理

解の求め方、働く意欲をどう高めていくのか、その取り組みについてどのような考えでおられる

のかお聞かせください。次として情報の流れ、ものの流れ、お金の流れなどの管理を行うと同時

に、適宜に分析データを見られる状況は必然である。何より生産性を高める、市場に遡及力のあ

るシステム構築が重要なことである。Ｅコマース構築、サプライチェーンの構築、生きたデータ

で問題解決を行い、収益性を高めなければならない。現状での活かし方についての考えをお聞か

せください。また地域商社の収益支出構造を概観でお聞かせください。今回の地域商社が持続可

能な経済成長を目指すための、再認識すべきことは、一つは地域経済の自立、二つ目は経済循環、

その視点が大切なものではなかろうかと思う。ひも解くと自立した考えは、政策提案積極的に行

い、国の財政支援にこぎつけ、生産性向上に向けて製品やサービスの開発、生産プロセスの改善、

設備投資の促進を行うなど、取り組みを支援していくこと。二つ目の経済循環で大事なことは、
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域外から獲得したお金が地域内で循環させることにある。よいもの、サービスが域外でより効率

的に生産されているときは、購入すればいい。しかしながら域内で生産できることにも関わらず、

わざわざ域外から移入しているものはないか。ぜひとも一度問い直さなければならない。域内に

よるお金の循環はいずれ頭打ちとなる。経済成長を持続させていくことに大事な考えであろうと

思っています。経済縮小の原因をしっかり把握し対策が打てることを、支援システムがリサーチ

だと思っている。地球経済循環時で言えばまずこのことから本町を見てほしい。本町のお金全体

の流れをつかんだうえで、他のマップなどによる詳細な分析に入っていく。このシステムはお金

がかかっていると思っています。データの最新を求めることにならないか、分析には十分と思わ

れる。誰もが共有でき活用すべきである。ご意見があればお聞かせください。次に本町における

経済社会の環境を示すデータの経年推移から、そのデータから読み取る技術は何か。どういう現

象が起こっているのかなど地域商社としての現状認識を捉え、どうなのかお聞きします。経済社

会の経年推移を要約的に述べると、地域総生産の推移、26年度における安芸太田町の域内総生産

は226億円で平成16年度は10年前の16年度は、284億円、20パーセントの減。生産年齢人口の減少

とともに減少を続けている。当町の域内総生産の合併当時、280億円前後で推移したものの、その

後はほぼ一貫して減少を続けてきた。ご意見をお聞かせいただきたい。この縮小についての半端

ではないご意見をお聞かせいただきたい。生産年齢人口について、国勢調査で見れば、平成17年

3,881人、平成27年が総数は2,745人、産業別の主となる就業者数でみると、平成26年データでみ

ると、農業林業の総就業者数338人、建設業は総就業者数301人、医療福祉就業者数は486人、特に

医療福祉就業者数の現状はどのような捉えであるのか、お聞かせいただきたい。次に安芸太田町

の産業別の生産額、26年と10年前の16年を比較すると、第一次産業は８億円、16年も8.4億円でこ

れはあまり第一次産業にしては変化がない。第二次産業においては、総額が54億円でこれも変化

はない。ただし建設業26年41億円、この建設業が主に占めている。第三次産業は26年163億、16年

は221億円あった。60億円の減少となっておる。これは政府サービス生産が26年が43億円で16年は

69億円。卸売小売業も落ちている。第三次産業は減少したと言え、生産額は大きい。主に消費額

と考えた場合、人口の減少は大きく影響しているものと思われる。ご意見をお聞かせいただきた

い。安芸太田町の産業構造を周辺市町と比較してみると、安芸高田市並びに北広島町の間で産業

構造を比較してみると、次のような点で大きく異なっている。第二次産業の構成比は相対的に低

い平成26年を見ると、製造業の構成の内訳をみると、安芸高田市が35、北広島町が58、比べ安芸

太田町は24で構成比が低い。一方建設業の構成比の内訳をみると、安芸高田は７パーセント、北

広島町は５パーセントに比べて、安芸太田町の18パーセントは高くなっている。これは建設業へ

の依存度が高いことを表している。特に建設業で考えなければならないことは、地域力の低下に

つながることがある。ご意見をお聞かせ願います。次に第三次産業の構成比、相対的に高い。平
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成26年度でみると第三次産業の構成比は安芸太田町72パーセントが最も高く、安芸高田市59、北

広島37パーセント、これに続いている。公共性の強い部門に集積がみられる産業構造となってい

ると言える。概観的に言えることは安芸太田町の産業構造は基本的に公共部門やその周辺産業へ

の依存度が高いことが言える。業者規模が軒並み小さいため雇用の吸収力は限定的と言えるので

はないか。ご意見をお聞かせ願います。最後に、観光産業の現状を申し上げると、平成28年度の

観光客数は59万であった。平成16年は81万と平成15年の可部線の話題などから一時的に増加した

が、それ以降は22年度まで70万から80万の間で推移している。観光消費額はどうか。平成28年

９億３千万、約10億、一人あたりの観光消費額は1,565円になっている。平成20年は19億となって

いる。また一人あたりの観光消費額は2,569円となっている。平成10年以降の推移をみると一人あ

たりの観光消費額ともに減少している。観光は大きな生産額は生れ出ることには間違いない。第

一次産業よりははるかに高い。観光は重要な位置づけです。取り組みの姿勢をお伺いいたします。

以上でございます。お願いいたします。 

○矢立孝彦議長 

 企画課武藤主幹。 

○武藤克己企画課主幹 

 それでは順番にご答弁させていただきます。まず第１に地域商社にどのような人材を必要とす

るかという点でございますが、町としてはこの度の地域商社あきおおたのリーダーには民間企業

経験があって、コミュニケーション能力、それから自ら現場に出向いて問題解決力がある人材、

このような人材が必要であるというふうに認識しています。それとこの度の地域商社あきおおた

は、公共事業、これも多く担わせることになりますので、町全体の最適、この視点を持つ人物が

必要であるというふうに考えております。それからこの地域商社、担当者でございますけれども、

ここの人材においては、調整力それとおもてなしの精神をもとにしたコミュニケーション能力、

事務処理能力、これらが基本となります。そのうえで個々の仕事の領域で専門性を持つ人材も必

要となって参ります。その専門性とは、広報、プロモーション、ビジュアルデザイン、それと旅

行業の資格を持っての体験型観光のツアー企画、それから物販、観光のマーケティング、これら

がございます。次に現状で考えております模倣すべき組織、あるいはロールモデル人物、これら

の対象でございますけれども、この度の設立の検討にあたっては、まず国の地方施策、それから

当町よりも先行して類似の法人を作っている他の市町の事例、それとそれらを運営する人物、こ

れを参考として参りました。具体的に申し上げます。まず国の地方創生施策ですけれども、産業

の活発化の戦略立案あるいはそれらの実現のための事業運営体の検討ですけれども、まず一つ目

は、内閣府まち・ひと・しごと創生本部の地域商社の構想、これを参考にしております。それか

ら観光庁の進める地域ＤＭＯの考え方、さらには国土交通省の重点道の駅のありかたがこの度の
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当町の地域商社のモデルとなっております。それからさらにですね、当町の地域商社ではこれら

を一体として運営するということが特徴でございます。次に法人形態を検討するに当たって参考

にしたモデル、地域でございますけれども、大変数多くの検討をいたしました。参考にさせてい

ただきました。その中でも二つほど大変参考にした事例がございます。ご紹介します。兵庫県豊

岡市の一般社団法人豊岡観光イノベーション、それから福岡県の桂川町、同じく一般社団法人の

地域商社いいバイ桂川、これらでございます。これらは市、町が社員いわゆる発起人として、こ

の一般社団法人に参加しておりまして、ガバナンスを発揮する、町がガバナンスを発揮する方法

としてですね、大変参考にいたしました。さらにいわゆるロールモデル、人物でございますけれ

ども、運営責任者として参考にした事例が２件ございます。広島県三次市の平田観光農園、大分

県日田市大山町のおおやま夢工房、これらの創立者両氏には私もお会いいたしましてですね、大

変参考にさせていただきました。両者ともに気候風土を生かした新たな農産物の育成から始めて、

６次産業化、観光施設整備へと発展されております。それと両者とも大変品質や味へのこだわり、

情熱を持って運営をし、さらにはですね市町の全体最適にも尽くしておられます。次に３番目で

ございますけれども、この地域商社の新たな仕組みの理解の求め方、それから従業員の働く意欲

をどのように高めていくかというご質問でございますけれども、これらに関してはですね、まず

職員になられる方々、なって頂ける方々に、地域商社あきおおたの仕組みを理解してもらうこと

が大変重要であり、そのためには経営理念、経営目標、取組内容、事業運営方法、これらを明示

して、わかりやすく、しっかりと説明していきたいというふうに思っております。それから働く

意欲を高めるためにということでございますけれども、公共事業、収益事業、それぞれについて

ＫＰＩを設定いたしまして、さらに個人別の業務目標を決めます。それらの達成度合いに応じて

賞与に反映するような仕組みを導入していきたいというふうに思っております。４番目でござい

ますけれども、システム、具体的には、Ｅコマース、サプライチェーン、これらを具体的に構築

したいというふうに考えておりますけれども、これらはともに町内の事業者様を支援する大変有

効なツールというふうに考えております。Ｅコマースはいわゆるインターネット通販の機能とし

て町内産品を販売するだけでなくてですね、多様化していく体験型観光、あるいは教育民泊の受

付にも使っていきたいというふうに思っております。物販、観光の両面に寄与させていきたいと

いうふうに考えています。サプライチェーンですけれども、これは第一に集荷配送、これらを支

援していきたい、それと第二にはですね、いわゆるＰＯＳシステムから得られたデータを分析し

て、需要予測、生産計画を事業者様にご提示したいというふうにも考えております。５番目です。

収支構造の概観でございますけれども、これから予算の審議がございますが、今時点で考えてお

りますのは、公共事業においては6,500万円を町の補助金としての収入というふうに考えておりま

す。支出は、人件費が2,270万円、それと道の駅基本設計、Ｅコマースの整備、サプライチェーン、
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共同物流の整備等々の事業費に1,750万円、旅行業の免許取得に必要となることを条件といたしま

して、基金の積立てに1,000万円、イベント等運営に580万円、ヘルスツーリズム事業運営に620万

円、広域の観光団体・協議会への負担金等で280万円、これらが支出というふうに考えております。

続いて収益事業ですけれども来年度においては道の駅の運営事業を考えてございます。売上高

3,370万円、指定管理料が650万円弱、税引き後の純利益についてはブレークイーブンの見込みで

ございます。これらが収支構造の概観です。続いて統計データの分析、これから得られる考え方

でございますけれども、冨永議員がおっしゃったとおりの分析内容を私どもも捉えてございます。

いくつか具体的な統計数値を申し上げて、それについての考え方を申し上げます。まず人口でご

ざいますけれども、平成16年から平成28年に25パーセントの減少。一方でこの中で社会減でござ

いますけれども、平成18年の99名の減少をピークとして、平成27年10人、平成28年11人と好転は

しているものの、まだ社会増という形には転じておりません。町内総生産でございますけれども、

平成16年から平成26年にかけて21パーセントの減少、中でも議員おっしゃったとおりでございま

す、第一次産業が26パーセント減、特にサービス業においては36パーセント減となっております。

職業別就業人口の構造からサービス業のただいま申し上げました減少は主に医療、福祉領域と推

測できます。これらは人口減少、雇用減少の影響と言えると考えております。この傾向は、そし

て課題は、第二次長期総合計画の策定時に同様でございます。よって課題解決のためのリーディ

ング施策である「商いの活発化と町内産業間の連携」これらの重要性は全く変わってございませ

ん。よってその実効施策であるこの度の地域商社の事業進展が急務というふうに考えてます。以

上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 冨永議員。 

○冨永豊議員 

 人材の求め方って聞いて、それはそれなりの人材っていうのは机上の上ではそういう事になっ

ていくんだろうと思う。要するに見抜き方だろうと思ってるんですよね。この見抜き方をどうい

うふうな見抜き方をしていくかっていうことになろうかと思うんですよね。そこにはやはりその

経験的な人もいるだろうし、どういった方のメンバーによって選択されるのかっていう事だろう

と思ってるんですよね。選択するときの採用基準、そういった採用基準もきっちりですねどうだ

ったか、この人についてはどういうところに特色があって自分たちは求めたんだと、しかし１年

経ったときどうだったかというふうなものをやっていかないといけないんだと思う。ただ単純に

１年契約しましたから、３年ですよというようなことをやってるから、今までちょっとね起きた

ようなことが起きてくるんだろうと思ってるんで、やっぱりその基準的に自分たちが求める人材

っていうのは、どういう人を本当に求めていくのかっていう事だろうと思うんで、そこはきっち
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り基準というものを自分たちで練っていかなければいけないところだと思うんですね。それでも

う一つ求め方としてね、この前、邑南町に行きましてね、それで私感心したことは、そこに月100

万の年間1,200万で一人を雇い入れて、やはり邑南町の町内の事業所あるいは商店街の方々を活性

化していこうということでね。その問い合わせがですね、今12月に採用になられた方なんですね、

聞いたんですよ、問い合わせ的に今どのくらいですかって言ったらね、月に40件、今始まったば

かりで１月が40件、２月がまた４、50件ある。共通課題は何ですかっていうふうなことを聞いた

らね、やはり人だというわけなんですね。人に大きな問題を皆言われてくるといわれるんですね。

それでその求め方って、じゃあ人に対してどういうふうなアドバイスがあるのかというふうにお

聞きしましたらね、人を求めてるんだから、やはり邑南町におけるそういう求め方、広報のやり

方については、やはり今までどおりの例えばウェブを使ってね、インターネットを使って、ＳＮ

Ｓを使って求めるとか、そういったことが乏しいんだろうということで、そういったことをやは

りやっていこうとするというふうなことを言われてたんですね。それはそれで私は一つの人材の

求め方としてあると思うんですけど、そこに安芸太田町の事業所あるいは商店街の方々が困って

ることに対して対応できるそういった声を聞く上においてはね、非常にいいシステムだなという

ふうに思ってたんですよ。今のちょっとね私が思ったようなそういった声を聞くっていうねもの

をどうやって聞くかっていう事はね、ちょっと難しいと思ってるんですよ、今の組織においては

ね。今まで聞いた中での、あれはね。そういうところに重きをもっと置いて、生の声を聞く、そ

して専門的に答えていけるような人材をやはり選択していかなきゃいけないんだろうと。そうす

ることによって、住民っていうのはね、意識改革っていうのが生まれてくるんだろうと思ってる

んです。そこがね、要するにこれを作っても住民の方が意識改革として芽生えてくれなければこ

の組織っていうのは立ち上げてもやはりあまり活性化の一途をたどらないのではないかと私は危

惧しているんです。そこを打破するのは何かと言ったらやはり声を聞くということだろうと思う。

その声を聞くのを邑南町が取り上げた人の人材の求め方というのは、なるほどっていうふうに思

ったんですよね。そこは大事なところだろうと思ってるんです。この組織を立ち上げて成功させ

るかどうかっていうのは、まず住民に理解してもらうっていう事って言えば、その声を聞く、そ

して専門的に答えられる、そういったところから始めて住民が信頼してきて、何とかこの安芸太

田町を変えていこうじゃないか、そのムードをまず作り上げていく、そういったところは問われ

てくる一歩だろうというふうに思ってます。いくら延びても住民の中でそういったことが浸透さ

せるかどうかっていうところを入っていただきたいと思っているんですよね。そういったことを

お願いしておきたい、そういった面で言うとＥコマースなんかっていうのは、やはりどういう組

み合わせでいくかって言ったらやっぱり声がないと、住民の声があって住民が持ってきたものを

ただインターネット上に載せてから売るよっていうのではなくて、どういった背景で作られて売
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っていくんだというものをインターネット上でこのコンテンツの中に本当に熱のこもった出し方

