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平成３０年第３回定例会 

（平成３０年６月１１日） 

 （開会 午前１０時） 

○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、

７人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。８番、角田伸一議員。 

○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。町長はじ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。平成 29 年度会計は、５月 31 日に出納閉鎖と

なり平成 30 年度の事務事業に集中できる状況となりました。30 年度は地域創生をはじめ、多くの事業

が計画をされております。計画以上の成果が上がりますように期待をいたします。早速ではございます

が、通告しております一般質問をさせていただきます。まず最初に適正な行政事務について。平成 27

年度の職員の詐欺・収賄事件、平成 29 年３月発覚の不適切な事務処理による県補助金不正受給という

不祥事により信頼を損なうこととなりました。町では平成 29 年度安芸太田町職員不祥事防止対策協議

会の設置、不祥事再発防止に関する計画の策定、早期に取り組むべき事務改善事項のとりまとめ、事務

処理ミス防止対応方針、安芸太田町職員不祥事防止行動指針の策定等、不祥事再発防止に取り組みをさ

れてまいりました。不祥事再発防止に関する全職員の心構えについて具体的には再発防止に向けた５つ

の柱が示されております。３月８日付の不祥事再発防止に関する実施計画、実施状況報告書には、再発

防止に向けた５つの柱の取組み状況が詳しく記載をされておりました。また最後には、再発防止計画も

理解しただけでは何の意味もない、実践してこそ初めて意味をなすものになり、課長等はこの内容が職

員に確実に理解をされ、実践されるよう職員に対して十分な説明指導を行うこととするとなっておりま

す。この取り組みの内容で説明を受け、町長をはじめ、職員一丸となって、適正な行政事務に取り組ま

れていると認識をしておりましたが、今年の５月３日付、中国新聞に国庫補助金 163 万円返還、安芸太

田町業者工期守らずの記事が載りました。２件の農地災害復旧工事への国庫補助金 163 万円を取り消さ

れた、業者が年度内に完了できず、町の進行管理も不十分だった。確定した補助金分の費用は契約に基

づき、業者に請求をする。雪の影響で工事に取りかかれず、書面による工期の延長申請もなかった。町

の担当者は、状況確認や業者との連絡が不十分で、補助金の窓口である県に事業の繰越申請をしていな

かったという内容でございました。５月 29 日付、中国新聞に補助金返還問題職員を懲戒処分の記事が

ありました。この国庫補助金返還対象となりました農地災害復旧工事の経緯について答弁を求めます。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 ８番議員の一般質問にございましたように、この度重ねての事務の疎漏を起こしまして、また関係し

ていただいております国県、あるいは町民の皆さん、大変なご心配とまた不信をかけるということを生

じいたしました。平成 27 年、29 年に、まさに不祥事と称する大きな事務的な過ちを生じました。その

再発防止に、今、役場全体で取り組むということを皆で決め、取り組んどる最中にですね、重ねて先ほ

どご指摘のありましたようなことを起こしました。重ねて深くお詫びをするものでございます。またそ

の原因あるいはその再発防止について今改めてご報告を申させていただきたく思っておるところでござ

います。重ねての不祥事、返す言葉もないところでございますけれども、今一度原点に返り、我々の仕

事への取り組みについて、もう一度取り組みを報告させていただきたいとお願いをするものでございま

す。詳細につきましては取りまとめをしてくれております副町長の方より経過についてのご説明をさせ

ていただきます。 

○矢立孝彦議長 
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 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 前々回、前回の不祥事につきまして、私を中心になって再発防止策等を組み立てておりますが、今回

事務の疎漏が起きたということ、それは不祥事再発防止の柱にあてておった内容がそのまま今回の事案

にあたるということで、非常に痛切に責任を感じているところでございます。一回目の質問が経緯でご

ざいますので、基本的には建設課長の方から詳細な経緯について説明をさせていただきます。 

○矢立孝彦議長 

 田中建設課長。 

○田中啓二建設課長 

 ご質問の農地災害復旧工事が未竣工となりました件につきましては、担当課として大変申し訳なく思

っております。過去の不祥事を踏まえまして、改善をしてまいりました工事管理への取り組みが不十分

であったことや、職員の認識の甘さが今回の事案に至った要因であるというふうに考えております。ご

質問の今回の事案の経緯でございます。昨年の７月４日から５日にかけての梅雨前線豪雨により農地が

被災したものでございます。今回の２件を含みます農地３件と農道１件が、その梅雨前線豪雨で被災し

ております。被災後の現地調査によりまして、現地確認をし、広島県の方に災害報告を行い、災害復旧

事業として進めることとしております。災害復旧事業として進めるための補正予算を９月定例議会に計

上させていただきまして、議決をいただいております。同じく９月の中旬に国によります災害査定が行

われました。９月 15 日に査定会によります朱入れということで、災害事業としての決定を見たところ

でございます。その後、工事発注を行うために、農地３件につきまして、実施設計を行いました。実施

設計を行ったところ補正予算で計上した額を超過するという予算が不足するということがございました。

そのため農地３件の内、２件をまず 11 月 25 日に入札を行い発注することとしております。平見谷地区

がこの入札で工事請負契約という運びとなっております。残る１件につきましては 12 月の定例議会へ

追加の補正予算の計上をさせていただいて議決をいただいております。その後入札準備等を行いまして、

平成 30 年２月５日に入札を行いました。こちらが未竣工のもう１件の追付郷地区の工事でございます。

担当者におきましては３件の農地災害につきましては、30 年の作付に間に合わせるためには、29 年度

中に事業を完了していなければならないというふうな認識でございまして、繰越手続等はとっておりま

せんでした。また担当者は年度内に完了することを前提としました事務を工事の現地状況の確認をする

ことなく進めて、県補助金の概算払い受領手続き等を行っております。また後日請負業者に確認したと

ころ、請負業者におきましても、契約工期内に工事を完成させるという認識が希薄であったということ

もございます。３月 30 日に県の方から概算払い補助金が町へ入金をされております。担当者が３月 30

日に広島県に事務手続き上必要な履行状況報告書を提出する際に、現地２ヶ所が未竣工であるという状

況を確認して、まず私担当課長の方へまず話がございました。私から副町長、町長の方へ状況を報告い

たしました。町長からは広島県の指示に従うように指示をいただいたところでございます。その後現地

を確認した後に私が西部農林事務所へ出向き、所長、また担当の農村整備課と協議を行いました。その

際に西部農林事務所の見解としましては、未竣工工事２件につきましては、年度内完了となっていない

見込みの為、災害復旧事業の補助対象とならないということがございました。補助対象とならないため、

概算払いで町へ入金したお金はいわゆる戻しで戻出を行うということが示されました。一方、農家が困

らないような対応を町で行うべきであるという意見も同じく県から示されたところでございます。県と

の協議を踏まえまして、町の対応を検討いたしまして、農地につきましては農繁期を迎えて早期の完成

が必要であるため、町単独事業として実施することとし、専決処分によります予算繰越、工事請負契約

の工期変更を行い早期の工事完了を図ることといたしました。その後工事を進める中で、岩盤の露出等

によりまして、工事内容の変更がございまして、２地区とも工事費が減額となっております。２地区で

約 39 万円程度の工事費が減額という状況がございました。４月 17 日に県から入金いただきました未竣

工地区に関する概算補助金のうち、２件分を広島県に戻出しております。こちらが 163 万９千円という

金額でございます。工事につきましては、２件とも４月 19 日に完成をし、４月 20 日に町の工事検査を

行っております。工事完了後は各農家におかれまして営農等に使用されているという状況でございます。

一方当該工事に係る町の損害金でございます。建設工事請負契約約款に基づきます一般的損害に該当す

るものといたしまして、町としては判断しております。請負業者に損害金の負担を求めることとし、損

害金の額は町に交付される予定でありました県補助金相当額としております。こちら金額は 153 万

8,394 円ということでございます。また損害金の支払いにつきましては、契約約款に基づきまして工事

請負代金と相殺を行うこととしております。５月 17 日に町の損害金及び相殺を行うことにつきまして、
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請負業者にお話をしまして同意をいただいております。６月５日に工事請負代金と損害金の相殺を行い、

差引額を業者の方へ支払っておるところでございます。金額は７万 806 円でございます。以上が今回の

未竣工工事の経緯でございます。今後は適切な工期の設定でございますとか、工事管理の徹底等を図り、

再発防止に努めて参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 

 角田議員。 

○角田伸一議員 

 災害の発生以来、災害復旧事業としての事業採択、予算確保等々、農家の為に長期間にわたって、取

り組みをされた中で起きた、誠に残念な結果でございます。工事の未竣工につきましては、業者に非の

あるところでございますが、いったん補助金の交付を受け、その後補助金を取り消されるという行政手

続きに問題がございます。続けて質問をいたします。２月、３月の工事現場の積雪の状況について。そ

れと、この災害復旧工事について、副担当を設けていたのか否か。本件の発覚後、全職員に周知された

のはいつ頃なのか。以上３点について答弁を求めます。 

○矢立孝彦議長 

 建設課長。 

○田中啓二建設課長 

 お答え、建設課からさせていただきます。まず１点目の２月、３月の工事現場の積雪の状況というこ

とでございます。今回未竣工となりました箇所、２件とも、平見谷地区でございます。町内でも特に積

雪の多い地域でございます。この地区におきます積雪の状況でございます。昨年の 11 月下旬には初雪

がございました。12 月には 30 センチ程度の積雪が数回ございました。また１月中旬からの強力な寒波

によりまして積雪が１メートルに達するという時期もございました。また２月の初旬から中旬にかけま

して、再びの強力な寒波におきまして積雪が１メートルから１メートル 50 センチになるというような

状況もございます。２月下旬からは新たな降雪はございません。徐々に積雪量も減っていきまして、

３月の上旬で約 10 センチ程度の積雪であったというふうに確認しております。その後雪解けによりま

して各農地が湛水をしている状況であったものというふうに把握をしておるところでございます。２点

目のご質問でございます。この災害復旧工事において、副担当を設けていたかということでございます。

建設課の所管する工事におきましては、工事ごとに監督員を２名配置することとしております。これは

過去の不祥事の反省を踏まえまして、工事管理のあり方を見直すための制度整備を行いました。単独の

職員での工事完了を行わず、複数職員が関わり情報を共有することで、適切な工事執行を行うためとし

ていたものでございます。しかしながら今回の事案では、監督員２名は配置をしておりましたけれども、

この２名の間で工事の進捗状況等の情報共有等がなされておりませんでした。制度の整備は行いました

けれども、これが実際は機能していなかったという状況でございます。この点につきましては制度趣旨

の徹底による複数監督員間での情報共有、またそれに加えまして建設課全体での執行工事の情報共有、

また私課長の立場といたしましても、工事の進捗状況、管理する改善を行うべく、その取り組みを現在

始めておるところでございます。もう１点は副町長から説明をいたします。 

○矢立孝彦議長 

 副町長。 

○小島俊二副町長 

 ３点目の本件の発覚後全職員に周知されたのはいつごろですかということですが、３月 30 日に私と

町長の方に報告がございまして、その後県等との協議により全職員、課長の方に４月 26 日に今回の事

案の詳細を整理して周知いたしました。29 日に全職員に向けて未竣工の内容について説明をするために

メール配信をしたところでございます。その後、ホームページ及び町民広報等で懲戒処分を発令いたし

ておりますが、５月 28 日に全職員に対してそうした懲戒処分、今回の処分内容について周知を図った

ところでございます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 角田議員。 

○角田伸一議員 

 繰り返される不祥事、町職員の懲戒処分は安芸太田町の信用に傷をつけるものでございます。住民、

県、国に対し、信頼を回復する為、事務事業の執行にあたっては、今まで以上に緊張感をもった取り組

みが必要であると思いますが、決意のほどを伺います。 

○矢立孝彦議長 
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 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 冒頭申しましたように、重ねての事務の疎漏による関係機関の皆さんに大変なご心痛を与えた事、重

ねてお詫びをするものでございますし、また、この再発の防止につきまして今までの取り組みを再度検

証する中でですね、二度とではなしに三度とは起こさない重い決意を職員と共有しながら取り組んでま

いることにしております。引き続きまして議会の皆さんへの報告を通じながらですね、我々の進捗状況

を確認しながらまたご意見を賜りますよう取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。 

○矢立孝彦議長 

 副町長。 

○小島俊二副町長 

 庁内の事務を総括する立場といたしまして、さらに不祥事再発防止の事務の先頭にたっとった者とし

て、今回職員の事務の疎漏等々で補助金の返還があったことを深く反省をいたしておるところでござい

ます。今回の事案発覚後、再度また不祥事対策防止会議を開催いたしまして、当分の間継続するという

方向でおります。そういった中で、各課長と十分な情報交換を行い、早く報告とか連絡とかそういった

ものが来るように徹底を図って参りたいと思います。再度事務の徹底を図って参りますのでよろしくお

願いします。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 建設課長。 

○田中啓二建設課長 

 担当課として、一言申し述べさせていただきます。今回事案の課題といたしまして、まず不足した実

行予算ということがございます。災害発生を受けて計上しました補正予算が実際の発注におきまして不

足したということがございます。まず正確な予算措置を行うよう努めて参りたいというふうに考えます。

これによりまして、速やかな工事発注が可能となるものと考えております。また今回の事案、不適切な

工期設定ということがございます。町内でも特に積雪が多い地域での工事でございました。なおかつ今

年も相当な豪雪であったにもかかわらず、工事に必要な日数でありますとか積雪による作業不能日が考

慮されておらず、適切な工期設定となっておりませんでした。今後は適切な工期設定と共に年度内完了

が困難な場合には繰越手続き等、必要な措置を講ずることといたしたいというふうに考えております。

また先ほど申し上げましたけれども、工事執行状況の課内共有ということでございます。今後は担当者

間、また課内全体、私におきましても、工事管理進捗状況の把握を確実に行いまして適切な工事執行が

図れるように臨んでまいりたいというふうに考えております。以上の取り組みを徹底的、確実に行いま

して、係る事案が二度と起こらないよう、再発防止に向けて建設課一丸となって、取り組む覚悟でござ

います。建設課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 

 今度こそぜひ町民から信頼される安芸太田町役場になっていただきたいと思います。それでは次の質

問に移ります。災害に対する備えについて。梅雨の時期に差し掛かりました。例年日本各地で大きな土

砂災害が発生する季節でもございます。災害を未然に防ぐことが最重要ではございますが、高齢化によ

り地域の活力も低下している現状で、万が一災害が発生したとき迅速な対応がとれるかどうか気がかり

でございます。安芸太田町の場合、本庁と支所では人的な対応能力に大きな差があると感じております。

有事の時に消防団、自治振興会との連絡により的確な初動対応ができる体制を整えておられるとは思い

ますが、現時点で災害対応の体制は万全か伺います。 

○矢立孝彦議長 

 栗栖総務課長。 

○栗栖一正総務課長 

 災害に対する備え、これについて、現状等どうだろうかというご質問をいただきました。総務課の方

からお答えをさせていただきます。まず 14 人の方が犠牲になられた昭和 63 年７月の豪雨災害から今年

はちょうど節目の 30 年を迎えました。こうした過去大きな災害を受けてる本町として議員ご指摘の災

害の備えというのは、当然万全を期していくべきというふうに認識をしております。災害が発生しよう

としている、又は災害が発生した場合、町では本庁に災害警戒本部、もしくは災害対策本部、両支所に

同じく災害警戒本部の加計支所、筒賀支所。対策本部を設置した場合は両支所にも支部を設置して、職
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員それから消防団と連携を取りながら必要な防災体制をとるということにしております。ご指摘のよう

