
- 1 - 

平成３０年 第２回 安芸太田町議会定例会会議録 
  平成３０年３月７日 

 

 招集年月日   平 成 ３０ 年 ３ 月 ５ 日 

 招集の場所   安芸太田町議会議事堂 

 開閉会日 

及び宣告 

開 会 平成３０年３月５日 午前１０時１５分 議 長 矢立 孝彦 

閉 会 平成３０年３月 日 午後  時  分 議 長 矢立 孝彦 

応（不応)招議員 

及び出席並びに

欠席議員 

 凡例 

 ○ 出席 

 △ 欠席 

 × 不応招 

 △公  

公務欠席 

議 席 

番 号 
氏       名 

出席等

の 別 

議 席 

番 号 
氏       名 

出席等

の 別 

1 大 江 厚 子 ○ ７ 佐々木 道則 ○ 

2 田 島   清 ○ ８  田 伸 一 ○ 

3 平 岡 昭 洋 ○ ９ 中 本 正 廣 ○ 

4 冨 永   豊 ○ 10 吉 見   茂 ○ 

5 末 田 健 治 ○ 11 佐々木美知夫 ○ 

6 津 田   宏 ○ 12 矢 立 孝 彦 ○ 

会議録署名議員 ６ 番 津 田   宏 ９ 番 中 本 正 廣 

職務のため議場に

出席した者の職氏

名 

事務局長 上 田   隆 書 記 齋 藤 和 典 

 

 

地方自治法第

121 条により説明

のため出席した者

の職氏名 

町   長 小 坂 眞 治 教  育  長 二 見 吉 康 

副 町 長 小 島 俊 二 学校教育課長 長 尾 航 治 

総 務 課 長 栗 栖 一 正 生涯学習課長 栗 栖 浩 司 

総 務 課 主 幹 河 越 慶 介   

会 計 管 理 者 

（会 計 課 長） 
倉 田 美 保 子 

保健医療福祉統括

センター事務局長 栗 栖 修 司 

筒 賀 支 所 長 
兼筒賀支所住民生活課

長 
梅 田 幹 二 

福祉事務所長兼

福祉課長 
伊 賀 真 一 

地域づくり課長 小笠原 敏子 健康づくり課長 伊 藤 真 由 美 

企 画 課 長 二 見 重 幸   

企 画 課 主 幹 武 藤 克 巳 
安芸太田病院 

事務長 
菅 田 裕 二 

建 設 課 長 田 中 啓 二 ― ― 

産業振興課長 瀬 川 善 博 ― ― 

商工観光課長 児 玉  斉 ― ― 

税 務 課 長 片 山 豊 和 ― ― 

住民生活課長 上 手 佳 也 ― ― 

児童育成課長 園 田 哲 也 ― ― 

 衛生対策室長 田 中 博 敏 ― ― 

議事日程  別紙のとおり 

会議に付した事件  別紙のとおり 

会議の経過  別紙のとおり 



- 2 - 

 

 

 

会議に付した事件            平成３０年３月７日 

  

一般質問 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成３０年第２回 安芸太田町議会定例会 

 

  議   事   日   程（第３号） 

 

 

       平成３０年３月７日 

日程 議案等番号 件        名 

 

第1 

  

一般質問 

 

  

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

平成３０年度第２回定例会 

（平成３０年３月７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。昨日に引き続き一般質問を続けます。通告に従って順次発言

を許します。１番大江議員。 

○大江厚子議員 

  おはようございます。大江と申します。よろしくお願いいたします。早いもので私が議員にな

って１年がたとうとしています。この１年どれだけその責任を果たせてきたか、本当に自省して

います。私は選挙戦で住民の声を町政に届ける、町政を働くもの住民の手に、地方切り捨て反対、

戦争反対を訴えました。この間、一般質問も議案に対する質問もその姿勢でやってまいりました。

今日もその考えのもとで、一般質問をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ま

ず１番、米軍岩国基地問題についてお伺いします。私は12月定例議会で岩国基地は今年極東最大

級となる今後エリア567での訓練は大幅に増加すると予想されると述べました。地元中国新聞の

１月１日号を皆さん見られましたと思いますが、その後さらにはそれ以降の紙面を見ると、切迫

感がひしひしと伝わって参ります。また沖縄新報の記者も岩国の岩国基地の規模は沖縄の嘉手納、

普天間を合わせたもの以上になるだろうと危惧しています。そのような状況の中、湯﨑県知事は

１月９日記者会見においては、国の責任において移駐完了後の影響を踏まえた財政措置を含む必

要な措置を講じてほしいと要請したというのが事実関係です。これは再編交付金が大竹市に交付

されていることに鑑みて学校等における防音対策であるとか、あるいは県・市・町が騒音対策を

講じる場合の県が市町に対する交付金などを想定して要望したものであります。16日記者会見、

岩国基地がある以上一定程度受忍している等の発言がありました。これらの発言について町はど

のように捉えていますか。またこの交付金について県より連絡または説明相談等はありましたで

しょうか。次に最近米軍や自衛隊の事故が多発続発していますが、その原因は何と考えています

か。３、住民の安全を保障する行政の立場として今後米軍あるいは防衛省へどのような要請を考

えておられますか。次に大きい２番目、３月14日水曜日、午前11時頃と言われていますが、Ｊア

ラートによる情報伝達訓練が全国一斉に行われるというふうに言われています。これは戦前戦中
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に行われた防空訓練と同じもので、戦時体制づくりであると考えます。地域であるいは教育現場

でこのようなことが行われることについて、どうお考えでしょうか。以上お願いいたします。 

 ○矢立孝彦議長 

  小坂町長。 

 ○小坂眞治町長 

  まず、１点目の１月16日に県知事の記者会見における発言についてのご質問をいただいており

ます。今日の状況、日米安全保障条約が結ばれ、またそれに伴う地域協定等々で米軍のいわゆる

軍事的な活動が日本国内で行われることについては、ある程度のことが認められていると。それ

について、私どもも受忍しながらも低空飛行等々の住民の皆さんに被害がまた生活の安全が脅か

されることについては、声を大きく反対をしているところでございます。知事におかれましても、

同じような考え方をお持ちだろうと私は思っております。そうした中でやはりその受忍せざるを

得ない状況の中で色々な対策をする手段としての体制的なものについての発言をされたものだと

認識をしておることで、特別私が口に出してその発言についての意見はございません。また事前

にそういったふうなことについての相談、連絡は聞いておりません。そして２つ目のことでござ

いますが、Ｊアラートについてですが、これはやはり自然災害を含めてそうした風な危機的状況

をいち早く国民あるいは生活者に伝えるための一つの手段であって特別戦時体制を連想するよう

なものと捉えるべきではないと思っておるところでございます。詳細につきましては担当課長の

方にまた補足をさせます。 

 ○矢立孝彦議長 

  総務課栗栖課長。 

 ○栗栖一正総務課長 

  それでは米軍岩国基地についてただいまの町長の方から答弁した以外のご質問について担当課

の方からお答えをさせていただきます。２番目の米軍基地に関しての２番目の質問、米軍や自衛

隊で続く事故原因はどこにあるのか、どのように考えているのかというご質問がございました。

この事故原因につきましては、それぞれの専門機関、専門家で調査されている段階であります。

軽々に事故原因を推測することは不適切というふうに思っております。しかしながら、先の佐賀

県で自衛隊ヘリが墜落したという事故がございましたけれども、これは報道によると事故は部品

交換、ローターですね、部品交換を終えて試験飛行の際に発生したものとされております。こう

いった機械的構造的な原因と言うよりもどちらかとその段階での人為的なミス等も考えられると

思います。だとすればこういった人為的ミスを防ぐ二重、三重のチェック体制の構築を急いでい

ただきたいということを考えております。いずれにしても重要なことはいずれの事故においても、

その事故原因を徹底的に調査分析していただいて、二度とこうした事故が発生しないように万全
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を期していただきたいというのが町の立場でございます。それから３つ目のご質問として、米軍

や防衛省等へどのような要請を考えているかということでした。米軍機、自衛隊機もですが、度

重なる事故については非常に懸念、危惧しているところです。これはこれまでの一般質問の際に

もお答えしたとおりです。この中でも特に昨年の北広島町八幡で米軍機のフレア放出訓練、これ

が訓練であったのか事故であったのかわかりませんが、大変危険でありまして、（もう一度、ス

イッチ入れてください）米軍機による度重なる事故、自衛隊機も通じてこういった事故について

は非常に懸念、危惧をしております。この中でも昨年の隣町北広島町八幡で米軍機のフレア放出

訓練が行われたということは、大変危険であり、町民の皆様にとっても不安、不快で危険な低空

飛行訓練とともにですね、県や他市町と連携して即時中止を求めていきたいと考えております。

特に同じ悩みを持つ廿日市市、三次市、北広島町とは協議会を持っておりますので、こういった

市町と連携して取り組んでまいりたいと思います。次に大きい２番目のＪアラートの情報伝達訓

練についてご質問がございました。まずＪアラートの整備目的、それから全国一斉情報伝達訓練

の内容についてご理解いただく必要があると思いますので、説明をさせていただきます。Ｊア

ラートは、正式には「全国瞬時警報システム」と言い、気象庁から送信される気象関係情報、こ

れは地震震度５弱以上の緊急地震速報であるとか、それから津波、大津波、こういった情報、そ

れから内閣府、内閣官房から送信される有事、これは昨年来北朝鮮からミサイル攻撃等が、弾道

ミサイル実験が続いておりますが、そういった弾道ミサイル、それから大規模テロ、こういった

関係情報を人工衛星を利用して地方公共団体に送信し、私どもの町も持っておりますが、同報系

の防災行政無線を自動起動、自動的にスイッチを入れて国から直接住民に対して緊急情報を瞬時

に伝達するシステムです。その目的は緊急時における住民への迅速かつ確実な情報伝達の確保と

言えます。全国一斉情報伝達訓練、今回は３月の14日、午前11時頃としておりますけれども、こ

の緊急時の情報伝達手段であるＪアラートが確実に機能するかを確認するために実施されるもの

で、今回が２回目のものとなります。今回の訓練では緊急に起動した町の防災行政無線、具体的

には各世帯の個別受信機であるとか、屋外にあるちょうどこの目の前にありますけれども、同報

系の屋外固定局、これから数回のチャイムが鳴って、「これはＪアラートのテストです。」との

音声合成が流れると、そういった訓練放送が行われる予定です。いずれにしても緊急地震速報か

ら地震発生までの間あるいは弾道ミサイルの発射情報から着弾までの間、現実に何ができるか、

またパニックにならないのかといった声はありますが、行政機関には緊急事態が迫っていること

を確実に住民の皆様に伝達する義務があります。今後こうした訓練を重ねていく中でこの緊急情

報伝達訓練で少しでも被害を少なくすることが可能と考えております。Ｊアラートの情報伝達訓

練はまさに住民の皆様の命を守る必要不可欠な情報伝達訓練であると認識しております。従って

戦時体制づくりというようなことはございません。住民の皆様の身体、生命、財産を守るための
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自然災害等緊急時の防災体制づくりのためのものとご理解いただけたらと思います。総務課から

は以上です。 

 ○矢立孝彦議長 

  教育委員会二見教育長。 

 ○二見吉康教育長 

  教育現場ではどうかということのお尋ねがございますので、お答えをいたします。東日本大震

災もあと４日で７年を過ぎようとしています。学校現場におきましては、日ごろから各学校で火

災でありますとか地震などを想定した避難訓練を年間の計画の中で実施しているところでござい

ます。児童生徒の安全確保は、学校保健安全法で明確に定められておりまして、その中の第26条

では「学校の設置者は児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、災害等

により児童生徒等に生ずる危険を防止し、危険又は危害が現に生じた場合において、適切に対処

することができるよう、当該学校の管理運営体制の整備充実等、必要な措置を講ずるよう努める

ものとする。」こうなっております。また29条にも日ごろのとっさの対処要領とか訓練の実施等

についても定められておるわけでございます。ちょっと日ごろの訓練の状況についてのエピソー

ドになりますけれども、平成28年一昨年の10月の21日だったと思いますが、鳥取地震が発生いた

しました。ちょうどその時は加計小・中・高等学校で協調学習の全国大会をやっておりまして、

授業中でございました。多くの県外の先生方が参観される中、地震の発生を受け、参加者の携帯

から緊急通報のアラームが一斉になりました。どの教室でも子供たちはすぐに机の下にもぐりこ

みました。参観された県外の多くの先生方は、日ごろの訓練の成果に大きく評価していただきま

した。もう一つは皆さんご存知ですけれども、東日本の大震災の時に、津波が発生しましたが、

釜石の奇跡ということが言われています。釜石市の釜石東中学校の生徒の活動ぶりが述べられて

おりました。 

 ○矢立孝彦議長 

  教育長、時間の関係で少し簡潔に願います。 

 ○二見吉康教育長 

  これは日ごろの訓練によって、大人たちがまさかという想定外のこと、予想しない大人たちも

含めて高台へ逃げて多くの人の命が助かったという学校の訓練によって大人たちも引っ張られて

いったというものでございます。このようなことで児童生徒に迫る危機に対応する訓練というも

のは大変必要だと思っております。学校では引き続きこの訓練を務めて参りますけれども、戦時

体制づくりという認識はございません。以上でございます。 

 ○矢立孝彦議長 

  大江議員。 
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 ○大江厚子議員 

  すみません、私は今日３つの項目で質問を用意してますので、出来ましたら簡潔にお願いいた

します。再編交付金要請は米軍や国基地の規模拡大の容認を前提として支給するものであり、低

空飛行訓練、騒音や事故を、まさに受忍するものです。協力自治体には莫大な交付金を支給し、

反対自治体にはどんな被害を被っていても支給しない、例えば辺野古新基地建設反対でした前稲

嶺市長や岩国の基地強化反対をしました前井原市長在任中がそうでした。交付金を持って意見の

異なる住民を分断するあるいは強行する行政と反対する住民を分断し、基地再編あるいは基地固

定化を強要するものです。そこには住民の安全の保障は見受けられず、命の軽視につながるもの

と思います。また事故についてですが、平昌オリンピックパラリンピックが終われば米韓合同軍

事演習が強行されようとしていますが、これは兵士を極限まで疲労させ、あるいは戦闘機のメン

テナンスが十分にできない状況に陥り、事故の危険性は一段と高まります。平常の操作ミスとか

メンテナンスミスという問題ではありません。戦争を見据えた軍事演習中止、そしてなにより戦

争は何としても回避しなければならないと考えます。私は長年基地反対運動をされてきた岩国市

議会議員の方に案内していただいて、先日米軍岩国基地周辺を見学しました。基地はご存じのよ

うに市の中心部にあり、住民は基地周辺から山際にかけてへばりつくように住んでいます。その

再編の見返りとして、立派な庁舎が建ち野球スタジアムやもろもろのものが整えられていますが、

毎日騒音や事故事件と隣り合わせでは平穏な生活などは望めません。また私は先月２月下旬に韓

国ソンジュにある日本で言えば、字土居とかそういうのにあたる、ソソンリという町に行ってき

ました。そこは皆さんご存知のようにアメリカ高高度迎撃ミサイルTHAAD（サード）に地域中が

反対しているところです。そこのソソンリという小さな地域もご多分に漏れず若者は都市に出て

いき、ほとんどが高齢者です。しかし70歳80歳のお年寄りがそれこそ体を張って反対しています。

800名の警官を投入してTHAADは搬入されましたが、今でも近隣の住民や労働組合の支援を受けて

抵抗し続けています。そのおばあさんたちハルモニに聞きました。なぜ抵抗するのですか。そう

したらね、このような答えが返ってきました。戦争の道具をこの町に絶対入れさせない、そんな

町を子供や孫に渡せない、お金の問題じゃないっていう事でした。私はその矜持、強さに心を打

たれます。住民は米軍飛行訓練を受忍などしない、金で命を売らないと県や国へ主張すべきと考

えます。それからJアラートの事ですが、この写真とこの写真です。この写真は去年福岡でされ

た子どもらに対するミサイルまでしか出ていませんが、ミサイル攻撃に対する避難訓練です。こ

れは1943年に子どもたちがされた防空訓練の様子です。また今このようなことがね、戦争ってこ

とが繰り返されようとしています。Jアラートは災害を想定した避難訓練とは根本的に違います。

まさに北朝鮮の脅威を国民に植え付けること、戦時体制に持っていこうとする目的があり、やる

べきではないと考えます。私は先にも述べましたように、戦争には絶対反対です。改憲にも反対
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します。戦争に民衆を動員していくためのこのような操作、他の操作にも絶対反対です。儀式で

の君が代斉唱に対しても従いません。立って斉唱を促される場合はその場で着席します。もちろ

ん各自それぞれの心情は尊重しますし、私の行いを他の人に強要することはありません。しかし

私のこの行動は今起きようとしている戦争に対する反対行動の一つであり、太平洋戦争で日本が

侵略していった韓国、中国、北朝鮮などアジアの人々を再びは裏切らないという思いでやってい

ます。本当は廿日市の市長は同じくこの一般質問の中で議員から交付金について質問があった時

にこう答えておられますね。同じように交付金については直接知事からは聞いていない。国防は

大事だと思うが、しかし市民の安心安全は銭では買えないというふうに言われています。これに

ついて本当はまたお考えをお聞かせいただきたいのですが時間がありませんので最後に私のこの

言葉を持ってこの質問を閉めます。私は先ほども述べましたように戦争には絶対に反対です。そ

して私は先の戦争の教訓として次の言葉を自分の行動の戒めにしています。これはヒトラーの後

継者とまで言われた軍人でヘルマン・ゲーリングの有名な言葉ですが、「もちろん普通の人間は

戦争を望まない。しかし国民を戦争に参加させるのは常に簡単なことだ。国民は常に指導者たち

の意のままになるものだ。とても単純だ。自分たちが外国から攻撃されていると説明するだけで

いい。そして平和主義者については彼らには愛国心が無く国家を危険にさらす人々だと公然と非

難すればいいだけのことだ。この方法はどの国でも同じように通用するものだ。」こういう事が

あってはならないと思います。次に通告していました就学前保育・教育についてお伺いします。

学校統廃合の次は保育所、幼稚園か複雑な思いでいますが、通告していますとおり、次の４点に

ついて質問いたします。１、幼保あり方懇話会２回行われましたがその内容について簡単に簡単

にというと申し訳ないんで簡潔にお願いいたします。２、就学前保育・教育に対する町の行政の

方針についてお伺いします。３、給食の体制について今後どうするお考えかお聞かせ下さい。そ

れから保育所、幼稚園の統廃合に向けてなのでしょうか、整備というんでしょうか、それについ

てのスケジュールについてお伺いします。 

 ○矢立孝彦議長 

  児童育成課園田課長。 

 ○園田哲也児童育成課長 

  お尋ねの就学前保育・教育についてでございますが、まず就学前保育、教育施設全般について

ですが、平成20年４月に「幼保施設の適正配置とその運営」報告書がまとめられ、その計画に基

づき適宜幼稚園、保育所の適正配置、認定こども園の開園が行われたところです。しかしながら

その後社会情勢の変化等の影響で３歳未満児を中心に入園希望児童が増える反面、施設によって

は入園児童の大きな減少が生じる一方、老朽化対策が必要な施設があるなど、諸課題があり、新

たな計画を策定し実行する必要が生じました。以上のような課題を抱える現状の中まず第１のご
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質問の幼保のあり方懇話会の内容についてでございますが、計画を策定する前段として、幼稚園、

