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平成３０年第５回定例会 

（平成３０年９月４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、10 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。６番、津田

宏議員。 

○津田宏議員 

 みなさんおはようございます。加計高校の皆さんが来るという事で、期待をして１番に

出たつもりなんでありますが、どうも肩透かしにあったようでございますが。質問に入り

ます前に、先日の西日本を襲った集中豪雨により被災された皆様に心からお悔やみを申し

上げますとともに、一刻も早い復興を祈っております。また先々月６月６日の夜、国道

191 のがけ崩れで亡くなられた、加計高校の政綱先生のご冥福を心からお祈りいたします。

本町では毎年国道 191、186、その他の危険箇所の整備予算を県に要望してまいりましたが、

公共事業は悪だというマスコミ等の吹聴で 20 年前に比べて、予算が３分の１に引き下げ

られ、中山間地域の必要な公共事業ができなかった。政治がもっとしっかりしていれば、

このような不幸なことが起こらずに済んだのではないかと政治に関わる者の一人として、

猛省しております。今日は私の与えられた持ち時間の中で、頑張って質問をしたいと思い

ます。どうか最後までよろしくお願いいたします。さて、日本という国は、世界で一番古

い歴史がある国であります。古事記、日本書紀によりますと、今年で 2,678 年目の年にな

ります。世界広し、歴史長しと言えど、日本ほど長く続いている国は世界に例がないので

あります。他の古い国と言えば、デンマークが 1,000 年、イギリスが 900 年、アメリカが

1776 年の独立から 242 年、中華人民共和国にあたっては、たった 69 年なのであります。

それではなぜ日本だけが唯一 2,000 年以上続いているのか。それは日本は昔から大和の国

と申しまして、大きな和の国なんであります。和の社会というのは、相互扶助の助け合い、

自分のためだけじゃなく、家族のため、会社のため、地域のため、他者のために何ができ

るかを考え実行する。それを一人だけでするのではなくて、国民みんなが実行してきた国

だから、こんなに災害が多く、資源の少ない国であっても、世界で一番長く続いているの

であります。私たちは幼い頃から、親から、大きくなったら世のため、人のためになるよ

うな立派な大人になるんだよと教えられて育ったはずであります。しかしながら最近では、

権利だけを主張し、自分さえよければ家族、地域はどうなってもよい、ましてや国なんて

関係ないというような人が増えてきております。どうしてこのような日本になってきたの

か。それは 73 年前、昭和 20 年にドイツと日本が先の大戦で連合軍に降伏したとき、ニ

ューヨークタイムスの論説の中で、ドイツについてはこの優秀な民族は、ヒトラー、ナチ

スによって道を間違えた。これから考え直して出直すであろう、この優秀な民族はきっと

立派な国を作り直すに違いないから、私たちはあげてこの新しいドイツのために協力しよ

う、そう書いてあるんです。ところが日本の場合は、全然違うのであります。大きな漫画

が描いてありまして、巨大なナマズのような化け物がひっくり返って、大きな口をあんぐ

りあけて横たわっておる。その大きな口の中の牙を、アメリカの兵隊さんがヘルメットを

かぶって、大きなヤットコを持って牙を抜いている絵が描いてありました。そしてこう書
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いてあります。この醜くて危険な化け物は倒れはしたがまだ生きている。私たちは世界の