に有事の際、人員体制については、確かに両支所については、配備職員が少ないため、単独での対応能

力は、当然限界がございます。しかしながら当然に災害の対応や規模にあわせて、本庁又は他の出先機

関から連携して必要な応援体制を取ります。ただし、全域に及ぶ場合は、こうした体制もなかなか取り

にくいため、例えば自衛隊に災害派遣を求めるとか、そういった取り組みをすることとなります。こう

いった災害対応の内、事前に対策を取ることが可能な、具体的には台風であるとか長雨等による災害に

対する備え、こういった備えとしては現在は最接近、台風の場合は最接近の３、４日前から課長以上を

構成員とする災害警戒本部会議を設置して開催するとともに、町消防団においても副団長以上の幹部及

び訓練指導員の本部幹部で構成とする災害警戒会議を開催しております。この段階での対応としては、

各学校や各関係機関への情報提供、それから休校措置や道路などの災害に対する警戒態勢に入ったこと

を防災行政無線等で通じて住民の皆さんへ周知したり、そういった対応をしております。また消防団に

も事前に分団長を通じて連絡を取って事前体制をとるようにしております。次に地域との自治振興会等

との調整でございます。災害の発生が身近に迫っている場合は、ご指摘のように初動体制、初動対応が

大変重要になりますが、過去多くの自然災害を受けた経験を持つ本町においては、消防団もそれから住

民の皆さんも、町の発信する防災情報それからマスコミ等の情報から自ら判断される習慣も残っており

まして、これまで早め早めの行動をとっていただいております。しかしながらご指摘のように、大きな

災害から 30 年が経過し、時の経過と共に過去の災害経験のない世代も増えてきております。今後はこ

うした世代に対する啓発活動がより重要になってくると考えております。地域の自治振興会等と協力を

しながら、こういった災害対応を適切に取れるような仕組みもあわせて検討していきたいと思います。

体制は万全かとのことでしたが、近年の大規模災害、大規模地震の多発、ゲリラ豪雨の多発など、複雑

多様化する自然災害に対して行政機関としては万全という言葉は使うべきでないというふうに考えてお

ります。使えないとも考えております。様々な自然災害に対して備えができるように、体制に万全を期

すよう最大限の努力を惜しまない、こういった姿勢が重要であると思っております。自然災害の発生そ

のものを防ぐことは大変難しいと思います。もし発生した場合に被害の軽減を最大限図る、これが減災

の考えが大変重要であるというふうに思っております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 角田議員。 

○角田伸一議員 

 本庁、各支所、消防団、自治振興会等との連携による防災、災害対応の体制は整っているというよう

に伺いました。防災、災害対応に必要な設備、機材等の点検を含め体制の維持に努めていただきたいと

思います。以上で私の一般質問を終わります。 

○矢立孝彦議長 

 以上で角田議員の一般質問を終わります。５番、末田健治議員。 

○末田健治議員 

 おはようございます。質問の前に去る６月６日夜、砂ヶ瀬沖国道 191 号のがけ崩れに巻き込まれ亡く

なられた加計高等学校の先生そのご家族の皆さまに心からお悔やみ申し上げます。安芸太田町内ではこ

れまでもその地形上、度々の崩落があり、通行不能の事態が度々発生しています。町長は町づくりの基

本に安全安心な町づくりを進めると答弁されていますが、掛け声だけのように聞こえてなりません。要

望はしているでは、全くいけないと思いますよ。崩落事故の国道 191 号路線は、安芸太田町を走る最も

重要な路線であり、スクールバス、広電バス、商用の方、帰省客、観光客の方も、最近はサイクリング

の方も多く走っています。安芸太田町の自然にひかれてこられた方は事故以来、激減をしております。

このような状態では安芸太田町は危険なところだというふうに思われてしまうのでないかと危惧をして

おります。二度と悲劇を繰り返さないために、抜本的な対策が必要ではないでしょうか。これまでも、

国道改良については要望していると答弁をされておりますが、一過性の要望活動では何十年経っても変

わりません。安全安心の町を作る本気度を見せていただきたいと思います。さて前置きは以上でござい

まして、本題に入りますが、加計スマートＩＣは平成 16 年からの社会実験期間を終えまして、平成 18

年 10 月に本格設置されました。12 年が経過しております。設置当初の効果としては、１つとして通勤

時間が平均 16 分程度短縮、２番目には救急車利用により、緊急時の安全安心感が高まる。３番目には

広島市中心部へ 45 分程度で行ける、地域経済の活性化が図られる。４番目にはスキー場へのアクセス

が平均 22 分短縮されるなど、観光産業への発展効果があるとされておりました。また町としては、

１つとして自然環境を活用した観光振興が図られる。２番目に地域住民によりＩＣ周辺の景観形成、
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３番目には旅行会社への観光モデルルートの企画・提案、４番目にはフルＩＣ化に向けた低コストプラ

ンの検討、５番目に地元産品の販売施設や情報提供施設の設置による維持管理支援などの利用促進、管

理運営方法の改善策をたてられていたと伺っております。観光モデルルートについては、これまでも民

間観光事業者とプランニングを企画実施し、好評を得ていると伺っております。そこで１番目に加計ス

マートＩＣの設置効果は上がっていると思われますが、昨年鮎が平地区で発生しました山腹からの土砂

流出による災害においては、通行不能となり住民生活に大きな影響が出ました。国道の通行不能は、病

気等緊急時において大きな影響が出ます。災害が発生しやすい本町の地形を考えると、災害に強い高速

道路の利用ができる条件整備が必要と考えます。２点目、今後の町づくりを考えるうえで、山口方面へ

の乗り降りは重要です。加計スマートＩＣをフルインター化する考えはありませんか。３番目、加計ス

マートＩＣの利用状況はどのように把握をされていますか。４番目、観光入込客の状況と分析評価はど

のようにされていますか。以上伺います。 

○矢立孝彦議長 

 答弁者。片山商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 失礼いたします。ご質問のありました加計スマートインター等の利用状況について、まずご説明をさ

せていただきます。議員からもありましたとおり、平成 16 年の 12 月から社会実験を開始しまして 18

年より本格運用、平成 26 年の７月から 24 時間の通行が可能となりました加計インターにつきまして、

スマートインターにつきましての利用状況ですが、ＮＥＸＣＯ西日本様のご協力の元、平成 24 年度か

ら入込客等の参考とするため数字のご提供をいただいているところでございます。通行台数の動向とい

たしましては、概ね出入りの比率は半々となっておりまして、通過台数を２分の１で除算しますことで

実通過台数とみなしているところでございます。昨年１月から 12 月までの出入り台数につきましては、

参考までに戸河内インターが84万４千台、対前年比がマイナス2.8、加計スマートインターにつきまし

ては 27 万９千台で同じく対前年比マイナス 7.6 パーセントとなっており、平成 26 年以降につきまして

は、この間４年連続で減少傾向となっているところでございます。要因の一つといたしましては平成 26

年に全線が開通いたしました尾道松江自動車道が無料区間でもあり、平成 27 年の数字ですが毎日５千

台から７千台がこの松江ルートの方へ通過しているという資料もございます。主には四国からしまなみ

街道を経てこの中国やまなみ街道を通り、松江方面へ向かっている車両の導線が変化している影響もあ

ると考えております。それから観光振興面におきましては、現在３月から試験的に行っておりますけれ

ども、ＥＴＣ2.0 によりまして、１時間以内のインター出入りが下車とみなされずに通過ポイントのみ

となるといったことを戸河内インターの方で対象としているところがございます。それから観光入込客

につきましてご説明を申し上げます。平成 29 年の入込観光客数は 58 万７千人で、昨年比でマイナス

1.8 パーセントと減少しております。昨今の状況としましては、平成 20 年が 75 万人おられましたが、

平成 23 年に 48 万人まで減少し、それ以降は増加傾向にありました。昨年は６年ぶりの減少となってい

るところでございます。理由の一つといたしましては、悪天候によるイベントの中止もございますけれ

ども、先ほど説明申しました高速道の影響もあると考えております。一方で外国人の入込客数は１千人

程度で推移しておりましたが、諸外国向けのＰＲあるいはフランス等のガイド本などに掲載された効果

といたしまして、また国内でのインバウンド効果も含めまして 28 年と 29 年には本町に訪れた外国人が

１万人に増加しているところでございます。なお観光消費額をあわせてご説明しますと平成 20 年が 19

億２千万、それ以降ピークとして減少し、現在では８億円となっております。客数で除算しました単価

が平成 20 年が 2,500 円程度でございますが、昨年が 1,360 円となっており、日帰り観光客が増加して

いること等をあわせて食事も自ら持参する傾向にあるのかなというふうに考えているところでございま

す。入込観光客とインターの利用状況についてご説明いたしました。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 田中建設課長。 

○田中啓二建設課長 

 ご質問でございましたフルインター化ということでございます。建設課の方からお答えをさせていた

だきます。加計スマートインターチェンジにつきましては、先ほどご質問にございました社会実験開始、

本格設置、24 時間運用の開始ということに徐々に機能の拡大が図られてきたところでございます。それ

以外にもアクセス道路の改良によります利用可能車種の拡大でございますとか、遠隔監視システム導入

等、やはり機能拡大が行われてきております。インターチェンジの機能拡大によりまして、地域の活性

化につながっているという面もあろうかというふうに考えているところでございます。ご質問のフルイ
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ンター化でございます。現在の加計スマートインターチェンジの形態が広島・大阪方面への乗り入れと

出という進行方向に制限のあるハーフインターという形態でございます。フルインター化ということで

すと、山口・九州方面への乗り入れと出を追加するという新たな機能ということになろうかというふう

に思います。これまでも加計スマートインターチェンジの 24 時間運用の要望時等にあわせて、フルイ

ンター化の要望を行った際の意見でございますとか、担当レベルでのフルインター化また４分の３イン

ター化について検討してきたという経緯はございます。その検討を行った際の課題といたしましては、

土地条件が物理的に困難性が高いということがございます。またフルインター化を行う際に必要な追加

投資に見合う便益を確保することができるかということがございます。例えばフルインター化に伴い新

たに設置をいたします料金徴収施設等は高速道路会社が負担設置することになります。高速道路会社は

管理運営費用の増加分を原則追加投資後の増収分で賄う必要がございます。ちなみに 24 時間運用フル

インター化の検討を行った際の交通量データによりますと、近接の戸河内インターチェンジ利用車両の

91 パーセントが広島・大阪方面への上り方向、９パーセントが山口・九州方面への下り方向という状況

でございました。このデータを参考にいたしまして加計スマートインターチェンジからの九州方面への

の利用について検討した場合には、追加投資に対します便益の確保については相当困難ではないかとい

うふうに考えているところでございます。高速道路ストックの機能強化ということでございます。国に

おきましても課題としてとらえている部分もあろうかと思います。また山陽自動車道と比較をいたしま

して、中国自動車道が交通量が少ないという状況もございます。しかしながら仮に山陽自動車道が通行

止めとなった場合には、中国道が迂回路、バックアップルートということも想定をされているところで

ございます。想定される利用方法の検討を含めましてフルインター化につきましては、引き続きの課題

とさせていただきまして、情報収集等に努めて参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 

 二見企画課長。 

○二見重幸企画課長 

 中国道の利用促進の取り組みについて紹介をさせていただきたいと思います。中国自動車道は過疎高

齢化が進む中国地方の中山間地域において、交流人口の拡大や物流の活性化を図る基幹インフラである、

こういう位置づけでございますが、通過交通量が極めて少ない状況でございます。この中国自動車道を

有効活用し、中国地方の中山間地域の広域経済圏や、広域観光ネットワークの形成を進めて、活発な企

業活動や観光振興などにより、継続して人・ものが動く仕組みづくりが必要であるという、こういう観

点から町の方では平成 28 年度から中国道利用料金割引制度の創設による利用促進に関して国等への要

望を行っているところでございます。この取り組みにつきましては、中国自動車道の沿線自治体に広が

っておりまして、広島県内陸部振興対策協議会等を通じまして国へ要望を続けておるところでございま

す。引き続きまして関連自治体との連携を通じて、あらゆる場面でこの要望活動を進めて参りたいと考

えております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 末田議員。 

○末田健治議員 

 フルインター化に向けて便益性が確保できるかということは非常に大きな課題であるというふうに思

いますが、しかしそれはあくまでも現時点での評価であって、将来的にどのように社会情勢が変化する

かということは色々あるわけですから、現状で便益性の確保は難しいというだけでの判断というのは私

は適切でない、そういうふうに思います。あくまでも安芸太田町の長期にわたる町づくりを考えた中で、

それがたとえ今、投資であっても、必要であろうと、必要であればそれを積極的に進めるべきだという

うふうに思います。さらに再質問でございますが、スマートＩＣ周辺の景観形成の考え方というのはあ

るんでしょうか。私は加計スマートＩＣの出口付近にしましても、非常に山林等も荒れた状態でありま

すから、これはいち早く速やかに改善をし、訪れた観光の方も降りた途端に山が見えるというんじゃな

くて、きれいな町だなという雰囲気を持ってもらうことが大事だというふうに思っておりますので、そ

の点の考え方を伺います。それから地元産品の販売施設、情報提供施設への維持管理費用等の支援策と

いうのはあるんでしょうか。それから交流施設の側面が大きいプラットホームつなみへの対策は検討さ

れているのでしょうか。その点について再度伺います。 

○矢立孝彦議長 

 企画課長。 
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○二見重幸企画課長 

 プラットホームつなみに関するご質問についてお答えをさせていただきたいと思います。プラット

ホームつなみにつきましては、建設費用の一部を支援をさせていただいて、地元主体の交流施設という

ことで整備運営をされておるところでございます。この間、地域おこし協力隊を延べ３年４か月間配置

をして、プラットホームつなみの運営の職務的な支援を行ってきたものでございます。またこのプラッ

トホームの施設の内、トイレの部分を 24 時間開放していただくということで、こちらのトイレの使用

につきまして、町のビジタートイレということで指定をさせていただき、その使用料の一部を負担をさ

せていただいておるところでございます。当施設につきましては、津浪地域に限らず町全体の観光の案

内施設あるいは情報発信施設として機能をしているということでございまして、継続して運営をされて

町の産業振興あるいは観光振興に寄与していただきたいと考えておるところでございます。このために

も今後も町の観光産業あるいは産業振興にどういった形でこの施設が貢献していただけるかというのを、

地域主体の取り組み、これを側面的に町として支援してまいり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 