をしていかないと、いくらインターネット上で使用が広がっても、そこに何のロマンも無かった

らものは売れていかないと思う。やはり今のインターネットっていうのは、そのコンテンツをい

かにロマンを求めてその出来上がったプロセスがどういう背景でこのものが出来上がってきたん

だというふうなものだとか、そういうやはりＥコマースを仕上げるにしても、やはり専門性だと

思ってるんですね。そこのところはね、充分見抜いていただきたいと思っているんですね。それ

でもう一つは、やはりそういった意味で言うと、もう一つは、第二次産業でね、建設業あたりの

考え方っていうのはね、やはりその、もし経済の成長の要素を言えって言ったらね、人、もの、

金じゃないんですよ。人、もの、技術なんですよ。これは経済の成長の三要素だと思ってるんで

す。それに今は知恵と分析だと思ってるんです。そういったところはね、きっちりと経済成長す

るものは何なのかっていう事をね、やっぱり自分たちの頭の中に埋めておかなければ、打つ施策

がポイントずれになっていくんだろうというように思ってるんですね。そこへやはり経済の成長

を掲げるなら、もの、ひと、技術、そういったところは技術は今回の大雪なんかでは私思ったの

は、やはり建設業あたりのそういった技術というのは、蓄えていかなければいけない。それは地

域力にもつながっていくことだから、その辺のところは第二次産業でも建設業の生産額というの

は変わらないっていうのは、ある程度そういったことだろう。そこにはやはりね、そういった重

きを置きていただきたいと思ってますね。それともう１点、もう１点、もう１点なんだけど、も

う一つはそのリーサス、リーサスっていうのをね、あまり活用されてないんだと思ってるんです。

私はリーサスちょっと見たんですよ。ずっとね見てみるとね、そのリーサスのいいところは何か

って言ったらね、確かにその生産額を上げるときに、生産額も出てくるし、データ的に古いもの

があるかもわからん。2013年位までの。しかし分析には十分活用できる。リーサスから総生産額、

経済の循環の構図だとかね、いうものは見れるわけだよね。循環。そしてその所に、総支出が何

なのか、移入額が何で、移出しているものが何なのかっていう、それはこれからリーサスを見て

次のステップに行くね、分析になっていくんだろうと思うんです。そのリーサスっていうのは誰

もが見ていけるんだと思うんですね。リーサス、インターネットがあれば。ただ、専門的なその

企業の色々なプライバシーに関わるような問題っていうのは、やはり暗号化があるんだと思うん

だけど、リーサスについては私もインターネットなんか見ていると非常にねよくできているし、

分析はそれから分析のヒントとして与えてくれるものとしてはすごくできていると思ってるんで

すよ。これを作ろうとしたら全くできるものじゃない。やっぱりこのリーサスを皆さんで共有し

た中での話になっていくと、これはね十分行政部門としても十分習得して理解して、そういうも

のを使って説明していくとかね、いうものをやっていただきたいと思っていますね。その辺のと

ころでまたご意見があればお聞かせいただきたいです。 
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○矢立孝彦議長 

 企画課武藤主幹。 

○武藤克己企画課主幹 

 まず人材の採用でございますけれども、これについては議員おっしゃる通りしっかりと試用期

間を設けて人物力量を見極めていきたいというふうに考えてます。それから住民の声、まさに重

要だと思っております。これはまず一つは仕組みとして、この度地域商社の推進協議会、これを

立ち上げていきたいと思っております。これから会員を募って、町全体の意見が地域商社に反映

できるような方々に会員になっていただき、その中で地域商社の施策についての協議、これをき

ちっとやっていきたいというふうに思ってます。それとそういった仕組みだけでなくですね、職

員個々が、町民住民の方々と対面してご意見を伺ったものについては、一つ一つその日のうちに

きちっと吟味をして改善につなげていきたいというふうに考えております。それから情報発信の

重要性、まさしくその通りでございまして、先ほど申し上げましたように、専門性の第一には広

報の活動をあげさせていただいております。それとホームページ、これによっても積極的にです

ね商品、観光の情報をタイムリーにストーリーを持ったものを展開していきたいというふうに思

っております。それから技術でございますけれども、まず私ども地域商社として大切にしていき

たい技術は２つございまして、１つはいわゆるＩＣＴ、先ほど来申し上げておりますＥコマース

の構築でございます。それから事業者様の生産性を上げるためのサプライチェーン、この構築で

ございます。それから統計の重要性ですけれども、リーサスは大変参考になるものと認識してお

ります。それに加えて今年度この町を訪れている方々を３地点、戸河内ＩＣの道の駅、それから

恐羅漢、三段峡、ここにおいてアンケート調査をしておりますが、このアンケート調査において

は、いわゆるリーサスだけではわからない人物像をとらえようということで深堀調査をいたしま

した。これはこれからの道の駅の基本設計及び地域商社においてのいわゆるマーケティングデー

タの大変基礎になるものが捉えられたと思ってます。これらについても、重要な統計データとし

て、リーサスとならんで活用していきたいというふうに考えております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 冨永議員。 

○冨永豊議員 

 それで今聞いた中でね、失礼があったらいけないので、どういう表現をしたらいいのか迷って

るんだけど、協議会の在り方、これはねやっぱり重要視していかなければいけないと思ってる。

私たちの提案がね、ただそこでこれでいいんだなというふうな形だけの認められ方するんではな

くて、そこにやはり課題があって問題点がどんどん出るようなね、やはり専門的な人を入れてや

るとかね、そういったところで問題点を掘り下げていくような今までの私協議会のぞいた中でや
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はり顔見知りの中でやってきているからどうしてもそういうようなものはね出づらいんだと思っ

てるんです。出づらいというか問題意識が持てないんですよ。問題意識を持てるっていうのは第

三者的に見るところに問題意識をもてると思ってる。そうするとそこに第三者が入ってきてこれ

はどういう問題なのかっていう掘り下げることによって他の人のメンバーの方がね、やはり意識

改革されていくんだと思ってるんですよ。これが今までの協議会とは違った形を作らなければい

けないと思ってる。今までの協議会、行政が出したことがただ単に暗黙の了解にされるっていう

事であったと、そういうようなもので経済が成長するわけがないんだというふうな思いでね、踏

み込んでいかなければ経済なんか上がってこないと思ってるんでね。そこらは十分協議会の内容

についてもムードの作り方、それで問題点の出し方などを協議会のメンバーに出していただくよ

うにするためにはどうしたらいいのか。そういうとこからでもやっぱり問題意識を持っていただ

きたいと思ってるんですね。それでもう一つ統計ね。やっぱり統計をね、リーサスなんかで出た

らすぐにその差は何なんだろう、域外に出ていく喪失されているものはどういったものなのかと、

その総支出は何なのか。そういう事が即座に出てこなければ、リーサスでは226億円が生産額です

よと、総支出と言ったら300何億円、その差は何かと言ったら、域外から入ってきたお金だとか交

付金だとかそういうようなものが入っているんだろうと思ってる。支出は何が出て、その支出の

100何億円のうちの支出は何なのかとそういったことが今時点ではやっぱり出てこなければいけな

いと思ってるんです。そういった分析をしておいて、それで立ち上ってここにはこういう問題点

があるんだということをね、それは今までが大変で武藤さんとして一人でやられて大変だろうけ

ど、やはりこういう肝心なところは、しゃべってこなけりゃ基本的になるところは、やはりしゃ

べってこなければ、この経済っていうのは、やっぱりスピードですから、そこにまごまごするよ

うな事であったら、やはり経済なんかのし上がってこれないと思ってるんで、そこらをお願いし

ときたいですね。それとＥコマース、これはね、やはり物販するうえにおいてインターネット上

で売っていこうとされているんだろうから、充分ですね、ここのところは、人材を見抜いて、ど

ういうふうな売り方がいいのか、そういうのも模倣にすべきことはあるんだと思うんですよ。そ

のいい例がインターネット上で納税ね、寄付金の在り方、これずっと見るとね、やはりねコンテ

ンツなんか欠いてますよね。いつまでも同じようなものじゃない。なぜ生まれないか、行政の掲

示板がどうして読まれないかって、安芸太田町そう変わらないんですよ。やってることのコンテ

ンツが。同じものを載せてもそこにはいろいろな課題問題点があるんだが、そこの角度からまた

載せていくとかね、いうふうなインターネット上でよく見られるコンテンツの更新なんですよ。

これ以外何物でもない。このコンテンツの更新さえやっていければ、私は上がっていくんだ、だ

からそこには専門性を持った人材を充てていただきたい。それが売り上げにあげて上がっていく

んじゃないだろうかなと思っているんで、そこらの所を私は申し述べておきたいと思っておりま
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す。以上です。ご意見があればお願いいたします。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 今取り組んでおります地域商社に対してご質問をいただく中で、本当に貴重な示唆をいただい

たとありがたく思っておるところでございますが、基本的にはやはりこの組織を立ち上げるとい

う目的を達成するためのですね人材確保、これが一番の最初の事業だろうと思っております。今

景気が回復したというような状況の中で、有効求人倍率２倍であるというような数字を聞く中で、

我々が求めている職員を揃えてもですね、すぐさま４月１日に確保できるかということも大きな

課題だろうと思っておりますし、またそうした風なことを確保することがですね、一つの数が少

ないとしても新しい雇用の創出につながるものだろうと思いますし、こういった機会にＩターン

あるいはＵターンをしてくれた新しい定住があることも期待をしておるところでございますが、

一方やはり地域に居られる皆さんがですね、こういった新しい組織に積極的に参加をしていただ

くような筋道を作りそこでともに成長していき組織の目的を達成するというような取り組みも、

人あるいは人材という観点からは必要ではないかと思っておるところでございます。そのところ

組織にやはりキーはやはり私は経済、お金だろうと思いますし、もう一点はやはり生きがい、役

割作りが町民の皆さんにお願いすることではないかと思います。そういったことをご指摘のよう

に多くの意見を聞きながら、スピード感を持って、取り組んで参りたく思っておるところでござ

います。それとやはりリーサス、大きな情報という観点も我々の必要な情報として十分把握する

必要があろうと思いますが、やはり先ほど来お話がありましたように、地域の実態をですね、や

はりもう一方の観点から十分分析するような形での推進協議会等々ですね、精力的にご意見いた

だく中で、目的を達成したく思いますので、引き続いてご指導いただきたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 ８番角田議員。 

○角田伸一議員 

 おはようございます。８番角田でございます。今年は数十年に一度という大変に寒い冬でござ

いました。予算編成等多忙の中でライフラインの維持に相当の努力があったものと察するところ

でございます。町長を始め職員の皆様の安芸太田町の為、住民の為に、日夜ご尽力いただいてい

ることに心より敬意を表します。早速でございますが、通告をしております一般質問をさせてい

ただきます。まず最初に林業振興について伺います。林業経営は全ての財産を長期間にわたって

大自然にさらけ出して行う産業でございますから、台風、雪害等の自然災害に見舞われるリスク

を抱えております。森林崩壊が発生をすれば、土石流、大量の立木による甚大な災害の発生が予
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想されるところでございます。いったん災害が発生すれば、その復旧に膨大な費用を必要とする

ことになります。国道保全の面から、災害に強い森林の整備が求められております。国では市町

村の森林を整備するための安定した財源確保の為、森林環境税の創設を決定し、制度の設計を進

めております。また新たに森林経営管理法案これは仮称でございますが、国会に提出をされまし

た。森林経営管理法案は市町村が森林所有者から林業経営を行う権利を取得して効率的な森林整

備を行うことを目的とした法案でございます。これからの林業施策に市町村が事業主体となって

森林整備を推進する制度が位置づけられることにつきまして、町長の見解を伺います。 

○矢立孝彦議長 

 産業振興課瀬川課長。 

○瀬川善博産業振興課長 

 ご質問をいただきました林業振興についての回答でございます。今全国においても人口林の利

用期を迎えたスギ・ヒノキが増加しております。国産材の需要ニーズが高まる中で、輸入木材の

増加等により国産材の価格の低迷により森林所有者の経営意欲の低下や、所有者不明の森林増加、

また担い手の不足などにより、森林資源の適切な管理を進めて行くことが喫緊の課題となってお

ります。国では森林吸収源対策税制に関する検討会を開催して、新しい森林環境税及び森林環境

譲与税の制度設計を行いました。森林環境税は国税として、平成36年度から個人住民税に対して

課税対象者から一律に均等割の増額によって森林環境税分を上乗せし、年間600億円程度の税収を

見込んでいます。現在、まだ国では検討中の森林環境税ですので、国の情報としましては、森林

環境譲与税の創設が平成31年度の税制改正に反映され、31年度より国から市町村へ交付されるも

のとなっております。森林環境税、森林環境譲与税の使途としましては、間伐や人材育成、担い

手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用とされております。

本町としても、森林所有者からの意向調査や樹種、林齢の森林状況、また路網整備の状況等の森

林の経済的条件を踏まえ、森林の経営、管理を行うために必要な権利を森林所有者から取得して

路網の整備や間伐が行われていない森林の解消、また伐採後の再造林を行い、公共建築物への木

材利用など土砂災害の発生リスクを低減する取り組みを行い地域の実情に応じた安芸太田町森林

整備計画に沿った森林整備を推進して、地域住民の安全、安心に寄与していきたいと考えており

ます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 今、国の方で新しい制度が立ち上がろうとしているところでございます。その一つに森林環境

税の創設ということがございます。これは旧戸河内町がこの森林環境税の実現に係る促進団体に
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ですね、出ておられました。そうしたことで、安芸太田町もその思いを継続してまいりました。

そうした中で、私も長くやっていることが一つの原因だろうと、要因があろうと思うんですけど、

県を代表して広島県、全国の副会長という職をいただいておるところでございます。それの実現

にはやはり、宮沢洋一自民党税制会長が広島県出身であるという大きな要因があったところでご

ざいますが、そうした取り組みの中で、議員がご質問いただきましたように、法案として国会へ

近々次年度の国会へ提出されるところに至りました。そのことが実現しましたら安芸太田町にと

りましても、時間はかかるんですが、年間５千万円、６千万円のいわゆる森林環境税が交付され

ることとなります。そうしたときに、当然山を守っていくという大きな財源になるところでござ

いますけれども、その施業をする体制をですね、やはり今から準備をする必要があるんじゃない

かと思っております。とりわけ急峻な地形の中では架線を用いての搬出風景を私もかつて何回か

拝見しておりましたが、今そういったふうな現場をなかなか見ることがございません。一方では

架線搬出技術の継承ということもですね、そうした６千万円の金を受けるまでには対応していく

大きな課題ではなかろうかと思いますし、また一方山はやはり育てることとやはり先ほど来ご質

問がありました、やはり災害から守る治山という領域もあろうかと思いますし、何よりも木材を

製品として出荷し、販売し、消費するというような大きな観点があろうと思います。そういった

ふうなところへ先ほどのことを十分管理しながら取り組みたいと思いますし、もう一度、森林管

理経営法案、これはいわゆる管理の行き届いていないところを町がまた預かり管理をするという

ことでございます。このことにおきましては、やはり十分なる意向調査を重ねたのち、町が引き

受ける団体としてですね、やはり森林にあまり興味をお持ちでない方、あるいは都市部で生活さ

れる方々からの信頼を得ることがこのスタートになろうかと思っておりますので、先ほど申しま

すように十分な体制を整えることが当面の課題だろうと思っておるところでございます。 

○矢立孝彦議長 

 角田議員。 

○角田伸一議員 

 林業のように長期間を要する産業は経営理念が代々引き継がれなくては、その成果が得られな

いものでございます。植林してから何十年も経過をすれば、経営意欲の引継ぎどころか、山林の

所有場所すら引き継いでいない山林所有者もおられましょうし、また町内不在の山林所有者も居

られることと思います。市町村が森林の経営権を取得して事業主体となって森林整備を実施する

ことができるという法整備で林業振興における市町村の果たすべき役割は今まで以上に重要にな

ってくると思います。実施は平成31年度からということでございますが、実施に向けて関係機関

との調整に万全を期していただきたいと思います。また、計画的な事業実施が求められていると

ころでございますが、現行の安芸太田町森林整備計画の計画期間はいつからいつまでになってお
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りますか。お尋ね致します。 