保育所、認定こども園の保護者代表から様々な意見や要望をお聞きする場として、幼保のあり方

懇話会を12月と２月の計２回開催したところです。内容についてはまず１回目に、現状の幼保施

設の状況についての説明、町財政の見通しや公共施設マネージメントの概略説明を行い、その後

保護者の方より施設のあり方に限らず、広く保育・教育の要望や現状の施設運営への課題につい

て意見を伺ったところです。２回目の懇話会については、幼保のあり方における方向性のたたき

台として現状考えられる施設のあり方を存続、廃止、改修など複数の案を示させていただきまし

た。保護者のご意見としては施設の存廃の是非というより、保育・教育の内容充実への要望が多

く出されたところでございます。続きまして第２の就学前保育・教育のあり方検討委員会に対す

る町の方針についてでございますが、懇話会における現状の説明を行い、保護者の意見をお聞き

した中、今後は就学前保育・教育のあり方検討委員会を開催してまいりたいと考えております。

町の方針としましては、今後の就学前児童の推移、施設入所児童の見込み把握に加え、町の定住

施策に合致した幼保施設を、適正な公共施設管理のもと配置し、運営・維持管理できる方針を示

し検討委員会においてご議論いただきたいと考えておるところでございます。続きまして、３番

目の給食の体制についてでございますが、給食の体制については最初に述べさせていただきまし

た幼保施設の適正配置とその運営で共同調理場方式を基本とすると報告をされているところでご

ざいます。しかしながら現幼保施設につきましては、共同調理場での調理、直営又は委託方式に

よる幼保施設での調理方式など施設ごとに違いが大きい状況で、全てを共同調理場方式とするに

は施設のあり方とあわせての実施が必須となるところでございます。今後の幼保施設の給食につ

きましては、当初計画の共同調理場方式での供給体制の方針案を基本としまして食の安全、食育、

地産地消などの意識の高まりにも対応できる方策を検討委員会において議論いただくこととして

おります。最後に今後のスケジュールについてでございますが、先ほど回答させていただいたと

おり就学前保育・教育のあり方検討委員会においてご議論いただき、平成30年夏ごろを目途に一

定程度の結論を得ることができれば、施設の改修、改築について平成31年度当初予算への反映、

その後計画の実施については平成32年度以降を目標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 

  大江議員。 

 ○大江厚子議員 

  簡潔にお答えいただいてありがとうございます。私も第１回の懇話会には傍聴させていただき

ました。その中で本当に切実な声が上がっていました。さっき言われましたようにこの安芸太田

町においても、待機児童がいるっていうことや少人数の保育所に対しての財政的な負担が親に大
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きくて大変だということや、筒賀保育所の土曜午後の保育や、それから保護者から非正規職の保

育士さんの正規化をお願いしたいとかね、そういう事が出ました。これら一つ一つをやはり真摯

に受け止めて検討していただきたいというふうに思っています。第２回目の懇話会は傍聴できな

かったんですが、保護者から聞いたところによると、少し町から案が出たというふうに聞いてい

ます。例えば戸河内幼稚園は廃止かあるいは幼稚園型認定こども園にするとか、そういう事をお

聞きしたんですが具体的な方針というか計画が今おありなのでしょうか。例えば筒賀保育所につ

いては、町が青年海外協力協会に保育所建替え移設に伴いごちゃまぜプランを依頼しておられま

すが、そういう事も含めてお聞かせください。それから給食センター共同調理場方式というふう

に言われていますが、私は自校給食が一番ベストだと思います。その次が町直営のセンター方式

だと考えていますがそれがさらに共同調理場方式を民営化するということに対しては絶対に反対

です。民営するとどうしても利潤を追求しなければなりませんし、そうなると調理員の労働条件

の悪化とか給食の質の低下が予想されます。先ほど言われましたように、食育、それから地元地

産のものを使うとかね、そういうもろもろを考えるとやはり学校給食っていうには行政がきちん

と補償すべきだというふうに思っています。ちょっと質問がぼやっとしているかもしれませんが

お願いします。 

 ○矢立孝彦議長 

 児童育成課園田課長。 

 ○園田哲也児童育成課長 

 今後の町の具体的な案ということでございますが、現在のところ大きくこの間示させていただき

ました財政的なことも考慮した中でですね、複数の案を懇話会の中において示させていただきま

した。基本的にはその案を中心に町の今後の児童の推移等を含めた中でですね、どういうふうに

していけばいいのか、施設の改修、改築も含めて、具体的に検討していく中で検討委員会の中で

お諮りさせていただいて、ご意見をいただきたいというふうに考えてるところでございます。給

食の件につきましては、基本的には先ほど申しました共同調理場方式を基本という形で考えてい

るところでございます。民営化等のことについてでございますが、現在認定こども園とごうちの

方は民営化によってですね給食調理を行っている状況でございますが、その中において子供たち

とかですね保護者においても喜ばれる給食を作っていただいてるという実績もございますので、

どういう方式が直営民営含めましてですね、その内容も検討する中で、今後のことを図っていき

たいと考えているところでございます。以上でございます。 

 ○矢立孝彦議長 

  小島副町長。 

 ○小島俊二副町長 
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  今質問の中に、青年海外協力協会と筒賀地区におけるごちゃまぜ施設の協力依頼をしたと言わ

れたんですが、町では生涯活躍のまちで加計拠点、戸河内拠点、筒賀拠点という方向性を出して

おります。その中で平成29年度の推進交付金、拠点整備という推進交付金がございまして、それ

を筒賀地区で何とか活用できないか、その中で若干保育所のごちゃまぜという話が出ましたが、

その実際の計画に青年海外協力協会に事業を依頼したとか、そういったことはございません。町

の中で筒賀拠点について協議をして計画案を作りかけたというのが全てでございます。若干言う

と、施設の設計等で若干協会に関係のあるような事業者に若干依頼した部分がありましたんで、

その分がありますが、JOCAとしてもまだ筒賀拠点を運営するとかどうかという話は全く出ており

ませんので、それは若干勘違いだろうというふうに考えております。 

 ○矢立孝彦議長 

  大江議員。 

 ○大江厚子議員 

  今いくつか示された就学前教育保育についての計画が計画ありきではないということを確認さ

せていただきます。それから給食の民営化についてですが、戸河内認定こども園は確かに民営が

やってますが、そこは自校式給食なんですよね。だから色んなパターンがあって、自校式で民営

化、自校式で直営、民営化された共同調理場、直営の共同調理場、それぞれバラバラでして、だ

から戸河内認定こども園は民営化されているがいいとか言う問題ではありませんよね。それを基

準をきちっと整えたうえで、どうなんかってことをやっぱり検討していかなければいけないって

いうふうに思っています。それから筒賀保育所の計画については、またあとでお伺いします。私

の考えの一つとしては、今子どもが少なくなってるとか、本当に幼稚園は少ないのでどうしよう

かとか、老朽化してるからどうしようかとか、本当に色々な問題を抱えていますが、そのピンチ

の一つ一つがやはりむしろチャンスになることがあると思います。例えば園児の少ない保育所や

幼稚園はその分柔軟なあるいは一人一人に目の行き届く幼児教育保育ができています。今、自然

の中でのびのび遊ぶ森の幼稚園や地域と幼稚園保育所が、積極的につながりを持ち、あるいは地

域に開放された町の保育所幼稚園といった二面の施設も注目されています。地域住民やこのよう

な考えを持った幼児保育に関心のある人々と新しい子ども、子ども主体住民がみんなが育ててい

く保育所幼稚園を目指していくべきと考えます。それこそが、その過程こそが協働の町づくりと

思います。以上で２番目の質問を終わります。続いて３番目、公益社団法人青年海外協力協会平

成28年度（2016年度）の安芸太田町生涯活躍のまち構想実現化モデルエリア運営実証事業につい

てお聞きします。12月の定例会でも質問しましたが、町より提出された資料が不十分でしたので、

行政情報公開請求に基づいてこれだけの書類を受け取りました。ありがとうございます。ちょっ

とこれだけあるので、受け取った時はビックリしたんですが、私項目を一つずつ綴じなおしてい
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きました。まずこれは町の決算書とそれからJOCAから出された決算に対する報告書ですよね。そ

してこれがいわゆる実証事業報告書ですね。これが先ほど言いました、これずっとこの順番で入

ってたんで、筒賀保育所のプランニングということで老朽化した筒賀保育所の建替え移設計画に

伴い町の地域再生計画にあわせた、ごちゃまぜコミュニティーづくりの検討依頼があり、プラン

ニングと図面作成を実施したということで、プランニングと先ほど言われましたけど、何て言う

んですかね、こういうどこにどうっていう図面がありました。次がこれはどこかのプレゼンテー

ションされたかもわかりませんが、この最初の内容を大きくスライドにしたものだと思います。

それから地域再生計画、これは町が作成されたものと思います。それから次に町づくり推進に向

けて役場職員２名と民間１名が研修に佛子園に行かれたそうで、２月６日から10日までの内容と

写真、研修中の写真と、受講後のアンケート結果がわざわざ一人ずつのを出されています。それ

からこれは加計地区の歴史と文化ということで、加計の町史ですかね、その写真と、それから15

年前に行われた平成15年って書いてありますが、加計町中心市街地整備計画の概要が入っていま

した。それからこれは住民説明会資料ということで、佛子園のこととか、住民参加型講座実証事

業をどういう事を行ったかというのが書いてありますが、半分はまだこれからの予定ということ

ですよね。しかも内容見ましたら、ラテンフィットネス、ラテン料理と音楽、中南米青年交流協

会海外料理教室、というようなところがほとんどです。それから地域再生法人設立に向けてとい

うことで２枚ものがあります。そしてこれが安芸太田町地内温泉開発調査、私は全くわかりませ

んでしたけど、色々数字とか地形図とかありまして、こっちが安芸太田町加計拠点温泉施設改修

工事計画書、ちょっとこれも設計図とかもろもろ、 

 ○矢立孝彦議長 

  大江議員、質問事項絞って、簡潔に。 

 ○大江厚子議員 

  ということで、質問に入ります。行政情報公開請求で公開されました平成28年度一般会計決算

書該当部分まち・ひと・しごと創生事業の中の委託料、4,050万円が青年海外協力協会への委託

金に相当するものと思われますが、青年海外協力協会の事業決算は3,476万６千円となっていま

す。残り572万４千円はどこへの委託金でしょうか。生涯活躍のまち構想実現化モデルエリア運

営実証事業人件費あるいは直接経費等の内訳と12月定例議会一般質問において私が尋ねましたも

のに対する回答の様式が異なっています。その仕分けの根拠、それからその根拠に基づいての内

容を説明してください。温泉開発調査費と温泉施設改修工事費はいくらだったのでしょうか。そ

れから生涯活躍のまち構想実現化モデルエリア実証事業の内容についてお伺いします。配食サー

ビスについてこれまで社協がやってきた内容や障害者就労継続支援事業に関するものとして、対

象者の把握や事業計画等の記述はありません。この計画書の中にはこれまで議会で説明されてき
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た内容、色々説明をお伺いしましたが、もう資料はありません。これらはどこが作成されたので

しょうか、ということをすみません、よろしくお願いいたします。私の質問の内容が。 

  ○矢立孝彦議長 

  企画課二見課長。 

  ○二見重幸企画課長 

  始めに委託費の決算書とそれからまち・ひと・しごと、失礼しました、まち・ひと・しごと創

生事業の委託費の決算の額とそれから青年海外協力協会に支払いをした委託料の差があるという

ご質問ですが、まず、まち・ひと・しごと創生事業の委託料は4,050万円が決算書に計上してあ

ります。それからJOCAへの支出は3,477万６千円ということでございます。その委託料の差額の

部分は地域商社設立に伴う検討事業に支出をしておりますので、これが全体が青年海外協力協会

へ支出したということではなく、この委託料の中に二つの事業があるということでございます。

それから事業の内訳でございますが、まず安芸太田町版生涯活躍のまちの事業計画の策定、それ

からモデルエリアの設定とプランニング、モデルエリアのマネージメントということと、それか

ら先ほど照会がありましたモデルエリアの中の加計拠点の整備のプランにつきまして直接人件費

としまして951万8,360円、それから直接経費といたしまして、先ほどの温泉施設等の調査費、そ

れから設計費などを含めまして直接経費として1,525万4,489円で一般管理費ということで743万

1,855円ということで、消費税も含めまして、合計が3,477万６千円の支出をJOCAの方にさせてい

ただいているということでございます。それから今回のこの実証事業を委託しまして青年海外協

力協会の方に委託をして色々な調査、研究それから地域の状況などを把握をしていただいた報告

書を基にして、町の方で実際にどういう推進方策が必要かということをまとめたものを議会の皆

様にもご説明をさせていただいたということになろうかと思います。以上です。 

  ○矢立孝彦議長 

  小島副町長。 

  ○小島俊二副町長 

  私も12月の二見課長の答弁書読ませていただいたんですが、当時まだ事業が終了しておりませ

んでしたので、当初計画の金額で説明したものと承知いたしております。それと先ほどの筒賀の

計画でございましたが、担当課の方でそういったことをJOCAに依頼しておったということは失念

しておりましたんで、先ほどのことはちょっと撤回させていただきたいと思います。保育施設に

ついては推進交付金の対象外ということで断念した経緯がございます。それと最後の現在協力協

会が取り組もうとしている配食サービスでありますとか、そういった事業、もともとはパン工房

の話もございました。それは安芸太田町生涯活躍のまちの計画の中にある事業とは別でございま

して、青年海外協力協会が独自に取り組もうとしている事業として認識していただいたらと思い
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ます。町が委託した事業は生涯活躍のまち３拠点等とか中心でございまして、配食でありますと

かパン工房等々につきましては協力協会の方から独自に取り組みをというような話が来たもので

ございます。以上でございます。 

  ○矢立孝彦議長 

  大江議員。 

  ○大江厚子議員 

  私が聞きたかったのは、情報公開でいただきました資料とそれから12月の一般質問で出してい

ただきましたその様式が全く違っていて、これをどう何て言うのかしら、どういう根拠を持って

ね、ここがこっちの３つの数字に分けられたのかっていう事をお聞きしたかったのです。それが

今すぐが難しいのならそれこそまた後日きちんとどういう根拠を持ってこういうふうに仕分けし

たかをお知らせください。それから町がもろもろの詳しい事業内容については、町がJOCAの意向

を受けて色々書かれてというふうに、私は今の回答で受け止めましたが、例えばですね、こうい

う就労促進継続Ａ型、Ｂ型、大体何人でとかそういう事の内容とか色々出していただきましたよ

ね。議会で。そういう事はJOCAがされた、作られたんではなくて、こういう資料とか内容を、町

が企画課で作られたってことですかね。それとですね、青年海外協力協会との地域再生推進法人

指定は今年の１月12日までですので、去年の３月に一応の計画の事業が終了した時点で、その間

は空白になっていますよね。正式には。JOCAとの関係は空白だというふうに思うんですが、です

からその間の出された内容についてはJOCAからは出ないと思うんですよね。おそらく町から出さ

れたものと思うんですが、ということです。保育所のことは了解しました。加計、さっき色々

長々と見ていただきましたけれども、あの中には、加計支所も含めた栗栖旅館を含めた地域一帯

の計画が書いてあるわけですね。加計支所はフィットネスクラブになっていまして、加計支所の

機能とかいうのは全然書かれていない。私たちも知らなかったんですが、それとかそういう事で

すよね。まずは加計支所がどういう機能をはたしていてどこにどう移転するとか、そこで同じ機

能を存続させるならするとか、まずそういう事が大切であって、地域づくりはその次だと思うん

ですが、そういう事について、あの計画を町はどういうふうに考えているんでしょうか。このよ

うな実態であるにも関わらず、なぜ青年海外協力協会を地域再生推進法人に指定されたのかどう

しても納得できません。佛子園はおそらく雄谷代表がカリスマ的存在であり、佛子園自体が長い

歴史の中でその中でこそ数々の事業ができたと思いますが、特にこういう地域づくりはどんな人

が中心であるか、地域がどれだけ結束できるかにかかっていると思います。組織事務局のトップ

を町外から採用し、矛盾を露呈した観光協会の一件も関係者の団体、団結を作ることのできなか

った町の責任は大きいと考えます。このようなことを繰り返していては町の人材は育ちませんし、

頑張っている人は報われません。あきらめて町を出ていく人も出てくると思います。なぜ町長は
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職員が地域と地域住民と本気で向き合い住民の望む町づくりを住民とともに進めて行こうとしな