 副町長。 

○小島俊二副町長 

 １点目のスマートインター周辺の環境整備と申しますか、ちょっと具体的な内容ですが、インター周

辺につきまして高速道路部分につきましては高速道路会社の方が草刈り等の維持管理を実施しておりま

す。周辺の町道につきましては町の方が町道の管理で草刈り等の管理をしておるという状況でございま

して、もう少し大きな意味での質問かとは思いますが、そういったことがまたございましたら、また話

をしていただいたらと思います。 

○矢立孝彦議長 

 末田議員。 

○末田健治議員 

 加計スマートＩＣのフルインター化については私は長期間にわたってでも実現をすべきだというふう

に思っております。今後安芸太田町への入込のお客さんについてはですね、やはり安芸太田町の自然、

それを求めてきておられるわけです。あるいはおいしいものがあるからと。特に私は景観だというふう

に思っておりますので、その景観を保持をするための取り組みはぜひ必要でありますし、安全安心の町

づくりのために、ぜひ取り組んでほしいと思います。フルインター化の実現について強くその実現を要

望しておきます。次に森林環境税創設と林業振興についてでございます。本町は山林面積が 88 パーセ

ント、その内人工林が約 50 パーセント近いという状況でございます。この森林を活用することは、本

町の町づくりにとりましても、大変重要なことだというふうに思っております。日本政府は木材自給率

50 パーセントを掲げております。日本の木材需要の内、パルプチップ用材を除いた半分が建築で使う製

材、合板用材でその７割を占める製材分野で国産材と欧州産の外材がせめぎ合っているという状況でご

ざいます。日本の森林はご承知のように戦後に植林した人工林の半分が 10 齢級以上になっております

し、本町においても同様で伐採期を迎えております。しかしご承知のように木材価格が安く利益がほと

んど出ないために、伐採が進んでいないという状況でございます。利益が出れば逆に伐採が進んでいき、

林業の振興が図られるということが言えると思います。伐採の搬出費用は１㎥あたり約９千円程度はか

かるというふうに言われております。買い取り価格はそれを下回る、もちろんＡ材についてはそれ以上

でございますが、一般的には下回り伐採意欲が下がるというふうな状況になっております。先ほど言い

ましたように本町は面積の９割を山林が占めており、森林の荒廃が進めば保水力が無くなり、災害の要

因になりかねない状況が進行しております。森林環境税創設によりまして、搬出経費や間伐経費につい

て補助制度を設けるべきと考えております。そこで１つとして、安芸太田町として具体的な事業計画は

作成されていますか。２番目に安芸太田町への交付額はあるいはその後の交付見込み額はいくらになり

ますか。３番目に自伐林業の支援を一般に拡大する考えはございませんか。以上３点について伺います。 

○矢立孝彦議長 

 瀬川産業課長。 

○瀬川善博産業振興課長 

 まずご質問をいただきました、１点目の安芸太田町として具体的事業計画は策定されているかとの質

問に対しましてですね説明させていただきます。森林環境税は国税としまして、平成 36 年度から個人

住民税に対しまして、課税対象者から一律に均等割の増額によりまして、森林環境税分として一人年額
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千円を上乗せしまして、年間 600 億円程度の森林整備に要する財源を確保するものとなっております。

また山を守っていくうえで、大きな財源になるところでございます。林業経営の効率化及び森林の管理

の適正化の促進を図り、林業の持続的発展及び森林の有する多面的機能の発揮に資することとして、森

林経営管理法が平成 30 年６月１日に公布され、来年４月１日から施行されるものとなりました。森林

現場における諸課題にできる限り早期に対応する必要があるため、森林経営管理法の施行とあわせて森

林環境譲与税として平成 31 年度から国から県、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。その使途の具体的な対象内容については、

今後において国からガイドラインとして公表されるものとなっており、今月中、６月中には示される予

定となっております。森林環境税及び森林経営管理法に伴う譲与税の使途の方向性や実施上の課題抽出

や対策、また実務方法、県と市町の実行体制等について、現在県・市町の実務担当者職員によりまして、

実務研究会として定期的に開催し、協議を行っております。国からのガイドラインが公表され次第森林

環境譲与税導入による使途の方向性、地域の安全・安心を確保する森林施業・事業や、災害から守る治

山事業等の推進について、県・林業事業者等の関係機関と調整、協議を行いながら事業計画の策定に取

り組んでいきたいと考えております。２点目の安芸太田町の初年度の交付額またその後の交付見込み額

についてでございます。森林環境税としては平成 35 年度までの間におけます森林環境譲与税の財源は、

後年度におけます森林環境税の税収を先行して充てることとされております。暫定的に森林環境譲与税

特別会計における借り入れによって対応されるものとなっております。段階的踏まえたうえで、森林環

境税として想定されます税収総額の８割に相当する譲与額を市町村へ、残り２割につきましては都道府

県に当初交付されることとなっております。最終的には市町村が９割、都道府県が１割になることと見

込まれております。譲与税としては市町村の市有林人工林面積分として 10 分の５、林業就業者数とし

て 10 分の２、人口割として 10 分の３の算定基準で按分して交付される見込みとなっております。本町

への初年度となります平成 31 年度の交付額は 1,860 万円、その後段階的に増額し、平成 36 年度には

2,700万円、そして平成45年度には6,200万円の交付がされることが見込まれております。続いて３番

目にありました自伐林業普及支援事業の一般に拡大する考えはないかということの質問でございます。

この事業につきましては、個人・住民団体等が自ら森林の整備を行う上で、自伐林業への取り組みは少

しずつ進んでおります。手入れ不足の森林整備や里山の環境改善の担い手としても期待が高まっている

現状でございます。現在搬出される木材の多くが、低価格で取り引きされております。林業経営の安定

化を図るために個人、住民団体、ＮＰＯが行います単価の有利な原木市場への出荷に対する運賃を助成

をするものとして、今年度から新たな取り組みとして行われているものでございます。今後においては

自伐林業、林業経営に参入され、個人などの新たな林業経営の担い手として育成、確保を図り、森林の

経営意欲ある森林組合等の林業事業体ともあわせて施業体制づくりを整え、持続可能な森林整備を進め、

林業経営の安定化に向けた支援事業として実施しますこの事業の検証も行いながら、事業の必要性、ま

た継続性、拡充等について検討を行っていきたいと考えております。以上で説明を終わります。 

○矢立孝彦議長 

 末田議員。 

○末田健治議員 

 事業計画については、検討中だというふうな答弁でございましたが、具体的に研究会の中で例として

どのような計画が検討されているのかということも少し披瀝をされてはいかがかなと思います。それか

ら最終的に 6,400 万程度ということで、金額的にもう少し大きいものを想定をしておりましたが、あま

り大きくないというところでやや期待外れというふうな感じもしますが、使途の方向性についての研究

段階の研究内容について少し披露してください。 

○矢立孝彦議長 

 産業振興課長。 

○瀬川善博産業振興課長 

 今現在でですね、この森林環境税また森林経営管理法に伴う使途の部分の研究段階でございます。実

質この使途につきましては、人材育成また担い手の確保に向けた部分の中で、この森林施業というもの

について、継承できるまた意欲的にこの経営を進めていく事業体の今確保についてですね、基本的には

森林組合をはじめとします、そういったところの事業体への施業を行っていく予定とされますが、やっ

ぱりこれだけの森林環境税、また今までの造林事業を踏まえてですね、かなり多くの施業を行う必要が

あろうとなっております。その施業を行うべき林業者の確保についてですね、森林組合を以外とします
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今回の自伐型林業で入ってこられる方を担い手として位置付けていくという形の部分でですね、この森

林施業要するに森林経営を担い手として、担い手を確保する点で今、県と市町とまた林業事業体とで協

議を行っ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 

 末田議員。 

○末田健治議員 

 答弁にありましたように、人材育成等については私は大変賛成をいたします。ぜひ取り組みを前向き

に進めていただきたいというふうに思います。森林環境税については、国土保全につながり、特に安芸

太田町のような森林資源が９割を占める地域においてはこれが観光資源として活かされていくものだと

いうふうに思っております。そういった意味で非常に大きな森林というのは本町にとりましての財産で

ございますので、今後森林環境税を活用した継続的な取り組みをされますように要望して質問を終わり

ます。 

○矢立孝彦議長 

 以上で末田議員の一般質問を終わります。質問を続けます。３番平岡昭洋議員。 

○平岡昭洋議員 

 おはようございます。今日はお昼からと思っておりましたので、食事をする前の方が楽しくご飯が食

べられますので、よろしいとは思いますけれども。私はここにいらっしゃる議員とはちょっと違って、

ご存じのように 40 年から 50 年近くもこの町に居りませんでしたので、私の質問には非常になんかど素

人が言ってるんじゃないかと思われるようなことがあるかもしれませんけれども、案外素直なことを言

ってるんだろうと思ってお聞きいただけたらと思います。それでは１番の質問から申し上げます。質問

の内容は出生数（若年人口）を増やす町の施策は何かということですね。私がちょうど広島に帰って、

広島の町の方に勤務しているときに、2014 年の日本創生会議で人口減少問題検討部会というのがありま

して、消滅可能性 896 自治体の上位に確か 30 何番目だと思いますけれども、安芸太田町があげられて

本当にびっくりした思いがあります。もうそれから５年が過ぎております。当時町の将来の姿を国から

突き付けられた町民の思いというのはいかばかりかと拝察しますけれど、１つの自治体がその存続を危

ぶまれる人口減少というこの危機的な状況に対して、当然町としてこれまで色々な手立てを打たれてい

ると思います。が、現実は一昨年度の出生数は 26 人、また昨年度の出生数は 21 人と激減しております。

１年間に生まれてくる子供の数が 21 人、これは安芸太田町の何々地区という数字ではないのです。い

くら人数が減ったからと言って、6,300 人の人口を抱えるこの町の全体の出生数が昨年度は21人なんで

す。私はさすがに耳を疑いました。私の目には特にこの５年間は、莫大なお金をかけて小学校、中学校

の改築、病院の改修のようなインフラ面の整備ばかりが目に映っていますが、もしこれから 10 年後に

これらの設備に、またこれらの設備を利用する人はいったいどれだけいるんでしょうか。この町に生ま

れて一度も外に出たことのない 93 歳になる私の母が最近耳が遠いせいか、独りごとでだんだんさびし

ゅうなるねと、よく言います。なんか嫌な気持ちに私はいつもなるんですけど。町長は笑顔輝く元気な

町づくりと言っていますが、１年間で 21 人しか子供の生まれないこの町で、本当に町民は心底笑顔に

輝けるのでしょうか。また町では日本創生会議の予想より、町の人口減少幅が小さいというように何回

か説明を受けましたが、本当にその要因が何であるのか、しっかり分析されておりますか。本当は最近

の出生数の一段の減少を見る限り、予想以上の日本人の高寿命化で、この町の人口の減少のスピードが

一時的に弱まっているだけではないのですか。もしこの考えが不幸にもあたっているとすれば、10 年後

20 年後のこの町の姿は、もう想像を絶するものがあります。人口の減少の問題はもう皆さんご存知のよ

うに、過疎に悩む全国の市町村では長年の共通の課題です。幼児や高校に至るまでの教育や医療の無償

化とか、医療設備の充実などの施策だけでは今ではどちらの自治体でもやっていることで、大した差別

化にはなりません。毎年 20 人程度しか出生数のないこの町の将来の姿に、真正面から向き合い、我々

はこの町をどうしたいのか、どのような夢がこの町で描けるのか。将来の安芸太田町を担う若者世代に

また若者世代を確保して彼らにここでいかに生きていくかの道筋を示せるか。今町として取り組まなけ

ればならない最重要課題だと思います。当然 10 年前もこの問題は重要課題だったと思います。それで

は出生数を上げるためにまた若年人口を増やすために町としてこれまでどのような努力をされたのか。

また現状を踏まえてこれからどのようなビジョンを持ってこの問題に対処していかれるのか。考えを聞

きたい。 

○矢立孝彦議長 

 栗栖地域づくり課長。 
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○栗栖修司地域づくり課長 

 ただいまのご質問いただきました、人口減少への対策、特に若年層と言いますか、新たな出生数の増

加に向けた対策ということでご質問いただきました。これまでの町で取り組んでおりました施策の方を

少し振り返りという形で整理をさせていただいておりますので、そちらの方を先に報告をさせていただ

きます。本町では合併以来と言いますか、合併前から過疎からの脱却という大きな最重要課題と言いま

すか、テーマを持って各種施策を行ってまいっておりますが、今もまだ過疎化、人口減少という部分が

まだ進行が止まっていないというのが現状でございます。そういうことから長期総合計画においても、

その人口対策等についての施策を展開をしておりました。特に第二次長期総合計画の中でも最重要課題

ということでの位置づけを行っております。また国の方でも地方の再生ということで地方創生の事業の

中でも総合戦略の計画の課とあわせて各地域がどうやって人口の対策を講じるのかということで、人口

ビジョンというものも計画策定を一緒にさせていただいているのが、平成 27 年に計画策定を行ってい

るのが状況でございます。特に国の方の社人研と言いますか、人口推計を行う機関がございますが、そ

ちらの方からの発表ですと、平成 52 年 2040 年には安芸太田町の人口が 3,300 人程度になるという推計

が出ておりました。これらは、これまでの人口の減少の傾向、動向を踏まえる中での推計ということで

ございます。その中で町が独自に人口減対策の施策を講ずることで、増加要因を作っていきたいという

ことで、平成 27 年に策定しました人口ビジョンの計画においては、町において平成 52 年には人口目標

を５千人という設定にしておるところでございます。その５千人に向かっての現在施策展開を行ってい

るのが現状でございます。その人口減少の対策の一環としまして、平成 17 年度から空家バンクの制度

を開始しております。これは移住なり定住なりの受け皿を地域の資源を活用してやっていこうというこ

とから、取り組みを行っておりますが、今まで安芸太田町でそういう物件を探したいという方が約 500

件ございました。その中で成約になった方々が約 180 件ということで、全体では希望に対して成約され

た方が約４割というようなのが現状でございます。現在はその方々は町内に在住をされております。そ

ういうことが地道な活動として行われています。特に現在の状況から言いますと平成 27 年から平成 29

年の３ヶ年の状況を申し上げますと、182件の問い合わせに対して、契約成立件数が 60 件、約３割とい

うのが現状の傾向でございます。その中で特にご質問がございました若年層の方々、特に子育て世帯の

方々は、その全体の３割のうちの 20 パーセントということで、充分な子育て世代の私どもの思ってお

ります世代にはまだ十分な形にはなっていないのが現状でございます。こういうことの施策とあわせて

町においても定住分譲団地の造成であるとか、町営住宅、民間住宅のハード的な受け入れ態勢の整備も

行っておりますし、平成 28 年度からはこういう移住定住の窓口として専任の暮らし移住アドバイザー

というものを私どもの地域づくり課の方に配置をしまして、それぞれの問い合わせの方に丁寧に対応す

るということでの取り組みを行ってきているところでございます。また定住ということで、ここに居ら

れる方が出ていく、いわゆる社会減、こちらに移り住む社会増という指標がございますが、平成 25 年

度の転入は 170 人、そして転出は 286 人ということで社会減が 116 人というような状況がございました。

この大幅な人口減少となっておりましたけれども、平成 26 年から色々な施策、移住・定住に対する取

り組みを行った成果としてではございますが、平成 26 年には社会増減がプラスマイナス０ということ

で、社会減がいったん止まった状況にございましたが、その後はこれまでのような大幅な社会減ではな

く、まだマイナス傾向でございますが、社会減としてはマイナス 10 人というのが現状の数値でござい

ます。こういうこととあわせて、自然の動態でございますが、先ほどご質問のございました出生者がだ

いたい年間 30 人と、これまでは色々なデータの中で出ておりましたが、ここ２年が先ほど議員の方が

申されましたように、26 人 21 人ということでマイナス 10 ということで、30 人を大きく割り込んでお

るというのが状況でございます。亡くなる方はどうしても高齢化が進んでいる町でございますので、な

かなかそこを歯止めというのは難しゅうございますが、出生数については現在マイナス 10 というよう

な状況でございます。こういう出生者の減少の要因に第一に考えられますのは、人口の構成と言います

か、今は逆ピラミッド状態になっておるのが町の人口構成でございますが、そういうことを少しずつ人

口構成割合を改善するためにも、若年層特に子育ての状況ということで、町としてはこれまで 14 施策、

色々な制度を設けて子育ての方々がこちらの町で暮らしやすい状態を作っていこうということで各種施

策を講じております。特に 40 歳以下の方々についてはＵターン、Ｉターンそして地元に居られる方々

への施策方法として住宅であるとか教育であるとか、そういう部分の方にもお使いできやすい制度を現

在行っておりますが、それが具体的な数字の改善というのには現在至っていないのが現状でございます。

特に移住・定住を考えられる場合に、生活しやすいというのが一つございます。そのためにはやっぱり

生業と言いますか就労ということが一つのセットになるものが大きいと思います。現在町では新規就農
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者であるとか、そういう部分の施策はございますが、全ての方にそういう就労の条件を改善しておると