○矢立孝彦議長 

 産業振興課瀬川課長。 

○瀬川善博産業振興課長 

 ご質問のいただきました安芸太田町の森林整備計画ということで、この森林整備計画は５年ご

とに作成するもので、計画期間は10年間ということで、安芸太田町においては平成26年に安芸太

田町森林整備計画として基本計画を策定させていただいております。この森林整備計画の中身で

ございますが、森林の整備に関する事項また森林の保護に関する事項ということで、中身の内容

となっております。伐採、造林、保育等の森林施業の方法であったり、路網の整備方法、また森

林施業を推進すべき森林への区域の設定であったり、また森林病害虫の駆除予防方法、病害虫の

防除法、森林環境教育の推進を定めたものの整備計画となっております。この36年までの10年間

ということで平成26年において計画を策定したものとなっております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 角田議員。 

○角田伸一議員 

 事業の実施に当たりましては、さらに森林経営計画の調整も必要になってくるんだろうと思っ

ております。町は中心となって林業の活性化が図れますことを期待をしておきます。次の質問に

移ります。それでは、サケ・マス類の陸上養殖共同研究について伺います。安芸太田町では現在

岡山理科大学と好適環境水を利用したサケ・マス類の陸上養殖の共同研究が行われております。

好適環境水は海水魚、淡水魚の両方が生息できる、特殊な水であり、内陸部でも海水魚の養殖が

可能であるとされております。庄原市では、岐阜県飛騨市の株式会社飛騨海洋科学研究所の開発

した技術を導入してトラフグの陸上養殖をスタート、淡水で県内初と報道をされました。好適環

境水ということは言われておりませんが、実際には淡水にミネラル等を混ぜて塩分濃度を調整し、

作られた人工海水での養殖でございます。トラフグは一生海で過ごす魚でございます。安芸太田

町の取組みは、淡水の川で生まれ海に下って海水域で生活し、成魚になってまた淡水の生まれた

川に戻って産卵するという生態でございます。一生海で暮らす魚とは生態が大きく異なっており

まして、単純に比較をすることはできませんが、各地で海水魚の陸上養殖が事業化されているよ

うでございます。本町の産業振興、特産品の開発という目的を持って、サケ・マス類の陸上養殖

共同研究であり、その成果及び事業化が期待をされるところでございます。取り組みの状況につ

いて伺います。一つは養殖研究の場所が岡山理科大学ということで遠隔地でございますが、研究

の過程、成果の検証方法はどうなっておりますか。二つ目、この研究で得られた養殖技術の利用

について、何か制約がありますか。三つ目、養殖事業は産業でございますが、産業振興課との連
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携はとれておりますか。四つ目、養殖事業の実施主体、地元金融機関、産業関係団体との協議検

討を行う計画があったと思いますが、協議、検討の状況はどうなっておりますか。以上４点につ

いて答弁を求めます。 

○矢立孝彦議長 

 企画課二見課長。 

○二見重幸企画課長 

 サケ・マス類の陸上養殖の共同研究について答弁をさせていただきます。まず、共同研究の状

況と検証の方法について、答弁をさせていただきます。サケ・マス類の陸上養殖共同研究は、加

計学園岡山理科大学と共同研究契約を締結をいたしまして、平成28年度平成29年度の２か年間、

研究事業を継続をさせていただいております。１年目につきましては、岡山市の岡山理科大学内

にございます生命動物教育センター、こちらの方に飼育槽５トンと２トンの濾過槽、計７トンの

閉鎖循環式の水槽を設置をいたしまして、最適魚種の選択と、それから飼育方法などについて、

研究を実施したところでございます。１年目にはヒメマスの種苗を242尾を導入いたしまして、

503日間飼育をしたところでございます。２年目につきましては、飼育槽を拡大をしまして、飼育

槽15トン、それから濾過槽10トンの総水量25トンの閉鎖式循環水槽で1,500尾のヒメマスを導入し

て、現在飼育をしているところでございます。養殖試験の状況でございますが、ヒメマスが好適

環境水のもとで、ベニザケとなりまして、大型に成長する条件として、成長過程において海水適

応能力の獲得、これはスモルト化と言いますけれども、こちらの条件が必要となりますが、好適

環境水による飼育試験でこれがほぼ達成できるということがわかっております。一方で小型のま

ま成熟し、卵巣や精巣の発達が確認された個体もありますことから、実用化に向けては大型で良

質なベニザケを生産するうえで成熟させない工夫が必要である。卵巣や精巣を持たせずに魚肉の

方にうまみを持たせるといった工夫が今後必要になるということでございます。また２年目でご

ざいますが好適環境水下においてサケの受精卵の飼育試験も実施しており、孵化稚魚の飼育の有

効な手法についても研究を実施しておるところでございます。こちらの研究の成果の検証の方法

でございますが、成果につきましては、大学から定期的に現状報告を受けているほか、２ヶ月か

ら３ヶ月に一度は大学の方に出向きまして、研究の担当の教授及び担当者からその飼育の研究の

状況を内容を聞き取っております。また実際に水槽の方も状況を確認しておるところでございま

す。それから大学からも季節ごとに来町して研究の状況の報告を受けているところです。こちら

につきましては町内の湧水等の温度の調査もしておりますので、それの調査の把握の際に状況の

報告を受けているものでございます。続きまして共同研究で得られた養殖技術の利用に関する制

約でございます。好適環境水での養殖システムにつきましては、加計学園が特許権を有しておる

ところでございます。実用化に際しましては、事業化の段階においては、加計学園と事業主体の
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間で、実施契約を締結することとなります。その実施契約の中で、ライセンス料ともいえる実施

料の額を定めるなど、協議を行うことになります。それから産業振興課との連携につきましては、

産業課それから道の駅の方に展示水槽もございますので、商工観光課とも研究の状況については

情報共有をしておるところでございます。事業化に向けた産官学金の協議検討の状況でございま

すが、現在は大学との連携による研究段階ということでございます。応用化学の領域での研究で

今後、現在飼育している魚が成長した段階で、１キロリットル当たりの生産高、あるいはその生

産コスト、それから施設整備のコスト等のアウトラインがこれから試算できる予定でございます。

この試算をもちまして町内外の産業関係団体や水産庁等の機関、あるいは金融機関等と相談をし

てどのようなハードルがあって、それをどのようにクリアするか、ビジネスプランとして立案し

ていく予定としております。事業主体の形成など、今後高いハードルがあるものと考えておりま

すが、町の一つの新たな産業として雇用の創出や、産品のブランド化を目指しまして、ビジネス

プランとしてまとめて各方面に働き掛けて参りたいと考えております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 角田議員。 

○角田伸一議員 

 実用化の目途ですね。これからの進め方、いつ頃の時期を目指してですね、これを実用化をす

るかということについてですね、ちょっとお答えを願いたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 企画課二見課長。 

○二見重幸企画課長 

 現在飼育をしております水槽の魚がこの秋ぐらいにはですね、商品レベルの大きさになるとい

うことでございますので、その時点で先ほど申し上げました生産コスト等のアウトラインが出て

くると思いますので、その時点をもちまして、ある程度の判断ということができるものと考えて

おります。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 角田議員。 

○角田伸一議員 

 結果的に大学の研究費を負担したということになってはいけないというのが一番でございます。

高額な研究費を負担をして行うものでございますから、町の産業振興に資する事業化を期待をい

たします。それでは次の質問に移ります。大学との事業連携について、大学との連携につきまし

ては、若者の直感で、色々な意見や提言があったと思います。大学側にとりましては、学術的な

効果が期待をされていることと思います。安芸太田町にとりましては、地域住民の意識改革、地
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域の活性化を期待をしている取組みであろうというように認識をしておりますが、平成29年度に

取り組みのあった広島県内大学との連携事業の内容と成果について伺います。 

○矢立孝彦議長 

 地域づくり課小笠原課長。 

○小笠原敏子地域づくり課長 

 地域づくり課の方から広島県内の大学との連携事業の実施状況とその内容についてご報告いた

します。現在町といたしまして、広島県内では３大学と連携協定を締結しております。まず広島

国際大学でございます。目的といたしまして、広島国際大学の持つ専門分野、保健・医療・福

祉・介護における学術的知見と、安芸太田町が取り組むべき地域包括ケアシステムの構築等の施

策課題分野が連携することにより、地域資源の有機的な連携と人材の確保による安定的な確保・

充実が図られ、ひいては地域社会の発展と学術の振興に寄与することを目的としております。具

体的には、地域包括ケアシステムの構築分野におきましては、各地域のサロン単位での介護予防

事業等の出前講座への支援、地域医療の安定と向上分野では安芸太田病院の経営に係るデータ分

析と検証、診療材料などの在庫管理の適正など経営合理化への支援、医療・福祉・介護人材の育

成分野では、医療福祉施設等の職員を対象とした研修や中学生を対象とした職場体験教育活動、

また、介護が必要な人の家族を対象とした研修への支援でございます。実施状況と成果でござい

ます。安芸太田病院等で大学生の研修、研究の場を提供しております。特に地域包括ケアシステ

ムの構築におきましては、社会福祉協議会、集落支援員とともに、川手・梶ノ木・板ヶ谷地域を

対象とした三和サロンを立ち上げ、医療福祉学部の学生と、継続的に交流会、健康相談会を実施

しております。今年度は交流会で地域の昔話の影絵づくりを行っており、今後も継続していくこ

ととしております。また大学から要望があり、11月には呉市豊島で、町外地域のサロンとの交流

会が実施され、三和サロンから16名が参加されました。サロンの開始当時は地域が学生をもてな

す風潮がありましたが、目的を持って集まることで、雰囲気が変化し、孫やひ孫の世代の学生と

一緒に作業したり話をすることで、活気が出るとご意見がございます。このように介護分野での

マンパワー不足を補いつつ、学生と地域住民との交流で住民意識の活性化につながっております。

さらに、安芸太田病院等の経営合理化への支援により地域医療の安定化を目指してまいります。

次に国際学院大学でございます。目的といたしましては、広島国際学院大学の持つ専門分野、工

芸、デザイン、社会貢献における学術的知見と、安芸太田町が取り組むべき住民自治の維持・活

用・活性化等の施策課題分野が連携することにより、コミュニティの活性化と自治機能の維持・

充実が図られ、ひいては地域社会の発展と学術の振興に寄与することを目的としております。具

体的には井仁棚田用水路保全活動、特産品等ラベル、パッケージデザイン、学生のマンパワーに

よる社会貢献活動でございます。実施状況と成果でございます。平成27年から28年度は井仁棚田
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周辺水路の清掃活動、米袋やポスターのデザインを行いました。しかし残念ながら平成29年度は

大学の組織体制の変更もあり、日程や実施内容の変更調整が整わず、事業は行っておりません。

次に産官学連携でございます。カゴメ株式会社、広島女学院大学と締結をいたしております。目

的といたしましては、カゴメ株式会社の商品、安芸太田町の食材を活用し、広島女学院大学管理

栄養学科による献立の開発を行い、地域振興の推進と相互交流を図ることを目的としております。

実施状況と成果でございます。平成27年から28年度は安芸太田町の野菜やホンモロコ、猪肉を使

った学校給食のメニュー開発を行いました。平成29年度は利用促進を検討しています夏季に駆除

された猪肉を利用したメニュー開発を行い、10月28日・29日に開催されたひろしまフードフェス

ティバルのカゴメブースで販売し、安芸太田町のＰＲを行っていただきました。また農林水産省

が取り組んでいる鳥獣利活用推進支援事業の第２回ジビエ料理コンテストに応募されたメニュー

は入賞いたしました。これらの取り組みから現在加計中学校２年生が総合的な学習の時間で取り

組んでいます給食献立の作成では、中学生が考案したメニューに対し、大学生がアドバイスする

様子をビデオレターとして送っていただき、中学生がメニューの練り直しを行うなど、楽しく交

流を深めております。大学との関わりは10年以上前からすでに始まっているものもあり、教育研

究フィールドとしての連携が進んでおり、学生の活動や地域課題解決を卒業論文のテーマにする

など積極的な取組につながっております。また卒業後も交流が続いており、これらが関係人口の

増加につながるよう今後とも連携を深めてまいりたいと思っております。連携協定を結んでいる

大学とは以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 角田議員。 

○角田伸一議員 

 広島県内の大学とは、３大学とのですね、事業連携があったということでございました。その

中で、産官学連携でカゴメ、広島女学院大学と、学校給食をメインとした猪肉を利用したメニ

ューの開発、鳥獣利用活用促進支援事業のジビエ料理のコンテストで入賞したと、昨日もこれは

行政報告がございました。事業の成果は認められるところでございます。ただこの取り組みは地

域づくりより、ものづくりであり、産業振興の色合いが強いというように感じるわけですが、こ

の点産業振興課との連携はあったのでしょうか。お伺いをいたします。 

○矢立孝彦議長 

 地域づくり課小笠原課長。 

○小笠原敏子地域づくり課長 

 産業振興課との連携でございます。カゴメ株式会社及び広島女学院大学との事業を推進するに

当たりまして、町の産品例えば農産物でございます、こちらの利用の方もどのように計画に入れ
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ていくかというのは、当初何を作る、何を開発を行うかという時点でも協議をいたしております

し、産業振興課の方の担当の職員とも協議を重ねておるところでございます。また今年の成果を

基によりまして、女学院大学の学生等も農産物の生産の状況も見てみたい、またそれらを生産さ

れている方の交流でありますとか、それらを利用してやっていらっしゃる町内のお祭りにも参加

してみたいなどの意見も出ております。今年度３月入りましてちょっと中旬にはなりますけれど

もまた来年度事業の計画等行っているところでございます。それに際しましては、産業振興課と

連携をとっていきたいと思っております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 角田議員。 

○角田伸一議員 

 １点だけ伺います。広島県内には現在連携を組んでいる大学のほかにもですね、大学があるわ

けなんですが、新たに連携事業に取り組む考えがございますか。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 今連携を取り組んでおりますとこの、それぞれの目的があります。その目的を実現するために、