安全のために、またアメリカの安全のために、時間はかかっても、徹底して解体しなけれ

ばならない、と書いてあった。当時は白人中心の世界でありましたが、そこから日本に対

しての占領軍による統治が始まったのであります。我が国における教育を振り返ってみま

すと、終戦を契機に新しい日本を建設するため、国政全般にわたって、大きな改革が行わ

れる中にあって日本の再建には教育が根幹をなすものであるという考えのもと、昭和 22

年新しい教育の基本を示す、教育基本法が制定されました。しかしながら、この教育基本

法なるものは、敗戦後、昭和 27 年４月 27 日までの６年８か月にわたる占領軍統治のもと、

有色人種蔑視思想のもと、日本弱体化のために作られたものであり、愛国心や宗教的情操

教育の涵養などの、伝統的価値観が否定されておりました。それから戦後、長きにわたっ

て、我が国教育の基礎とされ、その結果、我が国の伝統や文化を育むことの重要性が失わ

れてきたと言わざるを得ないのであります。私はかねてから、日本人の手による新しい教

育基本法のもとで、新しい教育制度を作りあげていかなければならないと思っておりまし

たが、平成 18 年 12 月、公共の精神の尊重、豊かな人間性と創造性や伝統と文化の継承を

掲げ、これらの教育のあるべき姿、目指すべき理念を示した、改正教育基本法が制定され、

新たな第一歩が踏み出されたのであります。また、この法律に基づく教育振興基本計画も

策定され、伝統を重んじ、国と郷土を愛し、道徳を身に付け、公のために尽くす国民を育

成するという教育の目標の達成に向けて、小学校、中学校の学習指導要領の改訂も行われ

ました。この新しい教育基本法の理念を叶えるであろう行事として、わが町では毎年立志

式が行われております。武士社会で行われていた元服の儀にちなんでいるとも、あるいは

論語にある、吾十有五にして学を志すに由来するとも言われております。立志式が誠に厳

粛な中で行われ、その中で生徒代表が家族のことや地域のことを述べるのであります。こ

うした行事が実施できる教育環境を創造されたのは、町教育委員会、学校、あるいはそれ

を支援された関係者の並々ならぬご努力の成果であり、心から敬意を表すると同時に、本

町におけるこうした行事ができることは町民の一人として誇らしく感じるところでありま

す。さて、このように我が国の教育というものは大転換をしてきましたが、こうした中で、

広島県の教育を顧みますと、平成 10 年当時の文部省から受けた是正指導に始まると言え

ます。是正指導以前のわが県の学校教育というものは、日の丸、君が代問題、主任制反対

など運動方針として掲げる日教組組合、教職員組合との対立から、本来の校長権限が制約

され、あるいは一部の運動団体と連携する中で、昭和 60 年に交わされた八者懇談会、合

意文書により教育介入を許し、平成４年には二・二八文書により、当時の県教育長が国旗、

国歌を否定したのであります。こうした根深く思想的な問題が長年にわたって教育現場を

支配した。まさしく違法、不法な内輪の論理がまかり通る呪縛の世界という、全国でも例

を見ない、今では信じられないような異常ともいえる学校現場の実態があった訳でありま

す。この責任の所在というものを省みるとき、一部の運動団体の政治的イデオロギーを中

立公正であるべき学校現場に無理矢理持ち込んできた、教職員組合と県教育委員会、各市

町村教育委員会、そして各議会、並びに住民から選ばれた知事をはじめとする各自治体の

長にあったと言わざるを得ないわけであります。かつて教育県広島として全国に名をとど

らかせ、数々の偉大な先人を送り出した広島県の姿は、極めて異常な、極めて不幸な時代

にある中で、荒廃した広島県教育として名をとどろかせることになっていったのでありま

す。学力、運動能力が全国最下位、不良化率も大阪に次いで２位、広島市内では暴走族が

暴れまわり、校舎の窓ガラスが割られ、学校は荒れ放題という状況でありました。その根

底にあったのは、間違った平等主義であって、これは天皇陛下を中心とする格差が差別で

あるという体制の中で、例えばある子供たちを特別に勉強させることは差別につながる、

みんな同じようにした方がいいんじゃないか、あるいは運動会で競争させて順番をつける

という事は、それはまさしく子供たちの心に差別の心を植え付けるので、一緒に手をつな

いでゴールインしなければならないというような間違った平等主義が広島県にあったため、

学校において補習授業等は一切しない、一切の競争の原理が否定され、当時福山市の公立
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高校と岡山県の公立高校の授業時間を調べてみますと、補修時間とあわせて３年間で１年