いう状況でございませんが、こういう部分を今後例えば医療とか福祉とか、そういう分野の人材として

のこちらに移住定住の一つの就労の要素として、大きくアピールをしながら空家の活用であるとか、地

域の資源を活用した移住定住を進めていきたいということを考えております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 平岡議員。 

○平岡昭洋議員 

 人口の減少の問題というのはどちらも本当に大変な問題で、多分あきらめたところが負けだと。何事

もそうなんですけど、競争する場合にですね、絶対的に力を持ってる人と、継続的に力を持ってる人と

では、時間をかければ意外に継続的に力を持ってる人が勝ってることが私の仕事上での部下を見ている

とよくありました。だからここはこういうものがあるから絶対に人が来るんだよというものと、そうで

ないところでも一生懸命やればですね必ず道は開けると信じておりますので、もっと皆さんのアイデア

から出るような泥臭いものからやっていく。それをみんなに浸透するということをぜひやってもらいた

い。私にはちょっとした不満もありますけれども、私がこちらに来るときに住民の異動届をこちらに提

出した。その時から一度も私には何のアドバイスも町からありませんでした。当然もともと住民だから

と思ってるのかもしれませんけれども、残念ながら結構な金額をかけて家を私は改築しましたけれども、

住むために。一度もそんな話を受けたことが無かったものですから、全部自分でお金を出しました。も

し本当にこの町に住んでもらいたい、もっとこれをしてもらいたいといったら、そこに住民票の異動届

を出した途端にですね、こういうことがありますよ、ですからこういったらどうですかと、それが当た

り前の本当にそれを求めている町の姿だと思いますけれども。残念ながら言葉で言われている割には、

その熱意は私には感じられません。ですから多分これをやれば必ずよくなるよというようなことは、何

もないと思います。だけどみんなが一人一人何とか一人でも何とかしよう、一人でも子供が多く生まれ

る何かをやろうと思えばですね、必ずアイデアは出てきます。ぜひそのことをですね皆さん、せっかく

役場にいらっしゃって、こんな夢のある仕事ができるとこにいらっしゃるんですから、これはやっぱり

大きな問題と思うんで、みんなが一つの気持ちになってですね、町民に伝播してやれるように頑張って

いただきたい。それでは次の質問に移ります。２番目の質問は、町職員の通勤車の駐車場の使用につい

て。私がこの議員になって一年、町民から多く寄せられてる私にとってみれば案外素朴な質問が二つあ

りました。なぜ素朴かと言うと、私の中ではこの程度の理解も住民との間に未だに得られていないのか

という思いがあったからです。一つは以前一般質問しました、なぜ安芸太田町はこちらに住民票のない

職員を多く採用しているのかと。もう一つは町の駐車場なのになぜ役場職員は、私が聞いてる分は無料

と聞いてるんですが、無料で通勤車をとめているのかということです。以上の二つの質問は未だに町民

からよく訴えを聞きます。町からは職員に対して通勤にかかる費用は出ていると聞いております。また

その費用の目安は自宅からの通勤距離を勘案して公共の交通機関の利用を前提に各人に支払われている

と聞きました。安芸太田町では公共交通網の整備が少なくて、通勤に自家用車を使わざるを得ない。当

然市内とは全く違うですね、特殊な事情があることは本当によく理解しております。当然職員の駐車場

の確保は車通勤を考えるうえで絶対条件となります。しかしだからと言って町の駐車場を職員が通勤の

為に無料で使用できるという理解は十分に町民から得られているんでしょうか。これだけ住民から駐車

場の使用に対して不満を寄せられるということは、少なくとも私の見解では心底町民からの理解が得ら

れているようには思いません。町の将来を担う大切な仕事をしてらっしゃる職員の皆さんに、町の駐車

場を使ってもらうことが、悪いとは個人的には思いません。それ以上にこんな理解も得られないのかと、

どちらかと言うと私自身は悲しくなることがあります。その点も含めて町の見解を聞きたい。 

○矢立孝彦議長 

 栗栖総務課長。 

○栗栖一正総務課長 

 ご質問をいただきました町職員の通勤車両の件でございます。職員の通勤車両につきましては、ご質

問の中にございました本庁の場合戸河内ふれあいセンター横の駐車場であるとか、それから両支所、そ

れから保健・福祉・医療統括センター、教育委員会とか各保育所とか、そういった職場がございますけ

れども、基本的に近傍の町有地等に駐車場として使用をしております。いずれの場合も駐車料金は徴収

しておりません。これは先ほど議員もおっしゃいましたように、電車であるとかバスであるとか、通勤

手段に選択肢のある都市部の自治体とは異なりまして、本町の場合通勤手段というと徒歩、もしくは自

家用車という非常に限定的というところがございまして、駐車料金については徴収しないということに
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しております。これは合併前の旧三町村においても同様の理由で徴収しておりませんでした。参考まで

に県内に本町と同じような中山間地域にある合併五町と言っておりますけれども、北広島町、それから

世羅町、神石高原町、大崎上島町、こういった町においても本町と同様な理由で駐車料金は徴収はされ

ておりません。ただ先ほど言われましたように、こういった駐車料金を徴収しない、職員が一生懸命や

っとるんだから、それはいいではないかというふうに思っていただけるのが本来私どもが目指す職員像

であるべきというふうに思いますが、これに対してなかなか理解を得られていない町民の方がいらっし

ゃるということは非常に残念かと思います。ただ本町の場合、通勤車両等の駐車場がなかなかないとい

う事情先ほど申し上げましたけれども、例えばふれあいセンターの横の駐車場で、ここでイベントがあ

るとか、ふれあいセンターで健診があるであるとか、そういった場合には事前に周知をしてそういった

ところからはとめないようにという指導をして一般の利用者の方へ迷惑がかからないような取り組みは

させていただいております。ただ議員言われましたように、町の為に一生懸命頑張ってくれてるんだか

ら、それぐらいはこういう環境下ならしょうがないだろうと思っていただけるような理解を深めていた

だくように私どもやはり町民の皆さんの信頼を得られるような今回のご指摘を何回かいただいておりま

す職員の事務の疎漏がございましたが、そういった一つ一つが皆様のご理解を削ぐ要因にもなってるか

と思いますので、今後そういった点も踏まえてご理解を深めるような真摯な取り組みをしていきたいと

思います。駐車場料金の無料ということについては、ぜひそういった点でご理解をいただけたらと思い

ます。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 平岡議員。 

○平岡昭洋議員 

 今総務課長が言われているようなことなんです。私の心の中では当然 40 年 50 年前と今は違うかもし

れませんけれども、先生とか町の職員は、ある意味の聖職と思っておりましたので、自分達のために働

いていただく、その人たちのために町のものを供用する、使ってもらうのは当たり前ことじゃないかと、

そういう心は心にあります。ですから本当はそれが恥ずかしくないように使ってもらいたい。それ以上

は申し上げませんけれども。町民の付託にこたえてやってるという思いの中に、自分たちは堂々と使え

るんだという仕事をしていただきたい。以上です、これは。では３番目の質問に入ります。昨年国道

191 号線のレベル４の話をいたしました。残念ながらその後すぐに落合の下で落盤事故があり、この度、

前回もそうでしたけれど、たまたま落合では人身に及ぶような災害は無かったですけど、もしあったら

大変なことになりますよと申し上げたら、今度は不幸なことが起こってしまいました。本当にぞっとす

るような話です。昨日の全員協議会でも申し上げたんですけど、一生懸命みんな安芸太田町は良いとこ

ろですよ、こんな自然がよくて、どんどん来てくださいと、みんなどうしてこれを見ないんですかと、

一生懸命訴える。町の方の人が、「そうか、ほんじゃあ、わし行こうか」と言って、「そうですね」と

奥さんが言ったら、「ちょっとあなた、ちょっと待ってね。安芸太田町へ行くんなら一つだけ、保険だ

けは入って行ってね」と。冗談みたいなことを本当は３か月、４か月前に考えてたんです。自分が当た

らなかったからいいんです。私が当たらなかったからなんとか忘れられますけど。あれはまんが悪かっ

たということなんでしょうか。やっぱりこういう一般質問でやっていることをですね、できることとで

きないことがいっぱいあると思いますけれども、必死で考えて質問しております。命は地球よりも重い

と言いますけど、そんなに重たい命を見たことはございませんが、失われたものはかえって参りません。

お金でできることは必至でやればなんかできるかもしれません。出来る最善のことを考えていただきた

いと思います。３番目のたまたまちょっと角田議員とダブっておりますので、工事の経緯のことには聞

きませんが、３番目の質問、農地災害復旧事業の未竣工について。先日工事の未竣工により県から補助

金を返還したことについて、関係者に対する町からの正式な処分が発表されました。その処分の内容の

中で私が一番おっと思って驚いた事は、ちょっと請負業者の字が私間違っておりますので、すみません

が、請負業者が返還された県補助金分を全て業者の責任で負担をするということで処分が決着したとい

うことです。この度の未竣工に関わるいきさつは町の中でもこれまで結構噂に上っていて、私は詳しい

ことは本当にわからないんですが、一部の町民からは町職員の処分はともかく業者が補助金返還部分の

費用を全て自己負担するというのは、厳しすぎるのではないかという声が聞こえてきております。請負

業者は３月のある時点で、工事が期限内にできない可能性があると、口頭で町に伝えていたという話も

聞いたことがあります。また県補助金の工事の場合、２月中に今年のですね、県から予定どおりできて

ますかと、できるんですかと、年度内に、最終的な問い合わせがあって、もし未竣工になりそうであれ

ば、その時点での補助金の繰越の手続きが十分可能であったのではないかというようなことは、私は聞
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きました。残念ながら私はそういう手続きとかそういうことの内部に居る人間ではありませんので、そ

れが本当かどうかはわかりません。ただ、今年の２月からのあの大雪を考えれば、もし県からそういう

最終的な確認があったとすれば、容易にですね誰でもですよ、そんなに詳しい人でなくても、次善の策

を取れたんではないかと思いますが、いかがでしょうか。それらのことを含めて補助金返還分の 100

パーセントを請負業者が負担しなければならないほどの悪質な過失が本当にあったのか、この度の大雪

のような自然の予期もしないような事態の場合、契約書にこう書いとるからと、それがうたってあるか

ら当然だということだけで、こういう処分がなされるのであるとすれば私にはどうもしっくりこないも

のがあります。今回の処分の妥当性について特にこの補助金の返還分を業者が全額負担するということ

に絞ってですね、説明をください。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 ３番目の質問でございますが、今回農地災害復旧事業の未竣工について請負事業者に対する処分が厳

しすぎるのではないかというご質問が中心でございますが、町といたしまして事業者の方の処分につき

ましては、指名業者選定委員会を開催いたしまして、指名停止１か月という処分をさせていただきまし

た。これは契約違反という条項を適用して契約違反については１か月から１年とかいう規定がある中で

１か月というのを決定させてもらったところでございます。この工事請負費、補助金に該当する 150 万

あまりの県が取り消した額の賠償につきましては、工事請負契約約款の中に一般的損害というのがござ

います。そういった部分を補助金返還に至ったのは町の損害に当たるという判断を決定いたしまして、

その返還と申しますか、について、法的にも確認をする中で、これ工期を守るということは非常に重い

内容であろうという判断を下しまして請負事業者と協議する中で、請負事業者の方も同意をいただきま

したので、今回の工事費と相殺をするという判断をさせていただきました。後段の繰越云々かんぬんに

つきましては、当然にそこにチェックがいく必要があったと思いますが、そういった部分が先ほど建設

課長が申しましたように、事務の疎漏があったという意味で、町職員については懲戒処分審査会の方で

重い処分を科させてもらったところでございます。ですからこの損害賠償とこの処分につきましては若

干内容を異にいたしますので、その全額を事業者の方にという判断はいたしましたが、事業者の方に十

分理解を得ての考え方と思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 平岡議員。 

○平岡昭洋議員 

 契約というのは当然そこに書かれていることをそのまま実践していくということなので、それはそれ

ですけれども、契約と現実というものに、何か途中に人間的なものはないのかなと、ふと思うことがあ

ります。当然、町としては返還していただければ実質的な損害はないんだというのかもしれないです。

それでいいでしょと言うつもりなのか、業者の方もそうではないということを言われるでしょうけれど

も、これからの仕事をいただくことも考えれば、当然契約書にも書いてあることだし、これ以上に強く

は言えんなと、もしかしたら思ってるかもしれない。そんなことは私はやはり思わざるを得ないという

現実が今私にはあります。ですから、こういうことのですね問題というのはいったい何から起こったの

かと、ぜひ考えていただきたい。私は職員の不祥事を再発しないために、じゃあ机を変えたらどうです

かとか、もっといろいろなところをクリーンにしてて、そういうことが起こらないようなシステムはい

くらでもありますよと、コンプライアンスだってよそから呼んで、訳の分からない人の話を聞いても意

味はない。ほとんど。自分たちでどこが不全なのかをきちっととらえてそれを常にチェックしていくと

いうような実際に残念ながら不祥事を何回も経験した会社時代の苦い思いがありますんで、申し上げま

したけれども、この度は過去２回の大きな不祥事に比べて、逆に考えると一番不幸な、過去２回は当事

者もだいぶ悪い。今回の場合は当事者が意識してなかったとしたら、逆に考えたらものすごい不幸であ

る。大問題。要するにそれをすることが、多分頭の中に無かったんでしょうね。コンプライアンスもへ

ったくれもないというですね、多分二度と起こりませんと言って、今度は三度と起こりませんと言って、

今度は四度と起こりませんというのか、多分何度もこれからも起こるんだろうなと、今の段階では思い

ます。残念ながらこんな苦言を呈さなければいけないのはですね、自分自身も過去のことを思うと悔し

い。一つだけ参考に申し上げときます。私のかつての会社は２回の大不祥事を起こしております。営業

停止１週間以上と２回くらっています。３回目は絶対にない、一番抵抗したのは社員です。それは今ま

でそうやってたんで、えー、ほんとかいなという、なぜかと言うと本当に経営者はこのままいくと自分
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の会社はつぶされる。その後、小さなことはあるんでしょうけど、大きなことはないんですけれども。