いのでしょうか。JOCAの力を借りなくても私これほどの内容を町がね企画課がたてられたのだっ

たら、それは十分にできると思います。むしろその方が将来に向けて展望のある住民主体の町づ

くりができると考えています。いかがでしょうか。もしこの事業が軌道にのらない、いつまでも

町の職員も手が引けない、結局は町であるいは社協でやった方が良いということになった場合、

責任はどうなるのでしょうか。お伺いします。 

 ○矢立孝彦議長 

  小島副町長。 

 ○小島俊二副町長 

  若干質問の内容が多岐にわたっております。ちょっと答えにくいんですが、この28年度の委託

事業につきましては、安芸太田町生涯活躍のまち構想というのを27年度に作っております。それ

を実際にどういうふうに動かしていくかという実証事業を委託として出して、入札の結果、青年

海外協力協会がとったという状態でございまして、多岐にわたる提案はたくさんございます。そ

の中で町が実際どれを取り入れて事業展開していくのは町サイドの方の裁量でございます。１点

申しますと、提案の中には絵として加計支所を現在の加計支所を使った部分がございますが、そ

れは委託先の方が構想として出したものでございまして、全く現在具体的な事業化とかいう事は

ございません。今議員おっしゃるように加計拠点をスムーズに運営していくスタートを切るのが

まず第一でございまして、それをどういうふうに担保するかということは、その後のリスクも含

めまして、町長の方から指示があって相当な協定とか考え方のものを担保できるものを整備いた

しておりますので、それを何とかしたい。それと町としましては、外部人材等々につきまして、

やはり町長の方針もありまして協力隊の採用でありますとか、外部からの有能な人材の確保とい

うことを町の活性化の１つの一助にしたいというふうに思っています。要は他から来たから要は

町のことはわからないんだという発想ではなく、他から外部から招き入れた人材を活用する中で、

町の発展を図って参りたい。これは移住定住につきましてもやはりＵターンだけではなしに、Ｉ 

ターンでありますとか、そういったことも活用していかないと、町の発展もないし、人口の増加

もないというふうに考えておりますので、外部からの人材をわけるんではなく、一緒になって町

の振興を図っていこうという考え方は一貫して町政の中で貫いているという考え方でございます。

それと青年海外協力協会、現在、指定法人、再生法人に指定しておりますが、やはり彼らの意気

込みも相当覚悟を持ってきているというふうに私は認識しておるところでございます。しかしな

がら町の事業が頓挫してはいけませんので、その辺は町と協力する中で監視をしていく一緒に検

証していくことは強めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。ぬけとる事ご

ざいましたらまたご質問ください。 
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 ○矢立孝彦議長 

  大江議員。 

 ○大江厚子議員 

  私も外からの風は大歓迎ですし、むしろ私はそういう方々と一緒にやっていきたいのは昔から

そういうものです。ただ町の将来の根幹にかかわることを、JOCAがいいとか悪いとかじゃなくて、

その考え方としてね、そういうところに委託し預けていいものかっていう事を私は聞きたかった

わけです。これからも協議しますし、質問いたしますし、共に考えていきたいとは思いますが、

やはり根幹は行政が責任を持つべきだというふうに思っています。以上です。 

 ○矢立孝彦議長 

  小島副町長。 

 ○小島俊二副町長 

  私の答弁が大江議員が外部人材反対したというような感じになってしまいまして申し訳ない。

要は一緒になってやはりやっていかなくちゃいけない部分ございますんで、よろしくお願いした

いと思います。それで要は町の職員もやはり十分企画力はあるというふうに考えております。そ

れがやっぱり外部の力を借ることによって要は町の職員がコンサルはなかなか難しいものでござ

いまして、やはり決まりきったことを提案してまいりますので、その中で町の職員が町を振興す

るために何をするかということは、常々町長の方からも、外部だけに頼るんではないと指示を受

けていますのでその辺は徹底してまいりたいと思います。 

 ○矢立孝彦議長 

  ７番佐々木道則議員。 

 ○佐々木道則議員 

  ７番の佐々木道則でございます。改めましてこの場にこうして立たさせて発言をさせていただ

きますと、また緊張度が高まってまいります。色々質問も考えておりますが、口下手でございま

すので、質問内容が十分いってないところがあるかもわかりませんが、誠意なるご答弁をよろし

くお願いをいたします。まず本定例会におきまして、私は質問事項といたしまして平成30年度予

算編成方針について、公会計制度について、安芸太田町公共施設等管理制度についてと財政及び

管財関係の質問を３題通告をさせていただいておりますので、順次お尋ねをしたいと思います。

まず最初でございますが、平成30年度予算編成についてお尋ねをいたします。定例会初日に平成

30年度当初予算が上程されました。それによりますと、一般会計では73億１千万円で前年度当初

比8.3パーセント減、額といたしまして６億６千万円の減額となっております。歳入の柱であり

ます地方交付税、町税の減少等による厳しい中での予算編成には大変ご苦労があったことと思い

ます。上程されましたこの予算には、安芸太田町が今後この１年間で取り組もうとしている事業
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内容を盛り込んでいる計画書であると思います。昨年までの課題に今後どう取り組もうとしてる

のか。また新しい施策に取り組もうとしているのか。さらに重点を置いた事業にどのように予算

を配分しているのか。安芸太田町の考え方をまとめたうえで上程されたものであると思います。

そこで予算編成にあたり昨年11月に予算方針を定めて各課内に配付されております、その基本方

針には１、安芸太田町の未来を紡ぐ施策の展開、２、行財政改革の更なる推進、３、事業の集中

と選択、新規事業の提案、４、財源確保に係る情報収集の徹底、５、要求額の制度の向上等、

９項目を掲げて予算要求するよう各課に通知されております。その中で３番目にございます事業

の集中と選択、新規事業の項目がございます。財政課題の報告書の中には、国、自治体において

もこの言葉を使っております。言うまでもなく事業の集中と選択はいわゆるスクラップアンドビ

ルドが基本であると思います。既存の事務事業の廃止や、縮小をあわせて提案し、新規の事務事

業が追加されても、新規事業の数や事業量の膨張を抑制する予算査定手法であると思います。町

においても思い切って事業を廃止し、新しく取り組む事業に集中的に投資し、その事業効果を実

現するために基本方針の中に事業の選択と集中、新規事業の提案が入っていると考えております。

そこで、町長に伺いますが、ここ数年間における事業の選択と集中という方針で予算編成に臨ま

れておりますが、その達成度の評価については町長はどうお考えでしょうか。また事業効果が見

込まれる新たな政策提案があれば予算の割り当てを検討するとのことですが、その各課より政策

提案はあったのでしょうか。あったとすればどのように組み込まれたのか一点目にお伺いをいた

します。 

○矢立孝彦議長 

  はい、小坂町長。 

○小坂眞治町長 

  30年度予算の編成につきましては、議会の初日に概略を述べさせていただいたところでござい

ます。また詳細につきましては、担当課長の方よりご説明をさせていただきます。１点、この数

年間の間に選択と集中がどのような取組をしてどのような成果があったというご質問に対してお

答えをしたいと思います。合併をした当時、大変厳しい財政状況が待っておりました。そしてな

おかつ国の交付税の減額等々のいわゆる小泉改革というような表現をされているところの中で、

町職員の給与減額せざるを得ないような状況がありました。そうした中で、やはり取り組まなく

てはならない大きな事業がございました。いわゆる学校の耐震化という事業も一つでありました

し、病院の改築も一つやりましたし、民間企業が進出してくれるエリアでないところでの光ファ

イバーの敷設も一つでございました。そういったふうなことをですね、ぜひとも実現したいとい

う中で、町民の皆さん、あるいは議会のご理解を得られる中で取り組むことができた。これはや

はり一つの集中した財源の配分だったと思います。そうしたふうな取組の中で、さらに次の展開
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を今第二次長期総合計画、また具体的な戦略の中で取り組んでまいりたく思います。そうしたふ

うなことで、今年におきましては、地域商社に対する新たな取組み、また生涯の活躍の取り組み

等々がいわゆる選択あるいは集中という領域になろうかと思っておるところでございます。また

詳しい数字等々含めましたことにつきまして、担当、財政担当より説明をさせていただきます。 

○矢立孝彦議長 

 総務課河越主幹。 

○河越慶介総務課主幹 

 引き続き財政担当の方からですね、政策提案はあったのかという点につきまして補足の説明を

させていただきます。平成30年度予算編成作業にあたりまして、定例業務の予算査定に先駆けま

して、新規事業のですね、提案を募ったところ、各事業課の方からですね40件を上回るような事

業の提案がございました。詳細につきましては、後日予定されております予算特別委員会におき

ましてですね、事業の主管課の方を通じご説明の方を申し上げますけれども、提案事業のうち約

半数につきまして、各分野において事業成果が見込まれるというふうに判断しまして、この度提

出しました当初予算案の方に盛り込ませていただいたところでございます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木道則議員。 

○佐々木道則議員 

 ただいま町長及び河越主幹からご答弁いただきましたことについては理解いたしました。続い

てですね、経常経費の対策と取り組みについてでございます。補助事業の見直し、補助金の減縮

に向けた協力要請の取り組みの中で、平成30年度においては、特に地域行事、観光イベントに対

する補助金の見直しについて補助率の引き下げを予定されている事業について、交付先と事前の

調整を図るとされておりますが、そのことについては30年度予算に反映されているのかをお尋ね

いたします。 

○矢立孝彦議長 

 総務課河越主幹。 

○河越慶介総務課主幹 

 30年度予算に補助金事業、特に地域行事とか観光イベントに対する補助金の見直しの部分が盛

り込まれているか、反映されているかというご質問でございました。確かに予算編成方針の方に

も書かせていただいてますし、経過措置期間としてですね今年度もともとの交付額基準、事業費

全体の70パーセント以内で査定する旨をですね書かせていただいております。あとですね、団体

補助等あと補助金については、その他政策を促すための様々な補助金があるわけなんですけども、

まずイベント系の補助につきましてはですね、この度事業費全体の70パーセント以内ということ
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だったんですけど、多くの事業がですね、実際移行期間あまりその当初今交付している額からの

変動がないということで影響があまりございませんでした。ですので要求額ほぼ満額査定として

おるわけなんですけど、１点くらいですかね、ちょっと先方交付先との協議がですねまだ十分に

至っていないということなので、移行期間30、31年度移行期間としておりますので次年度にはそ

のあたり反映させていくので、今回については、従来の額で据え置いてほしいというような、そ

ういった要求がございましたので、そのとおり査定をしておるところでございます。あと、せっ

かくですので、全体のですね、補助金以外にですね、その経常経費を削減するような取り組みに

ついてちょっとご説明の方をさせていただきたいと思います。経常経費の削減については、特に

秘策というようなものは無いんですけれども、事業コストの節約のためにですね何ができるのか

職員が知恵を出し合いながらですね地道な取組みの積み重ねで、経常経費の縮減を行っています。

住民さんに負担を削減分をですね押し付けるのではなく、内部のコストを下げていこうというそ

ういった取り組みを進めておりますけれども、具体としましては、出張にかかります高速利用料

のですね節減策としまして、高速の復路のですね利用を削減してですね、一般道の利用を推奨し

たりとか、あと業務の効率化を促して職員の時間外手当の縮減を図ったりだとかですね、その他

施設管理の関係では庁用器具の調達にかかります契約の見直しとしまして、割高なリースから買

取に変更したりとか、あと照明器具をLEDに変更してですね、光熱費の削減等を行っておるとこ

ろでございます。あと加えてですね町が作成しております各種事業計画書の更新業務等について

ですね従来多くをコンサルの方に委託をしておりましたけれども簡易な修正等であればですね職

員が自前で策定するとか、そういった形でですね費用対効果を意識した取り組み方法を進めてお

ります。あと経費の削減ではないですけれども、予算規模の適正化という観点から、各事業の予

算要求額と過年度の予算執行状況を照らし合わせて、必要以上に要求額を上乗せしているような

事業につきましては、実績に基づいてですね、要求額をセーブするというような指導の方を行っ

ております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木道則議員。 

○佐々木道則議員 

 ご答弁いただきましたように、引き続き経費削減に取り組んでいただきたいと思います。また

細部につきましては、先ほどありましたようにこの後予算特別委員会がございますので、その折

にご質疑をしたいと思いますのでよろしくお願いをいたします。続きまして質問２題目でござい

ます。これからはちょっと大変ちょっと重苦しい質問になって申し訳ないんでございますが、

２点目につきましては、公会計制度についてお伺いをしたいと思います。国においては地方公会

計の整備促進について、平成29年度までに全ての自治体において統一的な地方公会計基準による
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財務書類等を作成することとされています。このことは現在の予算決算制度は、いわゆる単式簿

記、現金主義でございますが、方式にて運用されておりますが、その方式ではその年度中にどれ

だけの収入があり、どのように支出したかという現金の動きはわかりますが、町において整備さ

れた道路や建物等のインフラ資産財産や、負債の状況、行政サービスに応じたコスト等を把握し

にくい事があり、新公会計制度において、公営企業会計と同様、複式簿記、これは発生主義でご

ざいますが、を取り入れ、資産、債務の適切な管理、財務情報のわかりやすい表示等を行い、現

行の単式簿記方式を補完するものとされております。本町においては、すでに決算統計値を基に

総務省方式改訂モデルにおいて財務諸表４表が作成され、公表されておりますが、その作成され

た財務諸表が今どのように町の財政運営に活かされているのかをお伺いします。また平成27年

１月に総務省から出されました統一的な基準による地方公会計マニュアルによりますと各地方公

共団体では地方自治法に規定する公有財産台帳や道路台帳等の各種をそろえることとなっており

ますが、これらの台帳は主に数量面を中心とした財産の運用管理、現状把握を目的としているも

のであり、資産管理の運用に無い固定資産税と異なります。このことにより、地方公共団体の財

政状況を表す財務諸表の作成に必要な情報を備えた補助簿として、固定資産台帳整備の必要があ

ると記されております。当町においても固定資産台帳の整備に取り組まれているとお聞きをして

おりますが、これは非常に町が所有する資産等も幅広く多く、これを全部洗いだして台帳に整備

していくということは、非常に困難な作業であると考えておりますが、現在の固定資産台帳整備

の町の進捗状況、またそれにより整備された固定資産台帳の今後の活用方法について町の見解を

伺います。 

○矢立孝彦議長 

 総務課河越主幹。 

○河越慶介総務課主幹 

 ただいま新公会計制度についてご質問をいただきました。まずですね財務諸表、現在作成して

いるものにつきましてどのように活用しているかという点について、お答えさせていただきたい

と思います。財務諸表及びですねこれを基にしました報告書につきましてはですね、通常の決算

報告、９月のですね決算特別委員会で、ごめんなさい、財務諸表報告につきましては、通常の決

算報告でですね報告の方をさせていただいてますけれども、実はこれを基しましたですね、分析

報告書等のですね報告につきましては半年後のですねだいたい年度末にですね、翌年の年度末に

作成する関係からですね、なかなか議会の方でもですね内容について触れる機会がございません

けれども、平成22年度からですね作成の方行っておりまして、毎年町のホームページでですね内

容を公表しているものでございます。現在ですね公表しております最新の財務諸表及びこれの分

析報告書なんですけれども、平成27年度決算に基づく報告書でございまして、この中で一般会計
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の分析報告としてですね上がっているポイントっていうのが主に５点ございます。少し紹介の方

をさせていただきたいと思いますけれども、１つがですね住民一人あたりの資産総額が大きいこ

と、これは公共施設等のですね資産が人口に対して多いということでございます。２点目、保有

する資産の老朽化率が他の自治体に比べて低いこと、これはですねまだそういった公共施設が比

較的新しいということを指しております。３点目、町の負債総額、起債の残高がですね、他の自

治体よりも多いこと。４点目、プライマリーバランスこれ基礎的財政収支のことでございますけ

れども、これが悪化傾向にあるということ、これにつきましては、ちょっと27年度起債の償還に

対して新規の発行額が多かったためこうした分析になっていると思われます。最後５点目、町の

行政コストがですね67.9億円に対して収益１億円で、受益者負担の割合が他の自治体よりも低い

こと。これ行政サービスの提供に対します各種の料金設定が安いということを指しております。

以上５点指摘があったわけですけれども、これらすべてですね実は安芸太田町第二次行財政改革

におきます改善項目の方に盛り込ませていただいてるものばかりでございます。１、２点目で申

しました公共施設の関係はですね、総合管理計画の方を策定し、総量削減に取り組むこととして

おりますし、３、４点目起債発行額の縮減につきましては、投資的経費を減らして起債残高の減

少に取り組むこととを改革大綱の方に明言しております。また最後の受益者負担の関係につきま

しても、上下水道使用量とかあと生涯学習施設の料金設定のあり方について見直しを進める方針

としておるところでございます。このように町のですね行財政運営の方針決定に際しまして、財

務諸表の分析結果を参考として取り入れさせていただいてる、そういうふうに有効に活用してお

るところでございます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木道則議員。もとえ、総務課河越主幹。 

○河越慶介総務課主幹 

 すみません、固定資産台帳についてちょっと触れるのを失念しておりました。申し訳ございま

せんでした。固定資産台帳整備の進捗状況とですね今後の活用方策及び課題についてでございま

す。固定資産台帳をですね全ての地方自治体が昨年度末に整備することがですね国の方が求めて

おりましたので、本町につきましてもですね、作業非常に大変だったんですけれども、28年度中

に整理を終えております。あと今後の活用方法なんですけれども、固定資産台帳単体で活用する

というのではなく、台帳と財務会計の仕分け結果をですね相互にリンクさせることで、例えば新

設ごとの維持管理費を把握したり、あと町の将来負担のシュミレーション等にですね活用できる

というふうに考えております。課題なんですけれども、まだ新公会計制度移行して初年度ですね、

その財務諸表分析等の成果品がですねまだ納品されていない関係で、まだ少し私の方もですねぴ

んとこないところがあるんですけれども、おそらくですね、どうでしょう、数字を基に客観デー
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タをはじくというのは可能だと思うんですけれども、それをどう実際の課題解決につなげていく

か、そこが難しいんかなというふうに考えております。数字をもって課題分析等をですね行って

また住民さんとかに説明するのは大きな説得力を持つと思いますけれども、行政運営特に地域と

か住民さんと距離が近い地方自治体におきましては、理屈とか道理だけでは物事動きませんので、

あくまでもですね補助的なツールの一つということで、ちょっと接していきたいなというふうに

考えております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木道則議員。 

○佐々木道則議員 

 ただいまのご答弁をいただいたことで、かなり当町においては、その公会計制度の運用が進ん

どるといいますか、取り入れられとるなという思いでございます。私もこの議員出させていただ

いて昨年から町の監査をさせていただいておるというような関係で、この公会計制度についても

ですね、不勉強でございましたので、昨年11月にちょっと研修の方へ公会計の研修の方へ出向か

させていただいて、色々100パーセントではございませんが、勉強をさせていただきました。そ

の中でですね、お聞きした中で、いわゆる公会計制度のなぜこれを町とかいう自治体に取り入れ

てやるのかというようなことでございました。その中でまず１点目に先ほどにもちょっとお話が

ございましたように、財務指標の設定でございます。いわゆる財務書類に係る各指標を設定して、

先ほどありました資産の老朽化率等を踏まえて、公共施設等のマネージメントをするというのが

大きな目的でございます。２番目はやはり適切な資産管理。将来の施設更新、必要額の推計、施

設の更新時期の平準化でございます。３点目にいわゆる債権の徴収体制の強化と言いますのは、

先ほど言いました財務諸表、貸借対照表には必ず今度債権額が載って参ります。これを30年度の

予算書で見させていただきますと、歳入の中に各課が不納の額をお持ちですが、これを集計いた

しますと約680万前後の歳入を予定されております。というようなことが、この公会計制度の貸

借対照表から読み取ることもできますし、また今は各課において個々にその徴収業務にあたられ

ておりますが、これを庁舎内全部の情報として共有していただいて、その徴収業務にあたること

も可能だというようなことが言われております。せっかくでございますので、資金及び大変な労

力をかけて作られたものでございますので、有効なる利用をしていただきたいと思います。公有

財産台帳作成における重要な観点でございますが、この大変な苦労ということは、先ほど言いま

したようにインフラ資産の拾い上げが大変だと思います。道路等は特にもう何年来何十年来とあ

りますので、そのいわゆるこれを作るための簿価、これは基準で決まっている、55年以前は確か

１円だったと思いますが、そういうふうに国の方で決めておりますので、この台帳整備がされた

ことによりまして、減価償却の累計額が算出をされます。その累計額が信頼性のあるものでない
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と、せっかく作られた財務諸表が制度の高いものになってこないということで、先ほど言いまし