間分授業時間が少なかった。学校の先生も働かなくてよかった。学力が落ちても、それは

平等だから仕方ないという状況が広島では続いておりました。そして国旗、国歌において

は、大東亜戦争に突入したのは、日の丸が悪い、君が代が悪いという事で、学校の入学式、

卒業式に国旗を掲揚し、国歌を歌うことに関して猛烈な反対運動が起こって、このため、

校長先生と教職員組合との国旗、国歌の取扱いの話し合いが長時間にわたり、職員会議に

おいて、生徒の学力向上指導方法等の話し合いがほとんどない状態が続いておりました。

その中で、学習指導要領に明記されている国旗掲揚、国歌斉唱の実施に向けて、法令、規

則を遵守しようと懸命に奔走されていた世羅高校の石川校長先生は、教職員組合との板挟

みになって、卒業式の前日に、自ら命を絶たれたのであります。石川先生だけではありま

せん。それまでも 19 名の校長をはじめ、教育関係者が自らの命を絶たれております。そ

ういった数々の取り返しのつかない犠牲を払う中で、こうした実態を、全国の報道各紙が

報じることになり、国においては平成 11 年、国旗及び国歌に関する法律が成立、平成 13

年には県議会において、ひろしま教育の日を定める条例が制定されたところであり、教育

関係者をはじめとした、あらゆる方々の血のにじむようなご努力、さらには県民の支持も

あって、今日の信頼される公教育の確立、教育改革の前進に取り組める体制が芽吹いてき

たのであります。その後、広島県教育委員会に国からの是正指導を経る中で、県教育委員

会、各学校長がリーダーシップを発揮し、かつてはタブー視されていた各学校の個性化、

多様化の実現を目指す取り組みが始まったわけであります。さらに高等学校に学力向上重

点校、指導拠点校、進学指導重点校等を指定することにより、公立学校全体の先導的役割

を果たすという取り組みに進んでいったのであります。かつては決してできることのなか

った習熟度別授業も、今ではほとんどの学校で実施されるようになりました。現在では広

島県独自に実施しています基礎基本定着状況調査、全国学力テストの結果を見ましても、

広島県の学力は小学校で全国４位、中学校で 14 位となっており、学力は概ね定着してき

ていると受け止めております。そこで教育長に質問ですが、二見教育長は当時の広島県の

教育正常化、国の是正指導の中において、県教育委員会の最前線の現場で大変苦労された

とお聞きしておりますが、この改正教育基本法などの理念を実現させるため、本町ではど

のように施策を展開されているのか、そしてこれを教職員にどのように徹底し、さらには

教育現場でどのように検証されているのか。また学習指導要領における国旗及び国歌の取

扱いに係る規定が平成 29 年３月に告示され、幼稚園、小学校、中学校で施行されますが、

君が代、日の丸についての教育長のご所見をお伺いします。また、本町では平成 22 年度

から、東京大学、自治体と連携した新しい学びのプロジェクトとして、小中高等学校での

協調学習を引き起こす授業づくりとか、知識構成型ジグソー法による教材の開発、実践、

評価であるとか、指導主事、授業実践者と COREF スタッフのメーリングリストを活用した

オンラインでの教材検討、授業の振り返りとか、地域、学校、経験の多用な教員、管理職

指導主事、研究者、教育支援に関心のある社会人等による多彩なネットワーク形成として

８年間取り組んでおりますが、その成果、今後の取り組みについて、また今年度 5,800 万

かけて ICT 機器を導入する予定になっておりますが、その利用方法についてお伺いします。

どうかよろしくお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 教育委員会、二見教育長。 

○二見吉康教育長 

 大変大きな課題をいただきまして、ちょっと準備不足かもわかりませんけども、現在考

えておりますところでお答えをさせていただきたいと思ってます。まず教育基本法に始ま

り、広島県が受けた是正指導、本町の状況という事でお尋ねいただきました。ご質問にも

ございましたように、教育基本法が 18 年改正されまして、それまでの教育基本法から先

ほどありましたいくつかのポイントが盛り込まれました。公共の精神でありますとか、人

間性と創造性、あるいは伝統の継承あるいは文化の創造というふうな事が盛り込まれてい
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るわけでございますが、本町の安芸太田町教育 21 もみじプランをまたご覧いただければ