年度ごとに新しい計画を立てることをしています。また町といたしましても、色々な面で課題が

あるところでございます。そういったふうなところに学術団体との連携というのは大きく取り入

れることだろうと認識をしてるものでございます。これからも産業界、あるいは学校団体、また

金融団体、あるいは報道団体等々との連携が必要だろうと思っておりますので、課題があること

について積極的に取り組みたく思っております。 

○矢立孝彦議長 

 角田議員。 

○角田伸一議員 

 それでは次の質問に移ります。安芸太田町内の文化財について伺います。安芸太田町内に存在

する文化財は国指定のもの、県指定のもの、町指定のものが存在をしておりますが、指定の状況

について次のとおり伺います。一つは、国・県・町の指定別に種別と件数をお願いしたいと思い

ます。それから二つ目に樹木が天然記念物に指定されているものについて、その名称と所在地を

お願いします。三つ目に天然記念物に指定されている樹木の現在の状態について、以上三点につ

いて答弁を求めます。 

○矢立孝彦議長 

 教育委員会栗栖生涯学習課長。 
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○栗栖浩司生涯学習課長 

 角田議員より質問のありました安芸太田町の文化財についてお答えします。まず最初にですが、

国・県・町の指定文化財ということですが、文化財保護法に基づく国指定の文化財は、昭和28年

11月14日に指定されました特別名勝の三段峡と昭和40年７月１日に指定されました天然記念物の

押ヶ垰断層帯の２件があります。続きまして広島県の文化財保護条例に基づき県指定の文化財が

14件あります。その内訳としまして、有形文化財美術が３件、有形文化財建造物が１件、無形民

俗文化財が４件、史跡が１件、名勝が１件、天然記念物が４件となっております。安芸太田町の

文化財保護条例に基づく町指定の文化財は37件あります。内訳は有形文化財美術が７件、有形文

化財建造物が８件、無形民俗文化財が４件、有形民俗文化財が１件、史跡が７件、名勝が２件、

天然記念物が８件となっております。また指定ではありませんが、国の登録有形文化財としまし

て、旧筒賀村役場庁舎と株式会社日新林業加計出張所の２件があります。続きまして天然記念物

に指定されている樹木ですが、県の指定では、筒賀本郷地区の筒賀の銀杏、戸河内梶の木地区の

梶の木の大スギ、戸河内遊谷地区の洗い川の谷渡りの台杉の３件があります。また町の指定では、

加計津浪地区の津浪河内神社のスギの群生、加計香南地区の辻ノ河原のサイジョウガキ、加計安

野地区の早木のスイリュウヒバ、加計寺尾地区の古寺尾のウラジロガシ、戸河内平見谷地区の平

見谷の大歳神社の社叢、戸河内猪山地区の猪山大歳神社の社叢の６件があります。天然記念物に

指定されている樹木の状態ですが、県の指定する３本の樹木のうち筒賀の銀杏は以前より葉が小

さくなってきており、根の部分が弱り蒸散作用のバランスが崩れてきていると判断されることか

ら、平成28年度において根の活性化を図るための土壌改良を行い、来場者らによる根の踏みつけ

を防ぐため立ち入り禁止区域を設けるなどの処置を講じ経過を観察しております。梶ノ木の大ス

ギですが県有数の大スギとして記念物の指定を受けましたが、平成３年の台風により台状部分か

ら延びる複数の主幹部分の大半が倒伏し、現在では台状部分とかろうじて残った主幹の一部が見

受けられ往年の姿を残しているという状況でございます。谷渡りの台杉ですが、谷を渡る大部分

腐食が進み、台杉から並んで伸びていた幹も枯損が進んでおり一本くらいしかない状態となって

おります。現在の様子ですが、風雪などでいつ倒伏するかわからないというのが現状です。まだ

今年ちょっと雪がありまして行ってませんが、今年の雪で、もしかしたらというような状態でご

ざいます。町の指定する６件の樹木の内、古寺尾のウラジロガシは根幹部分が腐食しておりまし

て、わずかに枝が残っている状況でございまして、いつ枯れるか、これ時間の問題かなというよ

うな状況で手のうちようがありません。その他の樹木ですが現在のところまずまず旺盛な姿であ

りますが、いずれにしましても天然記念物となる樹木はほとんど大半が古木でして、何らかの傷

があったりとか色んな問題があります。昨年では町指定の宇佐大元神社のキンモクセイが根元か

ら根腐れをおこして倒木しました。このため天然記念物の指定を解除したようなこととなってお
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ります。その他の樹種についてもですね、何らかの傷があったりということもありますので、今

後とも腐食等が進まないよう気を付けていく必要があると考えております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 角田議員。 

○角田伸一議員 

 天然記念物、樹木の場合はやはり衰弱、枯れ死ということもありえることでございます。また

風雪による被害も想定をされるところでございます。今年の冬は湿った雪により山林では倒木や

先折れの被害が見受けられました。先ほどの報告ではですね明らかにこの雪で被害を受けたとい

うような報告はありませんでしたが、これから先のことなんですが、全ての文化財について言え

ることでございますが、文化財の指定がありましても、所有者又は管理者が他におられるわけで

ございますから、定期的に保存状況の確認と、またこれからも適正に保存をされるよう指導援助

に万全を期すべきだろうというように思っております。以上で私の一般質問を終わります。 

○矢立孝彦議長 

 しばらく休憩します。午後からは１時半再開をします。 

              休憩   午前１１時３０分 

              再開   午後 １時３０分 

○矢立孝彦議長 

 午前中に引き続き、一般質問を行います。３番平岡議員。 

○平岡昭洋議員 

 みなさん、こんにちは。前回もお昼から一番だったですけど、今回もお昼から一番で別に狙っ

てるわけではないんですが、皆さんがゆったりした気持ちで聞いていただけたら本当に幸いだと

思いますが。この３月の質問に入る前にですね、一言申し上げたいことがありまして、昨年の12

月の定例で私は道路のレベル４の話をいたしました。非常に危険であるということでしたけれど

も、残念ながらその地域で野為のちょっと下の方ですけれども、今回大きな落石があってですね、

今片側通行になっているということなんですね。それで幸いに人身事故というのは無かったんで

すが、本当にこれは幸いなことで、もしこのことが人身事故とかそういう事につながっておれば

ですね、相当のことになったんだろうなと今一生懸命復旧されてらっしゃいますが、できるなら

ですね、色々お考えがあるかと思いますけれども、対処療法的なことではなくて、真剣にどうす

るのかですね、考えていただけたらと、そう思っております。それでは今回の質問に入らせてい

ただきます。質問の１番ですね、小坂町長の標榜されている笑顔輝く元気な町づくりという言葉

を見て、今私はですね、安芸太田町では残念ながら非常にむなしく聞こえております。町長がこ

れまで実績として挙げられている病院や学校などのインフラを整備することは、どこの市町村で
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も安心で文化的な住民生活を営む上で必要な行政がやらねばならない事業です。しかし過疎化と

少子高齢化の進む現在の安芸太田町では、それだけでは全く町の抱えている本質的な問題の解決

にはなりません。私は医療や教育やそれらを決して軽視しているわけではありません。これらの

事業は町として必ずやらねばならない社会的なコストです。では、これらの設備を10年近くかけ

て、整えた今安芸太田町の住民は笑顔輝いているのでしょうか。良い学校ができて、良い医療施

設ができて、だから住民はここに住みたいとそう思っているでしょうか。町長は今年の新春に協

働の町づくりとも言われておりますけれども、三期目に至る小坂町政の過程でいくらでも、住民

と協働できる機会はあったはずだと私は思います。なぜならば特に住民生活の根幹にかかわる病

院や学校の整備事業などは、住民と話し合い、協働しなければ決してできない事業だと思うから

です。これらの事業をなし終えた今、住民と行政の信頼関係はより深まっていますか。住民は町

の考える安芸太田町の確かな未来像を信じてその夢を町と共有していますか。人はたとえ今が貧

しくても、つらくても、明日の夢と希望さえあれば、案外心豊かに生きていけます。けれど、明

日の夢をなくしたとき、人は不安になり、絶望し、いずれ去っていきます。安芸太田町に明るい

明日はあるのでしょうか。私はこの質問で町長を批判したいとか、そういう事を考えているわけ

ではありません。私自身もこの町をよくしたいと、そう思っています。間違いなく安芸太田町の

住民も皆同じ考えだろうと思います。この安芸太田町にはこれからどんな夢があるのでしょう。

どんな未来があるのでしょう。町長はその夢の実現のために、どのような考えをお持ちですか。

忌憚のないご意見を聞かせてください。そこで第１の質問をいたします。小坂町長が安芸太田の

首長となって10年、町長はこれまでの実績として安芸太田病院の改築、光ファイバーの設置、学

校統合耐震化を挙げているが、これらのことはどの市町村でも時代の要請で必然的に行われてい

ることで私には別に特記すべきこととも思われない。町長の思い描く理想の町づくりとは何か。

小坂カラーとして町長はいったい何をこの町で成し遂げたいのか。以上２つの質問を中心にお答

えください。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 何を成し遂げたいかという個人的な願いと申しますか、欲望と申しますか、そういったものを

ことさらここで披瀝することはございません。そしてまた病院であるとか光ファイバーであると

か学校であるとか、いかにも私が成し遂げたかのような受け止めをしていただいているのではな

いかと思っておるところではございますが、決して私がやって私の手柄になるものとは一つも認

識をしておりません。ただこの合併をしてから、財政状況が厳しい中、色々と課題がある中でも

大型投資をすることができた。これはやはりまさに町民の皆さんと目的を同じにして力を合わせ
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て実現できたことだと思います。そうしたものをこれからより成果をですね求めていく、成果を

享受していく、そうした中で町民の皆さんが安心あるいは安全、ある意味安らぎ等々を感じてい

ただけるための設備投資ができて、その次の段階に今立ち入ってるという表現はさせていただい

たことはございますけれども、ことさら私の自慢話としてした記憶はございません。そしてまた

町づくりという大きな観点から申しますと、兼ねてから私が申しますように、合併前の我々の先

輩にあたる方々が新しい町をこのように作ろうということで、新町建設計画をそれぞれの議会で

議決をいただき提示をいただいたものがございます。そして合併して間もなく第一次の長期総合

計画を町民の皆さんと一緒に、また議会の皆さんとのご意見をいただきながら、まとめました。

そして10年たった今、第二次の長期総合計画を同じ手法で町民の皆さんの意見をいただきながら、

また議会のみなさんとも相談を重ねる中でまとめました。基本的にはそのものが私たち町民の皆

さんも議会の皆さんも共通認識としての目指すものだろうと私は認識しております。それを具体

的に実現する手法として今朝方からご説明しておりますように、地域商社等々の今国が進めてい

る施策、あるいは県が進めている施策と連携しながら進めて行く中で先ほど申しましたように、

町民の皆さんの安心安全が確保でき、これからもこの町に住み続けたいと思えるような町づくり

を実現したく取り組んでいるところでございます。 

○矢立孝彦議長 

 平岡議員。 

○平岡昭洋議員 

 わかりました。私の認識が少し違っていたのかもしれませんけど、残念ながら私の認識ではこ

の10年余りの安芸太田町の行われたことは、そういう創造、建造物の建設とかそういう事ばかり

が目立ったものですから、どうしてもその印象が強くなってですね、個人的な意見を申し上げま

すとやはりそこのリーダーが極めて大きな、たとえある程度抽象的でもいいから、安芸太田町の

将来を考えて大きなアドバルーンを上げて、そのために地道に努力していくということが無いと、

町民はいったい何を将来思って過ごせばいいのだろうと。このままいくとどんどん人は減り、町

のようにお年寄りばかりが増えるということもないかもしれない。かといって全体的な人口は安

芸太田町ではどんどん減っていってる印象が強い。この中で皆さん、住民の方がですね、自分の

子どもや自分の孫にここに住めよと言って本当に暮らせることができるのかと。そういう事に対

するこの過疎化とかですね、安芸太田町がどうやって生き延びていくのだろうということに対す

るお考えはありますでしょうか。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 
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 先ほどの質問の中で、答弁すればよかったことの一つではないかと思いますけれども、町づく

り、やはり私は住民の皆さんが主役であるべきだろうと思います。住民の皆さんがそれぞれ願わ

れることをまとめて実現していくことが我々の仕事ではないかと思っています。そうした風な取

組みの中の一つの手法として協働の町づくりということを掲げさせていただいております。厳し

い財政状況の中で、あれもこれもすべての要望にお応えすることはできない現実の中で、やはり

町民の皆さんとの思いを一つにしてですね、メニューを絞って、またベクトルを合わせて、取り

組んでいくという町づくりが一つの手法としてとらえています。そうした中でなかなか経済的な

側面はまだ十分でないんですけども、町民の皆さんが立ち上げていただいたウォーキング大会、

あるいはしわいマラソン、これはやはりその携わっている方のみならずですね、外部の方にも大

きなメッセージを与えることになり、また多くの選手の皆さんにあるいは山歩きあるいはウォー

キングに皆さんにですね、おいでいただくような町づくりが一つはできてるのであろうと思いま

す。これ先ほどの答弁でお答えすればよかったことなのですが、そうした風な状況を重ねながら

先ほど申しますように、住民の皆さんが主役の町づくり、わが町をどうしていくのかと、わが地

域をどうしていくのかというですね、やはり強い思いをやはり私たちは実現していく役割を持っ

とるものだと思います。そういった意味におきまして、町が何をしてくれるのかという一つの思

いではなしに、町民の皆さんそれぞれが我が町をどうするのかというようなスタンスにですね立

っていただかないとなかなかこの今の安芸太田町の現状を大きく打開することはできないと思い

ます。と申しますのも、日本全体が既に人口が減少する時代に入っております。おそらく８千万

人くらいになるのではないかというお話もあります。安芸太田町も消滅するのではないかという

一つの報告もございます。そうした風な中で、やはり人口の減少というのは大きなバロメーター

だと私は思っています。今第二次の長期総合計画の人口ビジョンという領域におきましては、平

成36年に推計では国の推計では5,040人に人口が減るだろう。それを先ほど申しますような色んな

施策を通じて、5,800人にとどめておこうと。5,800人の単位がこの安芸太田町を運営するにはど

うしてもなくてはならない基本的な数字だろうという思いを持って、第二次の長期総合計画を定

め取り組んでいるところでございます。 

○矢立孝彦議長 

 平岡議員。 

○平岡昭洋議員 

 今、町長のお考えをお聞きしまして、少し思いがわかりましたけれど、一つだけ思うことは、

残念ながら安芸太田町の住民からこうしてくれということを待っていたのでは遅すぎると。やは

り何かを考えてリードしていかない限り、そう簡単に住民サイドから何かが生まれてですね、そ

れを執行するというだけの役割ではですね、極めて厳しい状態を迎えるんではないかと私は思っ
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ておりますので、ぜひその点だけは心にとめてですね、お願いしたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 先ほどから申しますように、今第二次の長期総合計画の実現に取り組んでいます。この長期総

合計画は議員さんおっしゃることからすると十分とは言い難い点があるんではないかと思います

けれども、町民の皆さんの意見を聞きながら、議会の皆さんの意見を聞きながらですね、共につ

くったものとの認識をしております。決して町民の皆さんからの要望、何々を待っておるという

スタンスではございません。こういったものを示しながら、これをその時代時代にあわせて、新

しい年度の予算を組むことにあわせてですね、これを修正しながら要望を実現していくという取

り組みで決して口をあけて待っているような状況ではございません。 

○矢立孝彦議長 

 平岡議員。 

○平岡昭洋議員 

 わかりました。私も本当は期待しております。今回質問をいたしました理由は本当の町長のや

っぱり言葉を聞きたかったと、そういう事なので、ちょっと今のお話をですね本当に期待してで

すね今後は待ちたいと思います。次の第２の質問に移ります。質問２、観光協会が先月解散を決

議いたしました。この何年間、新聞に大きく出ることは役場の不祥事や学校統合に関わる住民と

町の対立とか、とかく明るい話題の少ない安芸太田町でしたが、昨年末まるでとどめを刺すかの

ように協会の解散の話が大きく新聞紙上を飾りました。観光協会がみんなの期待を集めて、社団

法人化したのは、昨年の４月です。その中には、たくさんの理事がおられ、社員の組織もござい

ます。まだ発足して１年もたっておりません。一部には解散の原因が内部の人間関係であったよ

うに聞いておりますが、もしそれが本当ならそれだけで解散に至るとは私のように長く民間で働

いていたものにとっては本当に驚くべきことです。自分の会社が設立して１年もたたないうちに、

業務に大きな失態もなく精算に至るということは想像すらできません。社員は路頭に迷います。

こんなにも簡単に解散を容認できる社団法人の理事とか社員とはいったい何なのでしょう。そも

そも大変失礼ながら組織と言えるものだったのでしょうか。町は観光協会は別組織なので直接役

場の問題ではないと考えているかもしれません。しかし町からはその資金がないと協会そのもの

の運営ができないほどの補助金と運営費を支給しております。道の駅来夢とごうちの指定管理を

始め、安芸太田町の観光事業の相当な部分を観光協会に委ねております。観光協会はまさしく安

芸太田町の観光事業の顔とも言うべき存在であったはずです。以上の事柄を踏まえて、質問２を

読ませていただきます。安芸太田町の観光事業の発展と期待を背負って社団法人化されたはずの
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観光協会が設立わずか１年で解散に追い込まれたことは、わが町の行政や組織がいかに脆弱で他