そういう思いがあるのかなと町を考えた場合、町ってつぶれないんだ、職員も、自らよほど不祥事をし

ない限り、辞めさせられることはない。そんなことを思う自分が情けないと思っております。やはり二

度あったことは何なのかと。駐車場を使うことに対しても、各自治体を全部聞きました、みんな無料で

すよ、ほとんどは。当然だけどなぜまたそんな話が私の耳に届くのか。やはりそういうなんとなく町民

のもっとできるんじゃないかということのですね思いがあるような気がします。今回の請負業者の件に

関しましてもですね、請負業者が自分はできないよと言ったという話を聞いておるんです。町に行くと、

担当者はそんな話は聞いてないという話も聞きました。たぶんどっちにいっても水掛け論でしょう。だ

けど少なくともやるべくことをきちっとやっとれば、こんな問題は問題にならなかったはずというのが、

今回の問題ではないかと私は思っております。ぜひですね、こんなつまらないですねことが事件となっ

てですね、広島県中に伝わるような恥ずかしいことを起こさないでほしい。私はたまに広島に出て、広

島の人たちと話をすることがあります。何回か大変じゃねと言われるんです。何が大変なのか、大変で

もなんでもないですよ。こんな話題でですね大変と言われる自分がつまらない。是非ですね、二度と起

こさないでくれとか、そんなことを言ってるんじゃありません。人間は間違えます。だけど間違いをど

うやってきちっと修正するか、３万人近い私の会社でもこの 20 年必死でやってます。是非ですね、職

員百何十人、そんな難しいことではありません。一つ一つですね、チェックしてやられたらですね、あ

んなこともあったよねって後５年後には笑い話になるような、そういう組織に是非していただきたい。

以上よろしくお願いします。これで私の質問を終わります。 

○矢立孝彦議長 

 町長、副町長答弁ありますか。副町長。 

○小島俊二副町長 

 今３番議員さんがご質問で言われたように、事務のチェック等々が十分であれば防げた事案であると

いうことは審査会の中でも出ておりますので、職員一同、再度再発防止に掲げてる事項を自分ごととし

て責任をもって果たして参るよう私も指導を万全に尽くしてまいりたいと思います。以上でございます。

ありがとうございました。 

○矢立孝彦議長 

 以上で平岡議員の一般質問を終わります。しばらく休憩します。 

 

                 休憩  午後０時６分 

                 再開  午後１時30分 

 

○矢立孝彦議長 

 それでは休憩前に引き続き、会議を再開し、一般質問を続けます。４番冨永豊議員。 

○冨永豊議員 

 冨永です。よろしくお願いいたします。私の今回の一般質問、やはり地域でというよりか生活する上

で大事なのはやっぱり地域経済と、もう一つは社会保障だろうというふうに思っています。これがやっ

ぱり２つの柱であろうというふうに思いまして、今回社会保障について少しこれからの為にも、私自身

が深堀していくためにも表象的なものを今回聞いてまいりたい、そういうふうに思っておりますのでお

願いをいたします。それでは始めさせていただきます。日本の社会保障の問題について多くの課題、問

題が言われている。その一つに焦点として当てられているのが 2025 年問題。2025 年には団塊の世代が

後期高齢者になってその結果、75 歳以上の人が５人に１人になる。65 歳以上の人が３人に１人になり、

経験のない超高齢化社会に入る。そのときどうしたらこの介護・医療の質を保ち、維持できるのか、ど

こをどうすれば改革すればいいのか、国はその内容について青写真を 2013 年社会保障改革の国民会議

の報告書を公表している。医療・介護の章について簡単に申せば、医療・介護費の支出の抑制を行うた

めの体制づくりが中心の内容である。社会保障費の三大支出である医療・介護、２つについて報告書は

まずこれまでの急性期の患者を対象にした病院完結型から高齢化と慢性疾患を踏まえた地域完結型への

改善を求めている。次に医療・介護の連携で、地域の自発性と自立性を強く打ち出され、介護予防、生

活支援を総合的に推進し、事業が維持継続するための方向性が出されている。実現に向け注目すべきは

包括システムの顔の見えるネットワーク化の点である。本町では早くから超高齢社会を想定し、地域包

括ケアシステムの体制の整備を行ってきた。これまでを振り返ると 2004 年の山県地域包括ケアシステ

ムの調査報告書を取りまとめ、2011 年医療環境などの変化と内容について検証し、2012 年８月に安芸
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太田町地域包括ケアシステム推進委員会を再編し協議検討を行い、平成 25 年３月、地域包括ケアシス

テム推進ビジョンが策定し、取組み施策を推進しているところである。その現況について言えば、少子

高齢化の人口減少の深刻さは想定以上で、社会経済活力の縮小がもたらす影響が社会力を生活力を大き

く低下させている。それらの状況に対し、家族などの介護、看護負担を少しでも軽減でき、乗り越えて

いくことの支援策が展開されているところである。それでは今後どうなるのかである。社会保障費は人

口の動向が大きく左右することを考えると今後さらに出生数の減少、死亡者数増加による長期にわたっ

て、人口減少過程に入る。本町のような人口規模の小さな町は人口減少率が高く、生産年齢人口が減少

することは予測できる。このような状況を本町における 2025 年の計画目標人口数値から人口構成比を

人口ビジョンから見ると、次の数値が予測できる。平成 36 年国立社会保障人口問題研究所の年推計値

を 5,040 人に対して、本町の計画目標、同年目標人口 5,800 人と予測している。この数値を 2025 年と

置き換え、人口構造を年齢４区分で構成比をみると、０から14歳までが6.8パーセント、15から64歳

が 39.7パーセントに減少傾向にする。一方 65から 74 は 18.3 パーセント、75 歳以上は 36.5 パーセン

ト増加し、少子高齢化と生産年齢人口の減少が進行することが予測されている。要約すると後期高齢人

口が横ばいに又は減少となるが、生産年齢人口の減少という大きな問題を同時に抱えている。税金を払

う、あるいは労働所得を得る人は減っていく。偏った人口構造のもとで、国が求める社会保障の大きな

柱である医療介護連携などは、どんな現状なのか。どんな課題、問題等があるのかを視点を当て、今後

の取組み等を考えて参りたいと思います。まず最初に医療についてお聞きします。超高齢化社会を背景

に医療需要は増加の一途をたどっており、医療費は急増し続けている。今、日本全体で利用体制の改善

がとられている。今後我が国において必要な医療の在り方は２つあると言われる。１つは高度急性期医

療であり、もう１つは地域に密着した医療である。高度急性期医療のニーズは人口や若年層の減少によ

り低下していく。地域に密着した医療ニーズは、超高齢社会の進行に伴って、益々上昇していくことは

予想できる。なぜ病院なのか。現状における施設数と医療費を概観すると、一般診療所が過半数を占め、

病院は１割にも満たないが、医療費では病院が６割以上占めている状況で、医療費の中心は病院である

ことがわかる。そこに改善を求めて病院から在宅シフトへ国は打ち出した。しかし国が求めているもの

は一定人口規模での社会経済機能がある程度発揮できる地域の元で効率的な医療体制が可能性高い環境

である。それが本町にそっくり適用できるか大きな疑問を持たなければならない。このような状況の中、

30 年度の町病院の経営方針において、医療・介護連携、あるいは地域包括ケアシステムの推進について

は、記述がある。しかし国が求める在宅医療についての記述はない。本病院が求める地域医療はどんな

運営が考えられるのか、具体的な整理状況何点かお聞きします。まず地域医療の現状と将来の方向性に

ついて。現状の地域医療としての運営方針に基づいた実施内容及び訪問医療の取組の現状とその課題も

あわせてお聞かせください。次に国が求める在宅医療をめぐっては、本町で考えると、独り暮らしや老

老介護は現状の環境また医師や看護師が介護の問題などから国が求めているような在宅医療は不可能の

考えに立った場合、今後地域医療として重要視していくべき役割、運営などはどのような考えであるの

か所見をお聞きします。次にどんな医療体制を求めていくにしても抑えなければならないことが財政の

健全化です。30 年の経営方針の中で、将来の病院経営における中長期にわたっての経常収支状況が見え

ない。予測としてどのような状況で推移していくのか答弁を求めます。医療関係でもう１点の質問は、

医療介護連携体制についてである。超高齢化社会において、医療介護ニーズが膨らむ中、医療介護福祉

などの連携は必須である。その時の役割について推進役は行政であり、リーダー役はそれぞれの障壁を

乗り越えていくには専門的技術から医療部門が中心になっていくべきと考える。どのような捉えである

か所見をお聞かせください。推進していくうえで、明確すべきポイントと思っています。次に介護事業

についてお聞きします。介護保険給付事業でサービスは高齢者が増えることが確実であることから、困

難になってきた。その状況の軽減策として地域支援事業である介護予防・日常生活支援総合事業が創設

された。それについて注目すると介護保険の財政運営は保険者である市町村と言っているが、自由な裁

量でやれるかと言えばそうではない。せいぜい横だしサービス程度である。しかし介護予防・日常生活

支援総合事業の活用については、市町村の判断と裁量に任されてる面が大いにある。このことは適切な

マネージメント能力も必要となることを意味している。実情は色々とりざたされているが、2015 年から

始まって、３年以内に実施していくことになり本町は昨年 2017 年４月から実施となっている。事業構

成は大きく２分類となっている。１つは要支援者を対象とした介護予防生活支援サービス事業、もう

１つが 65 歳以上の全高齢者を対象とした一般介護予防事業である。まずは介護予防・日常生活支援

サービス事業についてお聞きします。本町が中心になって行うそのサービスは、訪問型サービス、通所

型サービス、生活支援サービス、介護予防支援事業、この４つが必須事業である。４つの支援サービス
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についてこれまでの介護予防の違い、対象者、運営主体の考え、事業内容の取り組みをどのような捉え

で推進していくのか答弁を求めます。次に関連するかと思いますが、４つの支援サービスの１つである

生活支援サービスについて事業内容、目的、担い手課題等について答弁ください。なぜこのサービスに

ついて答弁求めるか。このサービスが地域住民ニーズを踏まえたサービスの実施という観点からは、地

域間によっては実施内容に違いが出るものと思われることから答弁を求めています。次に人口減少と高

齢化で大幅な働き手不足が予想される中、本町において現状での従業員の状況と今後の見通しはどうな

のか、2025 年を迎えるに当たって本町における従事者などの確保、課題等の影響についてはどのような

考えであるのか答弁を求めます。次に２つ目の一般介護予防事業についてです。全ての第一号被保険者

及び住民の互助の活動に関わるものを中心とした事業対象としていることから、地域間によってサービ

ス内容、その充実度において格差がでてくると考えられる。５つのサービスが組み込まれている。サー

ビスの実行にあたっては、提供サービスの実施内容、チェックリストによる整理状況、運営体制にあた

っての課題などを簡潔な答弁を求めます。一般介護予防事業の財源の考え、今後についての介護保険料

への影響などについて答弁を求めます。先述したように市町村独自の財源実施で行うサービスもあると

記述されている。今後への考えをお聞きします。また総合事業全体の評価などを問う仕組みがある。そ

れらの実態把握などは誰がどのように行っているのか答弁を求めます。気になるのは人口減少が免れな

い本町、それに伴う需要量の減少は右肩下がりが予測できる。現状での介護事業所などの運営状況はど

のような捉えであるのか答えられる範囲での答弁を求めます。次に地域包括支援事業の中心的役割、医

療・介護の連携体制の整備状況について伺います。本町における超高齢化社会の中の医療・介護につい

て取組みへの説明を求めてきたが、ニーズへの対応と生産年齢人口の減少という二つの困難な条件のも

とに進めなければならない最終的に、目指す姿は地域包括ケアシステムである。その要が地域支援セン

ターである。その中において中心的に取り組むべき事業は、医療・介護連携の諸施策展開である。実施

に当たっては８つの事業項目を平成 30 年４月に全ての市区町村が実施を求められている。その実施内

容は、本町の医療・介護連携実態把握の課題検討に応じた施策立案を行い、それに基づいた取り組みの

実施となって、そのことの整理状況を簡潔に答弁を求めます。以上でございます。よろしくお願いいた

します。 

○矢立孝彦議長 

 菅田病院事務長。 

○菅田裕二病院事務長 

 私の方から地域医療の現状と将来の方向性について、また保健・医療・福祉等の連携体制について答

弁させていただきます。まず１点目でございます。現状の地域医療としての運営方針、実施内容及び訪

問診療の現状と課題についてお答えします。現状の地域医療としての運営方針につきましては、平成 28

年度に策定しました安芸太田町病院事業新経営改革プランに基づき、平成 32 年までの計画が運営方針

となっております。本町では 2025 年問題はすでに到来をし、あわせて多死社会、終の住まいの確保、

人口減少問題、生産性低下という将来の課題も生じております。安芸太田病院は唯一の病院であり住み

慣れた地域で生活する為、また帰るための最後の砦です。高度な専門医療の提供は困難ですが、地域に

寄り添った医療は求められます。地域に寄り添った医療、すなわち救急医療、在宅復帰への取り組みや、

リハビリでの回復、施設からの急性憎悪の受け入れ、寝たきり患者の医療的なケア等が挙げられます。

平成 30 年３月に策定しました第７次広島県保健医療計画における安芸太田町での位置づけとして救急

医療は広島市立安佐市民病院などの輪番病院を機能を補完する二次救急医療機関としてその役割を果た

しており、また広島県北西部である芸北、吉和、湯来地域も医療圏としてその目的を果たしております。

またへき地医療拠点病院として指定を受けておりまして、安佐市民病院からの診療支援を受ける一方、

吉和診療所に対し、週一回の診療支援を行っております。在宅医療の現状といたしまして、通院困難で

ある患者に対し本院医師が町内約 20 名の患者に対して訪問診療を行っております。家族介護のもとで

の訪問診療となり、在宅における看取り件数は昨年度３件でございました。訪問診療の現状といたしま

して、終末期医療が大半を占め、ぎりぎりまで在宅に居られ、その後入院し、病院で最期を迎えられて

います。本病院の在宅診療を通じて感じることは通院困難となる前に住まい方が変わる施設入所であり

ますとか、さらに転出による人口減少も原因と考えられ、在宅診療の対象者は減ってきております。ま

た地理的な要因、在宅から在宅への距離でありますとかコスト、冬季間への課題でありますことや、人

的な用件、毎日訪問診療を行うことができない、そういう人的な条件もありますので、国が思い描く在

宅診療は困難な状況にあります。安芸太田町の介護給付費から調べましたが町外の介護福祉施設や、有

料老人ホームに入所されている方は 42 名、町外の在宅サービス受給者は延べで 58 名で、病院経営から
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見ますと患者数減少の理由にもなっております。２つ目の質問の国が求める在宅医療に対し、今後重要