と思いますが、それの構成につきましては、日本国憲法に始まり教育基本法、そして学校

教育法に基づきながら、また本町の長期総合計画等も踏まえてですね、打ち立てられたね

らいは、地球世界的規模の視野を持ち、世界や地域社会に貢献する人づくりを目指すと唱

えております。これらを実現するために多くの取り組みをしておりますけれども、まずは

是正指導からちょうど 20 年になるわけでございますが、先ほど当時の状況について、色

んなことをお話しを聞かせていただきました。実は私も平成 10 年当初は、県教育委員会

の指導課の課長補佐をしておりまして、２月 28 日、３月１日の前の日に、石川校長が亡

くなられたという事を聞いて、そこから取り組みを始めたというのが今記憶に思い出しま

すけれども、それまでの１年間も毎月文部科学省、当時の文部省とやり取りをしながら是

正に向けて参りました。現在先生方が人事異動により入れ替わり、当時の経験をした教員

も退職し、日に日にその当時の是正指導を受けた状況が薄れていく、いわゆる風化状態が

進んでいる中で、原点に立ち返り、常に研修に努めていくという事が大事だと思い、特に

校長や教頭をはじめとし、中心的な主任の教員等に、この是正指導についての研修を私も

直接させていただいているところでございます。そういう中で、当時の是正指導で指摘さ

れました中のいくつかありますけれども、例えば授業時数の確保、中学生であれば年間

1,050 時間を確保する、これにつきましては広島県も含めて本町もですね必ずその数字を

クリアできていること、また校長を中心とし組織的学校運営、経営がなされていること、

そして本町でもやっておりますが、特色ある学校づくりという事で、校長が目指す学校像

をしっかりと我々に示していただき、それを予算化して校長がその予算に従って学校を作

っていく、そのことによって信頼される学校づくりをですね進めているという点では着々

とその取り組みは進んできているというふうに思っております。そういう意味で今後も引

き続き是正指導の教訓をしっかりと踏まえ常に原点に立ち返りながら、望ましい学校経営

を進めていくように指導してまいりたいと思っております。次に、国旗、国歌の取扱いに

ついてでございますけれども、学習指導要領あるいは幼稚園教育要領の中に、この国旗等

についての取扱いが示されております。今回改定されました学習指導要領は前々回平成す

でにもう 20 年前になりますけれども、その時点から国旗、国歌については改正されまし

て、現在と同じ表現でこれまで来ております。幼稚園の場合には、幼稚園内外における行

事の中で国旗に親しむというふうに教育要領に示してあります。あとは小中学校の社会科

の中では、我が国の国旗国歌の意義を理解し尊重し、そのことによって、他国の諸外国の

国旗国歌についても正しく理解し尊重すると、そのことがまた国際的な儀礼を大切にする

ことにつながるというふうな表現がございます。特に入学式や卒業式における取扱いにつ

きましてはこのようになっております。入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏ま

え国旗を掲揚すると共に、国歌を斉唱するよう指導するものとするという事で、学校での

君が代の音楽の指導や、卒業式等における掲揚また斉唱につきましては、この学習指導要

領という学校教育法に基づく法的根拠を持ちながら、児童生徒たちに指導し、清新な卒業

式入学式を迎えられるように努めているところでございます。議員の皆様方も来賓として

ご出席いただきますけれども、美しい歌声が会場に響き渡るという事はご記憶にあろうか

と思っております。いずれにいたしましても、子供たちに郷土や国に対して誇りを持ち、

人権を尊重するという心を育てるためには、家庭や地域の大人が自ら範を示してその姿を

見せることが大事だろうと私は思っております。子供たちが大人の姿を見て学んでいくと

いうことで、皆様方もですね、ぜひとも学校の取り組みについてご理解いただきたいと思

っております。次に学びのプロジェクトでございますが、これは平成 22 年からになりま

すが今年度で９年を迎えますが、私達の安芸太田町のような小さな町が集まって東京大学

と一緒に共同研究をしたのが９年前でございます。当時はわずか９つの市町でございまし

たが、現在は 26 を超える県、市、町また団体で取り組んでおります。スタートは閉ざさ

れたような小さな地域での少ない教職員の中で教育研究をしていく事が非常に厳しくなっ

てきたという点から県外の多くの皆さんと教育研究をしていくという点での、教員の人材
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育成という視点からスタートさせていただきました。しかしその取り組む中身は、これか