人任せかを新聞報道等で県の内外に知らしめてしまった。①この責任とこの解散の意味を町とし

てどのように捉えているのか。②これからのわが町の観光事業をどのように発展させようとして

いるか聞きたい。 

○矢立孝彦議長 

 商工観光課児玉課長。 

○児玉斉商工観光課長 

 ただいま観光協会解散について２点のご質問をいただきました。まずこの責任とこの解散の意

味を町としてどのように捉えるかというご質問でございました。これまで町と観光協会とは車の

両輪のように長年連携して観光振興を図り、町のイメージアップに努めて参りました。しかしこ

の度観光協会解散の決定を受け、町内外から多くの声をいただく中には、安芸太田町の観光は大

丈夫なのかというような声も多くあります。町の観光振興の停滞感や、町のイメージダウンに少

なからずつながっていると感じておるところでございます。このあたりはともに活動してきた組

織としまして大変重く受け止めておるところでございます。観光協会解散というこれまでにない

ことであり、驚きは隠せませんが、出されました結果につきましては協会内部で協議されたこと

であり、尊重するものでございますが、観光を重点施策として打ち出しております本町としまし

ては観光協会が無くなるということは、大きな痛手であることは間違いなく大変重く受け止めて

おるところでございます。２点目のわが町の観光事業をどのように展開するかという面でござい

ます。このような厳しい状況下でありますけれども観光振興を停滞させるわけにはまいりません

ので、現在これまで観光協会が担っておりました業務を先般設立されました一般社団法人地域商

社あきおおたに引き継ぐ準備を現在進めております。引継ぎに必要な業務につきましては、現在

協会、商社、町の三者で中身を精査し、引継ぎにあたっておるところでございます。これまで本

町が取り組んでまいりましたヘルスツーリズム事業、これは三段峡をはじめとする、わが町の有

形無形の地域資源や人的資源を最大限に活用できる事業であり、この中山間地域には大変適した

取り組みであると考えております。ですから今後もこの事業を柱に、観光振興を図るスタンスは

変わるものではないと考えております。また地域商社が担うということであれば、より地域にお

金が落ちる商いとなるような仕組みが求められると思います。そのため滞在型メニューの開発で

あり、広域型観光周遊ルートの開発、また現在大変伸びておりますインバウンドの取り込みにも、

力を入れまして、これまで以上に経済波及効果に追求する必要があると考えるものでございます。

以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 平岡議員。 
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○平岡昭洋議員 

 観光協会については、もうこれまで何度も皆さんで話し合ってますし、私どもも色々な話を聞

いておりますので、ある程度の事情は分かっておりますので、やはり何でもそうですけれども、

一つのものがある程度消えていったときの事、いったい何がその原因であったか、いったい何が

足りなかったのか、いったいどうすればよかったのか、そういう事をきちっとですね検証してで

すね、これからにぜひ生かしていただきたい。特に安芸太田町にとってですね観光事業っていう

のは重要な本当にこの町の一番の売りものだと思っておるんです。ここにですね、大きな支障が

生じれば、やはりこの町の将来はもっと暗くなってしまう、そう思いますので是非よろしくお願

いいたします。それでは３番目の質問に入ります。この質問は本来しようとはそれほど考えてい

なかったのですけれども、たまたま最近人材の育成と教育の重要性について思いを強くすること

がありました。前にも議員が言われておりましたが、先月、総務常任委員会のメンバーで島根の

邑南町に視察に行ったときのことです。私たちが何の前触れもなく訪れた施設の１つに邑南町の

観光協会が運営しているリゾート施設がありました。ご存じのように邑南町は安芸太田町に負け

ず劣らず非常に雪深いところで、この季節ではお客様はほとんど見当たらないと、そういう状態

でしたが、その中に地元の特産品を売っているショップハウスがありました。立ち寄るとその店

頭に立つ販売員に私たちは大変驚きました。その販売の若い女性はショップに並ぶすべての商品

に対して決してマニュアルではない自分の言葉でその商品の素晴らしさを私たちに伝えてくれま

した。まるでその販売員が邑南町を代表しているようでその熱心さと地元愛にほとんど買うつも

りもなかった私までもそこで地元の商品を買ってしまいました。むろん観光協会の職員ですから、

少々売り上げが増えたからと言ってですね、給料が大幅にアップするということとも思えません。

その情熱はいったいどこから来るのだろうと、そう思いました。このことは同じリゾート施設内

にある温泉宿泊施設のフロントの職員が全く同じでした。一つ一つの質問に親切丁寧に答えてく

れました。二人に共通していたことは、少なくとも自分の担当している仕事に知識と誇りを持っ

ていること。そしてその仕事ぶりは彼らがいかに地元を愛しているか言葉に出さなくても自然に

こちらにも快く伝わってくるものでした。後で聞いた話なのですが、職員の教育については役場

を含めて職場の先輩方が徹底的にやっているということです。幹部職員が有能であることは別に

驚きません。しかしこんなにもしっかりした職員が販売やフロントまで配置されていることには

心底感心致しました。私は邑南町が世間で言われているように、Ａ級グルメで大当たりをして、

たまたま脚光を浴びている町かと思っておりましたが、そんな表面的な事ではないように思えま

した。きっとＡ級グルメや子育て事業を始め様々なふるさと再生事業を何十年もかけて地道に推

進している過程で今では決して数字だけでは表せないような実際は数字もすごいんです。移住率

とか起業率、みんな目標の百何十パーセント、大幅に増えています。職員のまたきっと住民をも
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巻き込んだ大きなうねりがそこにはあるような感じがいたしました。地理的な条件では、安芸太

田町と遜色がない邑南町の現在の勢いが行政のこれまでの努力の積み重ねの中で生まれてきてい

るとすれば、行政とはいかに夢のある仕事なのかなと、私は行政マンになりたいと思いました。

行政に携わっている方はこんな夢のある仕事ができるんだと思いました。町を笑顔にし住民にな

ぜここで生きていくのかを能動的に語らせることができます。その可能性を信じて最後の質問を

いたします。人材の育成について、企業は人なりとよく言われてきました。成長する企業や組織

はやはり優秀な人材に支えられています。今役場として職員の教育育成にどのような工夫とプラ

ンを持って臨んでいますか。お答えください。 

○矢立孝彦議長 

 総務課栗栖課長。 

○栗栖一正総務課長 

 役場として職員の教育、育成どのような工夫、プランを持って臨んでいるかというご質問でご

ざいます。総務課の方からお答えをさせていただきます。平成18年の３月に安芸太田町では町の

人材育成基本方針というものをたてております。これは本町の職員に求められる姿と言いますか、

これを描いたもので、時代の変化を先取りし、経営感覚を持ち、住民の立場に立って考え、行動

できる職員、この職員を作り上げるということを目標に人材育成に取り組んでおります。また職

員研修につきましては、平成20年度に安芸太田町の職員研修規程というものを作りまして、職員

研修の基本的な方針を定めております。まず職員研修の定例的な内容から少し触れさせていただ

きます。安芸太田町では毎年度、年度当初にその年の職員の研修計画というものを作っておりま

す。これによって計画的な研修を実施しておりますが本町の場合は、広島県と県内の23市町が合

同で作っております広島県自治総合研修センター人材開発機構の方が運営しております自治総合

研修センターが行う研修に参加を合併以後も合併前からも続けております。一般研修はそれぞれ

職員ごと、能力の向上を目的とした対象者必須の研修として参加しておりまして、本町でも参加

対象者約９割以上の参加率で行っております。一方特別研修というのがありまして、これ例えば

条例規則を作る場合、それから企画立案をする場合、それから住民の皆さんにプレゼンテーショ

ンをどのようにしたらいいかと、そういった目的別に行う研修、こういったものにも参加するよ

うに今しております。それから昨今の職員研修の新たな取組内容を少し触れさせていただきます。

職員研修として今年度はこれまで実施できていなかった、入庁３年以内の職員に対して初任者研

修に該当しますけれども、こういった職員に対して初めて財務実務研修というものを行いました。

実際には支出命令、支出負担行為がどういったものかと言った一から少し新人職員に勉強しても

らうということで実施しましたけれども、非常に有益な研修であったという職員の評価もありま

したので、今後もこういった研修を続けていきたいと思っております。それから特に不祥事が発
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生した以後、各課には職員不祥事防止行動指針を目に付くところに掲示しまして自覚と責任を促

しております。また不祥事防止対応マニュアル、これを全職員に配布させていただきまして、目

指すべき、冒頭で申し上げました望まれる職員像、これについて再認識をさせれるようにしてお

ります。最後に人材育成に関する取り組み内容でございますけれども、本町では人事評価制度を

通じた人材育成に今取り組むとともにそれを進めております。人事評価は職員がその職務を遂行

するに当たって発揮した能力、それからその実績を公正かつ的確に把握したうえで行われる勤務

成績の評価ということになっておりますけれども、この評価結果に基づいて、職員の能力とか適

正、意欲などを活かした適材適所の人事配置を行うなど適切な人事管理の基礎となるものと認識

しております。あわせて人事評価は個々の職員の強み、それから弱み、そういったものも把握し

て能力開発の促進につなげるなど、人材育成の意義も有していると思っております。さらに評価

の過程で、評価者と被評価者、この間のコミュニケーションを通じて、組織内の意識の共有化、

組織全体の力と言いますか、そういったものも向上するというふうに思っております。人事評価

はこれらの効果を通じて活力ある組織、風通しのいい職場ができるというふうに思っております。

それから工夫という部分でですね、実は先般、私、加計中学校の方にちょっと呼ばれまして、

２月20日に社会科特別授業というのを行いました。その際に子どもたちに故郷に誇りを持てるよ

うな思いを持った授業を行ってほしいということで、私もいくつか資料を用意してたくさんしゃ

べりたいことも含めて用意したのですが、その中でも彼らがやっぱり一番ふるさと安芸太田に対

して思いを持ってくれたのは、やはりこれだけの自然資源、先ほど来、観光資源が素晴らしいと

いう話が出ておりますけれども、これだけ素晴らしい資源がたくさんある町を再認識して、仮に

外に出て行っても安芸太田町の自慢ができるといったことを、あと感想文でおこしてくれました。

これは初めての私も経験でしたが、こういった職員が地元の子どもたちに故郷の素晴らしさを伝

える、こういったことを通じて先ほど議員言われたような、ふるさとを愛する気持ちであるとか

思いを持つこと、これは職員にも十分大きな力になるんではないかというふうに思っております。

今後こういった機会があればぜひ私どもの若い職員にも経験を積ませてみたいというふうに思っ

たところです。ご質問に対して的確な答えになったかどうかわかりませんが、以上総務課の方か

らお答えさせていただきました。 

○矢立孝彦議長 

 平岡議員。 

○平岡昭洋議員 

 今お聞きしまして、これからもっともっと思いを強くしてやって頂けたらと思うんですが、私

は先ほどの邑南町の話ともう一つ最近感じたことがありまして、たまたま安芸太田中学校でです

ね、広島の夢プラザ、本通りで地元産品を中学生が売るということがわかりまして、もしかして
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売れなくちゃかわいそうだと思って行ったことがあるんですけれど、行って一生懸命売っている

のはわかるんですが、非常に残念なことがあったんです。何が残念だったかと言うと、私はもう

買ってあげようと思って行ってるわけですけど、これは何の商品、これは何の商品と聞いてもほ

とんど答えられない。まわりでこれは何だったかねなんてやって、どちらかと言うとものを売る

とか何をするのは前向きになってこうなるんですけど、こうなってる、みんな。決して不真面目

にやってるわけではないんで、いったいこれだけの試みがあって何をしてるんだと思って、さす

がにやって頂いた中学校にですね、あまり言うのもなんだと思って二週間考えてようやく校長に

話しに行きました。そしたら開口一番、やはりそうでしたかと言われてちょっとびっくりした。

なぜかと言うと校長はやりたかった。でも教員はもう今色んなことの仕事があってやれる状況じ

ゃないということで大反対だったということらしいんですね。それを無理矢理もうやれというこ

とで、教員に言わせるといつごろできるんだということ、二年後だと答えたということなんです

ね。ですからほとんどそこの生徒はそういう何を売ってるのか、どんな思いで売ってるのか、そ

ういう教育を受けずに売ってるわけですから、当然そうかなと。実際校長が見せてくれた、それ

から二年前にちょっと同じ試みをやってるんですけど、その時の夢プラザで中学生が売ってる写

真と、今回売ってる写真は、かたっぽはこうやって売ってます、かたっぽはこうやって売ってる

んですね。もう見るからにやっぱりわかるんです。ということは、そこに来られているお客さん

は歴然とわかるんです、その違いが。だから教育というにはいろいろな面もあるでしょう。当然

机の上で勉強するというのも教育ですし、私から見たら社会体験というのはすごい教育だと思い

ますけれども、一つ一つやはりみんな身を持って教えるとかやれば、大きなこれだけの差が出る

んだなと、非常に感心したことがあるんで、ぜひそのことも含めてですね、お話ししたいと。特

に私は会社はご存じと思いますけど、入社当時は強烈な評判の悪い会社に入社いたしましたので、

私の同期は150何人おりました。その前の年は300人おったんですけど、大不況で、私の年は150何

人採用と、そのうちの６人が私の配属された支店に一緒に参りましたけど、２年以内に半分辞め

ました。次の年は４人入って４人全部辞めました。そこから３年後にうちも大変だということで

教育制度をやったんですね。そこからはほとんど辞める人がいなくなって、おかげさまで今は私

が考えても素晴らしい会社になっております。やはり教育をきちっとやってですね、指導してい

くということは、非常に重要なことだなと今思いますし、一つ提案申し上げたいことは、私の会

社であったことなんで役場で同じように採用できるかどうかはわかりませんけど、インストラク

ターという制度があってですね、会社では必ず入って３年間はインストラクターの元で、インス

トラクターというのは私自分よりは、大体３つか４つ上の方です。そんな課長がやるとかいうこ

とはありません。同じような身で先輩が色々な指導をしていくということは非常に自分たちは色

んな悩みを抱えて役に立った思いがあります。出来たらそういう事も考えていただけたらどうか
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なと思います。ぜひですね、このやっぱり安芸太田町からですね、邑南町のようにですね、あそ

こはいいというのは非常につらいんですけれど、なんかスーパー公務員っていってね、こうやっ

てこうやってる人がいるわけですよ。それは素晴らしいとは思いますけれど、皆さん全部スー

パー公務員になれる、そのはずなので、ぜひそういう役場を目指してですね、教育をやっていた

だきたいと、そう思います。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 11番佐々木美知夫議員。 

○佐々木美知夫議員 

 佐々木です。よろしくお願いします。今回私は高齢者世帯が安心・安全に暮らせる見守り体制

の強化についてと、指定管理施設の運営管理方法についての２件の質問をいたします。今までも

私や同僚議員が同様の質問に何回もあったことは十分に承知しておりますが、今一度確認の意味

でも質問をさせていただきます。その前につい先日まで韓国平昌で開催されていた冬季オリンピ

ックでは日本は金銀銅あわせて13個のメダルを獲得をいたしました。テレビの前で各競技を観て

いて、その超人的な技や執念にも見える技術力には驚きと感動を与えました。このことはこの場

に居られる皆さんも同じ思いをされたのではないかと思います。人は懸命に努力し、物事に取り

組む姿勢が目に見えると、感動もし、信頼もするものだと私は思っておりますので、答弁の方も

よい色のメダルが取れるように期待をして質問に入りたいと思います。まず高齢者世帯が安心・

安全に暮らせる見守り体制の強化についてを質問をいたします。高齢化率約50パーセントの本町

にとって、今後も団塊世代等の高齢化に伴い、老老介護世帯や一人住まい高齢者世帯がますます

増加していくと思われます。多くの高齢者が住み慣れた自宅で暮らしたいと思う一方で、孤立へ

の不安も感じておられます。内閣府の平成28年高齢者の経済生活環境に関する調査結果によりま

すと、65歳以上の独り暮らし高齢者は昭和55年には男性が約19万人、女性が約69万人で、高齢者

人口の占める割合は男性が4.3パーセント、女性11.2パーセントでございました。平成22年には男

性が約139万人、女性約341万人で、高齢者人口に占める割合は男性11.1パーセント、女性20.3

パーセントという結果になっています。当然平成29年現在、数字はもっと上がっているはずでご

ざいます。さらに、国民の３人に１人は65歳以上になると言われている2025年には、男性230万人、

女性約470万人で、高齢者人口に占める割合は男性14.6パーセント、女性22.6パーセントにまで増

加する見込みですと調査結果に出ております。また国立社会保障人口問題研究所が発表した世帯

数の将来推計は2035年には65歳以上の独り暮らし世帯は全世帯の44パーセントになると発表して

います。このような推計がある中、本町では平成30年１月31日現在、世帯数3,165世帯中、独り暮

らし世帯は加計地区506、戸河内地区341、筒賀地区124世帯、合計971世帯と全世帯の30.7パーセ

ントとなっております。今後年が経過するとともに、この比率はますます高くなっていきますが、
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反面内閣府の調査では、高齢者の経済状況に関しては経済的な暮らしに心配がないと答えた高齢