視していく運営方針でございます。内閣府の高齢者の健康に関する意識調査、平成 24 年調べでござい

ますが、人生の最期をどこで迎えたいか、迎えたいと思いますかに対しまして、住み慣れた自宅でと答

える人は約40パーセント、平成25年に安芸太田町が調べたところ、48パーセントでございました。こ

れはもっとも自宅でということが多い結果となっております。一方で実際に亡くなる場所、平成 27 年

調べでございますが、病院が 82 パーセント、自宅は６パーセントにとどまっております。現代社会は

核家族化、老老介護の問題や、認知症問題、重度の介護状態になった時、その担い手を家族に求めるこ

とは難しくなってきています。行き場のない高齢者が重症化し、悪循環が生じ、今後もこの状況が続き、

後期高齢者の人口が増えると社会保障費は青天井になります。それを防いでいきたいのも在宅医療の推

進であると考えています。国が求める在宅医療に対し重要視していく運営方針として考えているのは、

本人と家族の思いはどうかということでございます。不自由な入院生活がずっと続いた後に、死が待っ

ているというのではなくて、地域包括ケアシステムの考え方の一つである本人の選択、本人と家族の心

構えです。安芸太田病院もその点では医師及び医療スタッフが最期をどのように迎えるかという点で、

取り組みを行っていますし、本人の選択する住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供され

るべきであると考えております。平成 30 年度の経営方針による中長期経常収支状況と今後の推移とい

たしまして、平成 30 年度の経営方針につきましては、先ほど説明いたしました改革プランの病院事業

の役割を実施するとともに、国の平成 30 年度診療報酬改定の基本方針に基づき病院事業の経営方針、

目標達成に向けた組織運営、さらに 30 年度個別施策について計画をしております。個別施策におきま

しては、予防医療の充実と新患者受け入れの強化、医療の質と患者満足度の向上、収支改善への取り組

みを掲げ、単年度経常収支黒字化を目標に病床利用率を設定し目標としております。目標達成における

具体的な取り組みといたしまして新たな診療報酬の加算への対応や入院患者に対するベットコントロー

ルへの強化でございます。平成 32 年度までの中期的な経常収支につきましては、改革プランで示して

おり、消費税増税も視野に入れ、経常収支黒字化を目標に不採算医療を実施しながら運営しています。

しかし現状を見ますと、平成 29 年度は患者数の減による収益の減少、広島大学等の医師派遣に対する

報酬の増額等、経営環境は厳しさを増しているところでございます。常勤医師におきましても、外来入

院業務、宿直、救急医療等の対応がありまして、常勤医師が減りますとそれらの対応は増し、救急医療

や在宅医療の対応ができなくなるという負の連鎖が起きてきます。そうならないように勤務環境を整え、

働きやすい職場づくりもしていかなければなりません。これからは一つの病院だけで完結するのではな

く、複数の病院で問題を解決する仕組みづくりが重要であると考えております。連携体制についてのご

質問でございます。ご指摘のとおり病院の医療スタッフは、専門的な技術がありますので、医師であれ

ば治療方針、理学療法士であれば介護予防での指導等々、各分野のリーダー役となると思います。しか

しながら患者の人生を歩んできた背景でありますとか資力等、個別な情報や治療を終えた患者が地域で

どのように活躍するかというのは不明確であり、行政機関を含めた関係機関の連携が重要となってきて

おります。この多職種連携は新しい診療報酬で重要視され、入院前から支援が評価されてきております。

病気になって入院しても住み慣れた地域で生活する為、入院前から関係者と連携を推進する為の支援が

項目として追加されています。これらが発揮できるためには医療従事者の配置がしっかりとでき、目標

の経営計画が達成できなければいけません。食の確保でありますとか、移動手段による生活支援の強化

や、中間的な施設整備が病院経営から見ますと患者の減少を食い止めるポイントとなると考えておりま

す。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 伊賀福祉課長。 

○伊賀真一福祉課長 

 それでは質問のございました福祉関係について説明、答弁の方をさせていただきます。まず介護事業

におけます介護予防・日常生活支援総合支援事業についてのご質問をいただきました。介護予防・日常

生活支援総合事業につきましては、先ほど議員の方からもありましたように平成 27 年４月に施行され

ました新しいサービスでございますが、本町におきましては翌年平成 28 年から一部を施行させ、平成

29 年４月から本格的に実施をしておるものでございます。このサービスそのものは、生活支援の充実で

ありますとか、また介護予防の推進に加え、自立支援に向けたサービスの推進を基本に事業を実施する

とともに認定を受けていらっしゃらない高齢者の方がこれから増加するとも見込まれており、それらの

重度化の予防推進等を含めて結果的には費用を抑制していくというようなことも見込みながら、事業の

方を進めていくものでございます。従来ありました介護予防サービスの大きな違いですけれども、やは
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り国が一律に決めておりました基準でありますとか、また単価といったものが、この総合事業におきま

しては、市町が基準や単価を設定して運営することができますし、また地域の実情に応じて、創意工夫

しながら、この予防事業を推進をしていくことができます。その他、予防事業を推進していきますその

事業所につきましても、総合事業におきましては基準が緩和されて多様なサービスを行う場合は特に住

民やまた地域の団体の方が主体となって介護予防を進めることもできます。また新たにこの総合事業に

おきましては地域リハビリテーション活動支援事業といったメニューも追加され、専門的なリハビリ

テーションの専門職の方に地域の介護予防の取り組みを支援していただくというふうなメニュー出しも

新たな事業として組み入れられております。財政におきましては、やはりこれまでの介護予防事業と同

じように、国・県の負担金、さらには町費、そして介護保険料を財源として、この総合事業を展開して

いるところでございます。本町において現在は訪問型、通所型とも既存の事業所によってサービスを行

っておりますが、特に訪問型のサービスにおきましては、新たにヘルパーさんが実施できない部分の生

活支援等の構築を今検討しているところでございます。また通所型のサービスにおきましては、昨年 29

年度から住民が主体となりまして、軽い体操でありますとか、また脳活性化のトレーニングなどを実施

する短期の集中的なサービスというものを現在４か所ほど開始しており、今後も事業の継続等を進めて

いきたいというふうに思っております。特に議員の方でご質問のありました生活支援サービスの部分で

ございますが本町におきましては、この 30 年４月から障がい者の自立支援事業ともあわせて介護予防

の事業のメニューとして配食サービス事業を展開をしております。現在開始から２か月が過ぎまして、

サービスの利用者でありますとか、また自立支援の利用者とも着実に増えております。今後ともその事

業の継続を推進してまいります。またこの日常生活総合事業におきましてもカバーのしきれないちょっ

とした生活の困りごと、例えばごみ出しでありますとか、おうちの中に入って電球の取り換えとか、そ

ういったことにつきましても、例えばシルバー人材センターでありますとか、町の社会福祉協議会が運

営されるさんさんネットにもご協力をいただきながら、サービスを進めて参ります。今後はサービスを

提供する側もやはり高齢化、また人材の確保、育成も課題になると思いますし、団体の間におけます事

業の調整でありますとか、既存サービスとの住み分けを行いながら、必要なときに必要なサービスが受

けられる、提供できる、そういった体制づくりを進めていくことが課題であるというふうに考えており

ます。続きまして先ほどもありました 2025 年問題に関するものでございます。従業員等の確保また課

題の影響等についてということでございますが、やはり町内の事業所におきましても、人材の確保等、

また質の向上等にですね、一生懸命努力をされているところでございます。特に町内の高齢者施設にお

きましては、やはり慢性的な人材不足も伴っている状況でございまして、一年を通じて職員募集をされ

ておりますけれども、なかなか応募がなく、介護士の人材の確保も苦慮されているというふうに聞いて

おります。人材派遣会社等にですね斡旋をして介護士を確保されたりする施設もありますが、やはり派

遣にかかります仲介料も高額であり、経営的な圧迫もあるというのが現状だというふうに伺っておりま

す。本町におきましては、これからの人材確保、そしてサービスの質の向上を図るという意味も込めま

して、現在町内の介護施設関係者との連絡会を開催し、介護人材確保育成支援事業というものをですね、

本格実施に向けて現在事業内容及び育成のための資格研修等の摺合せを行っているところでございます。

今後も行政として町内の介護事業者間における情報提供や連絡調整役を担いながら、人材の確保そして

支援、サービス等の質の向上に取り組んでいく所存でございます。続きましてもう一方の一般介護予防

事業についてのご質問がございました。一般介護予防事業の方はですね住民の互助または民間等の連携

を通じまして要介護状態になっても住み慣れた地域でできる限り自立した生活が送れる地域の実現を目

指すということが事業の目的にあり、この事業におきましては 65 歳以上の高齢者の方、全ての方が事

業の対象となります。事業の中では先ほど５つの事業というのもありましたけれども、何らかの支援が

必要な方を把握することであるとか、介護予防事業を実施したりとか、リハビリテーションの専門職か

らの色々なご助言を頂いたりとか、民間、または本町におきましては、シニア大学、シニア健康大学に

おいて介護予防活動への支援を行ったりでありますとか、また今回のこの事業計画に定めた介護予防に

係る目標がちゃんと達成できているかどうかというものを確認するものが、この一般介護予防につなが

るものでございます。現在関係機関にも協力をいただきながら地域包括支援センターを中心に一般介護

予防事業を進めております。チェックリスト、先ほどありました基本チェックリスト等によってですね、

支援が必要な方が何人いらっしゃるか等を把握しても、確認できたそのすべての方に対して、介護予防

の勧奨でありますとか、アドバイスがしきれていないというのが現在課題として挙げられております。

社会福祉協議会が行っていらっしゃいます事業との連携、例えば地域サロンに職員が出席して色んな講

話でありますとか、また参加された方々への個別指導、現在も行われておりますが、それをさらに拡大
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すると共に意欲へのつながりでありますとか、取り組みを広げていくことで、介護予防事業をもっとも

っと推進していきたいというふうに考えております。この介護予防、一般介護予防事業の費用の件でご

ざいますが、現在はやはり先ほどの介護予防・日常生活支援総合事業と同じようにですね、国そして県、

市町、介護保険料を一応財源として行っております。この介護予防を強化する為とは言え、介護保険料

を財源とした事業の拡大、介護予防事業、一般介護予防事業を進めていくということは、より今の状況

で申しますと、介護保険の財政を圧迫し、次期介護保険料を押し上げるというような影響も考えられま

す。そのためにも本町が推進しております健康づくり事業について、年齢に関係なく元気なうちから介

護予防という視点を持って事業を進めていくことが必要だというふうに考えており、例えば国保事業等

との摺合せでありますとか、合同事業の展開等など関係機関とも連携する中で早いうちから介護予防事

業に取り組んでいくことを目指していきたいというふうに考えております。質問の中でありました事業

者また実際にサービスを利用されている方の需要とまた供給の部分ともございました。現在すみません、

もう一つその前に失礼しました、一般介護予防事業等について総合事業全体の評価、検証などの仕組み

についてどのように公表を考えているかということのご質問もございました。これにつきましては現在

地域包括支援センターの運営協議会において当該年度の事業報告を行ってまいりました。その場でも介

護予防事業等が単発になっていること、また評価の視点が曖昧ではないかなどの数々の行政の示す評価

について厳しいご指摘もいただきました。今年度は特に各事業の目標達成の状況に関する調査、分析を

全国共通するシステムであります地域包括ケアの見える化システムというものを活用いたしまして、得

られた結果について策定委員会でありますとか先ほどの運営協議会において状況を報告しますと共にま

た広報やホームページを通じて総合事業の評価に係る報告の方をさせていただきたいというふうに思っ

ております。さらに今回制度改正によりまして、この地域包括支援センターそのものの評価指標という

ものも国から改めて示されます。総合相談の窓口でもあります介護予防事業を推進していく中心的な役

割を担う地域包括支援センター事業の検証につきましても、総合事業の評価とあわせて公表できるよう

に準備をしてまいります。続いて本町における介護事業所等においての課題運営状況について、話がで

きる範囲でというふうなお話しをいただきました。先ほどの議員の方のご指摘があります、介護サービ

スを求めるその需要、それから実際に提供ができる供給の部分それぞれのやはり相互に数が求める側が

少なければどうしても供給できる事業所が過多になってもいけない、その逆もあると思いますけれども、

実際に今、介護を必要とする全体数がですね町においては縮小傾向にあり、またサービス利用者の原因

のみならず、介護保険制度そのものの改正によって加算を重要視した介護報酬の改定でありますとか、

積算の複雑化の中にあって本町の介護それぞれの事業者が一生懸命健全運営のために努力を積み重ねて

おられるところでございます。それぞれの事業所によって、収支また採算等の色々と課題等もあるかも

わかりませんが、その点につきましては町保険者としましても様々な事業所のサービス、こういうふう

なこともできはしませんかというような色んな指導とか提案等も含めまして情報提供などを行いながら

事業者との連携というものを取っていきたいというふうに考えておるところでございます。最後に地域

支援事業の中心的役割であります医療・介護の連携の体制整備について、ご質問がございました。ご指

摘のご質問にもありました、８つの事業等については医療と介護の連携に係る課題の抽出でありますと

か情報の共有、切れ目ない在宅医療と在宅介護の提供の構築、さらには医療と介護の相互の相談体制の

確立など、その内容は多岐に及んでおりますが、これらのことすべてが住み慣れた地域でできる限り長

く暮らしていくためには本当に重要なことだというふうに考えております。現在病院におけます地域医

療支援室と地域包括支援センターを中心にしながら、例えば退院後の在宅生活に向けた支援策について、

互いにカンファレンスを行ったりでありますとか、情報交換の場を持ちながら、医療介護の他職種が協

働して高齢者の個別支援の解決にあたっております。これからは個別に解決したものを一つ一つのサン

プルとしながら今度地域に共通した課題を明確にし、その課題解決に向けた取り組みを通しながら地域

包括ケアシステムのもっともっと深掘りした進化、そして推進へとつなげていきたいというふうに考え

ております。福祉課からは以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 冨永議員。 

○冨永豊議員 

 説明いただきましてね、説明の内容はわかるんですよ。それで私は少しはね具体論、数字が入ったよ

うな説明をちょっと期待はしたんですけど、これからだろうというふうに思っております。それで私が

もう少し突っ込んでお聞きしたいのは例えば地域医療システムでしたか、その中でもね、数値見ると医

療・介護の需要予測指数っていうのを見ますとね、安芸太田町というのは、当然こういうふうな右下が
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り、介護もね、こういうふうに下がっていく。これが 2045 年とかこれが 2020 年位の。４ポイント下が