ら要求されるまた今まさに学習指導要領に示されております主体的で対話的で深い学びを

身に付けることによって、これから大きく変化する社会に対してどう生きていくか、そう

いう力をつけるためまさに東京大学と研究している研究内容は協調学習という手法を取り

ながらそういう人材を育成することができると、皆が確信を持って取り組んでいるところ

でございます。そういう点で現在、小学校中学校でこれまでに約 400 回くらいのそういう

授業をし、その中から教員も育ち、今数名の者は全国的にも指導的な立場にある協調学習

の指導的立場にある者が数名が誕生しております。これらが町内の若手の職員を指導して

くれると思っております。今回の全国学力テストにも見られますけれども、基礎的な問題

は別といたしましても、応用的な問題につきましては、ずいぶんとそういう点に効果が出

ているように私は実感しているところでございます。いずれにしてもですね、これからも

引き続きそういう取り組みをしていくことが、県内でも先進的な取り組みとして認められ、

そういう教育を受けたいという子供たちや保護者が増えてくることを思っているところで

ございます。最後に ICT 機器の問題でございますが、先ほどの協調学習をより一層進める

ためにも ICT 機器の活用が今は必要だというふうに思っております。これまでのパソコン

はですね、パソコン室に常設してありましたが、これからのパソコンは常設してあるもの

から、そこから画面になるタブレットだけを取り外して教室に持っていって、各自が使え

るあるいはグループで使えるというふうな取り扱い方によって、協調学習がより一層です

ね、ICT を活用した中で広がりを見せるというふうに思っております。それから特徴的な

ものといたしまして、今研究段階でございますが、全ての子どもたちのポケットの中に、

IC レコーダーいわゆる音声記録装置をつけ、子ども達が全員マイクを付けて、授業する場

面が多々ございます。一人一人の言葉を一人残さず全員の声を収録し、それを文字にして

先生方が授業の様子を振り返り、子ども達も自分の発言を振り返るという事を通して次の

時間の授業に活かしていくと、この取り組みは全国でもまだ２箇所しかやっておりません

ので、大変先進的だろうと思っております。これからもそういうふうな ICT 機器を十分活

用しながら、先導的な教育の発信を進めて参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 

 津田議員。 

○津田宏議員 

 はい、ありがとうございました。この４月にですね広島県の教育長、平川さんがですね

就任して一番最初に安芸太田町の小学校ですかあれは中学校ですか、お見えになりました。

それぐらいわが町の教育に関することは県にも認められている。広島県も全国的にはかな

り進んだ教育県になっておりますが、それよりまだ先を行くわが町でこういう教育がどん

どんされるという事は非常にいい事だなと感心している次第でございます。それとですね、

日本の誇りと申しますか、学校教育の中で日本の歴史というのは非常に特に近代史、ある

いは祭りとかですね神事いうんですかな、昔からある嘘かほんまかわからんが、伝統ある

そういう神楽であるとか、そういう物語をですね学校でなんか教えてない。日本の建国に

ついてもわからない人が多い。日本青年会議所が全国で 18 歳以上男女１万人にアンケー

ト調査していますが、日本が建国された日を知らない人が８割以上おります。義務教育課

程で建国の歴史を学んでない人が７割以上もいました。知らないのではなくて知らせて教

えてもらっていないというのが現状ではなかろうかと思います。他の国ではアメリカでは

９割の方、ドイツで８割、中国に至っては 100％、建国のことをよく知っております。

我々の国が誇りのあって、我々のご先祖様がこの懸命に努力したおかげで、現在我々こん

な豊かな世界、国があるという事を感謝する気持ち、それが今から先の教育にも必要なの

ではなかろうかと思います。それと日の丸、君が代なんでありますが、なんか福山地区で

昔、小学校３年生の女子生徒がですね、作文の中、日の丸の赤は血の赤で、日の丸の白は

死んでいった兵隊さんの骨の白だ、日の丸を見ると反吐が出るという作文が書いてありま

した。これ 20 年前の話でありますが。そういう教育を学校の先生方がやっておったとい
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う事実があるわけでありますね。そういう面でも本来の日の丸の旗は、太陽を象徴する、