たセミナーにおいては、各自治体の方もこられてましたんで、ちょっとお話しする機会もござい

ましたんで、お聞きすると、いわゆる短期的にでもですね、公認会計士等の専門委員を雇われて、

いわゆるその積み上げにはかなり苦労をされておりました。というようなことで、町においても

ですね、今後そのようなこのことによって町の財政が一気に好転するわけではございませんが、

そういう観点からも町においても例えば短期的にでもさっき言いました有償でも専門員の方にご

協力をいただいてですね、完全なる固定資産台帳が作成するお考えがあるかどうかをお聞きをし

たいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 総務課河越主幹。 

○河越慶介総務課主幹 

 最後の公会計台帳がですね実際と突合しているかといった点につきましてでございますけれど

も、道路の底地等も含めますとですね数万にわたるような財産ございますので、最初から完全な

ものかと言われると本町においても確かにそうでないものも一部には確かにあろうかと思います。

もしもですね今後現況と異なるようなですね、試算があればですね適切に修正の方してまいりた

いと思います。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木道則議員。 

○佐々木道則議員 

 先ほど言いましたように、私もまだ勉強中でございますんで、出来ましたら力を合わせていい

ものができるように協力をさせていただきたいと思いますんでよろしくお願いをいたします。そ

れでは続きまして３点目の質問でございます。先ほどご質問いたしました固定資産台帳の質問に

関連をしておりますが、公共施設等管理計画についてお伺いをさせていただきます。国において

は長期的な視点にたった老朽化対策の推進、適切な維持管理、修繕の実施、トータルコストの縮

減、平準化、計画の普段の見直し、充実により、公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進を

するために、公共施設等総合管理計画の策定が求められております。このことを受けて町におい

ては平成29年３月に安芸太田町公共施設等総合管理計画が策定をされています。その管理計画の

中に建物資産について、建物資産の総延床面積を20年間で30パーセント以上削減することを目標

とされております。この目標を達成するためには、この目標を基に短期、中期的な目標設定を定

め、定期的な進捗チェックが必要と考えますが、このことについて町の見解を伺います。もう

１点、今後40年間で維持修繕に係る整備額は、過去の投資的経費を大幅に超える費用が見込まれ、

その計画書に中に示されております。この財源をどう賄っていかれるのか、またこの財源を賄う
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ために、例えば新たに公共施設修繕基金等を新設し、積立てていくことが私は必要ではないかと

考えますが、町の見解を伺います。 

○矢立孝彦議長 

 総務課河越主幹。 

○河越慶介総務課主幹 

 ただいま公共施設の管理についてご質問の方いただきました。その中でまず計画にそったです

ね進捗のチェックの必要についてご指摘をいただきました。この点についてでございますけども、

公共施設の適正配置、あと総量削減の取り組みにつきましては、総合管理計画のですね策定手始

めとしまして、今後施設類型別に個別の計画してですね、その中で集約化の必要であるとか、あ

と将来的に除却を進める施設に位置付けるのかと、そういった方向性を示していく必要がござい

ます。今年度につきましては、役場庁舎のですね整備方針とかあと幼保施設のあり方検討をです

ね、関係課交えて進めておりますけれども、こうした作業一つ一つ積み重ねることで計画素案の

基礎としていきたいというふうに考えております。新年度に入りましたらですね行財政審議会の

方を開催しまして、この中でたたき台を基にですね、意見交換重ねて、公表版の完成の方を目指

して作業を進めたいというふうに考えております。少しちょっと前置きの方が長くなったんです

けれども、ご質問の公共施設の総量削減の進捗管理のあり方についてでございますけれど、まず

施設別にですね、どういったスケジュールで除却等を進めるかといった点につきましては、大ま

かながらにはなると思いますけれども、個別計画の方にですねあらかじめ示しておく必要がある

と思いますし、また実際の進行状況のですねチェックというものにつきましては、継続的に行財

政審議会の方にですね報告して、マネージメントするとともに、必要に応じましてですね目標の

時点修正等につきましてもですね柔軟に対応していきたいというふうに考えております。また次

に基金のですね積立て造成をしてはどうかといったご提案の方でございます。ご指摘の通りです

ね将来的に公共施設を継続的に維持管理していくためには、多額の予算が必要でございまして、

また基本的に特定財源をですね、なかなか見込めないということから現在も施設修繕に係る予算

を捻出するのに大変苦慮しているような状況でございます。このあたり計画性を持ってですね、

修繕費を積み立てるという提案につきましては、安定的な財政運営を果たすためには、非常に大

切なことだというふうに認識しております。しかしながら地方自治体を取り巻く環境はですね人

口減少に伴いまして、歳入予算の減少とか、あと地方創生にかかります財政需要の高まりなど不

透明感漂う中でですね、公共施設の管理予算だけをですね綿密にマネージメントしても計画倒れ

になりかねないですし、真に優先して取り組むべき経済対策とか、定住施策の財源が確保できな

いというのも本末転倒ですので、結局のところ時々の状況を見ながら予算を査定していくという

のが現実的なのかなという気もしております。そうした意味ではオールマイティーに使えます財
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政調整基金の方で予算を管理していくのが様々な環境変化に柔軟に対応できるのかなというふう

に考えてます。ただこの点につきまして、色々判断が分かれるところでございますので、今後の

行財政審議会の方でですね議論してまいりたいと思いますし、あと国が地方自治体の財政調整基

金のですね積みあがることを非常に牽制する動きもございますので、そのあたりも考慮しながら

ですね総合的に判断の方をさせていただきたいと思っております。よろしくお願いします。以上

です。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木道則議員。 

○佐々木道則議員 

 ご答弁がありましたように、定期的な進捗チェックについては、よろしくお願いをしたいと思

います。いわゆる先ほどありました公共施設の修繕基金の新設についてでございますが、言われ

ましたように財調、財政調整基金ですね、確かに自由に使えますし、縛りがございませんが、先

日いただきました、３月現在の基金の状況表をいただきましたが、それを見ますと財政調整基金

が今のところ30億だったように記憶をしております。今後ですね交付税の減少、また町税等の減

少によってですね、予算編成における基金の取り崩しがですね、今年もおそらく３億、30年度も

３億程度の取崩しで予算が編成されていると思います。言うようなことでその基金の取り崩しで、

予算が編成をしていくということが常態化していくとはいかないにしても、見込まれますので、

いわゆるこの公共施設の修繕基金については、先ほど言いましたように、ここの基金については

ですね国の方も目をつけてですね、あまっとるところについては、召し上げるというような感じ

でございますが、とはいえ、この先ほど言いましたこの公共施設の現在の施設をですね維持修繕

していくためには必ず修繕費が必要でございますので、その点はお含みおきをいただいてですね、

ぜひ基金の新設等が検討していただくというご回答でございましたんで、そこらあたりを考えて

いただいてですね、せっかくの町の財産、町民の財産でございます。公共施設はきれいにですね

みなさんにお使いいただくように今後とも、その修繕等には、修理費等もかかって参りますが、

その基金をいくらかでもですね積み上げるようなことを考えていただいて、取り組んでいただけ

ればと思います。以上でございます。以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○矢立孝彦議長 

 これをもって午前の一般質問を終了します。しばらく休憩します。 

              休憩  午前11時40分 

              再開  午後１時30分 

○矢立孝彦議長 

 それでは、午前中に引き続き一般質問を行います。10番吉見議員。 
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○吉見茂議員 

 10番議員の吉見でございます。それでは一般質問に入るまでに、少しお話をさせていただきま

す。この１月に大雪が降ってですね、非常に加計の町も安芸太田町全体もですね大変だったと思

いますけれども、私が２月に地域の方を歩かせてもらってるんですけれども、その中で住民の皆

様が特に言われていたのが、本当に除雪をしっかりしてもらって本当に助かりましたと。非常に

感謝をされていたのがとても印象的でありました。ただ感謝はしているけれども、どうせやって

頂けるんであれば、もうちょっと丁寧にやってほしいなとか、もうちょっと配慮してやってもら

いたいなというようなご意見もいただきましたので、そのことはまた建設課長さんの方にもお伝

えを申し上げました。それと除雪に続いて、非常に興味があろうかと思われる観光協会、観光協

会の解散についても非常に皆様関心が高い、色々回っても観光協会どうなったんかねと、今まで

しっかり町と力を合わせて頑張っていたのに、何で解散をしないといけんかったんかねというよ

うなご質問も非常にたくさんいただきました。あと新聞報道で地域商社のことについても、いっ

たい何ができるのというようなこともあったし、新聞を見られて、へーこんなんができるんかと

か、なかなかその住民の人にはですね伝わっていないという部分も多くて、この新聞等で初めて

知ったとかいうようなことも言われてました。ということで、今日はそのことを中心に一般質問

の方をさせていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。まず１番目、除雪に

ついて（商店街）と書いてありますが、これは加計の商店街のことであります。まず最初に大雪

が降った時に私も家に帰るのになかなかたどり着けなかったような状況もありましたが、家にい

たときに電話をいただいて、加計の町大雪で大変なんよと商店街が、というお話をいただいて早

速見に行かせていただきました。車で行きましたがとても車で上の国道ありますけれども、そこ

にあがることもできないような状況で、歩いて上がりましたが、とても車が行きかうような国道

ではないというような状況で、皆さんもご存じの方もあろうかと思いますが、ここ加計商店街の

上の道の国道であったりとか、下の町道もありますけれども、そこについては20数年前から地域

の要望もあったりして、除雪をしないという判断をされてずっとここまで来ております。ただ今

まではそんな今回のような大雪でなかったのかもしれませんが、今までは何とか地域の力で除雪

作業をされとったというような状況だったんですが、今回のその大雪については、とても個人の

力で全てをのけきるということができないというようなことで、もう１週間くらいずっと雪が残

ったような状況で、バスも通らない、お年寄りが病院に行こうと思ってもバス停が遠くなったん

で歩いてバス停まで行こうと思ってもなかなか歩くのも危ないとかいうような状況がありまして、

これはどうもこのままじゃよくないということで、商店街の方をずっと歩いて、商店街の皆さん

と色々話をしながら、やっぱり除雪をしてもらった方がいいねとかいうような話もずっとさせて

もらいました。そこで質問ですけども、加計商店街の国道町道は現在除雪がされておらず今回の
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積雪により広電バスの運行ができない状態となっておりました。町長としてこうした状況につい

てどのような認識を持たれ、今後どのように対応されようとしているのかをお尋ねをいたします。

課長の方からもたぶん説明があろうかと思います、回答があろうかと思いますが、ぜひ町長にも

一言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 

 私の方からこの度の積雪また寒波は何年振りかという状況でございます。この何年ぶりかの経

過の中に、先ほどご質問ありましたように、地域の皆さんが除雪をされておった、その体制がそ

の通りでなかったというところに今回の雪が降ったものと思います。従いましてこれほどの雪が

毎年続くものではありませんが、やはり地域の皆さんの力が落ちておると申しますか、やはり人

口減少が大きな原因だろうと思いますが、そういった状況を鑑みながらご意見を賜りながらです

ね、また次年度あるいは大量に雪が降った時、それぞれのことを考えながら対応策をたてていき

たいと思います。また具体的な取組につきましては、建設課長の方より報告させてもらいます。 

○矢立孝彦議長 

 建設課田中課長。 

○田中啓二建設課長 

 除雪に関して建設課の方からお答えをいたします。加計地区の商店街でございます。特に国道

434号線につきましては、道路幅員の大半が幅員７ｍ以下であるということ、また沿道に家屋・

商店が立ち並んでおります。日中沿道利用のための駐車車両が多い状態でございます。こういう

事情、また商店街側からの意向もございまして、この場で除雪が除雪機械によることが作業が行

われてこなかったというような経過があろうかと思います。これまでの積雪の際には各商店、各

戸におきまして水路等を利用した除雪排雪が行われてきたものというふうに考えております。そ

うした中で本年１月の大雪の際には、路線バスがバイパスを迂回運行をするというような状況が

ございました。こういう状況を受けて国道を所管しております広島県の方にも町の方から何らか

の対応ができないものかという要請をいたしました。そうしたところ、県の方でも山崎交差点の

夜間除雪でありますとか、商店街につきましては地域の了解をいただいたうえでの融雪剤の散布

ということを行っていただきまして、状況の改善に取り組んでいただいたということはございま

す。今後の商店街への除雪につきましては、先ほども町長が申し上げましたけれども、広島県と

も連携しながら、地域の皆様のご意見を伺いながら適切な方法を検討してまいりたいというふう

に考えております。また商店街のみならず町内全般の除雪につきましても今年度行いました中で

の課題等踏まえて、また今後も適切な除雪ができるように取り組んでまいりたいというふうに考
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えております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 吉見議員。 

○吉見茂議員 

 ありがとうございます。町長からも建設課長からも前向きな形で今後取り組んでいただけると

いうことで、地域の方もですね今までは個人では課題は感じていてもなかなか全体でこうやって

いこうというような話にはなっていなかったというふうに聞いております。今回の大雪によって、

多少その思いも変わられて、なるべく地域全体でいろんな話をされて、意見をまとめ、町と建設

課等と相談をしながら一番いい除雪の方法であるとか、いうことを一緒に考えていきたいという

ふうに言われてましたんでぜひ今シーズンもう雪は降らないとは思いますけれども、次年度の雪

が降るシーズンまでにはですね、ぜひ町と地域と一緒になって解決策を探っていけるようによろ

しくお願いいたします。続きまして２番目の観光協会に入らせていただきます。観光協会につい

ては新聞報道もされております。非常に個人的にはですね、残念だったなという印象が非常に大

きい。出来れば残して今後も町と一緒になって観光立地を目指してやっていくのがよかったなと

個人的には思っておりますが、今となっては解散を決意されということになりましたので、元に

は戻れない状況にはなっておりますけども、中国新聞の方にもこの事態を受けて町もその原因究

明、なぜこういう解散をする状態になったのかと。当然観光協会の中の話でもありますからなか

なか町が中に突っ込んで話はできないということもあろうかとは思いますけれども、今までずっ

と車の両輪のごとく一緒にやっていた観光協会、そこに対して色んな課題が生じたときにいち早

く協議をし、この最悪の事態を招かないような状況にすべきだったのかなというふうには思いま

すんで、質問に入ります。観光協会が解散の方向で進んでおりますが、町はこれまで観光協会に

対して事務局長の全国公募やその事務局長の人件費の負担等、連携をして観光事業の発展を図っ

てこられました。町長として今回観光協会が解散をしなくてはならなくなった原因はどこにある

と考えられているのか。また最悪の解散を回避する方法は無かったのかということをお尋ねをし

たいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 観光協会が解散した原因は何か、またそれを回避する方法は無かったのかというご質問をいた

だいておるところです。ご質問の中にもありましたように観光協会独立した一つの組織でありま

す。でありますので、我々が介入というようなこと、あるいは高圧的な意見を持つということも

ですね控えるべきだろうと思っております。そうした風な中で、去年の秋口から、我々も指定管
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理をお願いしとる組織でありますし、補助金をお願いをし、事業を共にする組織でありますので、

我々が若干危惧しておることについて、たびたび意見交換をする場を持ちましたが、その意見交

換をするという過程の中でやはりお互いの課題あるいは問題がですね、共通認識に至らなかった

ということが一つはあるのかなと思っておるところでございます。そしてその解散を回避する方

法は無かったのかということですが、これはまさに一般社団法人観光協会のご判断でございます

ので、我々がということには至りません。しかし今まで一緒に仕事を共に取り組んでまいりまし

た。この仕事をこの４月からも空白を生じることなく取り組むということが大きな課題でござい

ます。その課題を解決するためには、観光協会の方におかれましても、充分なる引継ぎ体制をで

すね十分に取っていただくことが先ほど申しますような空白を作ることが無く、またスムーズな

引継ぎになるんだろうと思っておるところでございます。 

○矢立孝彦議長 

 吉見議員。 

○吉見茂議員 

 ちょっと僕も聞き逃したのかなと思いながら、直接その原因はどこにあるかですね、観光協会

が解散をしなくてはいけなくなったのか。町には直接責任は無いにしても、町として当然指定管

理もし、今までやってきた観光協会に対してただ協会の中でごたごたあったんで、解散になった

じゃなくて、町はその観光協会の解散になったことに対して直接的な原因はどういう事だと理解

をされているのか、そしてそれを今後同じような団体が出たときの反省材料ともなろうかと思い

ますんで、ぜひ町として観光協会解散に至った原因をどう把握されているのか、そこらをお聞き

したいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 観光協会の解散の判断は観光協会がされたものであります。そこに至る過程の中で先ほど申し

ますように私たちが指定管理をお願いしとる領域であります。また補助金を出してともに事業を

する領域がございます。そこらのことを新しい年度にどのような形で進めて行くかってことをで

すね、お互いに課題を持ちながら原因を究明するという形で色々と話を重ねて参りましたが、そ

のことの結果としての観光協会が判断されたものでございますので、我々が先ほど申しましたよ

うにそこへ介入する余地はございません。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 
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 若干補足しますと解散の決定は協会がされましたんで、町長が申しましたように、うちが関与

することではございません。それと１点議員がおっしゃる原因ということに関しましては、町も

昨年10月から今回に至った原因を求めて参りました。なかなか協会の方から回答無かったんです

が、最終的な議員さんにも文書をお配りしておりますが、要は局長の交代が致命的であったとい

うことが報告されているところでございます。 

○矢立孝彦議長 

 吉見議員。 

○吉見茂議員 

 今副町長の方から事務局長の交代が致命的なということだったと思いますが、先ほど言われた

議員の方にも昨日全員協の中で今までの経過について文書をいただいて見させていただきました

けれども、その中で町が求めるものと観光協会が報告したものと違いがあるというような文書の

やり取りもあり、結局町はどういう解決方法を望んでいたのかなと、ちょっと首をかしげるとこ

ろもありましたが、見てみるとともに町においても当然観光協会においても、この観光協会をつ

ぶしたくはないという思いで多分最初から協議に入られていたのかなというふうに思っておりま

す。ただその色々な文書のやり取り、その協議のやり取りの中から、だんだんと解散に向かって

いったというようなイメージがございます。私個人的に思うのは事務局長の以前おられた吉田さ

んとスタイルは違っていたということもあり、その事務局長の仕事に対して職員がなかなかうま

く対応できなかったというようなことだろうと思うんですが、ただ私が言いたいのは、個人がな

かなか難しくなったというのはしょうがないにしても、その人物だけとは言わないけれども、そ

の周りも含めてですが、それがまずかったから観光協会そのものをつぶしてしまうというか、な

くしてしまう。そのことに対して非常にもったいないというふうに思っています。だからこそそ

の協議の中で何とか事務局長が悪いんであれば事務局長を何とか外す方法であるとか、解散しな

くてもいい方法が協議の中で考えられたんじゃないかなという意味も込めて、その原因を聞き、

次の反省にいかしてもらいたいなという意味で質問をさせてもらいましたが、いかがでしょうか。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 先ほども申しましたように、その原因については協会から町の方に報告されたことを述べてい

るだけで、その解散も協会の方が決められたわけですから、町がどうこういう事を答弁すること

はたぶんできないと思います。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 吉見議員。 
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○吉見茂議員 