っている。何を言いたいかって言ったら、ここで本当に介護・医療っていうのが、どういうふうな財政

の元でやっていかなきゃいけないのかなっていうふうに思ってるんですね。例えば医療で言えば私ちょ

っと気になったのが、先ほど言いました病床数の何とかこうとかって言われましたけれどもね。病床数

で見ると安芸太田病院は149病床なんですよね。149病床でこれを10万人にいくと、倍ぐらいなんだよ、

10 万人の人口の所とね、10 万人の人口でいくと、10 万人の人口の所が 1,101 施設というふうな。安芸

太田病院はその倍ぐらい持っている、ということはこの需要予測からいくと、私当然ね落ちてくるんだ

と思ってるんですよ。ここは紛れもないところだろうと思ってるんですよ。それでこの病床数のね活か

し方、これどうこういうんじゃないんですよ。病床数をどうやって今度活かしていくのだろうかなとい

うように思ってるんです。この病床数を 149 を例えば需要予測においては何ぼかいらんって言えばそこ

のふれあいセンターに戸河内の診療所にも三階に設けてある、そういった地域的なね、季節的なもので

受け入れていくものだとかね、そういった大きな病院でありながら、空間を色々な活かし方が私はでき

てくるんだろうと思ってるんです。そういった意味では私はね今の病床数は多いということはね、これ

からの生かし方によってね、当然うまく利用できる方法が出てくるんだろうと思ってるんです。すべて

これを介護の施設で賄う事はできないと思ってる。それをどうやっていくかだろうと思う。後、残され

てるのは病院の施設の病床数が減ることは分かったと。その活かし方をどうやっていくかと。介護の方

に回していくのか、その辺のところをうまく利用した改善というのを私できるんだろうというふうに思

ってるんですよ。そこらあたりをね、ちょっと病床数については安芸太田町として本当は多いのか少な

いのか、正直なところ今後の需要予測を求めたときどうなのかっていうところをね、少し考えがあれば

お聞かせいただきたいということと、介護についても一緒なんですよね。介護・医療連携っていうこと

はそういうことだろうと思う。介護の需要についてもね、私は落ちてくるだろうと、需要量っていうの

は。当然落ちてくるんです、人口減少と共に。これはしょうがないことなんです。いくら頑張っても介

護と医療だけは人口が左右するということだろうと思ってるんです。その時に今の病院施設を介護とし

ての使い方だとか、色んなものをこれから出してこられると思うんですよね。そういった使い方をこれ

から今後人口減少に向けてどうやって活かしていくかっていうことをね、これはね大きな連携の一つの

事業だと私は思ってるんですね。この前ですね、ある人で夕張に行った人とちょっと話を聞いたんです。

夕張っていうのはどういう状況かって聞いたらね、私すごく刺激を受けたんですけどね、介護について

は訪問サービスなんかは、今例えば週に、あんたらのところどのくらいかって言ったら、週に２、３回

行ってるんだろうと思うよ。悪いところでね。じゃあ夕張はどうしてるかと言ったら、月に３回ですよ

っていうんです。通所なんて言うのは月に１回です。あとはそれであとはそのすべてが早く言ったら自

分でやりなさいよっていう行くところまで来てるんだというふうに聞いたんですよね。そこまではいか

なくても、そういう自治体があるということは、おきながら、頭におきながら、自分たちが医療介護の

連携によってこの安芸太田町を守るには、どういったことが事業として考えられるのだろうかというこ

とと、考えていただきたいことと、もう一つは今の介護事業所について、今の介護の事業所は本当に今

の何施設かあると思うんですよね、その施設の人が本当に今の需要量でこれからの需要量でやっていけ

るかどうかという予測も建てなきゃいけないと思ってるんですよね。正直なところを出して数字をです

ね。それでその時に本当にやっていく担い手不足で雇い入れるとしたら本気で担い手の不足の移住を考

えて、例えばもうそこには若い女の人で受けれるような、もし受けれる体制でニーズを図った時に、ど

ういったところがネックなのかって言えば、例えばその住まいが今のような我々が求めている田舎住ま

いではなくて、極端に言えば若い者を求めとると言えば２ＬＤＫのマンションだとか、マンションに行

かなくてもね、そういうふうなものを求めとると言えば、そういったものをやっていかなきゃいけない

と思ってる。それがこれからは私は介護と医療の連携の大きな事業になっていくんじゃないかなという

ように思ってるんです。今の延長線では絶対ありえないと思ってるんで、そこらあたりの考えをちょっ

とお聞かせいただいたらと思います。お願いいたします。 

○矢立孝彦議長 

 病院事務長。 

○菅田裕二病院事務長 

 私の方から病床数に関するご質問がありましたのでお答えをさせていただきます。本町の病床数のご

指摘につきましては先ほどありました地域医療情報システムＪＭアップと申しますが、そこらのところ

で公表をされております。全国平均 1,210 床に対して安芸太田町は 2,302 床、北広島町につきましては

2,338 床、安芸高田市は 2,702 床ということで中山間地域である近隣市町についても本町と同じような
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現状でございます。また全国的にもこのことについては指摘をしておりまして、社会保障制度改革にあ

ります地域医療構想を県単位で策定をし、広島県では平成 26 年 32,648 床を平成 37 年 2025 年には

28,614 床に減少する計画を立てております。それと同時に指摘ありました病院完結型医療から地域完結

型医療への転換、点から地域全体への面と一体的なサービス実施を同時に推進していくとあります。こ

れまで安佐市民病院とは一定の連携を行ってきましたが、さらに連携を深めることによって個々の弱み

を解決し、地域完結型医療を実施していきたいと、病床の融通も視野に入れながら、本病院としては医

療従事者の派遣や共同研修、医薬品の共同購入を行っていきたいと考えております。北広島町及び安芸

高田市等の関係市町と共に、協議会を設置し、数字だけではなく地域の現状も加味しながら、協議して

いきたい。指摘ありました療養病床、病床を、介護病床にすれば全体的に介護保険料がどうはね返るか

という現状もありますし、住まいの部分における法的なことについても協議していきたいというふうに

思っております。私の方から以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 福祉課長。 

○伊賀真一福祉課長 

 議員のご指摘のようにですね、やはりこれからどんどん介護の需要が落ちてくる、そういうことによ

って、事業所とのその供給、今本当に数ある事業所がそれで賄えるのかという不安等はやはり私どもも

もう少し真剣に考えなくてはいけないというのが実情でございます。実際に今ありますその事業所がと

りあえず一生懸命やってくださってるものがですね、今の状況で言うと少しでもこの普通に保っていた

だけるような実態にしたいという思いも持って介護人材の支援事業等を今回創出して、事業の展開に加

えさせていただいておるところではございますが、やはり介護の人材を確保するということに関して言

うと、やはりただただここに事業所があるから来てくださいというだけではなくて、先ほど議員のご指

摘もありましたその就労だけではなく、その住まいと言った部分もあわせて考えなくてはいけないとい

うふうに確かに思います。これまでの指摘の中にもありましたその住まいの確保、働く方の住まいの確

保という部分におきましては、例えば町内に新しくアパートができた部分もそうですし、こちらの住ま

われるときの色んな支援策等も含めながらですね、もう少し考えていかなければいけないというふうに

思うところでございます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 冨永議員。 

○冨永豊議員 

 ちょっと転換しなければいけないと思ってるんですよ。医療・介護については。やはり今まで社会保

障というのはやはり私も思ってましたけれども国がやるもんだと。国が社会保障を見るっていう事、確

かにそれはそうなんです。国も見れなくなってきたということでね、地域に、言葉は悪いですけど、地

域に投げてきたということはある程度言えるんですよ。それをね拒否することもできなくなってきたと

いうことだろうと思ってるんですよ。そうするとある程度私はその介護によってその経済状況っていう

のもある程度いろんな面を抽出していったら、その安芸太田町の過疎における有効な事業が生まれて来

るんじゃないかなというふうに思ってるところが一つはあるんですね。最後のような病院の生かし方だ

と言ってるところだとかね。そういったところは今からそういったところに目をつけていくっていう計

画だけを練ってみるとかね、そういったことが色々な制度制約はあると思うんですよ。制約は制約でそ

れはそれで無視して一応はそういうような計画を立ててみるとかね、いうことが大事であると思ってる。

そういったやることによって違うまた視点が見えてくるんだと思うんです。ただ今の医療費とか介護費

とか費用だけでの偏った見方だけではね、私は改善してこないんだと思う。それはもう明らかに介護費

も医療費も崩壊なんですよ。そうするとそこにはもう見ていけないということですよ。経済だけでの負

担だけでは追いつかなくなってきている。あるいは担い手についてもこれから安芸太田町にとっては大

きな課題だろうと思ってるんで、そこらも含めて総合的に事業というものを考えていただきたいなとい

うふうに思ってるし、それは大きな安芸太田町の視点を変えていくという方向でね、私は友好的な施策

になっていくんじゃないかなというふうに思ってるんで、お願いしたいと。以上ですね。終わります。 

○矢立孝彦議長 

 以上で冨永議員の一般質問を終わります。7番佐々木道則議員。 

○佐々木道則議員 

 それでは失礼をいたします。本日私が一番最後の一般質問になると思います。7 番の佐々木道則でご

ざいます。この６月５日に中国地方には梅雨入りが発表されまして豪雨による水害、土石流災害などが
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発生しやすい梅雨の季節を迎えました。６日の夜には安芸太田町津浪の国道 191 号線で法面が崩壊し、

加計高校の先生がお亡くなりになられるという痛ましい事故が発生しております。この場ではあります

が、ご冥福をお祈り申し上げます。この災害が発生しました場所は崩落対策としてロックネットがはら

れ、災害が発生しないよう防災対策が施された場所でもあります。不測の事態が発生するのが災害でな

いでしょうか。私ごとになりますが、私の住んでいる地域においても、63 年７月尊い人命が失われる土

石流災害が発生しております。本年がちょうど 30 年目の節目を迎えることとなります。当地域の自治

会においてもこの災害を風化させることなく後世に伝え、また新たな災害に注意喚起をするという意味

で、今年は特に新たに講演会等も予定をさせていただいております。このようなことでありますが、自

然災害や不測の事態に敏速的確に対応できるよう準備しておく諸施策等について今議会の一般質問には、

大項目といたしまして、危機管理と題しまして小項目３題を防災対策を中心に質問をいたします。まず

小項目１点目でございますが、安芸太田町地域防災計画及び業務継続計画についてお尋ねをいたします。

安芸太田町地域防災計画は本町の地域に係る防災に関し、町をはじめとする防災機関の事務又は業務の

大綱について定められたものであり、総合的かつ計画的な防災行政の整備推進を図り、町民の生命、身

体及び財産を被害から保護し、被害の軽減を図り、もって社会秩序の維持と住民福祉の確保の万全を期

することを目的として、平成 17 年６月に制定をされております。また、安芸太田町業務継続計画は、

災害時に行政自らも被災し、人、もの、情報等が利用できる資源に制約ある状況下において優先的に実

施すべき業務、これは非常時優先業務と言いますが、を特定すると共に、業務の執行体制や、対応手順

継続に必要な資源の確保等あらかじめ定める計画として、内閣府において地震発生時における地方公共

団体の業務継続計画の手引きとその解説を平成 22 年４月に作成し、地方公共団体における業務継続計

画の策定促進を急務として取り組まれたことにより本町においてはいち早く 26 年３月に策定をされて

おります。ちなみにこの時点で広島県下 23 市町では 26 年度では４町村でございました。本町を含めて

４町村。29 年度末には 22 の市町で策定をされております。地方公共団体の防火対策を定めた計画とし

ては安芸太田町地域防災計画があり、この計画を補完するものとして、地域業務継続計画は町自身が被

災し、資源等が途絶える条件下においても、非常時業務の実施を確保する計画と相まっております。内

閣府、これは防災担当でございますが、発行している市町村の為の業務継続計画作成ガイドによります

と、災害時にあっても優先すべき業務として災害応急対策業務や早期実現の優先度が高い復旧復興業務、

業務継続の優先度の高い通常業務が対象とされております。そこで質問をいたしますが、安芸太田町地

域防災計画及び業務継続計画については、町職員全員がその内容を熟知し、実際の行動に取り組むこと

が必然となりますが、全職員に対してこの計画の周知をどのようにされているのかをお尋ねいたします。

次に、業務継続計画にある今後の取組について３点お伺いをいたします。１点目安芸太田町地域防災計

画は、毎年度防災関係機関による防災会議を実施され、計画の見直しはされておりますが、業務継続計

画は各職場で業務を円滑かつ実施するために、個別の課題を含め、非常時優先業務がスムーズに遂行で

きるよう、業務継続マニュアルを策定すると記されておりますが、策定状況はどうなっているのかお尋

ねをいたします。２点目、訓練の実施等における業務計画の検討について訓練、研修等を通して職員個

人の能力を向上させるとともに組織的な対応力の向上を図っていくとあるが検証はされているのかお尋

ねいたします。３点目、支所等における業務継続の検討については、支所等において大きな被害をもた

らすと想定される事象について今後検討されるとありますが、まず支所において大きな被害をもたらす

事象とはどういうことを想定されておるのか、また検討されているのかをお尋ねをいたします。続いて

小項目２点目でございます。役場これは支所も含めますが、休日夜間緊急連絡体制についてお伺いをし

ます。地震については誰にでもというのは弊害がありますが、分かりますが、町内各地に特化した災害

や事故は連絡が入って初めてわかることだと思います。その連絡時が平常時は問題ないと思いますが、

この前のいわゆる先ほど言いました津浪の災害についてはまだ夜間でも７時過ぎで職員がおられたので、

対応が職員の方でされたというように聞いております。大雨等の異常気象については天気予報で初めか

ら知り得ることができますので、配備動員体制は担当課において対処できますが、地震については事前

に体制をしくことはできません。先般４月９日午前１時 32 分ごろ発生した島根県西部地震は安芸太田

町で震度３を観測しております。安芸太田町地域防災計画においては町内に震度４の地震が発生した場

合、配備動員体制をしくと計画をされております。今回は震度３であり、配備動員体制はしかれておら

ず対応は無かったようでございますが、もし今回の地震が震度４であれば配備動員体制はしくことに計

画からいけばなろうかと思います。このような場合、夜間における緊急連絡体制また電話等がつながら

なくなった場合は、どのような対応を考えておられるのか。また加計支所においては当直制度が無くな

り、何かあった場合は直接本庁に電話が入り、支所の担当者に当直から直接電話を入れるようなシステ
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ムとなっていると聞いております。緊急時にスムーズに連絡体制がとれるのかとても不安があります。

そこで質問をしますが、緊急時の対応マニュアルは作成されていると思いますが、当直関係者に浸透し

ているか、また当直者を対象とした緊急連絡体制は実施されたことがあるかどうかをお尋ねをいたしま

す。続いて小項目３点目でございます。自主防災組織についてお尋ねをいたします。組織された自主防

災組織の活動状況は多少の温度差があるように思います。主に各自治会単位で組織されておりますので

自治会の規模の大小、人材不足等で組織の体制ができたら、避難体制、防災知識の普及などの活動には

至っていないところがあるのではないでしょうか。せっかく防災組織を立ち上げられたのであれば、そ

の機能を活かすために、日ごろから訓練や講習などに取り組んでいくことが必要であると考えます。そ

こで質問いたします。１点目、自主防災組織において安芸太田町内の現在自主防災組織の設置状況はど

のようになっているかお尋ねをいたします。２点目、組織された自主防災組織の活動状況はどのように

分析をされておりますか。組織の活性化に向け、町との連携は重要と考えますが、組織の活性化に今後

町としてどのように取り組みされるのか町の考えをお尋ねします。以上質問が多岐にわたっております

が、ご答弁をお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 栗栖総務課長。 

○栗栖一正総務課長 

 危機管理につきまして３項目についてご質問いただきました。１項目目から順番にお答えをさせてい

ただきます。まず一番初めに安芸太田町地域防災計画それから業務改善計画について職員への周知、ど

のような周知をしているかというご質問、要約すればそういった内容であったと思います。安芸太田町

の地域防災計画は先ほど７番議員申されましたように平成 17 年６月に新町の防災計画として定めて以

後毎年このちょうど６月の時期に防災会議を開催して、必要な修正を加えて参りました。この中で地域

防災計画についてはこの修正した地域防災計画を専用のファイルに綴じて、これは全職員がみられる状

態にしてご覧いただくようにしていますが、一方で特に重要となる配備動員計画、災害時についてはこ

ういう配備態勢を取る、こういう場合は緊急事態であるというものを優先して職員には周知するように

しております。それから業務改善計画でございます。議員先ほど言われましたように、この業務改善計

画というのは大規模災害が発生して自治体そのものが被災した場合、限られた人材、ものの中で災害復

旧業務をしながら通常業務の内どの業務を優先していくかというものを優先順位を決めて行くという作

業です。本町の場合は平成 26 年３月に定めさせていただきましたが、全 703 業務をそれぞれ細分化し

て最優先の業務、即日業務、一日目、三日目、一週間目、一か月後と分けて、業務を細かく一応定めて

おります。ただこの業務改善計画については平成 26 年、業務継続計画ですね、ＢＣＢと言われますが、

これについては十分な全職員の周知の部分については、正直私自身が感じてるのはみんなが十分な認識

を持ってるかと言うと、この分についてはまだ不十分なところが正直あると思っております。また一方

でこのマニュアル等も一応定めてはまだ十分なものできておりません。一度この業務継続計画をやった

経験がまだないと、幸いにしてですね、ありませんので、一度こういった業務継続計画を災害時にやっ

てみて初めて検証ができるのかなというふうに思っておりますので、その部分、ですから検証もまだこ

のまま本当に機能するかどうかの検証はできていないというのが実態です。あわせて支所の業務継続計

画はどういった事態を想定されているかというご質問もありました。具体的になかなか想定は難しいか

と思います。大規模災害が発生してその後、支所単位だけで新たな業務が優先順位を決めるというのは

なかなか厳しいかと思いますので、現在のところは今の継続計画で一応読み取るしかないのかなという

ふうに思っております。次に項目２つ目として役場の休日夜間の緊急連絡体制についてご質問いただき

ました。２点あったかと思います。先日の事故等が時間外に発生した場合の緊急連絡体制に不安がある

ということだと思いますけれども、この点については、通常役場の方に通報者もしくは警察、消防等か

ら連絡が入ってきます。これを受けた警備、私どもの場合は夜間は警備を委託しておりますので、委託

された警備会社の警備員がそれぞれの担当者の方に自宅と携帯電話を一覧表を配布しておりますので、

それに基づいて緊急連絡を入れるという対応になるかと思います。それから夜間緊急連絡体制について、

当直者、これ警備者というふうに読み取らせていただきますが、訓練が行われているかということです

が、特に警備にあたるものにとって一番心配をされているのが、火災時の対応を一番気にしておられま

す。これは過去も例がありましたけれども、火災が発生した後に防災行政無線による出動の放送がス

ムーズにできなかったというようなことがありまして、この点を反省事項として踏まえて、広島市消防

局ではこの警備を対象として不定期、いつやるかわからないんですが、模擬の通報訓練されてその対応

を図るような取り組みをしていただいております。それから通報時の現場確認作業から放送までの流れ、
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これについては先ほど言っていただきましたように、マニュアルを作成しておりますので、これを確認