者は約70パーセントという結果でした。つまり多くの高齢者は現在の経済的な暮らしに満足して

おり、このまま独り暮らしを続けてもよいと感じていることがわかります。その中でも80歳以上

の高齢者は80パーセントと非常に高い割合になっております。日常生活に不安を感じながらも、

住み慣れた地域での安心な暮らしがしたい思いが強くあることが伺えます。こうした中、高齢者

の安心・安全な暮らしに応えるために、地域では民生委員さんや社会福祉協議会などにより様々

な見守り活動が行われており、地域団体や関係機関が相互に連携、協力して、高齢者地域見守り

ネットワークを築いていく取り組みも進められていることは十分に承知しております。しかし高

齢者で介護や生活支援が必要な方が、安心して暮らしていくために、サービス提供体制を整備す

るだけでなく適切な支援ができる地域の体制を整えることも大変重要ではと思っておるところで

す。特に独り暮らし世帯の高齢者の方々は、意識した見守り、周囲から働き掛けることで、未然

に孤立化や深刻化する悲しい孤立死の防止にもなると考えています。近年では個人情報のプライ

バシーに関する住民の意識が過剰なほどに高まり、なかなか情報を把握しにくい面もあるかと思

いますが、もっとおせっかいな行政であってはいいのではと私は思っております。そのことを加

味し次の５点を質問をいたします。今春からこの春からですね、JOCAによる配食サービスが開始

予定でその事業は見守りも兼ねるとの説明だが、その方法はどうなのか。２番目としまして、以

前、町振興会会議の中で高齢者の独り住まいの見守り対策等で案がいくつか出たと聞くが、その

案の推進と実行、その後そのような協議がなされたのかどうか。３点目、本町では民間企業と見

守り協定を結んでいるが、成果またその実績、実態はどうか。４点目、行政として今後見守りに

よる安否確認の具体的強化の取り組みはどうか。５点目、これまでの介護保険による要支援１、

２への行政支援も今後大変重要であると考えるが具体案はあるか。その５点をとりあえずお聞き

したいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 福祉課伊賀課長。 

○伊賀真一福祉課長 

 それでは安全・安心に暮らせる見守り体制の強化についてという事でご質問いただきましたの

で、福祉課の方からお答えをさせていただきます。まずJOCAによります配食サービス、この４月

の２日から開始となります。これまで配食サービスにつきましては、多くのボランティアの方々

にご協力をいただいて、この配食サービス事業において利用者の方への声掛けでありますとか、

見守りの機会ということで進めていただいておりました。これまでボランティアとして動かれた

方々に、少しお話を聞いたときには、お弁当を持っていっても利用者がいらっしゃらなくて、そ

の近所に声をかけに行かれたりとか、また周囲を探されたりとか、お弁当を配達されるにおいて
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もですね、大変な苦労があったということを伺っております。改めてこれまでのご苦労大変だっ

たというふうに思います。新年度から配食サービス事業の委託先、先ほど議員の方からもおっし

ゃっていただきましたように、JOCAの方に進めていただきますが、この配食の機会を通じた健康

支援とともにやはり見守りによります安否確認も実施してまいります。その配食時におきます見

守り活動につきましては、これまで社会福祉協議会の方に委託し、事業を実施していたときと同

じように、直接利用者の方に面会し、夕食を届けるという点については変わりはないというふう

に考えております。またこのことにつきましても、委託先となりますJOCAの方にもですね事前に

協議し、これまで行われてきた配食時の見守りの水準、これを下げないようにということで、役

場の方からもお願いをしております。また、実際の持っていかれてお弁当を持っていかれて、利

用者の方がどこに居られたかわからないというようなことが仮にあった場合には、その時は福祉

課の方も対応し状況を確認しようというふうに今考えておるところでございます。また更に配食

ボランティアとしてこれまで協力していただいた方々にも、今後の配食サービス事業への協力が

いただけるかどうかについてもお願いをしているところでございます。どこまで気配りを持った

配食サービスができるか、またこれまで関わってこられました多くの方々の思いを引き継いで

JOCAとも十分な協議をしながら、この配食サービス事業を４月以降も続けていくというふうに考

えております。２番目にご質問のありました町の振興会会議の中での見守り方法の話し合いにつ

きましては、地域づくり課の方からまずはお答えをさせていただきます。 

○矢立孝彦議長 

 地域づくり課小笠原課長。 

○小笠原敏子地域づくり課長 

 それでは地域づくり課の方から振興会会議の中で話し合われました独り住まいの見守り方法と、

関連のございます見守りによる安否確認の具体的強化の取り組みについて、現状等お答えいたし

ます。以前会議の方で話し合われました方法と言いますのが、独り暮らしの方、玄関のところに

黄色い旗を立てて今日はいるよ、夜には下げるということを検討されておりましたが、防犯上、

独り暮らしの老人がここにはいますよということで適切ではないだろうということで、その後取

り組まれていないというのはお聞きしております。またその後各地域で独自に取り組みをされて

おります活動のようなものは次のようなのがございますのでご紹介させていただきます。振興会

単位又は部落単位で二週間に一回二名体制で安全パトロールと書かれた襷、帽子、腕章をつけて、

独り暮らしの高齢者宅を回られ、普通の会話の中で気付きを記録簿に記入し、次の当番に渡す、

この活動を続けられているところもございます。また近所で緊急連絡先を教え合い、カーテンの

開け閉めで安否の確認をすることをお互いにルール化として決めておられるところ、また梅雨時

期の連絡網を整備しているところもございます。災害時の避難ルール、どこのお宅はどこのお宅
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が気をかけて避難場所へ連れて行くなどのルール作りをされているところもあります。また班長

の方が独り暮らしの方の情報を常に把握されている地域もございました。など地域の実情に応じ

て取り組まれております。これらの情報を自治振興会の支部会なりで課題に挙げますことによっ

て情報共有をし、個々の地域に応じた見守りの体制を推進してまいりたいと思っております。ま

た町では集落支援員を平成27年10月から戸河内地域に先行導入し、平成28年度から加計地域、筒

賀地域に各一人ずつ配置しております。現在加計地域は空谷、杉の泊、筒賀地区は坂原、布原、

大井、井仁、東区、戸河内地区は川手、梶ノ木、板ヶ谷、小板、横川、打梨、那須、上田吹、寺

領を対象としております。見守り、集いの場の開催や補助等を行い、集落の維持を支援していま

す。集落支援員は日々の見回りの中での気づきを各支所、地域づくり課に連絡、報告し、担当機

関と連携を図り、個々に対応等を行っております。また活動内容を日報、月報として提出し、

１か月に１回、支援員と地域づくり課職員で連絡会議を開催し、活動報告から課題や見守りの手

法について意見交換、課題の洗い出し等を行っております。今後とも地域の声を聞きながら自治

振興会、民生委員、児童委員、社会福祉協議会や福祉課、地域づくり課と連携を図りながらさら

にきめ細やかに見守り活動ができるよう取り組んでまいりたいと思っております。以上でござい

ます。 

○矢立孝彦議長 

 福祉課伊賀課長。 

○伊賀真一福祉課長 

 失礼いたします。それでは議員の方から質問のありました３番目以降、見守り協定についてご

説明の方させていただきます。高齢者等の、見守り事業については平成25年度に町内の郵便局と

可部郵便局と連携協定を結んだのを皮切りに、昨年までに新広島ヤクルト販売、ＪＡ広島市農協

の町内各支店、広島銀行加計支店、ヤマト運輸と協定を結んでおります。この事業は役場や民生

委員さん、また地域の皆さんの活動を補完する見守り事業として、住民を訪問する機会のある事

業者に方に、もし小さな異変、例えば電気がつけっぱなしでありますとか、同じ洗濯物がいつま

でも干しっぱなしになっているとか、新聞受けにずっとたまっているといったような情報を役場

の方に知らせていただき、役場の方はその情報を確認しながら、実際に在宅の確認など民生委員

さんと共に行うというものでございます。人が倒れているような緊急の場合は、もちろん救急車

や警察へ知らせていただくということになりますが、普通と少し様子が違うなというようなとき

に、情報を提供していただくということにしています。この見守り協定を締結した以後、現在ま

で、幸いなことに情報提供の実績はございません。またこの見守り事業に関します研修会として

年に１回から２回、役場が主催いたします研修会の方に事業者の方、参加をしていただいている

ところでございます。また協力事業者が見守り事業に関わって頂いているということを住民の方
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に広く知っていただくために、協力事業者の方には「見守り活動事業者です」というステッカー

を配布し、事業者や営業車等に貼っていただいているというところでございます。４番目の質問

といたしまして、今後の安否確認の具体的な強化というご質問がありました。先ほどの見守り事

業者等による活動におきましては、これからもそういった協力をしたいという事業者もあると伺

っております。また今後も事業者の方の拡大を考えていきたいと思っております。見守りにより

ます取り組みといたしましては、やはり先ほど議員の方からもお話がありましたように、実際に

地域で行われております見守り活動のネットワークというものをやっぱりしっかりと仕組みを作

っていくことでありますとか、また自治振興協議会等々におきまして、こちらの役場の方からも

しっかりと皆さんを守っていただきたいということをお願いするであるとか、そういったやっぱ

り活動ももちろん必要になってくると思います。また福祉の分野におきましては、町内のケアマ

ネの検討会というものも定期的に開催をしております。地域資源の有効な利活用など関係機関と

の連携を今後も密に取っていきたいというふうに考えております。さらにものとしてですね、安

否確認を示すものとして、あんしん電話というものがございますが、実際に緊急時の対応にすぎ

ません。あんしん電話によって緊急対応の実績もほとんどないという状況でございます。今ＩＣ

Ｔを活用いたしました安否確認システムというものは色々ありますけれども、町内の実績を踏ま

えて費用対効果も考慮しながら、安否確認に係るシステムの活用について今後も検討してまいり

ます。最後にこれまでの介護保険による要支援１、２の方への色んな支援、施策についての取り

組みのご質問がありました。現在、１月末現在でございますが、要支援１、２と要介護認定で認

定された方は182名いらっしゃいます。その内、訪問又は通所のサービスを利用されている方が、

71名いらっしゃいます。全国的な社会保障費の増大に伴いまして要支援１、要支援２と認定され

た方は、サービスの利用ができなくなるのではないかというような不安をお持ちの方も多いとい

うふうに聞いておりますが、実際にはそうではございません。次年度以降も要支援１、２の認定

を受けた方に対する訪問サービス、また通所サービスの継続について現在町内で事業をしてくだ

さっております事業所とも連携しまして、準備の方を進めております。またこのことについては、

町としてもしっかりと広報し、周知に努めて参ります。また地域でのサロンでありますとか活動

の場づくりなど、住民の皆さんの力をお借りして実施する住民主体のサービス等の仕組みづくり

についても取り組んでおり、介護保険事業の枠を超えて、要支援１、要支援２の方も含めて要介

護認定を受けていらっしゃらない方であっても気軽に利用ができます高齢者の居場所づくり、さ

らには国保事業等々とも連携して早い段階から介護予防事業例えば健康づくりの事業もですね、

推進をしていくよう今後とも事業の方進めていきたいというふうに考えております。以上でござ

います。 

○矢立孝彦議長 
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 佐々木美知夫議員。 

○佐々木美知夫議員 

 今、課長、今現在やられている事業、色々教えていただきましたが、私の質問はですね今後の

強化、強化ですね。私なんでこういう事を言うかと言ったらね、つい最近と言っても昨年の末か

らですね今年の初めにかけて、私の知っている方が孤立死と言っていいのかどうかわからんので

すが、亡くなられて、２、３日後に発見された。死亡日が特定されないというような件もありま

した。先ほどもあんしん電話ですか、あんしん電話の話もございましたが、あんしん電話という

のはですね、緊急連絡用の機器よね、緊急時の通報システムであるがために、平常時の見守りが

なされない、ということですよね。先ほどもありましたが、業者等の見守り、JOCAの配食による

見守り、私も配食サービスずっと社協の方のボランティアで受けておりまして、先ほど課長言わ

れた通りなんです。色々見守るつもりでいくんですが、留守があったりとか、今から夕方明るく

なると夜遅くまで畑に出られてて、野良仕事をしているといったような方もおられます。そうし

た場合に、私らあたりは地域のことをある程度わかってますんで、このお宅の畑はどこにあると

かいうのがわかりますよね。あれでも畑をやられているんじゃないかなといったような状況から

ね、畑に尋ねて行っておられたらその時にこうこうでといったようなお話もさせていただいてお

ります。JOCAさん、今募集されてると思うんですが、配食サービスのですね、おそらく町外の人

を雇われることはまず90パーセントないとは思うんですけど、その辺の見守りの配慮、ただ配食

をして「はい、こんにちは。弁当持ってきましたよ。」「そこに置いとって」とかいうような感

じになるとは思うんですが、そういう事のね無いように、世間話の１つもしたりとかいったよう

な心づかいも必要だと思っとるんです。先ほどから邑南町の話出ておりますが、私ちょっと今後

の強化ですよ、今後の強化対策、一例あると思うんですが、鳥取県智頭町、これ中国地方でも結

構活性化、町づくりに積極的に取り組まれて現在成功もしている森林セラピーも安芸太田町より

もずっと前からやられているような町でございます。この町にですね、コミュニティーナース、

コミュニティーナースですね、先日もNHKのなんとかの番組あったんですが、このコミュニティー

ナースとはですね、病院で働く人、訪問介護で働く方、病気になった人を対象にするのに対して、

コミュニティーナースとは病気なのかどうかは関係なく、地域で生活する人を対象に病院の看護

師、保健師がカバーしきれない領域でも活動ができることが特徴で地域の盛り上げる地域おこし、

人が集まる場所づくりや、そのためのきっかけづくりをして日常的に住民と接することにより普

段から健康意識を高めるアプローチや病気の早期発見、医療や福祉行政機関への橋渡しと、この

ような役割を担ったコミュニティーナース、実際これ今全国的にも広がっていると聞いておりま

す。これもほんの一例なんですが、こういったね今後、先ほども申しましたが、今後本当この独

り暮らし世帯、高齢者もそうなんですが、独り住まいの世帯、相当増えてくると推測されます。
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だからこういったね、よそでやっていることを、良いことは良いことなんで、経費のかかること