 わかりました。町の姿勢というのはそれは観光協会のことなので町は今まで関わりはあったけ

れども、解散については全く責任もないしという回答でよろしいでしょうかね。 

 （「よろしいことはない」の声あり。） 

○矢立孝彦議長 

 ４回目でございますけれども、同一質問事項の中で３回ですから後ほどの質問の中で工夫して

質問ください。次の質問に移ってください。 

○吉見茂議員 

 それでは次にまいります。地域商社でございます。この地域商社についても議会の方には説明

は度々ありました。ただ住民の方に対しては、ほとんど説明が無かったように感じております。

住民の人にとっては、新聞報道がされて初めて「ああ、地域商社ができるのか。」というような

話もされておりました。ということで今日地域商社についてちょっと質問をいたします。今年

４月から地域商社を立ち上げる予定とされているが、その内容については住民に詳しい説明がさ

れていない。地域商社設立は、町民の課題をどう解決していこうとされているのか具体的にお尋

ねするということで、１、設立から３年間の具体的な事業計画を策定すると前回言われておりま

したので、その計画は策定済みか、今からその策定をされようとしているのかお聞きします。

２番目、公募職員、町からの出向職員、地域協力隊員によって事業を行うと聞いておりますけれ

ども、現場の責任者は誰を予定されているのか。これは武藤さんの方が現場責任者となられると

いうことをこの質問の後わかりましたので、それはよろしいです。その場合、公募職員の身分保

障というか、どうするのか。解散ということは無いかとは思いますけれども、解散した場合その

公募した職員は町の職員になるのか、それとも解雇されるのか、そこらについてお聞きをします。

３番目道の駅の管理を理事長が町長の社団法人に指定管理することは可能か。これたぶんもう指

定管理すると言われてますんで、可能だと思いますが、町長の名前と社団法人の理事長が同じ名

前ということで、これは前にも三セクであるとか色んなところで協議をされたと思いますが、本

来であれば名前を変えてされるのかなというふうに思いますが、そこの確認を一点させてもらい

たいと思います。４番目、地域商社は期間限定の組織なのか、ずっと続けていく予定なんだと思

いますけども、将来的には今は町の職員の出向、公募職員、地域協力隊員と様々な方が集まって

組織をされてスタートするという事になっていると思いますけど、将来的にはどのような体制を

予定をされているのかを聞かせていただきたいと思います。５番目、新たな事業展開をする場合、

町民の協力なくては事業の成功は無いと考えますが、これまで地域商社の内容について、住民で

あるとか、または関係団体と協議をされたことはございますでしょうかという質問５つでござい

ます。 
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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 

 地域商社についてのご質問に対してお答え申し上げます。まず設立から３年の具体的な事業計

画の策定でございますけれども、これまでに平成30年度の事業計画及び３年後に達成する経営目

標について作成を行いました。また人的投資の前提となります中期計画も作成されております。

昨日の地域商社あきおおたの運営についてのご質問への答弁の中でも触れさせていただきました

が、来年度は人・仕組みの基盤づくりの年になります。その仕組みを使いこなしながら結果を見

届けてさらに新たなチャレンジを持って発展を目指してまいりたいと思っております。２つ目の

現場の責任者については、当法人の業務執行理事であります私が本部長として、その任を負わせ

ていただきます。３番目のこの法人が解散となった場合の対応でございますけれども、解散され

た場合は、この法人と職員との雇用契約は解約されることになりますが、個々の職員への対応に

ついては、その状況次第となります。その状況が今現在全く想定できませんので、その対応方法

についてのお答えは出来かねますことをご容赦ください。次に理事長が町長であるこの一般社団

法人を指定管理にすることに問題はないかというご質問でございますけれども、指定管理を含み

ます安芸太田町と一般社団法人地域商社あきおおたとの契約に関しましては、地域商社理事会の

承認及び安芸太田町としては議会での決議を持つことで、利益相反が問題になることは無いと認

識しております。地域商社あきおおたにおきましては、この理事会の承認の必要性については、

定款にて定めております。次に地域商社は期間限定の組織かということでございますけれども、

定款上で期限は設けておりません。将来の発展また将来の状況に応じて、公益社団法人ないしは

株式会社への移行も検討してまいります。最後の５番目のご質問ですけれども、地域商社の内容

について、住民の方々、関係団体との協議をしたことがあるかというご質問ですけれども、地域

商社機能の必要性に関しては商いの活発化のための組織として、第二次長期総合計画の策定時に

住民の方々並び関係団体とは十分に協議されていると認識しております。それと今年度具体的な

設立の検討段階におきましては、関係団体からはご意見を伺う場を持っております。そして今後

は地域商社あきおおた推進協議会を設立してその場を通じて定期的に運営状況についてご報告し、

広く意見を頂戴しながら事業を進めてまいりたいと思っております。また機会をとらえて、直接

住民の方々との意見交換も積極的にしていく所存でございます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 １点ほど補足させてください。道の駅の管理を理事長が町長の社団法人に指定管理することは
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可能かということでございますが、当然武藤が申しましたような観点もございますし、法的に申

しますと、この指定管理者の指定は通常の契約行為ではございません。要は行政庶務、要はいろ

んな許可をするとか認可をするとか行政庶務にあたります。いいかえれば行政行為でございます

ので、先ほど申しました利益相反は発生しないということは国の方にも確認をいたしております

ので、今回の指定議決につきましては町長が町長にしておりますが、今度協定書につきましては

また内容を精査する中で決定していきたいというふうに考えております。 

○矢立孝彦議長 

 吉見議員。 

○吉見茂議員 

 地域商社については、私個人的には期待を半分、不安を半分抱えておりますが、現場責任者が

誰になるのかなというのが非常に関心だったんですが、聞けば武藤さんの方がされるということ

で、若干期待が高まったというふうに思います。ぜひ今から住民の方にもしっかりと説明をいた

だきながら、希望の持てるその地域商社になるよう期待をしておりますので、よろしくお願いい

たします。最後の質問に入ります。法定手続きと書いてありますが、事務手続き、行政の、こと

についてお話をちょっと聞かせていただきたいというふうに思います。まず最初ですが、普通財

産の貸付土地に対して購入されたい方があった場合の手続きはどうなっているのかというのは、

当然財務規則の方にのっておりますんで、私も重々知っていますけれども、確認の意味を込めて

担当課の方でもよろしゅうございますんで、どういう手続きをするのかをお願いしたいというふ

うに思います。続いて旧ＪＲ用地の無断使用に対して町として手続きはどうしているのか。旧Ｊ

Ｒから用地を町の方に移管されてもう相当の年数がたちますけれども、未だもってＪＲの、旧Ｊ

Ｒの土地、普通財産になっておりますが、その土地が住民の方がずっと使われとる、無断使用と

いうことがあろうかと思います。このことについては、非常に手続きというか対応が難しいとい

うのも私も重々わかっておりますが、ただ全く何もしないということでは、将来的にも非常に不

安を残すことになると思いますので、今現在こういう形で進めようとしているよとかいう話がご

ざいましたら聞かせてもらいたいし、今現在、明らかに無断使用されている箇所が今どのくらい

あるのかをもしわかれば教えていただきたいというふうに思います。次に今回の不祥事案におい

て補助金取り下げの手続き、損害賠償手続きはどう行われているのかという質問でございますが、

一つ損害賠償の関係で確か９万９千円弱のお金を本人さんに賠償として受け取ったという話があ

りました。12月にですねその事務手続きの起案のコピーを提出依頼をいたしましたが、副町長の

方は検討すると言われてもう数ヶ月経つ状況でございます。本来であればもし起案があるのであ

れば、コピーですからすぐ出していただけるのかなというふうに思いましたけれども、今日まで

いただいてないということは、変な勘繰りじゃありませんけど、その起案をしてなかったんじゃ
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ないかなというふうな疑いをされることもあろうかと思いますんで、もしあるんであれば早急に

起案のコピーをいただきたいなというふうに思っておりますが、それとあわせて補助金申請の取

り下げでございますが、今までの説明では２年事業で１年目の方にその文書偽造ということで不

祥事があったということで、２年目の事業についても申請してたので、それを取り下げますよと

いう説明がございました。ただ私考えるのに、２年事業で１年目やってそれをベースに２年目に

やる事業ですけれども、それが１年目に不祥事、文書偽造をしていたので、だめになったという

ことになると、２年目は申請をしていてもそれは当然申請の取り下げじゃなくて、もう県の方か

ら言えば全く対象外というような感じもいたします。この取り下げの手続きをされた経過という

か当然県との関係もありますから、県とどのような協議をされて県の方から取り下げしちゃった

ほうがいいですよと言われたものなのか、町自らがこれは不祥事があったんで自らが取り下げま

すよってあげられたものなのか、そこらはよくわかりませんけれども、そこらがもしわかれば教

えていただきたいし、その起案のコピーがあれば原本があればコピーを見せていただきたいなと

いうふうなことを考えております。 

○矢立孝彦議長 

 総務課河越主幹。 

○河越慶介総務課主幹 

 まず普通財産の貸付土地から売買への手続きについてご質問をいただきました。普通財産土地

の売買につきましては、安芸太田町財務規則及び安芸太田町普通財産処分事務取扱要綱にのっと

って事務手続きの方を行っておりまして、貸付土地についても同様でございます。実際の事務の

流れとしましては、土地の使用者の方から購入希望の申出をいただきました時点で、所定の様式

でございます財産譲受願を提出していただきまして、その後売却方法の検討を行います。ご存じ

のとおり通常であればですね、一般競争入札で売却を行うところが基本でございますけれども、

事務取扱要綱には、性質とか目的が競争入札に適さない場合は随意契約によって売却が可能とい

うできる規定の方が設けられております。ご質問に関連した項目のみ簡単にちょっとご説明しま

すと、一つが過去に譲渡を受けた公有財産で、用途廃止によって生じた普通財産について、その

譲渡者等に売払うとき、一、貸付中の普通財産を継続して３年以上借受け使用しているものに売

払うとき。一、不整形地等で単独利用が困難な土地、または接面する道路が狭いため単独で利用

することが難しい土地で隣地と一体利用することで利用効率が高まる土地を隣接の所有者等に売

払うとき。一、希望者の用途及び方法が適正であると認められかつ隣接土地所有者全員及び利害

関係人から同意を得られたとき。こういったふうに定められております。売却方法の決定にあた

りましては、これらの規定に合致する事例かどうか、また利害関係者が他にもないか等をですね

総合的に審査しまして、随意契約、競争入札いずれの方法が適当か判断を行っております。以上
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のプロセスを経て売却手続きを行っている状況でございます。次に２点目の旧ＪＲ用地のですね

無断占用への対応等についてという事でございます。旧ＪＲ用地のですね無断使用については、

平成22年度にですね橋梁施設の点検とあわせて専用物件調査というものを実施しまして実態の把

握の方を行っております。当時の調査結果によりますと町内全域で111件のですね占用事例がご

ざいまして、内容としましてはですね農作業用の資材の仮置き場としたり、自家菜園として使用

していると言った例が大半でございます。こうした占用に対します是正勧告等の対応でございま

すけれども、資材の仮置き等につきしては、現在のところ公益上とか財産管理上ですね、大きな

障害がございませんので、当面は少し状況を見守りたいというふうに思いますけれども、明確な

意思を持ってですね、土地を使用されているような事案につきましてはですね、もう少し使用者

の方をですね特定したり、あと使用許可申請をですね提出してもらうとか、もう一歩踏み込んだ

対策ができないか少し検討の方をさせていただきたいと思います。また前回の調査からですね相

当年数が経過しておりますので、先ほど議員からもありました直近の状況はというのがありまし

たけれども、このあたりが把握できておりませんので、現況の状況についてもですね把握の方に

ちょっと努めたいと思います。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 ３点目に今回の不祥事事案に関しての補助金申請取り下げの手続き及び損害賠償手続きがどう

行われているのかという質問でございますが、まず損害賠償手続きの方につきましてご説明申し

上げます。平成27年度事業の町の４件の補助金につきましては、特別委員会の中で説明させてい

ただいておりますような内容でございますが、色々内部及び監査委員さんとの協議、それと弁護

士等との協議で町といたしまして、その４事業にかかる加算金９万９千なにがしについては町の

損害であるという認定を行い、これを請求するという伺いを８月26日に起こしておるところでご

ざいます。その８月26日の庁内での決定を受けまして、翌８月27日に私と企画課長で元職員本人

と面談をいたしました。そこで今回の27年度事案等々につきまして説明をし、地元の方から補助

金を出しているお金を返してもらっているとか諸事情を説明いたしました。そうするとその場で

元職員の方がその９万９千円については、私が支払ををしますということを口頭で報告を受け、

８月31日に元職員の方からその９万９千円の加算金について、私が支払いますという文書での申

し出があったところでございます。それを受けまして町では請求書及び納付書を本人に送付し、

９月７日に本人の方から入金があり、今雑入の損害金という科目で入金をしてもらっておるとこ

ろでございます。厳密に言えばやはり損害賠償、要は地方自治法に基づく損害賠償を監査委員さ

んの意見を求めてする方がベストであったというふうな若干反省はございますが、事案の早期解
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決等々含めまして、本人からの申し出それと今回起こした事案に鑑みると、要は全額を本人が負

担すべきという判断をいたしました。過失の度合いの大きさから、そういった意味で今回の手続

きとなっておりますのでご理解をいただきたいというふうに思います。それと補助金申請取り下

げ、これ平成28年度事業の部分でございますが、平成27年度事業の発覚、不正発覚から県と緊密

に協議をいたしまして平成27年度事業については取り消しを受け、返還をいたしたところでござ

いますが、数々のやり取りはございましたが、平成29年５月24日に町の方から広島県の方へ平成

28年度事業220万円の補助金について取り下げの申請を行い、同月５月30日に県の方から取り下

げの申請の承認をいただいたという流れになっておるところでございますので、町の方が県との

関係とか色々鑑みる中で、５月24日に取り下げ申請を行ってる、それが５月30日に認められたと

いう流れになっておりますのでよろしくお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 吉見議員。 

○吉見茂議員 

 まず普通財産の貸付けから売買手続き、聞かせてもらったとおり適正にされているものだと思

いますので今後ともよろしくお願いします。２番目の旧ＪＲの無断使用に対しての分についても、

前回よりちょっと増えたのかなと思いますけれども、相当な数があって、非常にこれを全て解決

するためには相当な時間も要するのかなというふうに思っておりますが、ぜひとも早目にですね

調査、前回から時間がかかっているのであれば、早めに調査をしていただいて、なるべくスムー

ズに返還であるとか購入をしていただくとかいう形で無断使用ということが無いような形を早急

に取っていただきたいなというふうに思います。３番目、不祥事の関係ですが、私が求めたのは、

損害賠償の方法ではなくて、その事務分掌というか、起案はどうなっているのでしょうかという

ことでご質問をさせてもらって、コピーをお願いしとるんですけど、今聞きましたら８月26日に

伺いはしていると、この伺いというのは起案ということでよろしいですか。そのコピーについて

は見せていただけるということでよろしいでしょうか。それとですね、私個人は損害賠償の９万

いくらかについても全て本人が悪いとは思いません。この不祥事の事件というか、この懸案につ

いては色々行政の方からもお話を聞いて本人の責任も大きいけれども、町の組織としての責任も

大きいんだということも町長自らおっしゃってましたし、当然この９万９千円の金額についても

全て本人が払う必要もなかったのかなと思います。その損害割合がいくらだったかというような

こともよくわかりませんけれども、ここで100パーセント本人が悪いんでいただいたと。でも不

祥事の責任、全体像としては本人の責任だけでなくて、町の管理監督責任であるとか、文書管理

の問題であるとか、今広報誌の方に防止策の方を一面から出されておりますが、そういう責任を

負った形の始末の付け方というか、いうことからすると、この９万９千円についても、全額請求
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する必要もなかったかとも思いますし、あと県の方に取り下げ申請をされたということですが、

その起案が当然はんこをついて文書を県の方に出すわけですから、担当者が起案を上げて町長の

判をいただいて、書類を送らせてもらうというのが本来の正しい姿だろうというふうに思います

が、その起案文書もいただければと思いますがいかがでしょうか。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 明日特別委員会がございますので、取り下げにつきましては、うちと県とのやり取りでござい

ますので、起案文書はコピーは渡せる、もう一つの方はちょっと若干第三者情報が入っとるとい

う部分がありますので、議会からの申請でございますのでおそらく出せるとは思いますが、若干

その辺のことを調査させてもらいたいと思います。明日提出する予定としとってください。それ

と加算金の９万９千円の責任の度合いということでございますが、これは自治法上の条文等読む

中で元職員の過失割合と申しますが、相当高いという判断の中で法律の専門家とも協議し、これ

は本人に全額請求することが妥当であろうという判断をくだしました。不祥事の報告で、報告で

出しております組織の責任等々についても痛感しておりますが、その部分は関係課長の懲戒処分、

トップ及び副町長の責任としての特例条例の提案ということで、この加算金の支払いの割合とこ

の組織の責任という部分は分けて考える必要があろうというふうに考えてるところでございます。

以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 吉見議員。 

○吉見茂議員 

 明日特別委員会の方が開催されるということなので、この不祥事の事案のことについては、ま

た明日お話をさせてもらいたいと思いますので、本日の一般質問については、これで終わります。 

○矢立孝彦議長 

 ２番田島議員。 

○田島清議員 

 ２番田島議員でございます。一昨日より一般質問後半になって参りましたが、私の質問の中身

について同僚議員が既に質問した中身と重複する部分が多少ございますが、できるだけ簡潔に端

折って答弁いただければというふうに思います。まず初めに本一般質問にあたり、同僚議員の重

複部分については重複するんでありますけれども理事者のみなさんにご負担をおかけすることに

なりますがよろしくお願いいたします。第二次長期総合計画策定に当たり、夢と誇りを持てる未

来につながる町づくりを目指し、合併10年を顧みて、町民の皆さんと行政が知恵と力を出し合い、
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新たな町づくりを進めるに至った。これから10年における最上位計画となる第二次安芸太田町長

期総合計画を進めているところです。計画の第７節ではコミュニティとして住民全体の町づくり

として協働と自治の町づくりを掲げています。昨日来、同僚議員の質問にもありましたが地域コ

ミュニティの主要拠点である学校施設が廃校になり、早２年が過ぎようとしております。自治振

興会活動の低下が懸念されるところも見られます。「あなたの力が必要です。ホットな心が通い

合う町」をスローガンに掲げておられます。地域住民の参画なしに施策の進展はありません。住

民の力を十分に発揮できる環境が必要です。それは安心・安全の住環境であり、不公平感のない

施策の推進にあります。住民の声を大切にし、協働と自治の町づくりがより進められることを期

待して一般質問に入りたいと思います。質問の１、公共施設のあり方について。１、公共施設の

有効活用による地域活性化及び未活用施設の整理跡地活用のあり方についてどのように進めるの

か質問します。公共施設の整備は、公共の福祉増進や、地域活性化の中核施設として期待されそ

して多大なる貢献をして今日に至っております。しかしながら平成の大合併及び引き続く過疎化

進行のあおりの中で、一定の役割を担ってきた公共施設の維持管理が困難な事態が到来している

のが現状です。そこで以下の事項について質問します。１つ、町は国の指導もあり平成28年度か

ら平成47年度まで向こう20年間の公共施設総合管理計画を作成し、平成29年度では戸河内ふれあ

いセンターや川・森・文化・交流センターの大改修などに事業着手しているところです。全体の

管理計画は作成されたとはいえ、肝心要の実施計画は作成されないまま、事業が行われています。

これでは町民及び関係者の理解と協力を得ることは到底できません。管理計画に基づく事業実施

においては地域住民の理解と協力が必要不可欠です。管理計画書にも住民の意思が反映された内

容となるよう、住民参加の計画づくりが明記されていますが、未だになされていないのはなぜで

すか。総論賛成各論反対の世論が高まり、円滑な計画の遂行ができない心配があります。いつま

でに住民参加型の実施計画を作成されるのかお尋ねします。２つ、公共施設の有効活用による地

域活性化について質問します。安芸太田町誕生からすでに14年を迎えようとしています。合併以

降新たに公共施設として学校などが整備されましたが、町においては公共施設の整備、有効活用

と地域活性化はどのように整理されているのですか。３、次に廃校施設などすでに役割を果たし

たいわゆる施設、利活用施設を活用した地域活性化について質問します。12月の定例議会でも質

問しましたが、もうすぐ２年が経過しようとする廃校施設の殿賀、修道、津浪小学校の後利用計

画についての答弁で、長期計画や公共施設総合管理計画との財政状況も勘案し、検討し、地元振

興会とも協議していきたいと副町長は述べていますが、その後新年度の予算編成作業に入っても

地元には何ら情報提供がありません。苦渋の決断で統合の判断をした地元住民に対する町の対応

は喉元過ぎれば熱さを忘れると批判を受けても致し方ありません。なぜやたら時間が経過してい

るのかいつまでに地元協議体制づくりを行うのかを問います。また元戸河内中学校関連施設は、
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早急に撤去、地域活性化に向けたビジョンづくりが急がれるべきと考えますがいかがでしょうか。 