をさせるようにしております。また火災時の無線放送が一番大変だというふうに警備員も言っておりま

すので、総務課の方としては、時間のあいたときに放送室に入って、自分が緊急時にどういう対応をす

るかというのをそこへマニュアルを置いてありますので、放送順を確認ができるようにしておりますの

で、そういった指導をしております。最後に３点目として、自主防災組織についてご質問いただきまし

た。まず１番目として、自主防災組織の設置状況というご質問でした。本町の場合現在 48 自治振興会

がございますけれども、この内 11 の自治振興会が９つの自主防災組織を作られております。人口の組

織率で言いますと 41.3％ということになっております。組織をされている自治防災組織の活動状況の把

握と言ったことがございました。各自主防災組織の活動状況については本町のホームページの方でも公

表をさせていただいておりますので詳細はご覧いただけたらと思いますが、ただ若干古い活動状況も残

って、掲載されたままになっておりますので、この点は最新のものに改めるようにさせていただきたい

と思います。主には各地域の方は土砂災害を想定した避難訓練等をその活動の中心とされております。

昨日は二地区で統一避難訓練として自主防災会それぞれ主体で避難訓練が実施されておりますし、７番

議員先ほど言われました殿賀においては６月 24 日が避難訓練を実施されるというふうに聞いておりま

す。今後はこうした統一避難訓練の実施をもう少し早めに該当の地域にもご案内をして、今回もご案内

はしたんですが、もう少し活動、４月３月の段階でもうお知らせをして、参加率を高めるというふうな

工夫もしていきたいと思っております。また組織によっては結成はしたけれども、その後の活動がなか

なか継続しないという停滞状況にあるということも聞いております。この一因としては、特定の地域の

リーダーに地域の役員の業務が集中して防災組織としての十分な対応ができなくなっているというよう

なお話も聞いております。新たな自主防災のリーダーの育成が急がれるというふうに思っております。

後、自主防災組織と町の連携の部分でございます。各自治振興会が自主防災組織を立ち上げる場合、こ

の場合には相談窓口を総務課の方においておりますので、様々な相談業務にのっております。組織設立、

活動マニュアル、そういったものを整備して支援をしております。また自治振興交付金を 48 振興会の

方に交付しておりますが、この中に自主防災組織を結成されている団体については一地区一戸あたり

300 円を経費を活動費として提供、交付しておりまして、活動の一助にしていただければというふうに

しております。そういった連携の方を取らせていただいております。１点目以上です。 

○矢立孝彦議長 

 続けてください。 

○栗栖一正総務課長 

 １点答弁もれがありましたので、補足させていただきます。夜間緊急時の地震、震度４以上の地震が

あった場合というのがございました。この点については、町の防災計画ではそれぞれの震度ごとに注意

体制、警戒体制、非常体制というふうに決めております。震度４は注意体制となります。注意体制とな

りますと、役場の防災担当関係課とそれから建設課、こちらがまず登庁して情報収集するというような

流れです。震度５、町内で震度５以上のもう被害が想定される場合は警戒態勢でより多くの支所の方も

職員が出てきます。震度６以上になると自動参集という全員が自動参集という基準を定めております。

以上です。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木道則議員。 

○佐々木道則議員 

 ただいま総務課長の方からご答弁をいただきました。地域防災計画については先ほどありましたよう

に毎年会議がございますので、順次新しいものに更新されていると思いますが、いわゆる継続計画につ

いては、ほとんど作成されて以来ほとんど手がついてないんじゃないかと思いますので、そちらの方の

見直し等も含めて取り組みをお願いをしたいと思います。役場の緊急連絡体制については先ほど来あり

ましたように、いわゆる当直、業者の方に頼まれているということでございますが、この前もですね、

うちのところですから、安芸太田病院の屋上のスピーカーから急きょ音声が漏れましてですね、途中で

切れたんですが、スイッチを間違われたのか何か、ちょっと何を言われてるのかちょっと聞こえづらか

ったんですが、朝だったかな、何かあったんですが、外のマイクだけ、家の中は入りませんでしたので、

外のマイクから、たまたま家が近いものでうちへ聞こえたんですが、あったようなことがございますん

で、またマニュアルを含めてですね、そちらの方もお願いをしたいということでございます。じゃあ、

ご答弁いただいたことに対してですね、再質問をさせていただきます。まず業務継続計画でございます。

内閣府これ防災担当が作成した市町村の為の業務継続計画作成ガイドによりますと、業務継続計画の特
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に重要な６要素として、１番目、首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制、２番目、本庁舎が

使用できなくなった場合の代替庁舎の特定、３番目、電気・水・食料等の確保、４番目、災害時にもつ

ながりやすい多様な通信手段の確保、５番目、重要な行政データのバックアップ、６番目、非常時優先

業務の整理が定められておりますが、先ほど言いました６項目のうち、２項目の本庁舎が使用できなく

なった場合の代替庁舎の特定以外は業務継続計画にきれいに計画をされております。ただ庁舎、代替庁

舎の特定について、検討が必要ということに留まっております。耐震基準を満たしている庁舎であれば

特に必要はないと考えますが、耐震基準は一般に震度６強でも倒壊しないという保証であり、被災後の

使用が可能であるという保証ではないと思います。地震により天井の崩落、設備の甚大な被害等により、

庁舎内での業務がかつ遂行できなくなる可能性があります。町においてもぜひ応急代替施設の特定を検

討されるべきと考えますが、町の見解を伺います。２番目、先ほど総務課長よりちょっと答弁があった

んですが、６月 10 日に、昨日ですが町内共通訓練が実施をされております。この内容については先ほ

どございましたので改めて質問はいたしませんが、なお当日町においては、本部のみを設置していわゆ

る業務の集計だけ、いわゆるやったやったというような言い方悪いんですが、やったという集計だけで

あって訓練等に立会されたことがあるのかどうか、いわゆる訓練の状況を見て、それをまた次の年に対

応等に考えられるようなことがあるのかどうかお尋ねをします。３番目、在宅の避難行動支援対策につ

いてでございます。安芸太田町地域防災計画では担当課が連携し、平常時より避難行動支援者に関する

情報を把握し、避難行動要支援者名簿を作成することとなっております。また平成 25 年６月の災害基

本法の一部改正により高齢者、障がい者の方等特に配慮を要する方のうち、災害発生時の避難時に特に

支援を要する方の名簿、避難行動者要支援者名簿と言いますが、その作成を義務づけることが規定をさ

れております。避難行動要支援者名簿の作成についてはどのような状況になっているのかお尋ねをいた

します。また作成された名簿は消防団、自主防災組織等の避難支援に関わる関係団体に避難行動要支援

者名簿が求められた場合、提出をされることとなろうかと思いますが、その時の個人情報保護の観点か

ら取り扱いはどうなっているのかお尋ねをいたします。４番目、自主防災活動時の保険活動についてお

尋ねをします。自主防災活動組織の為、町では自主防災活動組織育成補助金を設けて、設立、基盤整備

事業については補助されております。しかし、自主防災活動時に事故等で傷害を受けた場合の補償対象

についてはどうなるのでしょうか。各自治会において、自治会活動保険に加入されておりますが、そち

らの方で対応するしか対応の状況が今ではないと思います。町においても先ほど総務課長からの話もご

ざいましたが、自治振興交付金の中に、自主活動防災加算として一世帯当たり 300 円の補助金が出され

ておりますが、それとは別に町として自主防災活動時の保険加入というのは難しいのかどうかぜひ検討

していただきたいと思います。以上４点、質問を、再質問をさせていただきます。 

○矢立孝彦議長 

 総務課長。 

○栗栖一正総務課長 

 ４点いただきました内、総務課の方から３点ほどお答えをさせていただきます。まず初めに耐震庁舎

の検討、これは業務継続計画の方にも検討するという記載がございます。実際に本町の場合一昨年の熊

本の地震でも本庁舎が壊れた市もございました。今回私どもの中では、じゃあ耐震基準を満たした一定

程度の事務ができる建物といいますと、なかなか正直確保は厳しいというふうに思っております。ただ

これは常に検討していかなければなりませんので、例えば耐震改修が終わった施設等の広いスペース、

一時的には長期間にはならないということを想定して、検討は引き続きしていきたいと思います。それ

から２番目に昨日行われた２地域の避難訓練の時に総務課の方で現地の方に出向いて訓練の模様を観察

したかということでございました。昨日は各訓練現場の方には出向いておりません。役場の方で各両地

域から入ってくる避難者情報等の情報収集をさせていただいたという状況でございます。今後統一訓練

日ということですので、多数になった場合なかなかその現場へ出向いていってというところは厳しいと

いうことも想定して一応私の方で担当者の方には役場の方へ待機して情報収集しなさいという指示を出

しておりました。最後に４点目の自主防災活動に伴ってけがをした場合の保険対応ということでござい

ます。現在は町の方でそういった制度を設けておりませんので、現時点では各自治振興会の方で掛けて

おられる自治活動費の保険で対応していただくというのが現時点ではそれでやらざるを得んのかなと思

いますが、先ほど申し上げました自治振興交付金の方へ加算させていただいております交付金の中で、

そういった保険対応がもしお願いできればそれでお願いしたいというところでございます。総務課から

は以上です。 

○矢立孝彦議長 



- 30 - 

 

 福祉課長。 

○伊賀真一福祉課長 

 ３番目にありました避難行動要支援者の名簿の件について福祉課の方から説明をさせていただきます。

避難行動要支援者につきましては、介護保険の要介護・要支援者の方でありますとか、先ほどございま

した身体・知的・精神の各障がいの手帳の所持者、また難病患者、あんしん電話を設置した虚弱な高齢

者等を対象として一応名簿の方に作成をしているところでございますが、今現在私どもで県の方に報告

しております数字も平成 29 年の６月１日を基準といたしまして、現在のところ避難行動要支援者数を

1,211 名、その内何らかのときに関係者の方へ情報提供してもいいよという同意をいただいてる方が

761 名という数になっております。この数字等につきましても、ほとんど一年前の数字でございますし、

実際には転出や死亡によりまして住民異動等があるにもかかわらず、それが着実に反映されていないと

いうところも課題として大きいですし、また情報の正確性を保つという観点からも名簿の確認はさるこ

とながら、先ほど申しましたその実際に何かあった時の同意をいただいている方とそれから名簿の人数

があまりにも乖離しておりますので、そこら辺の人数、少しでも何かあった時には名簿として出せるよ

うに現在登録いただいている方におきましても同意をいただけるようにこれからも努力していきたいと

いうふうに考えております。福祉課からは以上です。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木道則議員。 

○佐々木道則議員 

 再質問に対してただいま答弁をいただきましたが、特にあれなんですが、先ほど来ありましたような

ことについてですね、色々ご答弁をいただいたわけでございます。私の一番あれだったんですが、それ

こそまた地元の話になって悪いんですが、自治振興保険、自治の活動保険に入っておるんですが、この

度保険会社の都合で保険活動保険が業務停止、販売中止、私らが入っている保険会社がですよ、中止を

されました。その通知がですね昨日、おとつい、うちへ届いたんですか。先ほど話がありましたように

６月 24 日にうちも活動をしますので、そこらあたりがちょっと心配ではあるんですが、昨日たまたま

その販売者の方を見たんで確認をしたんですが、会社としてもそれは取り扱わないと、ですから新しい

ところを探して入ってくださいということでございましたんで、ちょっと困ったなというようなことで

町としてですね斡旋というのも難しいんであるんでしょうが、例えば町が入られている保険会社でそう

いうことをやってるところがあれば、こういうところがあるよとか、普通の民間のところであるんです

が、なかなか条件がですねこの時には出さないとか色々あるんで、もしそういうふうに地元にとって有

利なところがあればですね、ぜひお願いをしたいと思います。３回目のことになりますんで、これ答弁

は結構でございます。ちょっと思いを言わさせていただいて質問を終わりたいと思います。中国新聞の

記事にもあったわけですが、2016 年の 10 月の鳥取中部地震で、ある自治体は業務継続計画を整備され

ておりました。整備されておられて代替施設もぴしゃっと計画の中にうたっておられたそうです。その

庁舎も被災をされて急きょ移転をされたら、その施設に電話回線が一本しかなかった。使えない。また

改めて別の場所に移転をされたというようなことが新聞に載っておりましたが、やはり計画を作って終

わりでなくてですね、やはりそこらあたりまで目配りをしてですね、やっとかんとまたこの新聞に載っ

たときと同じような事が起こり得ると、じゃないかと思います。やはり常に実効ある計画にですね見直

しをしていただいて、災害の発生を常に想定して災害が発生しないように対策するのが防災であると思

いますし、災害は起こるとの前提での対策、災害時に発生しうる被害を最小化するのが減災ではないか

と思います。ぜひ安芸太田町地域防災計画及び業務持続計画を身のある計画にしていただきたいと思い

ますし、先ほど言いました自主防災活動時の活動保険について各地域の皆さんは自助共助、これは互助

でもいいんですが、の為、また地域住民の安心安全のために活動をしていただいております。参加協力

していただいている皆さんが安心して活動できるよう制度の充実を改めて熱望するとともに地域住民の

防災意識をいかに高めていくか、このことが大変重要なことではないかと思います。今後町の取り組み

に対してそれを期待して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 

 以上で佐々木議員の一般質問を終わります。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。 

○伊藤真由美議会事務局長 
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 ご起立願います。一同互礼。 

午後  ３時４分散会 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