もあるかとは思うんですが、積極的にね、取り組んでいただきたいと思ってるんです。今の見守

り活動、先ほども課長言われましたが、これ広島市の例なんですが、取り組みは同じようなこと

をされてるんです。課題はじゃあ何かということになりますよね。例えば民生委員さんが町内に

何人おられるかちょっと正確な数字は定かでございませんが、民生委員さん等の増員がない中で、

充分な訪問や相談等の支援ができなくなる恐れがある。先ほども申しましたが、個人情報や個人

のプライバシーに関する住民の意識の高まりとともに、高齢者の情報の把握が難しくなってきて

いる。これ今現在は今やられていることでいいんですよ。結局間違ってる事業とは思ってません。

そういった意味からね、今から増えていくそういった高齢者の独り住まい世帯等にね、もうちょ

っと行政として協力できるんではないかなと私は思っとるんですが、その辺を例えば今後これが

少し足らんから先ほどのコミュニティーナースも込めて、もうちょっとこういうところを強化し

ていくという案等あればね、ちょっと伺ってみます。 

○矢立孝彦議長 

 福祉課伊賀課長。 

○伊賀真一福祉課長 

 大変勉強不足ということもあって、大変コミュニティーナース等について名前は聞いたことが

あっても中身等詳しく存じ上げておりませんでした。先ほどおっしゃいましたように、本町にお

きましてもどんどんどんどん独り暮らしの方も増えていらっしゃいます。さらに自分の地域を考

えても、やはり普段声掛けをするやっぱり時間、機会等もやっぱり少なくなる中、隣は何をして

いるのかわからんというような状況がある中で、その人が先ほど事例でもおっしゃっていただい

たような孤独死というようなこともこれから先あるかもわかりません。私どもやはり見守りとい

うこと更には安否確認等含めてですね、もう少し私たちに何ができるか先ほど議員も積極的にと

いうふうにおっしゃっていたように、役場そのものが言葉が悪いかもわかりません、せちごをや

くというふうな言い方があるかもわかりません。もっともっと関心を持って取り組みができるよ

うに、もう少し私ども考えて参ります。現在のところは以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木美知夫議員。 

○佐々木美知夫議員 

 結局そうなんですよね。今まで社協なりあるいは民生委員さんなりお願いをして見守り等々相

談とか行かれてるのもよく知っています。先ほども何回も申しますが、今から本当ここ５年、10

年のうちには、下手をすれば倍になるんです。現在の世帯の倍。それに対応するためにはね、社

協、民生委員さんだけにあれするんじゃなしに、行政も積極的に参加をしていただいてね、そう
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せんことには、先ほどの事例ではないですが、そういう人がどんどんどんどん出てくる。下手を

すれば１か月後に発見されるというようなこともないとも限らん。ということなんです。その辺

をね、しっかり検討していただいて、今後やっていただきたいと、この独り住まいの高齢者世帯

に対するね考え方等、よく考えていただいてお願いをしたい、お願いをしちゃいけんのですが、

検討していただきたい。次に移ります。指定管理施設の運営管理方法についてをお伺いいたしま

す。私は平成28年12月定例議会において同様の質問を行っております。その時の答弁では８月つ

まり平成28年８月に指定管理制度に関する第３次基本方針を策定し、各施設の管理運営指針に沿

って管理状況の把握を行い、定期的継続的にサービスを提供することが可能であるかの確認、監

視評価を行い、必要な処置を講じると答弁をされております。その後約１年ちょっと過ぎたわけ

ですが、どのような確認・監視を行い、どのような課題があったのか実態把握の方法を伺います。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 指定管理施設の運営管理方法について私の方からお答えをさせていただきます。安芸太田町の

指定管理制度は、平成 18 年度の地方自治法の改正に伴い、それまでの管理委託方式から指定管

理制度が導入され全国の自治体と同様に平成 18 年度から導入をさせていただきました。現在、

集会所が、大規模集会所９施設、それと一般の観光施設でありますとか体育館等々25 施設、34

施設を指定管理制度で運用をしております。この中にはこの４月から管理に入ります先般議決い

ただきました筒賀交流の森も入っております。制度導入にあたり指定管理制度に関する基本方針

を策定し、指定管理制度の適切な運営を目指してまいりました。議員おっしゃるように、その後

基本方針は２回の改定を行い、平成 28 年８月に現在の第３次指定管理者運営基本方針に基づい

て運営をしておるところでございます。公の施設の指定管理制度の運営に当たりましては、今申

しました運営基本方針のほか、条例であります安芸太田町公の施設に係る指定管理者の指定手続

き等に関する条例、それと指定が決定したのちの、指定管理者との基本協定、それと年度別協定

により細かく管理運営方針について定めておるところでございます。施設の管理につきましては、

年度別に管理者の方から報告書を求めさせております。第３次では四半期ごとの報告書でありま

すとか、事故が発生したところの報告、それと町からの指示等々、事細かく決定しておるところ

でございますが、年度別の報告書については確実に全施設出ておりますが、四半期について十分

できていない施設があるというふうに認識をいたしております。それと事故に関する報告につき

まして、どういった部分を事故に考えるかという基準がございますが、あとから住民の皆さんか

らこういったことができてないよとか、ああいったことができてないよとかいう報告をもらうこ

ともございますので、もう少し管理課の方でこの基本協定等々にのっとった報告と連絡、連携体



- 41 - 

制を構築するように努めて参りたいと思います。町の公の施設が住民の皆様の福祉の向上に貢献

できるよう、再度徹底を図って参りたいと思います。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木美知夫議員。 

○佐々木美知夫議員 

 一応ですね指定管理業者、関係者等色んな協定を結び、契約書も当然結んであると、これはも

う当たり前のことでございまして、私何が言いたいかと言いますと、指定管理されている施設で

ですね、例えば事故、先ほど副町長申されましたが、事故等の報告というのは、おそらく逐一入

ってくるだろうとは解釈しとるんですが、その他の事案、大きな事案ですね、例えば一例をあげ

るならば、昨年末、筒賀総合サービスじゃなしに、グリーンスパつつが、これ料理長の不在の結

果、３ヶ月ほどレストラン業務をストップされた。また他の指定管理場所で、電気料滞納につい

て電気をとめられたというような実態がございます。こういった重要なことですよね。こういっ

た重要な案件に関して、指定管理者からやはり行政の方に報告を受けなければならんのじゃない

かという思いがあるんですよ。それは契約書の中に先般副町長言われましたが、ちゃんと書かれ

てるんだということなんですが、なかなかそういった報告がなされない。グリーンスパの場合な

んかは、ちょうど年末の忙しいとき、また法事等で使用されるお客さんもただただおられる。予

約を受けた段階で、これはできませんという話ならまだしも分かるんですが、受けておいて後に

段取りがつかんからお断りを申し上げたいんですがといったような事案があるわけです。それを

例えば行政の方で把握をしてたんならば、広報で知らせるとか張り紙を出しておくとかいったよ

うなこともできるんではないかと思っとるんです。今一年にいっぺん、指定管理者の方から報告

等々を受けるというようなことでございますが、やはりそういったようなとこがある限り、せめ

て半年に１回くらいは訪ねてきてもらうんではなくて、行ってお客さんの状況はどうですかとか、

草の伸びはどうですかとか言ってもいいじゃないかと思っとるんですよ。その辺をね、やはり一

から十まで事細かくやる必要もないとは思うんですが、そのくらいの配慮があって初めて指定管

理公の施設の運営がね、できるのじゃないかと思うとります。今後ね、今年の春は４月指定管理

の更新があるのかどうかわかりません。新しく指定管理者になられる方もございます。その辺を

しっかりね認識していただいて、今後一切ね、こういう事が無いように、お客さんに迷惑をかけ

ることが無いように、していただきたいと思っております。ただ答弁があれば。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 今、指定管理の期間は各施設若干違う部分ありますが、多くは平成 31 年度に更新されますん
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で、平成来年の 12 月には新たな指定管理の施設の指定をいただくような議案を提案する予定と

いたしております。各施設におきましては、当初の募集要項及び各施設の条例で提供すべきサー

ビスであるとか、運営する日数、時間等が規程されている部分がありますので、それが確実に実

行できない場合は、指定管理者の方から担当課の方へ報告があるべきだろうというふうに考えて

おります。今年度若干課題のある施設があるというふうに把握しておりますので、その対応につ

いて間違いのないように再度担当課の方へ徹底を図って参りたいと思います。報告等々について

もう少し詳細な報告書がもらえるような規程に変えていきたいと思います。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木美知夫議員 

○佐々木美知夫議員 

 終わります。ありがとうございました。 

○矢立孝彦議長 

 しばらく休憩します。10分程度議場の時計で３時10分から再開をいたします。 

              休憩    午後3時 

              再開    午後3時10分 

○矢立孝彦議長 

 休憩前に引き続き、一般質問を続けます。５番末田議員。 

○末田健治議員 

 一般質問も本日は私の方が最後でございます。資料を請求をされている方もあるようですから、

私の方は簡潔に質問をさせていただきたいというふうに思っております。まず最初に本年度は大

変数年ぶりの数十年ぶりと言いますか大寒波でございました。高齢世帯の通院や買い物など教訓

から学んだものがありますでしょうか。町内の水道施設におきましても、大きな色々被害が出た

というふうに聞いておりますし、私が住んでおります津浪地域におきましても、給水施設の水位

の低下によりまして、加計支所職員の皆さんは、総動員で連日、日曜も祭日もないという状態の

中で、給水車によりまして飲料水の運搬をされている姿を拝見をさせていただきました。職務と

はいえ、大変寒い中、連日の作業をされました職員の皆さんに私は住民としてこの場を借りて感

謝申し上げたいというふうに思います。大変ありがとうございました。昭和 38 年の豪雪は、離

村のきっかけとなりました。この冬の大寒波降雪については、十数年ぶりのものでございます。

停電や水道管等の破裂等多大の被害が発生いたしました。これまでも被害の概要については、報

告をいただいておりますから、承知をしております。この豪雪寒波からもし学ばれたものがあり

ましたら、またそれを次に備えることができるものがありましたら、お伺いをしたいというふう

に思います。 
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○矢立孝彦議長 

 建設課田中課長。 

○田中啓二建設課長 

 今般の大雪に関するご質問でございます。各担当課から個別に順次答弁をさせていただきます。

まず建設課の方から道路除雪・水道施設関係の説明をさせていただきます。町道等の道路除雪に

おきましては、今シーズンの除雪に備えるため昨年の 11 月 17 日に町内 18 の事業者と除雪の委

託契約を締結しております。今シーズンの除雪に備えるべく体制を整えておったところでござい

ます。その後 12 月５日から除雪の出動が始まっております。昨シーズンは本格的な積雪が１月

中旬からという状況でございましたが、今シーズンは 12 月から積雪が始まるというような大変

早めの対応が必要な状況となりました。その後１月から２月にかけても度重なる寒波によりまし

て、連日除雪を行うという状況でございます。実際の除雪の状況でございますが、特に積雪が多

い日や降雪による倒木が発生した場合には、除雪がなかなかはかどらないということはございま

した。この中で大規模な倒木処理が必要な箇所以外は概ね道路通行の確保はできていたものとい

うふうに考えております。これを受けまして今後将来にわたって現在の除雪体制を維持するため

でございます。除雪を請け負っていただいております建設事業者の方には今後も事業を継続して

いただく必要があろうかというふうに考えております。そのためには平成 29 年度予算、また 30

年度予算でお示しをしております、地域経済対策やインフラ長寿命化対策等の建設事業を継続し

て私ども行っていく必要があるというふうにも考えておるところでございます。次に町営の簡易

水道事業でございます。１月中旬から２月中旬にかけての寒波の際には先ほどお話しがございま

した加計の津浪地区以外でも筒賀地区、戸河内地区におきましても、配水池の配水流量が増大し

て配水池の水位低下が起こりました。緊急の漏水調査とか緊急の修繕等により一時的な断水とな

った地区もございます。この配水流量の増加の要因の大半が近年にない低温の影響と思われる宅

内配管の凍結・破損による漏水であったということがございます。今後の課題といたしまして、

水位低下の大きな要因でございました宅内配管の凍結対策や管理でございますけれども、こちら

は水道をご利用になる利用者においてしっかりと行っていく必要がございますけれども、その啓

発を冬になる前に、もっと早い段階から行い、それぞれの利用者に冬に備えて対応していただく

必要があろうかというふうに考えております。建設課としましては道路・水道の住民生活を支え

るインフラにつきましては冬場はもちろんでございますけれども、通年通して適切な維持管理を

行ってまいりたいというふうに考えております。建設課は以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 地域づくり課小笠原課長 

○小笠原敏子地域づくり課長 
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 地域づくり課からは高齢者世帯等の除・排雪の支援制度についてご説明いたします。町ではお

独り暮らし、又は高齢者世帯の方を中心に屋根の雪下ろし又は公道への雪のけということに対し

まして一定の要件はございますが、事業者に依頼して行った雪かきに費用の２分の１を助成する

という制度を実施しております。この制度につきましては、広報１月号に掲載いたしました。ま

た民生委員・児童委員、自治振興会長さんにも、情報提供を行い、集落支援員を通じまして、お

独り暮らしの方にも情報提供を行いましたが、これが１月でございました。もう少し早い時期に

今度の冬の方は行いたいと思っております。相談件数でございますが、これまでの申請は１件で

ございます。問い合わせ等は、まだかなりございますので、今後出てくるものと思っております。

昨年度までは、例年２件程度でございました。今後の利用状況や寄せられたご意見を基に来年度

に対しまして事業の検証を進めてまいりたいと思っております。地域づくり課の方におきまして

は北部地域が大雪に見舞われました２月８日に課員と集落支援員で手分けをして自治振興会長さ

んや各戸を訪ね、生活状況などの聞き取りを行い報告書を作成しております。その時に寄せられ

た意見によりますと今年の冬は特に多かったということで雪のけをしたあと、後ろを振り返ると

また雪のけの量が残っているという話も伺ったりはしております。雪のけに疲れたとおっしゃる

方もいらっしゃいました。また冬場は子供さんの所とかひまわり、ふれあい、サポートセンター

の方に避寒されておりまして、集落の中で一件しか残っていない打梨、那須といった地域もござ

います。そちらの方は定期的に集落支援員の方が状況等の方を伺ったりしていることにしており

ますが、いずれにしましても豪雪の時には、なかなか住民の方も負担が多いと思いますので、今

後、課を連携いたしまして、対応を考えてまいりたいと思っております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 企画課二見課長。 

○二見重幸企画課長 

 企画課から公共交通に関しての課題について、説明をさせていただきます。大雪によりまして、

高速道路経由のバス、それから在来線のバスともに一部運休が出ております。こうした中で、運

休の為、運行しない場合、そのバスが遅延だというふうに認識をされて、バス停でずっと待たれ

るというケースが何件かあったようでございます。この件につきまして、運行状況の情報発信の

工夫や、運行事業者さんの情報を把握する方法について、今後啓発していく必要があろうかと認

識をしております。企画課からは以上です。 

○矢立孝彦議長 

 福祉課伊賀課長。 

○伊賀真一福祉課長 

 福祉課の方から福祉サービスの分野について状況の方説明をさせていただきます。今回の悪天
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候のためにデイサービス等が営業が中止となりまして、サービスが利用できなくなったという

ケースもございました。また同様に配食サービスにつきましては、悪天候のために調理それから

配達等ができなかったという日が２日あったというふうに伺っております。そうは申しましても

利用者の方々お待ちになっている方々については、地域包括支援センターでありますとか、また

委託業者またデイサービスの業者さんの方からそれぞれ利用者の方には今回の中止について早期

に連絡をしていただきました。実際にサービスを提供する側におきましても、こういうふうな悪

天候の場合におきましては、どうしても交通事情等もありますので、やはり安全に配慮していた

だきながらサービスを提供していただくよう、事業者向けの説明会等におきましても、再度福祉

課の方から依頼をするようにしておるところでございます。実際に地域包括支援センターの職員

におきましては、自らが担当いたします業者につきまして電話でその日の状況についてですね、

声かけをさせていただいた、実際におうちの方にちゃんといらっしゃるかどうかという確認もさ

せていただいたところでございます。今後のこの点につきましては、継続をしてまいります。福

祉課からは以上です。 

○矢立孝彦議長 

 総務課栗栖課長。 

○栗栖一正総務課長 

 総務課からは今後次に備えた対応策というとこで、少し報告をさせていただきます。今回の大

雪の出た課題というのはすぐに解決できる対策というのはなかなか無いところで、その中で今回

の大雪、寒波を契機にですね、来年度以降新たな仕組みづくりというのを少し取り組んでみた報

告を行います。実は３月３日先週の土曜日になりますけれども、戸河内の松原地区で雪かきボラ

ンティア派遣制度実証事業というのを行いました。この概要を簡単に報告させていただきます。

今回のような豪雪の場合、１ｍ50 を超えるような、雪になれた豪雪地域でも、相当不安があっ

たということでございました。その中で個人、それから地域でも、その対応には限界があるとい

うことで、地域の皆さんから役場の方に「この雪の除排雪何とかならんじゃろうか」ということ

で相談がありまして、この件につきましては、災害ボランティアセンターが社協にございますの

で、社協の方へ相談をさせていただきました。その結果、社協の方も現地へすぐ赴きまして、実

態を把握して、鳥取県の若桜町というところで、雪かきボランティアの派遣制度という制度を持

っておりますので、この制度が導入できないかということで、地域と町、地域づくり課、福祉課、

総務課、それから社協、県社協も入って、地元の皆さんと協議をしました。その結果まずこの地

域でどんなことができるかやってみようということで行いましたのが、実際に災害ボランティア

センターは社協の方へ設置されますけれども、今回は災害が起こる前でございます。幸いに起こ

る前に社協として町として何ができるかということで、まずボランティアセンターと同様な仕組
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みを災害前にやってみる。それで災害ボランティアを募集して受付をして被災地へ派遣する。今