○矢立孝彦議長 

 総務課河越主幹。 

○河越慶介総務課主幹 

 まず冒頭にですね公共施設のですねマネージメント、全体の話がありました。特に個別の計画

書の策定がまだなされていないといったご指摘でございました。総合管理計画、昨年度末にです

ね公表したばかりで、なかなかですねすぐに個別のですね計画書をすぐに提出できるとそういっ

た内容のものではございません。以前も議会の方で説明させていただきましたけれども、今例え

ば幼保施設の議論等進めてますけれども、保護者の方からもしっかり時間をかけてですね丁寧に

議論してほしいという要望ありますし、各ジャンルの施設においても同様でございます。簡単に

行政側がですねこの施設を廃止するとか集約化するんだというのを一方的に示すものではござい

ませんので、そのあたりにつきましてはですね、先ほども説明しましたけれども行政施設とかで

すね、幼保施設等について順次、各設備系別に作業進めてますけれども、このあたり引き続き作

業したうえで、さらにですねそのあたりをまとめた素案をですね行財政審議会の方にかけてです

ね、公表版の作成の方をしていきたいというふうに考えておりますのでご理解いただければと思

います。あと未利用の公共施設の話もございました。ちょっと学校跡地につきましては地域づく

り課の方が所管されて地元調整等されておりますけれども、その他広く一般論としましてですけ

れども、未利用の公共施設あるから直ちに何かを整備しないといけないというものでございませ

んし、作ったら作ったで維持管理費がかかって住民負担がですね結局増すことになると。国の方

も地方財政の破たんを防ぐためにですね、公共施設を全体のですね総量を減らしなさいと言って

るのに、そのあたりでもちょっと逆行する取り組みになります。もしも整備するにしてもですね、

その投資に見合うだけの恩恵があるのかとか、あと費用負担どうするのか、住民側が地域側が持

つとか、行政側が持つとか、そういったことも含めてですね丁寧に議論する必要があると思いま

すので重ねてになりますけれども、そのあたり丁寧に行財政審議会の方でですね議論してまいり

たいと思っております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 以上ですか。田島議員。答弁ありますか。地域づくり課小笠原課長。 

○小笠原敏子地域づくり課長 

 昨日も５番議員さんの方からご質問がございました。学校跡地利用についてでございます。現

在出されております要望につきましては、民間資本の導入の可能性等も含めまして、専門であり

ます保健・医療・福祉・統括センターの方で情報収集等も含めまして検討しているところでござ

います。その他また最近の県の動向も踏まえまして本町として住民の皆様と協働の町づくりに対
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して、この施設をどのように活用できるか、また施設の活用とあわせまして、地域の活性化も含

め、協議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 

 田島議員。 

○田島清議員 

 昨日の答弁の中で跡地利用についての回答がございました。再度お伺いいたしました。また公

共施設の管理のあり方について昨日来から色んな地域商社もそうでございますが、住民の方がで

すね十分に施策について理解を得られていない部分があります。行財政審議会等の方向性も今出

されるようにお伺いしましたが、充分にその趣旨がですね、住民の方にわかるような方向性をで

すね追求すべきではないかというふうに思います。では続きましてですね、２番目の質問に入り

たいと思います。質問の２番、下水処理における維持管理費格差是正についてお尋ねします。

１つ、現在下水道整備にあたっては、その処理方式の違いにより受益者負担に差異がありこの違

いは町の制度適用違いにあり、格差是正の取り組みがなされています。これまでの格差是正対応

で、是正課題は解消していると捉えていますか。現状と課題について質問いたします。２番、第

一次格差是正施策に次いで平成29年度から第二次格差是正施策を導入しています。第一次の県法

定検査を含め運用状況はどのようになっていますか。３番、浄化槽法に基づく法定検査実施状況

はどうか。未実施者に対する指導が必要と考えるがどのように対応していますか。４番、次に格

差是正施策の対象者として下水道整備区域内の小型合併浄化槽設置基数は何基ですか。そして公

共下水道、農業集落排水事業区域内の小型合併浄化槽は、補助対象外とする正当な根拠、理由は

何か。町が集合処理区域指定前に環境保全などを目的に町補助事業により整備した浄化槽が補助

対象外というのは合理的ではないのではないか。町の下水道整備方針にのっとり、補助制度の適

用を受け、整備し、環境保全にも協力している町民が、町が後から下水道整備方針を定め区域内

の合併浄化槽は格差是正の対象外であるという見解は矛盾しており、是正対象とすべきと考えま

すがどうか。以上についてお答えをお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 建設課田中課長。 

○田中啓二建設課長 

 下水道事業等、合併処理浄化槽の格差是正ということへのご質問でございます。下水道の集合

処理区域と集合処理区域以外で個別に下水処理を行います合併処理浄化槽の維持管理費用、この

格差是正につきましては、浄化槽維持管理費補助事業として現在行っておるところでございます。

まず平成25年度から浄化槽法に定められました指定検査機関による年１回の検査について、これ

まで浄化槽の設置者が負担しておりました検査費用についての補助を行っております。これにつ
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きましては実際には検査を行う指定検査機関への補助という形を取っておるところでございます。

さらに平成29年度から今年度から法定検査以外の維持管理費用でございます。清掃費用と保守点

検費用について町の現行の下水道使用料金と比較して、浄化槽維持管理費用が割高となる場合に

ついて、その差額相当分の補助を行うことを始めておるところでございます。この法定検査の補

助でございます。維持管理の軽減という目的も当然ございます。あわせてそれまで受検率の低か

った法定検査の受検率が現在向上しております。制度開始以来10パーセント程度向上しておりま

す。この向上によりまして検査によりまして水質の確認でございますとか維持管理の改善が図ら

れているように考えているところでございます。また今年度から始めました清掃保守点検費用に

対する維持管理補助でございます。まだ年度途中ではございますけれども、先行して始めており

ました法定検査費用、法定検査の補助、さらに拡充したものでございます。今回29年度から始め

ました補助事業とあわせまして、格差につきましては、一定程度是正をされているというふうに

考えておるところでございます。ご質問にございました公共下水道区域内に設置してあります浄

化槽の基数等につきましては、手持ちの資料がございませんので、また調べましてお示しをした

いというふうに考えております。またあわせて集合処理区域内にある浄化槽も格差是正の対象に

するべきではないかというようなご意見でございますけれども、町の施策といたしまして、集合

処理区域を設定してその前に浄化槽の設置補助をいただいた方には、集合処理区域の供用開始後

には下水道に接続していただくよう約束を持って補助を出しとるというような関係もございます。

政策の一貫性ということからしても、今回の格差是正の対象とすることは適切ではないというふ

うに考えておるところでございます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 田島議員。 

○田島清議員 

 格差是正について町の方針ということで回答いただきましたが、高齢化等のこともありまして

将来的なものを考えますとですね、なかなかその公共下水に接続するという投資をですね、なか

なかできる状況にないという住民の方も居られるという現状をですね、充分理解していただきた

いというふうなことを考えております。下水については、以上で終わりたいと思います。それで

は質問の３番目に入りたいと思います。倒木による土石流対策について。今年の大雪により山林

倒木被害が甚大です。町においてはすでに実態把握はされているとのことですが、以下のことに

ついて質問いたします。倒木等による被害状況についてはどうか。かねてから山林崩壊による土

石流などの災害の懸念がありましたが、今年の大雪による倒木や山腹崩壊などによる土石流災害

などが心配されています。特に民家裏山の倒木、山腹崩壊の恐れに関係住民は不安を抱いており

ます。春以降、被害状況を調査を行い補助事業採択の有無の判断をし、その後復旧対応とのこと
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で、相当時間を要し、梅雨時期及び台風襲来に向けた安全確保が困難ではと危惧しております。

山林保全を含め安全確保への対応をどのように考えているのか。また次に県の補助対象の基準に

合致してない地域への対応が心配です。町として独自の支援政策を講じ、安心確保を図るべきと

考えるがどうか。国道県道沿いの支障木等の伐採は必要最小限対応されているようでありますが、

倒木の危険が高い地域も相当数あるように見受けられます。梅雨到来まで早急に事前策を講ずる

べきと考えます。県等への要望、あわせて町道の管理などの徹底を期すべきと考えますが、どう

でしょうか。 

○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うちですね、産業振興課に係る部分についてお答えさせていただきま

す。この度の１月の大雪に伴いまして倒木の被害がありました。その被害状況でございますが、

川登地区におきましてその雪害によってですね、４反ばかりの倒木がありました。この部分につ

いてはですね、産業振興課で事業を進めておりますひろしま森づくり事業でですね活用しまして、

その被害木の処理を行うこととしております。現状の把握にあたってはですね、大雨、暴風等の

異常気象の発生後、農業、林業、水産業に係る施設、また農林水産物の被害状況の確認を町、農

業協同組合、森林組合、漁協等の関係機関の連携によって行っている現状でございます。手入れ

が必要な森林を間伐等の森林整備や地域住民等による里山を再生に向けた緑化活動、また地域資

源保全活動に対する支援事業のひろしま森づくり事業等の事業を活用しまして土砂災害等の発生

リスクを低減し、集落環境の保全のための取組みを進めているところでございます。住民の皆さ

んから災害や風雪害、また病害虫等による森林被害についての問い合わせ等いただいた際には、

その都度現地調査を行いましてどのような対応が可能であるかという検討を行いまして、申し出

頂いた方へお返しをしているところでございます。産業振興課からは以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 筒賀支所梅田支所長。 

○梅田幹二筒賀支所長 

 筒賀支所に関わる部分についてお答えさせていただきます。筒賀財産区は財産区管理計画に基

づき、適切に間伐など施業実施することにより健全な森づくりのための森林整備を進めて参りた

いと考えております。倒木被害が発生した場合は、ひろしまの森づくり事業などにより、適切に

被害木を処理し、森林の公益的機能の維持及び環境保全の活用に取り組んでまいります。現状把

握でございますが、積雪後目視により確認をしております。３月に入りまして、林道の通行が可

能な箇所は順次倒木等の被害を確認しておりますが、現在までのところ大きな被害は確認してお
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りません。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 建設課田中課長。 

○田中啓二建設課長 

 建設課で行っている部分について説明をさせていただきます。道路への倒木でございます。基

本的には倒木の立地しております土地の所有者において対応していただくものということで考え

ておりますけれども、道路の通行を確保するために緊急を要する場合には通行の支障となる部分

について、町並びに県の方で対応しているという状況でございます。現状の把握ということでご

ざいます。大雪の際に行っておるということではございませんけれども、梅雨前線や台風等の大

雨等の異常気象の際や災害発生の恐れがある、懸念がある場合には、町管理の町道、林道、河川、

農地、農業施設につきまして、建設課及び各支所において災害調査ということを行っております。

これは国庫補助事業で災害を行う場合には、１週間程度のうちに報告をする必要があるというよ

うな事情もございます。昨年９月の台風18号の際にも、本庁、支所手分けをしまして災害調査を

行っております。今回の大雪に伴います所管の施設の確認ということでございます。今後通行可

能な町道林道につきましては、未確認部分を確認をしてまいりたいというふうに考えておるとこ

ろでございます。また倒木に限らず、災害でありますとか山腹・渓流等の住民の皆さんが不安に

思っておられるような案件につきましては、問い合わせをいただいた案件ごとに町職員が現地を

一緒に確認をしてどのような対応が可能であるかというような検討を行いまして、また相談いた

だいた方にお答えをお返しするような対応を取っておりますので、またそういう情報がございま

したら建設課又は各支所の方にお寄せいただきたいというふうに思います。道路の法面について

の対策ということでございます。また山腹の町独自の施策はどうかということではございますけ

れども、今現在県の方で小規模崩壊地復旧事業という制度がございますけれども、これが今安芸

太田町では30年度においては予定箇所はございません。色んな箇所の掘り起し等行っておるとこ

でございますけれども、やっぱり住民の皆さんからの情報をいただいて現地を確認させていただ

いて、事業化がまず可能かどうかというような検討を行っていきたいと思います。町独自の施策

につきましては今後の課題としてとらえていきたいというふうに考えております。また道路沿い

の立木がいずれ倒木として倒れ込むのではないかという懸念の部分でございますけれども、こち

らにつきましては、国道県道につきましては、県の方にも情報提供しておりますけども先ほど申

し上げましたように一義的にはまず土地の所有者において対応していただくというようなことが

ございます。個人の財産という部分がございますので、要望的な措置はなかなか難しいという事

情は現在ございますけれども、情報としてあげておるという状況でございます。建設課は以上で

ございます。 
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○矢立孝彦議長 

 総務課栗栖課長。 

○栗栖一正総務課長 

 それでは総務課の方から安全確保の対策、対応というところで、防災の視点で回答をさせてい

ただきます。１月中旬に降りました重たい雪、これ議員ご指摘のように町内特に南部地域で倒木

を発生しております。こうした倒木が渓流沿いで発生した場合、ご指摘のように土石流等の土砂

災害を引き起こす危険が当然ございます。この地方でも強烈な風が吹いた平成３年の19号台風、

この際には尾根沿いの木が相当倒れて、この際には県の天然記念物であった梶の木の大杉も倒れ

たというような大きな風が吹きました。この後平成５年の７月に、この風倒木が渓流沿いにたま

ってダム化した後、大雨台風によって田吹では土石流災害が起こったという前例もあります。こ

ういった風倒木が渓流沿いにたまりますと、こういった土石流の危険は当然発生するわけなんで

すが、この地域では一番大きな災害になった昭和63年７月の豪雨災害、この時には町内特に加計

エリアでは土石流がいたるところで発生しました。11名の尊い犠牲を出すなど未曾有の被害を発

生しましたが、この災害を受けて当時加計町の消防団では翌６月から毎年のように土石流が発生

した危険渓流、それから発生していない危険渓流にパトロールをする、危険渓流のパトロールを

毎年実施しておりました。今回安芸太田町消防団においては、まだこの危険渓流の巡視、消防団

においてまだ巡視は行っておりませんが、今回どれだけ渓流沿いで倒木があったかこの確認の意

味も含めて自分たちの管轄するエリアの安全確保を図る意味でも消防団の方でこういった巡視が

可能であれば検討してみたいと思っております。近日中に消防団の幹部会等もございますので、

こういった席で消防団幹部の皆様の方にこういった必要性について議論を深めてまいりたいと思

っております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 田島議員。 

○田島清議員 

 最後に答弁いただきました消防団による自主的にパトロールなどのですね積極的な方向、私も

地域を回りますとですね、特に谷の倒木ですかということで、先日月曜日でしたか、大雨が降り

ましたけれども、雪解け水とあわせてですね大変不安に思っておられる住民の方がたくさんおら

れるというふうに感じております。ぜひともですね、そういう自主的な積極的なものを取り組む

べきではないかというふうに思います。それと先ほど建設課、産業課あたり、補助制度、制度の

運用について住民の方々はなかなかそういうものを理解していない、そういうところをですね、

充分理解できるような広報なりですねそういうものも検討すべきではないかというふうな感想を

持っております。ぜひとも取り組んでいただきたい。以上で私の一般質問については、終わるわ
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けではありますけれども、最後にですね、安芸太田町合併のですね、合併後14年になりますけれ

ども、合併当時のですね合併協議会の資料の中に西中国山地に抱かれた暮らし、交流、元気の町

というスローガンで合併協議会がなされております。私の後ろの方にあります町章ですけれども、

ＡとＯのアルファベットの文字を図案化したもの、西中国山地に抱かれた暮らし・交流・元気の

町にふさわしくですね安芸のＡが西中国山地、太田のＯがそこから昇る朝日をイメージしている

と記述してあります。町民が元気あふれる暮らしが行えるよう町の友和と発展を表現しているそ

うです。残念ながら私、一般質問なかなか慣れないもので、なかなか全体を見る余裕というのが

無いんですけれど、たまたま昨日昼食事をしたあとですね、こちらの庁舎の方に戻ってきます際

にこの屋上の方に掲げてあります町旗、この安芸太田町の町章ですけれども、旗が上がっており

ます。その旗がですね非常に朽ちております。ぼろぼろでございます。旗でですね、町の行政が

進むわけではありませんが、旗は私、民間に居りましたんで、毎日朝、旗を上げて社旗を上げて

夕方降ろす、その時日の丸も一緒なんですけれども、旗はあくまで町民の顔でもあります。この

旗を大切にしてですね、する気持ち、そういう思いが大切ではないかというふうに思います。合

併からもう14年経ちました。ですがまだ14年です。県内で最も小さな町で、小さいからこそでき

ることがあると私は信じております。町民の声を大切にすることを提言し私の質問を終わりたい

と思います。ありがとうございました。 

○矢立孝彦議長 

 一般質問中でございますけれども、しばらく休憩します。３時10分から再開をいたします。 

            休憩  午後 2時53分 

            再開  午後 3時10分 

○矢立孝彦議長 

 一般質問を続けます。９番中本議員。 

○中本正廣議員 

 中本でございます。一般質問最後になりましたので手短にやりたいと思いますんで、一つよろ

しくお願いします。通告しておりますように新年度予算についてという事で、30年度予算につい

て、29年度の実績課題を踏まえた30年度予算編さん等も30年度予算に対する取り組み姿勢を伺う

ということでお願いしております。そういった中で７番議員の質問もありましたし、また予算審

査特別委員会で付託して審査することになっておりますので、それを踏まえて詳細につきまして

は、その委員会でお聞きしたいというように思っております。一般会計が73億１千万、特別会計

が31億9,300万、合計で127億4,700万という中で全体では6.92パーセントの減という予算となっ

ております。30年度の当初予算の編成のポイントとして掲げてありますのに、地域商社を核とし

たプラットホームづくり、そして若者の教育環境整備・ふるさと回帰の潮流促進、地域共生社会
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の構築、持続可能な財政基盤の確立と４項目にわたってあげてあります。そういった中で一般会

計は先ほど言ったようなことなんですが、町税が８億5,473万３千円とマイナスの3.18パーセン

トとというようになっております。この町税が減った原因というのは何であろうかというように

思います。まずそういったことがわかればちょっと教えていただきたいというように思います。

それから予算説明資料の中で円グラフがあるわけですが、この歳出目的別予算の状況という中で、

商工費2.65パーセント、全体の中ですよ、全体の中で、農林水産業が5.4パーセント、土木費が

7.71パーセントというようになっております。合計で15.76パーセント、そして投資的経費が9.8

パーセント、これで町の活性化になるかなというように思います。そういった中で、人件費は

19.1パーセントというような予算の取り組みになっています。国は景気は緩やかな回復基調が続

いているとしております。安芸太田町はしっかり時代の風を読み、住民一人一人が景気回復の恩

恵を享受できるよう、地域経済の再生に向けて行政運営のかじ取りをする必要があるというよう

に掲げております。こういった中で、この予算配分の中で住民一人一人が景気回復の恩恵を享受

できる、また地域経済の再生に向けて行政運営のかじ取りをする必要があるとされておりますが、

これでしかしできるかどうか。今のパーセントを踏まえて町長の考え方を第１回に聞きたいとい

うように思っております。よろしくお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 よろしいですか、税務課長でよろしいですか。よろしいですか。税務課片山課長。 

○片山豊和税務課長 

 まず冒頭ご質問いただきました町税の減収状況等についてご説明をさせていただきます。予算

特別委員会の中でもですね、詳細な説明を予定しておりましたけれども、まず昨年度との対比で

見ますと、個人町民税の部門におきましては、所得割の減少が2,150万というふうに掲げている

ところでございます。これにつきましては、誠に申し訳ない部分もありまして、若干昨年度当初

予算の計上の中での誤算等も含めまして当該年度の実績とあわせましたところの減額というふう

に見込んでいるところでございます。また法人町民税については、昨年度税率の減ということが

ありましたけれども、景気動向等の関係で若干の増とみているところでございます。大きな税目

の１つであります固定資産税４億４千万くらいありますけれども、今年度評価替えの年度となっ

ております。30年度において評価替えを反映した価格において課税をしていくわけでございます

けれども、今年度の特徴としましては、その評価替え、実績価格に基づく工事価格等を反映した

価格にあわせまして、固定の資産状況、土地によりますと急傾斜の近い危険レッドゾーンの減価、

あるいは無道路地といった河川等で離れておりまして、道路からですね、離れております部分に

ついての減額を見込んでいるところでございます。そういった概念で670万円余りの減となって

おります。それ以外につきましては、償却、減価償却等の減額を見ているところで、総額として
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は2,800万円を見込んでいるところでございます。そういったのが要因でございます。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 先ほど町税の減収についてご説明をしたところでございますけれども、この町税の税収の額が

ですね、一つの安芸太田町の町全体の現金とあるいは懐の表れになるものだと思いますが、その

前提がやはり町民のみなさんの所得あるいは数、そしてまたやはりこの地域の山、畑、土地が経

済的に評価が上がっているのか下がっているのか、まさにここにも一つの手法があるところでご

ざいまして、毎年下がりつつあるところですね、大変危惧しておるところでございます。それと

また他の項目におきまして、予算の構成割合がこれでは低いのではというご質問をいただいたと

ころでございます。ご質問の趣旨はやはりいわゆる財政を出動させて地元に仕事の量を確保して、

それぞれの業種の皆さんに頑張っていただく、という趣旨のご質問につながるのではないかと思

っておるところでございますが、安芸太田町の財政状況この予算説明資料にも示しておりますよ

うに、収入の半分がいわゆる地方交付税という状況でございます。そして先ほど申しますように

町税は１割ちょっとでございます。それの中でいわゆる政策的に安芸太田町が独自に使える財源

というのは、自ずと限りがあるものでございます。そうした風な中でやはり先ほどご質問ありま

したような項目においての割合を上げていくということには、自ずとあげても限度があるもので

はないかと思っておるところでございます。そうしたふうな財政的な出動のみならず、やはり町

の産業等々の活性化するという観点からするときには、この予算替えで申しましたように、国の

施策、県の施策、それぞれの財源をわが町の施策とドッキングさせてやはり効果を上げていくの

が今日の厳しい財政の中の手法ではないかと認識をしておるところでございます。従いまして今

年度におきましては、地域商社あるいは生涯活躍のまち等々の切り口で展開をしていきたい。そ

うしたものが、先ほど申しますように、国県の財源と一緒になってですね、より地元の経済の活

性化に資する予算になるよう取り組んでまいりたいと思っておるところでございます。 

○矢立孝彦議長 

 中本議員。 

○中本正廣議員 

 一番大事なのは、財政健全化が一番だというように思っております。その中でのやはり景気回

復という形を取っていくには、やはりメリハリをつけた施策が一番必要になってくるということ

はやっぱりよくわかっていることなんですが、先ほど言いましたように、商工費、農業水産業費、

土木費が全体の中の15パーセントくらいしかないと、それに経費が9.8パーセント、10パーセン

トもいってないというような状況では、やはり町民がこの景気に対して享受できるかということ
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を考えていただきたいというように一番先に思っております。そういった意味でできるだけその

投資経費を控えなければいけんと思いますが、町民が潤うような形、そしてそれが税収で返って

来るような手立てを考えるのがやっぱり町のやり方じゃないかと思います。その中で先ほど言い

ましたように、人件費が19パーセントもかかっているというところがやっぱり大きな問題がある

んじゃなかろうかというように思います。これは財政健全化が一番大事でございますので、そこ

らをしっかりと考えていただき、今からの財政、行政運営に役立てていただきたいというように

思います。それはともかくとして、今回の30年度の予算の中で各課における新年度に対する29年

度を踏まえた各課が目玉として町民に恩恵を享受できるものは何か。また新年度に対する意気込

みを聞かせていただきたいと思うんですがどうでしょうか。よろしくお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 順次挙手によって答弁を願います。教育委員会学校教育課長尾課長。 

○長尾航治学校教育課長 

 失礼いたします。平成30年度新年度予算でですね、私ども学校教育課の方といたしましては、

これまで統合、学校統合にまい進してまいりまして一定の目途がついてきたという状況を踏まえ

まして、学校の魅力づくりと言いましょうか、学力向上といった面からですね、ＩＣＴ機器の導

入を平成30年度において計画をいたしております。詳細につきましては、特別委員会の方でご報

告させていただくんですけれども、新たな機器を導入することによって、子どもたちの未来を切

り開いていく力をつけさせてやりたいという意気込みを持って予算要求をさせていただいており

ます。よろしくお願いいたします。 

○矢立孝彦議長 

 教育委員会生涯学習課栗栖課長。 

○栗栖浩司生涯学習課長 

 生涯学習課ですが、平成30年度においては、東京オリンピックを見据えたメキシコチームの事

前合宿というのが一番予算的には単品で大きくなると思います。これを機にですね、加計高のラ

イフル、そういうようなものを色んなものを含めてアピールしていけたらなと思います。前年度

は、施設の大規模改修がありましたのでかなり大きい予算でしたが今年度は、今言いましたメキ

シコの事前合宿ということになります。生涯学習課は、基本的にソフト事業を進める課ですので、

できるだけ有効的に予算に頼らないものができたらなというのを念頭に置いて30年度やっていき

たいと思っております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 税務課片山課長。 

○片山豊和税務課長 
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 先ほどの関連になりますけれども、税収のもう一つの税収としまして、ふるさと納税がござい

ます。全員協でも若干資料提供させていただきましたけれども、ふるさとで起業する、転入ある

いは既存事業者が新たな事業を始めるためのクラウドファンディング型の寄付を募ると、あわせ

て移住交流につながるふるさと納税を同じくクラウドファンディング型で募るという事業を２千

万予定をしております。こういったこともですね地域活性化につながればと思っておりますし、

ふるさと納税はそれ以外もあります。６千万あまり計上しておりますけれども、普通交付税上の

財政収入に入らない、影響しない、実財源の貴重なものでございますので、徴収できるよう頑張

って参ります。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 住民生活課上手課長。 

○上手佳也住民生活課長 

 住民生活課でございます。私どもの業務といたしましては、住民の皆様と直接、密接にかかわ

るという窓口業務とかもございます。こういったところを引き続き確実に実施できるよう、そう

いった予算の方を組ませていただいております。また人権、そして環境行政そういったところの

ですね部分につきまして、こちらにつきましては、新規事業の方でまた説明させていただくわけ

でございますが、こういったところも拡充、また手厚くですねそういったところに取り組めるよ

う予算の方を組ませていただいております。ちょっとこれ特会になりますけれども、国保の方が

県単位化をしてまいります。こちらにつきましても、県と協力しながら確実に実施できるよう、

そういったところで予算の方を計上させていただいております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 児童育成課園田課長。 

○園田哲也児童育成課長 

 児童育成課の予算に対する取り組みでございますが、基本的に施設等のですね運営管理という

ものが大きく主になっておりますが、幼保の施設のですねマンパワーの充実に備えた予算等の充

実をお願いをしているところでございます。またあわせて今日の質問にもありました幼保のあり

方を考えて今後適切な幼保施設を配置することによって、子育て支援の充実を図りたいと思って

おります。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 産業振興課瀬川課長。 

○瀬川善博産業振興課長 

 産業振興課においてはですね、まず農業部門については、新規就農者の生産支援とかそういっ

た農産物に対する生産支援を行いながら、また六次産業化の産品作りも進めてですね、１円でも
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高く売り上げを上げる、また所得を上げるような施策を行っていきたいと考えております。また

林業部門についても、各種国県の事業を財源を活用をしてですね、適正な森林整備また先ほども

ありました災害対策に向けて安全・安心な町づくりとしても林業の振興、森林整備に手掛けてい

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 

 商工観光課児玉課長。 

○児玉斉商工観光課長 

 商工観光課でございます。商工観光課では、一般質問等々で出ておりますように、地域商社の

方、これ企画課が予算を持っておりますけれども、地域商社を活用しまして観光振興に力を入れ

てまいりたいというように考えております。またこれまで取り組んでおりましたヘルスツーリズ

ム事業につきましてもですね、森林セラピー事業、教育事業に注力しながらですね、国の農山漁

村振興交付金を活用いたしましてですね、これまで以上に体験プログラム等のですね開発にです

ね力を入れて参りたいというように考えております。商工部門につきましては、これまで同様に

頑張るビジネス、それから企業誘致の促進条例に基づきます奨励金を活用しましてですね、企業

誘致に努めて参りたいというように考えております。それから商工会の方にもですね、育成補助

を出しておりますので、この方でプレミアム商品券を使いましてですね、町内の消費額の拡大に

ですね努めて参りたいというように考えております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 建設課田中課長。 

○田中啓二建設課長 

 建設課でございます。建設課の役割といたしましては、道路、住宅、水道、下水等の住民の皆

さんの生活を支えるインフラを維持していくという役割がございます。去年と今年で地域経済対

策として色んな建設事業の予算を計上させていただいております。この事業によりまして冬場の

除雪でありますとか、災害時の対応に建設事業者さんに今後も対応していただくようなことが継

続できるような予算ということで上げさせていただいております。今後のインフラの維持にも建

設事業者さんにお力をお借りすることが大変必要だろうというふうに考えているところでござい

ます。地域経済対策をまず順調に進めてまいり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 

 加計支所斉藤支所長。 

○斉藤邦夫加計支所長 

 失礼します。加計支所として、新年度で大きな予算計上をするようなものは考えてはおりませ
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んが、先ほど住民生活課長が申しましたように私どもも窓口業務を持っております。住民の皆様

に迷惑をかけないようにスムーズな窓口業務をしたいと思っております。それから産業建設各々

の課と連携を取りながらスムーズな１年の執行をしていきたいと思いますのでよろしくお願いし

ます。 

○矢立孝彦議長 

 筒賀支所梅田支所長。 

○梅田幹二筒賀支所長 

 失礼します。筒賀支所でも窓口業務は住民サービスを向上させるべく努力してまいりたいと存

じます。筒賀支所では筒賀財産区を管理する管理会の事務局を持っております。健全な森林を育

てるということを第一目標として施業していきます中で、今年度も合板製材生産性強化対策事業

等の事業で1,000㎥から上の搬出間伐を行いまして、山の健全な育成を図っていきたいと計画し

ておりますのでよろしくお願いいたします。なお分収育林契約者の契約権につきましては、26年

度から努力して買い取りを進めておりますけれども、今だに第一次第二次が買い取りが完了して

おりませんので、これにつきましても30年度継続して買い取りをさせていただくべく予算化をお

願いしておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 総務課河越主幹。 

○河越慶介総務課主幹 

 財政管財担当の方からですけれども、先ほどから申し上げておりますけれども、公共施設ので

すね適正配置のあり方につきましてですね、早期にですね検討の方を進めさせていただきまして、

維持管理費の低減を図って、ういた予算をですね住民サービスの方にですね、しっかり回せるよ

うに取り組んでいきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○矢立孝彦議長 

 総務課栗栖課長。 

○栗栖一正総務課長 

 総務課の方は、特に消防防災の方で、しっかり取り組みたいという点が２点ございます。まず

１点は、これ全国的な課題ではありますけれども、消防団員の確保対策というのが大きな課題に

なっております。安芸太田町でも消防団の減少がなかなか止まらないというところの実態として

あります。これ非予算でできること、消防団の確保を何とか非予算でもできることはございます

んで、この確保に取り組んでいきたいと思っております。なお、消防防災の方では、新年度にお

いて、ポンプ付積載車、それからこれは少し入り組んだ道でも使えるように軽可搬ポンプ、軽自

動車を使ったポンプ車、これを１台、ポンプ付積載車ですね、計２台購入するようにしておりま
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す。総務課からは以上です。 

○矢立孝彦議長 

 企画課二見課長。 

○二見重幸企画課長 

 企画課の方では、まち・ひと・しごと総合戦略の方がいよいよ準備調査の段階から実行の段階

に移って参ります。この実行の段階でいよいよ各課との連携が非常に大切なときに来ておると思

います。庁内の各課、それから町内の各組織の皆さんとの連携を深めて進めてまいりたいと思い

ます。それから国、県との連携もさらに深めて地域の経済の発展に資する取り組みを進めてまい

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 

 企画課武藤主幹。 

○武藤克己企画課主幹 

 地域商社の担当として来年度の経営基本方針ですけれども２つございます。地域商社では新た

なこの町に産業活発化のための基盤を作る。それともう１つ、これまでの事業、観光協会でやっ

ていた事業の継承を行います。この２つに対して、まず１つ目、新たな基盤についてはですね、

まず足元をしっかり固めるということで、その足元とは１つは人、もう１つは仕組みでございま

す。人については、昨日も申し上げましたが経営理念、経営目標これの腹落ちをさせるというこ

とがまず第一、２番目には、おもてなしの精神、３番目にはですね稼ぐ力の基本的なあり方とい

うことをみんなで理解していくということと、仕組みについては、透明遵法、合理的な会計、こ

の仕組みを作って参ります。それとＥコマース、それと評価の仕組み、それから地域商社推進協

議会の適切な運営という事が仕組みでございまして、標語としては、脚下照顧、足元をしっかり

と固めるということを目指していきたい。それから新たな事業については、先達に学ぶというこ

とで、これまで築いてきた町のイベント等々ですね、これをしっかり学んで引き継いでいきたい

というふうに思っています。空白期間を作らないように、ただ一方でですね、単にやることを目

的化しないということも目指してまいりたいと思います。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 

 地域づくり課といたしましては、協働の町づくりのため、自治振興会また地域の皆様とさらに

対話ができるよう、お話ができるよう、地元に出向いての話を重ねてまいりたいと思っておりま

す。また地域によっては、地域力の落ちていらっしゃる地域もございます。集落支援員等の導入

も含め、他の課と連携を図りながら、地域のあり方も考えて参りたいと思っています。あわせて
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移住定住促進、空家の解消等も含めて検討しているところでございます。これとあわせまして関

係人口の確保にも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 

 福祉課長兼福祉事務所伊賀所長。 

○伊賀真一福祉課長 

 福祉課の方から説明をさせていただきます。本年度の予算等につきましてですけれども、福祉

課の方におきましては、どうしても日常生活において何らかの援助とか介助が必要な方に対する、

やはり特に予算で申しますと扶助費等が重要になって参ります。障がいをお持ちの方、また高齢

者の方、事務所で言うと生活保護を受給されている方、それぞれに対する扶助費でありますとか

措置費そういったものが適切に執行できるように今回の予算の方でも計上させていただきました。

特に障がい福祉施策におきましては、今年度失礼しました30年度におきまして、障がい者のＡ型

事業所というものを新たに立ち上げ、障がい者福祉の重要度もさらに増してくるというふうに考

えております。そこらへんにつきましても予算の拡充を図っているところでございます。また介

護分野におきましては、この29年度事業計画の策定委員会を開催し、新たな介護保険の基準額等

も委員の方々で一応決定をしていただき今回議会の方にお諮りをしているところでございます。

どんどんどんどんこれから高齢化が進み介護費用もどんどん増していくということもありますけ

れども、そこら辺につきましては、適切なサービスを適切に提供できるよう、介護の適正化にも

努めながら、事業を進めていきたいというふうに、またそういうふうな予算の計上をさせていた

だきました。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 健康づくり課伊藤課長。 

○伊藤真由美健康づくり課長 

 健康づくり課といたしましては、疾病の予防、早期発見に努めるというところで、住民の健診

でありますとか、予防接種の費用がかなり予算を占めているところでございます。ですが、健康

づくりの裾野を広げるという意味で、新年度におきましては、新たなＩＣＴを活用しましたウ

ォーキング事業に取り組むこととしております。また妊娠期から子育てしやすい環境を整えると

いう目的で産前産後のサポート事業というものにも取り組んで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 

 保健・医療・福祉・統括センター栗栖事務局長。 

○栗栖修二保健・医療・福祉・統括センター事務局長 

 今、福祉課そして健康づくり課の方から紹介がございましたが、私ども統括センターとしては、
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保健・医療・福祉ということで３つの部門が連携してやっていくことが基本的には地域包括ケア