回の場合、被災はしておりませんが、豪雪地帯へボランティアを派遣するという制度でした。今

回は広島市内から３名の方、岩国から４名の方、町内から７名の方が協力していただきました。

これは松原地域を普段ご覧になっている方が私らにできることは無いだろうかという声掛けをさ

れたことがきっかけで、そういったことに声をかけて、取り組んでみました。実際には２件落雪、

２ｍくらいうず高く積もった雪を 14 人で高齢者のお宅と独り暮らしのお宅の雪かきを実施して

みました。この結果今後は来年度以降、今回出た課題を整理をして、社協の方が中心になるかと

思いますけれども、雪かきボランティアの派遣事業というのを制度化して来年度以降は手上げ方

式、ボランティアの派遣を求められるお宅が社協の方へ届け出て、地元の地区協議会が窓口とな

ってこの対策を取り組んでみようということで今回数十年ぶりの豪雪ということで、こういう仕

組みづくりをやってみようということで行いました。次年度以降具体的な取組ができればという

ふうに思っております。一応報告を終わります。 

○矢立孝彦議長 

 末田議員。 

○末田健治議員 

 それぞれの部署で大変な中、適切な対応処理をされておりますことを改めて伺いました。松原

地区の雪のけの件については、私も社協の方から聞いておりまして、町内修道地区からも参加者

があったというふうに聞いております。大変いい取り組みだというふうに思いますし、ぜひこれ

は広報等で町民の方にこういうふうな取組みがあったということを報告していただければまたよ

り一層地域づくりが進むのかなというふうに思います。あと１点だけ、町道の鬼後線、これ倒木

等の処理については完全処理ということはなかなかできないと思うんですが、いわゆるウォーキ

ングの人がよく利用される道だと思われますんで、最終的にはそれがきれいに処理ができるふう

なような状態が確保できるのかどうかということについてのみ１点お伺いします。 

○矢立孝彦議長 

 斉藤加計支所長。 

○斉藤邦夫加計支所長 

 町道の今おっしゃったのが鬼後線、巴町鬼後線、それと右岸側の滝山峡線でございますが、先

週金曜日に私どもルートを入って調査してみました。巴町鬼後線の方はですね、我々が直営でで

もできるような状況なので、雪が解け次第倒木の処理をしようと思っております。ただ、右岸側

の滝山峡線にあっては、まだ押し付けた雪がかなりありました。それでまだその倒木処理をする

のはちょっと時間がかかろうかと思っております。あとはその町道の維持の業者さんの方へお願

いするべくその量が多いのと、倒木の量が多いのと、大きさが大きいので、そこら辺を協議しな
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がらやっていこうと思っております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 末田議員。 

○末田健治議員 

 １番目の質問については以上でございます。２番目の町づくりの出口戦略について伺います。

安芸太田町小坂町政の元での町づくり出口戦略について伺います。昨年９月の定例町議会での町

長答弁は、安全安心な町づくりを進めることと言われましたが、人口減少に歯止めがかからない

状況下では、今こそ住民一丸となった地域づくりが重要と考えますが、その戦略についての見解

を伺います。 

○矢立孝彦議長 

 企画課二見課長。 

○二見重幸企画課長 

 住民一丸となった地域づくり、町づくり戦略についてのお答えを申し上げたいと思います。本

町の町づくりの方向あるいは戦略につきまして、３段階で示したら、まずまちづくりの基本的方

向、それからまちづくりの戦略、それからまちづくりの戦術のような段階に分けられると思いま

す。まずまちづくりの基本的方向、こちらにつきましては、平成 27 年度を始期とした第二次長

期総合計画にこちらが表現されているものと考えております。この計画は町職員及び町民委員さ

んの皆さんの参画をいただきまして、計画策定委員会を 10 数回開催をさせていただいておりま

す。それから町内の関係団体の代表の方に参画をいただきました審議会を６回開催し策定に至っ

ております。また策定段階におきましては、町民アンケートでございますとか、パブリックコメ

ントもいただくなど、まさに住民の皆さんの参画を得て策定した安芸太田町のまちづくりの基本

的方向を示す計画であると認識をさせていただいております。次のステップでいきますと、まち

づくり戦略でございますが、こちらにつきましては、平成 27 年度に策定しております、まち・

ひと・しごと総合戦略、こちらがまさにこれにあたるものと考えております。こちらの戦略につ

きましては、第二次長期総合計画のリーディング施策を基本目標としております。こちらについ

て具体的な施策を示しているものでございます。そして戦略を進めるために先日でございますが、

これがまさに現在進めております地域商社事業であり、そして生涯活躍のまち形成事業などであ

ると考えております。地域商社事業におきましては、事業の実施主体は一般社団法人地域商社あ

きおおたが責任のある立場で事業を推進していくこととなりますが、事業の内容に関しましては、

地域商社あきおおた推進協議会というのを設立し、町内の産業経済関係事業者の皆様、そして団

体の皆様に参加、参画をいただきましてご意見をいただきながら、観光を含め産業振興に資する

事業を展開することとしております。また生涯活躍のまち形成事業においても住民の参加、参画
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が最も重要な事業であると考えております。加計エリアにおきましては、先般地域再生法人の指

定をした青年海外協力協会がコミュニティ活動の活発化に向けて地域拠点の運営を事業として展

開することとしておるところでございます。引き続き参加、参画、これをキーワードとした住民

一丸となったまちづくりを進めて行きたいと考えておるところでございます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 末田議員。 

○末田健治議員 

 まちづくりの方向性、戦略戦術については、ただいま答弁があったとおりでございます。私は

地域づくりは、同時に人づくりだというふうに思います。実は先日大雪の最中、２月 28 日にイ

グルー選手権がありまして、加計高校生チームもその大会に参加するために先生と一緒に大規模

林道を通って会場の方に向かっておりました。その時にその日はかなりの吹雪で本当に路面がス

リップするような状態でして大渋滞となっておりました。高校生が乗った車がちょうどそこに差

し掛かっておったときに、先生と一緒に車を脱出させて、渋滞が解消したという新聞記事が載っ

ておりました。それに対してですね、その時に助けられた方がですね、加計高校に手紙を寄せて

おられます。全部読めば長くなりますので一部だけ言いますと、チェーンは持参しておりました

ものの、立ち往生して途方に暮れておりましたところへ、貴校の先生と生徒さんがいらっしゃり、

「少し行くと平坦なところがあります、僕たちが押しますから」と数百メートル先の退避場所ま

で車を押してくださいました。先に行ってくださいというふうに言いましたら、後続のバスが来

るまで頑張りますと結局その後２時間以上にわたりチェーンをつけたりあるいはズボンが濡れる

のをいとわず、一生懸命やってくださって本当に助かりましたということをですね、この方があ

と高校の方に手紙を寄せられたわけでございます。私はこのことを聞きましてやはり人づくりと

いうのは本当に大事だなと、高校生がそういう場所で頑張ったということはですね、急に思いつ

いてできた事ではなくて、やはり日頃から先生の指導の下にそういう学力意外に大事なことをで

すね、やっぱり学んでおったということがそういう行為に現れたんではないかなと思います。そ

ういう意味ではその地域づくりは人づくり、ですから地域においてもその人づくりをする取り組

みを今後もですねぜひ進めていただきたいということをですね、特にこの場で申し上げておきた

いというふうに思います。次に質問３の学校跡地活用でございます。安芸太田町では教育委員会

の主導のもとで、学校統合計画により統合が進められております。その後閉校した学校施設は町

の一般財産として総務課で管理をされていることは承知の通りでございますが、閉校後の施設を

抱える地域では、地域活性化のために跡地活用策についての検討が濃い薄いというのはあろうと

思いますが、進められております。町として今後どのような対応策を検討されているのか伺いま

す。 
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○矢立孝彦議長 

 地域づくり課小笠原課長。 

○小笠原敏子地域づくり課長 

 安芸太田町では合併後から学校適正配置を進め、地元の皆様は苦渋の決断として統合に合意さ

れたことにより、適正配置計画を示しております。町では地元と学校跡地利用について、地元と

協議して決定することを基本として進めております。現在、修道、殿賀の２つの振興会からは高

齢者生活支援施設の整備等の要望がなされています。津浪振興会におかれましては、新たな拠り

所としての学校跡地の利活用も含め地域の活性化と移住対策を地域の内外の方、多くの年齢の方

を対象とされましてワークショップ形式で検討されておられます。現在生涯活躍のまちづくりの

中で高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らしていけるよう、一人一人に応じた住まいの確保

に努めるとともに、必要に応じて見守りや支援を行う施設等で過ごせるような環境作りを推進し

ております。この住まいの確保対策を検討する中で、新たな建設や廃校校舎の利用も視野に入れ

これまでの公設型ではなく民間資本等による整備運営を基本に事業の可能性を検討しております

が、入居者の施設利用料を低価に設定しようとすると、運営経費が賄えず民間事業者の参入がな

かなか見込めないなどの問題があります。引き続き情報収集に努めるなど、調査検討してまいり

ます。また県においては、広島県中山間地域振興計画に基づき、中山間地の既存施設を活用し、

企業のサテライトオフィス、レンタルオフィス、シェアオフィス等を誘致し、中山間地の新しい

ワークスタイルの定着と企業誘致に取り組み、地域における新しい働き方を生み出す環境づくり

の促進に取り組むとされています。これら情報収集に努め、町の第二次長期総合計画、公共施設

等総合管理計画、財政と調整を図り、地域の方と話し合いを重ねながら、検討を進めてまいりた

いと思っております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 末田議員。 

○末田健治議員 

 小学校というのは私があえて触れるまでもなく、これまでは学校を中心にしてやはり地域とい

うのは動いてきたということは現実ございますし、学校教育の場というだけでなくて、本当に大

きな地域の活性化の拠点であったというふうに思うわけです。子供たちが校庭から姿が消えて本

当に寂しい状況、そしていったん学習発表会、生活発表会等がありましたら、子どもがいなくて

も地域の人がどんどんその学校に出向いて、そして子供たちも大勢の前で発表できるということ

で、非常に元気に頑張ってきたし、地域の人もそれで本当に助かっていたということがございま

す。ぜひ学校施設については、そういう観点から行政的にもやはり今後も地域活力が下がらない

ように、ぜひ色んな支援策あるいは情報提供だけでも十分やはり地域の人は元気が出るというふ
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うに思いますので、そういう観点から今後もぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。

ともに地域づくりを進めるという立場で検討いただきたいというふうに思います。次に最後の質

問事項のあなたく運行であります。先日テレビ番組で那須地区の暮らしの様子が特に名前を言え

ば岡田さん夫婦を中心に放送されておったと思います。現在の戸河内那須地区、平見谷地区では

２月 28 日に私が出向きましたら、もう田んぼも真っ白、１ｍくらいまだ雪が残っておりました。

まさに異次元の世界でございます。暮らし続ける事というのは大変厳しい現実があるということ

を改めて再認識をいたしました。一方安芸太田町の東側にあります修道地域は、役場機能として

出張所がありますが、暮らしはですね一見便利なようで大変厳しい状況がございます。免許証を

返上すれば、自力で生活をするということが大変通院や買い物等で厳しい状況にあることも間違

いございません。中には広島市に住むその子供さんが、帰ってそして通院等に連れて行くという

そういう暮らしがございます。さらにですね、修道地区はその生活通院等がどちらかと言うと飯

室や可部方面、広島市方面に行くという方が少なくありません。そこであなたくを利用し飯室方

面に行くためにはですね、澄合まであなたくを利用し、そこから広電バス等に乗り換えていかな

くてはいけない。そうしますと、直接行く場合と乗り換えたりして降りますと、バスの時刻にも

よりますが、50 分から１時間くらいは飯室まで行くのに時間がかかってしまう。高齢者の場合

それが相当な負担になってくるというふうに思うわけであります。そこでですね、飯室からは、

たくさんバスがありますので、あなたくの運行について、政策上色々その制約は当然あろうかと

思いますが、住民の皆さんの生活条件向上のために、検討される余地がありますかということに

ついて伺います。 

○矢立孝彦議長 

 企画課二見課長。 

○二見重幸企画課長 

 あなたくのご質問につきましてお答えをさせていただきます。あなたくの運行エリアにおきま

しては、年に１、２回ではございますけれども、公共交通を考える会ということで、その地域に

お邪魔をしてご意見を聞かせていただく機会を設けております。修道地域におきましても、その

会を開催をさせていただいて、ご要望等お伺いをしておるところです。その中で加計市街地、安

芸太田病院までの直通便の新設というご要望をまずいただきました。それとあわせまして先ほど

議員のご質問にありましたように、飯室方面への直通便もあれば便利だがなという声をいただき

ました。そこでまず加計市街地、安芸太田病院までの直通便の新設について、このご要望に先に

応えるということで、平成 28 年の９月からこの便を新設、そして飯室方面へは広電バスとの乗

り継ぎの時間改正をしまして社会実験として半年間運行をしました。それで社会実験期間を経ま

して平成 29 年４月から本格導入ということで、日に一便ではございますが、加計市街地や安芸
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太田病院までの直通便を現在運行をさせていただいておるところでございます。飯室方面への買

い物、通院につきましては、あなたくから広電バスを利用して出かけることが可能ですよという

ことでわかりやすい乗り継ぎの時刻表等を作成配布することによって、利用の啓発、お願いをし

ているところでございます。加計市街地、安芸太田病院方面につきましては、直通便を運行しま

したところ、これによって買い物、あるいは通院に一定の改善はできているのではないかと考え

ているところでございます。しかしながらなかなかこれは大変便利というところまでには至って

いないということはよく理解しているつもりでございます。こうした中引き続きですね、今後も

地域の皆様と公共交通を考える会などを通じまして利用者の皆様の声を聞かせていただいて、よ

り良いあなたく運行を検討してまいりたいと考えております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 末田議員。 

○末田健治議員 

 検討はいただいていると思いますが、町外へそのバス便を直通便を設けるということは、それ

だけまた経費もかかるということであります。しかし住民生活からすれば、それで利便性が高ま

れば、その地域に留まるということはできると思うんです。しかしそれが乗り換えたりするとい

うのは、高齢者にとっては大変苦痛なことであるわけでして、そのためにそこに住めなければ出

てしますとかいうふうなことにつながってしまう可能性も大きいというふうに思います。今後公

共交通会議等で、より一層検討いただきまして、ぜひ実現の方向で検討いただきたいということ

を申し上げて質問を終わります。 

○矢立孝彦議長 

 ５番議員の一般質問が終了いたしました。お諮りします。本日の会議はこの程度にして延会し

たいと思います。ご異議ありませんか。 

               （異議なしの声あり） 

 異議なしと認めます。従って本日はこれで延会することに決定しました。本日はこれで延会し

ます。 

○上田隆議会事務局長 

 ご起立ください。一同互礼。 

                午後3時50分散会 

                                            

 

 

 