の構築になりますし、それが進化につながると思っております。中でも今回地方創生の中で、生

涯活躍のまちということで今回30年度から供用を開始します戸河内拠点、そこの部分の施設の内

容については、今高齢者のみならず、全ての多世代で利用できる仕組みというのが基本的な考え

方を持っております。そこらは、当然行政の職員の色々な講座、そういう部分での新たな皆さん

の魅力づくりに一緒にやっていくことが全ての方々が享受できる施設として利用できるんではな

いかと思っております。それと福祉の分野で言いますと、町では介護の部分がマンパワーの不足

がずっと懸念をされております。そこの部分については、人材の確保のために、若干の事業化を

しております。その部分を今後みなさんを受け入れるための施設、事業者との一緒の連携ができ

ることで、万全を期していきたいということで思っております。それが最終的には、全ての方々

が生きがいを持っていつまでも生活できるということで、この包括ケアシステムの実現になろう

かと思っております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 会計管理倉田管理者。 

○倉田美保子会計課長 

 会計課としましては、予算上の目玉はありませんが、会計事務、歳計金、基金の管理を適正に

管理をしてまいります。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 病院事業菅田事務長。 

○菅田裕二病院事務長 

 病院事業でございます。安芸太田病院につきましては、住み慣れた地域で生活するため、また

帰るための最後の砦でございます。高度専門的な医療はできませんが、地域に寄り添った医療が

提供できます。その地域に寄り添った医療とは何か、救急医療でございましたり、在宅復帰への

取り組み、リハビリでの回復、施設からの受け入れ等が考えられます。そのために30年度の施策

について説明しますと、29年度は28年度を下回る決算見込み等々もありますので、実人数を実患

者数を上げたい、実患者数を上げるためには、人間ドック等の健診の積極的な受け入れを行いた

い。電子内視鏡、胃カメラ、大腸ファイバー等々の買い替えも予定しておりますので、こういっ

たところに力を入れる、また職員についてはですね、業務の改善を目指したい、また医療の質を

向上するため、患者様に満足できる病院を目指していきたいというふうに思っております。以上

です。 

○矢立孝彦議長 

 衛生対策室田中室長。 
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○田中博敏衛生対策室長 

 それでは失礼します。衛生対策室の方ですが、我々は生活に密着したし尿処理事業とごみ処理

事業の方になっております。本年度30年度もリサイクルの推進に重点を置きながら、30年度の予

算の削減を検討しております。それからご存知かと思いますが、本年度、施設解体の方を計画し

ております。今現在、住民生活課と連携を取りながら、関係団体との調整を今協議をしている段

階であります。早急に本年度、30年度に取り組みたいと思いますので、どうかよろしくお願いい

たします。失礼します。 

○矢立孝彦議長 

 町長、副町長、教育長、補足説明があればご答弁ください。よろしいですか。小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 30年度は、笑顔でやりたいと思いますんでよろしくお願いします。それと各課言ったんですが、

１つ住民生活課が言った人権施策、要は今まで人権フェスタ等々でずっと続いておりましたが、

平成30年度は新たな事業を少ない額ではございますが提案してますんで、またご説明申し上げた

いと思います。 

○矢立孝彦議長 

 中本議員。 

○中本正廣議員 

 初めてではなかろうかと思いますけど、皆さんに答弁いただきました。30年度は明るい施策が

できるんじゃないかというように思いましたけど、色々課では一生懸命頑張っておられるという

ことはよくわかっておりますので、しっかりとこれを踏まえて予算を慎重に使っていただきたい

というように思っておりますんでよろしくお願いします。それでは次の質問に移ります。健康計

画についてということで、12月にやったのとまた同じじゃないかというように思われても仕方な

いんですが、健康づくりは人づくり、町づくり、地域づくりと、こういうように思いますが、わ

が町の健康計画は、どのようになっているかを伺うということにしております。第二次健康安芸

太田21が策定されております。その中で町長は壮年期死亡の減少、生活の質の向上、健康寿命の

延伸のため、各種事業に取り組んできたと。特に有酸素運動の１つであるウォーキング普及は町

全体に広まり、健康づくりが町づくりにつながるなど、その取り組みが着実に成果を上げている

とされております。高齢化が急速にすすむ中で生活習慣病が起因した医療費の増加やがん検診受

診率の伸び悩みなど、健康問題になっております。また壮年期に対する運動推進の取り組みや心

の健康の取り組みなど改善すべき課題も明らかであるというように、健康21ではなっております。

国は健康寿命の延伸と健康格差の縮小、そして生活習慣病の発症と重症化予防の徹底、それから

健康を支え守るための社会環境整備、そして健康日本21というのを作っております。県は健康ひ
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ろしま21、安芸太田町は国県の健康日本21、そして健康ひろしま21に対応した計画を作成したと

いうようには述べられております。安芸太田町の基本的な考え方は、まずこれでいいのかどうか

を伺いたいというように思っております。それとこの健康安芸太田21は、平成25年から平成34年

の10年間、これは中間評価は、平成29年度となってるというように思っております。12月定例で

答弁がありましたが、これは評価は誰がどなたが評価されたのか、実施方法はどういうふうにさ

れたのか、調査対象者は国保、社保あるいは無作為ですか、調査方法についてはどのようにされ

たのか、そして中間目標値に達しているかどうかはどうでしたか、ということをちょっとお聞き

したいと思います。まずその点を先に聞かせてください。 

○矢立孝彦議長 

 健康づくり課伊藤課長。 

○伊藤真由美健康づくり課長 

 本町の健康計画につきましては、先ほどお話がございましたように、健康増進法に基づきまし

て平成25年に平成34年度までの計画といたしまして、第二次健康安芸太田21を策定しているとこ

ろでございます。この内容につきましては、先ほど議員の方からありました、健康寿命の延伸等

の目標を掲げて取り組んでいるところでございます。健康日本21、健康ひろしま21を踏まえなが

ら関係部分につきましては、指標と国、県の指標に基づき、取り組んでいるところでございます。

また今年度行政報告でも申し上げました健康安芸太田21は、中間見直しの年となっておりまして、

中間評価の年となっております。これにつきましては、健康安芸太田21の推進委員会というもの

が設置してございます。この委員の皆様と毎年、年２回進捗状況につきまして、実績報告等あげ

ていただき、検討しております。今年度は、中間評価の年でございましたので、健康安芸太田推

進委員会の皆様と、この健康安芸太田21が食育推進計画も含んでおりますので、食育推進計画の

委員の皆様と一緒にですね、今年度は、11月と２回目が３月５日月曜日でございましたが、委員

会を開催して、意見をいただきながら、こちらの方である程度たたき台を作りながらご意見をい

ただいて中間評価を行ったところでございます。内容につきましては、目標についてはすでに目

標を達成しているものございました。それにつきましては、見直しということで新たな目標を設

定し、見直し案を作ったところでございます。細かいものにつきましては、またこの度３月５日

に終わりました委員会の意見を基に策定いたしまして、また策定できしだいですね、整理ができ

しだい、議員の皆様にも中間見直し案の計画の方をお配りさせていただきたいと思っております

のでよろしくお願いいたします。実施方法につきましては、無作為でございます。山ゆり健診の

申し込み等を３月に昨年、今年度もですが行っておりますが、その申込み用紙を送っていただく

際にアンケートの回答も一緒に送っていただくような方法で実施しております。以上でございま

す。 
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○矢立孝彦議長 

 中本議員。 

○中本正廣議員 

 ありがとうございました。健康安芸太田21の基本的な考え方として、健康寿命の延伸と健康格

差の縮小、これに対しどのような取組みをされてきましたか。また２番目に生活習慣病の発症予

防と重症化予防の徹底、この中には、がんとそれから循環器疾患、糖尿病及びＣＯＰＤ、慢性閉

塞肺疾患ですか、対応するため、生活習慣の改善や運動習慣の定着等による一時予防に重点を置

いた対策を推進というようになっておりますが、これどのようなこと、この中でこのことについ

てやっとられるか。また３番目に乳幼児期から高齢期までのライフステージにおいて健康な生活

習慣作り、働く世代のメンタルヘルス対策には具体的にはどのようなことを取り組んでおられる

か。４番目に健康を支え守るための社会環境の整備ということになっております。個人の健康は

家庭、学校、地域、職場等、社会環境の影響を受ける行政機関のみならず、町が主体的に行う健

康づくりの取り組みを総合的に支援する環境を整備する、時間的精神的にゆとりがある生活が困

難な方や健康づくりに関心のない方も含め、町全体が相互に支え合いながら町民の健康を守る環

境の整備をするということになっております。これをこの今の健康21の中、施策の中にあります

が、これは今の４項目の中のどのようなことをされたかちょっとご答弁願いたいと思います。そ

れと昨年の12月定例でご答弁いただきました広島大学と共同研究による循環器疾病の予防プログ

ラムについてということで共同研究されてるということがありました。これについて具体的内容

と健康安芸太田21との関連性はどんなものか。これ研究されとれば、その進捗状況、そして専門

職の継承が必要と思いますがその点についてはどのようなことになってるかをお聞かせ願えたら

というように思っております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 健康づくり課伊藤課長。 

○伊藤真由美健康づくり課長 

 生活習慣病の予防についてでございます。生活習慣病の予防につきましては、色々な面がござ

いますが、例えば糖尿病予防教室をして減塩教室を開催したりとかですね、運動とかにつきまし

ては国保の特定保健指導という取り組みがございます。そちらの方である程度一定の基準にかか

られた方につきまして、改善をしていただくために特定保健指導などという運動教室を行ってま

いりました。またメンタルヘルスというところにつきましては、心の健康というところにつきま

しては、今も悩んでおられる方がたくさんおられますが、その方たちにつきまして、月に一度集

まっていただいて、一緒にプチソーシャルクラブと申しますけれども、色んな取り組みをしてい

るところでございます。また社会環境の整備につきましては、とても難しい問題がありまして、



- 58 - 

健康づくり課だけではなかなか解決できるものではないというところがございます。これにつき

ましては、ちょっとまだ取り組みが不十分なところがあるかなというふうに感じております。そ

れから循環器疾病のプログラムについてでございます。こちらにつきましては、先ほどもありま

したが、壮年期死亡の減少という目標がございます。安芸太田町では心疾患が死亡原因の２位に

なっております。その心疾患の原因となります循環器疾患につきましては、ストレスが大きな原

因というふうに言われております。このことにつきまして、広大の方と共同研究ということで、

ストレスを解消していくようなプログラムを今研究しているところでございます。29年度におき

ましては、40代、50代の方約1,300人の方に対しまして、質問紙のような調査をさせていただい

ております。ただ今この質問紙の調査を分析している途中でございますが、概ね男性の方がちょ

っとストレスが多いというような結果が出てきております。まだこれをどうしていったらいいか

っていうところにつきましては、来年度に向けてまた研究を重ねていきたいというふうに思って

おります。以上でございます。すみません、健康寿命につきましては、一つの要因だけではなく

て、病気の疾病の予防でありますとか、早期発見というところもあると思います。それに加えま

して健康づくりという色んな取り組みを重ねていくことで健康寿命の延伸につながるものと考え

ております。以上でございます。取り組みにつきましては、今言いました色んな取り組みがござ

いますが、早期発見につきましては、住民の健診ということがございます。また健康づくりにつ

きましては年代に応じた介護予防でございますとか、口腔ケア、今は歯周疾患が大変色んな病気

の原因になるとも言われております。そういう歯科保健への取り組みでございますとか、また今

運動する人をもっと増やしたいということで、今年度は、ちょっと取り組めておりませんが、来

年度からですね運動に取り組む人の裾野を広げていくような事業を取り組んでいく予定としてお

ります。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 中本議員。 

○中本正廣議員 

 どうもちょっと噛み合わんのが。町長ですね、健康21の中で生活習慣病が起因した医療の増加、

国県の施策の中の生活習慣病の発症と重症化予防が徹底しているということの中で、言われてい

るわけなんですが、今広島大学と共同研究、循環器疾患予防プログラムについてということで、

課長答弁されました中身については、この予防事業という町内の事業所でプログラムを実施して

いるというような形のものの中で、この開発は町民の健康づくりにおける最重要課題なのかどう

かということをまた聞きたい。町民の健康課題は先ほど町長が述べたように、糖尿病と認知症予

防の対策ではないんですか。そのために平成14年度からヘルスアップモデル事業において、内臓

脂肪があり、糖尿病など様々な病気の予備軍に対して生活習慣病の発症予防のためのプログラム
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開発を国、健康づくり課、保健師、健康運動士を中心に広島県、広島大学、町立病院が連携して

実施してきた事だと私は思っとるんです。この事業は、生活習慣病発症予防であり、すなわち循

環器疾患予防であるにも関わらず、なぜこのようなこと、予算を使ってまでそのような研究をさ

れているのかがちょっと理解できない。健康づくり課保健師が今まで培ってきたノウハウは継承

されずに、私は逆戻りしているような事業をしてるんじゃないかというように思ってるんです。

保健師専門職が管理者として在席してないがために、このようなことが実施されているのではな

いかとも思います。近年がん予防、糖尿病性腎性重症化予防、生活習慣病予防、認知症予防は糖

尿病が大きく影響しているという医学的エビデンスがあり、その結果生活習慣の改善、これには

運動、食事のセルフケア対策を住民にしっかりと実施することにあるのではないかと思っており

ます。研究段階は、うちの町ではすでに結果が出ており、その予防対策を専門職、保健師がしっ

かりと推し進めていき、そのサポートをするのが事務方ではないですか。専門職でない事務方が、

実は住民の命に係わる健康づくりを遠回りさせているのではないかというように私は思っている

んですけど、住民のためになっていないということに気づいていないのではないか。これは住民

にとっても不幸であり、専門職にとってもまた専門職でない事務方にとってもきつい仕事になっ

ているんではなかろうかと。やるべきこと、あるべき姿に戻るべきではないかというように私は

思ってるんですが、このことは町長、副町長に考えを伺いたいというように思っております。町

民の病気治療というのは、医師がするものだと私は思うし、町民の病気予防は保健師が関わって

くると、専門職がいなくなると、立ちいかなくなるんではなかろうかというように私は思うんで

す。さっき言われたように死亡の原因はがんが一番で心疾患、あるいは脳梗塞というような形に

なっておりますが、今申したようなこと、私の間違いであってはほしいんですけど、そういった

事を特に思うわけなんです。この健康21の中で行政ができることとしたことがあります。町の自

主的運動組織である健康運動クラブ連絡協議会への支援をする、ウォーキング大会、町内参加者

を増やすように取り組むというようになっております。また運動できる環境を整備する、必要に

応じて運動講座の交通手段を確保する、人材育成として保健運動士を確保する、健康に対する相

談支援体制を整備して、相談窓口を設置する、安芸太田町ウォーキング大会を実施する、健康運

動クラブ連絡協議会の活動の支援を充実する、動く110番の実施、運動のできる環境整備を支援

する、月例ウォーキング参加促進、介護予防事業を必要に応じて交通手段を確保するというのが

行政ができることとして中にきちっと書いてある。このことができてるかどうか。そして今広島

市においてもですね、高齢者いきいき活動ポイント事業というのを今広島市がやっております。

これは70歳以上で自らの健康づくり、そして介護予防に取り組む活動、これには１ポイントつけ

ると。ポイント手帳を渡し、１ポイントが100円です。これはですね、広島市がやる分でなしに、

活動団体が行う講座に出席した場合には出すということなんです。こういったことがありますの



- 60 - 

で、これもご承知をしておきたいというふうに思います。今健康について、各県もやってますし、

市もやってる、各市町もやってる、うちだけがちょっと遅れてるんじゃないかなというような思

いがします。先ほど申しましたように、健康づくりは町づくり、人づくり、そして地域づくりと

いうのが基本だと思いますので、そのことを踏まえての答弁をしていただきたいというように思

います。よろしくお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 保健・医療・福祉・統括センター栗栖事務局長。 

○栗栖修二保健・医療・福祉・統括センター事務局長 

 12月にもご質問いただいた部分があろうかと思います。特に今行政ができることということで、

健康計画の中にも実際に行政ができることということでの表現をしとる、普及啓発の部分が十分

に出来てるのかというご質問でございました。先ほど来、人材のことであったり、その環境の問

題だったりということのご指摘をいただいとる部分ございます。これまで約13年にわたってヘル

スアップ事業等で培われた成果というものを私たちも十分参考にさせていただくというのも当然

でございますし、それを今からそういう事業に参画していただきたい方々、いわゆる予備軍と私

どものような予備軍がどんどんそういう部分に入っていくことのやっぱり１つの機会をうちのマ

ンパワーである保健師であるとか、そういう専門職の人材がやっぱりどんどん勧奨していくとい

うことが当然必要ではないかと思っております。特に私どもの専門職の活用という部分で言いま

すと、若干ここ最近の採用の職員が多ございまして、まだ若い職員でございますが、私どもこの

年明けてから職員には自分たちで１年間に100人の仲間を作ろうというようなちょっとスローガ

ンめいたことも今指示をしているところでございます。単に100人の知り合いを作るだけでなし

に、それでその保健師がもっているスキルを住民の方に理解していただき、住民の方がその保健

師を頼ってこれるような形にしていきたいということでこれは保健師のみならず、うちで言いま

すと、福祉課も同様でございますが、やっぱり現場に入っていくことが地域の方々の理解の深ま

りもありますし、頼られていく行政の職員になるんではないかという思いを持っております。こ

れが最終的には健康づくりへの色々な入口になるのではないかと思っておりますし、30年度の事

業にしても、今後裾野を広げていくという意味での事業の展開も想定をしております。その部分

から実際にはこれまでできたことをもう少しステップアップするような形を取り組んでいきたい

と思っております。ご回答になったかどうかわかりませんが、一応そういう方向で30年度につい

ては、取り組みをする方針で進めて行こうと思っております。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 
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 合併をして10周年の折に、安芸太田町合併してから色々な施策に取り組んでまいりましたが、

これの中でやはり１つ自慢できる施策としては、健康づくりがあったと私は認識をし、またそれ

を具体的にですねウォーキング大会というような形で町外の多くの皆さんに情報発信するような

取り組みをしていただいておりました。そうした中で、やはりこのことが安芸太田町のやはりキ

ャッチフレーズというんですか、スローガンです、そういったふうな価値があるということで、

担当の方からの健康のまち宣言の提案を受けてぜひともやっていこうということでやりました。

その健康のまち宣言は、まさに住民の皆さんが主役で、住民の皆さんがまさに健康でそれぞれの

立場で力いっぱい生活される、力いっぱい生活していただくことが、まさに町の活性化につなが

るということで先ほどの判断をいたしました。具体的には、子ども110番であったり、町が取り

組む健診のお手伝いをいただいたり、またある意味専門的な領域でヘルスマイスターというよう

な取り組みをですねしていただきながら健康のまち宣言を実現することに協働で取り組んでいき

たいところでございますが、先ほどからのお話聞きますと、そのことがいわゆる十分なされてお

るのかというような観点からのご質問をいただいたところでございます。私の報告を受けている

数字的なところ、健診の受診率であったり、またその後の指導率であったり、あるいは平均であ

ったりいろんな意味では数字的には十分その効果が表れているのを認識しているところですが、

冒頭申しましたように、町民の皆さんが主役で主体的に取り組む形がですねできてることについ

ては、これからも担当者と一緒になって検討してまいりたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 健康づくり課伊藤課長。 

○伊藤真由美健康づくり課長 

 専門職でないということが健康づくりのマイナスになっているのではないかというようなご意

見をいただきましたが、事業の中心となっているのは、保健師でございます。私は資格はござい

ませんけれども、後押しという立場で取り組んでいると認識しております。これから先ほど統括

センターの事務局長が申しましたように、保健師が町に出て行って顔を覚えていただけるような

取り組みを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 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 専門職で言いますと、以前から若干世代交代でベテランの保健師が退職等々で減っておって若

干事業継承ができていない部分があります。それとうちの町長部局が総務課等々の指示でやはり

専門職さんが専門職だけの仕事に専属ではなかなか難しい、色んな多岐の事務がこなせないとい

うことで保健師さん等々にいろんな事務を指示しとるという部分があります。この部分について
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はご理解をいただきたいと思います。専門職である保健師の能力は十分活かしてると思いますが、

兼ねて仕事をさせることはご理解いただきたいと思います。 

○中本正廣議員 

 終わります。 

○矢立孝彦議長 

 ９番中本議員の一般質問が終了しました。以上で通告による一般質問は全部終了いたしました。

これで一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。 

○上田隆議会事務局長 

 ご起立願います。一同互礼。 

 

                 午後4時10分 散会 

                                               