白は日本の伝統色であって、そして博愛と活力、神聖と純潔、それを表す日の丸であるに

も関わらず、そういったことを言うのであります。そういう戦後の曲がった教育をですね、

もう一遍しっかりと幼いころから教育していただきたい、そのことが地域がよくなり、ま

た国がよくなることではなかろうかと思います。それと国歌君が代ですがこれはなんか戦

争の歌だとか言うけどですね、今から千年以上前の古今和歌集に載っております。詠み人

知らずの祝いの歌として載っております。最初はわが君はから始まったわけですけれども、

途中から祝いがあるごとにこの君が代をみんなで歌って祝っていたという伝統がありまし

て、それで日本の国の国歌となった訳であります。他の国の国歌を見てみますと、やれ戦

を戦え、みんな国のために死のうじゃないかみたいな、そういう国歌が多い中で、日本の

国歌は非常に素晴らしい、本当みんなの助け合いの精神がこもった素晴らしい国歌だと私

は考えております。最後に、最後に、この質問の最後ですが、かつて福沢諭吉は述べてお

ります。政治上の失策は大きいが、それに気づいて改めれば鏡面の、鏡の面ですね、鏡面

の曇りをぬぐうのと同じで、痕跡は残らない。しかし教育は、教育の場合は、アヘンのよ

うに全身に毒が回って表面に現れるまで歳月を要し、回復には幾多の歳月を要する。この

福沢諭吉の言葉をかみしめなければならないという事を指摘しまして、安芸太田町の学校

教育についての質問を終わりたいと思います。続いてですね、加計高校の支援、活性化に

ついてお伺いします。平成 26 年に、長期的かつ全県的な視野に立った今後の県立高等学

校の在り方について、平成 26 年度から 35 年度までの基本的な考え方が示されております。

その中で加計高校のような、１学年１学級規模の学校においては、学校の関係者、町及び

町教育委員会等で構成する学校活性化地域協議会を設置し、３年間活性化対策を実施し、

在籍 80 人以上を目指す、２年連続して在籍 80 人未満の学校については活性化地域協議会

の意見を聞いたうえで、地理的条件を考慮し、次の３通りのいずれかを決定すると書いて

ありまして、①近隣県立高等学校のキャンパス校とする②地元中学校と緊密な連携による

一体的な学校運営を行い、活力のある教育活動を展開する、中高学園構想と言いますが、

③統廃合という事になっておりますが、現在子供たちが、子供がですね、町内で 20 数人

しか生まれてない本町で、加計高校の存在を維持する、在籍の生徒さんを確保するのは非

常に困難、不可能と言っていいのではないでしょうか。ここ数年で小中学校の統廃合が行

われ、この上加計高校が本町から無くなれば、本町はまさにゴーストタウン化していかな

ければならないだろうと思います。この素晴らしい生徒さんがいる加計高校を将来永遠に

残していくための対策は急務であります。現在の課題、解決策について問いたいと思いま

す。加計高校では安芸太田町をはじめ地域や関係団体との良好な関係を築き徐々に発展し

つつあります。しかしその魅力を発信する広報活動が不足していることから、今せっかく

ある魅力を知られることなく衰退していくという可能性もあります。今回行われた地域み

らい留学のイベントは、地方へ留学したい中学生を集めて、全国募集を行っている高校の

説明会を、東京、大阪、福岡で実施いたしました。加計高校は全国 300 校の中から 30 校

に選ばれ、生徒２名、引率教員２名が参加、加計高校訪問のオファーが 10 件ございまし

た。ブースを訪問した中学生やその保護者の意見、新聞記事、他校の先生方との意見交換

の中で加計高校の課題が出てきております。主な課題といたしましては、１番目、学生寮

の個室化の流れ、他校では個室化が当たり前となっております。特に島根県では県を挙げ

て補助もし、かなりの支援策が行われているようであります。２、全国公募に伴う人員派

遣の旅費の不足。宣伝するのにやはり先生方、また生徒の諸君がいろんな場所に出てア

ピールしてくる、そういう宣伝がいる。その旅費不足ということも考えております。３番

目に広報グッズの製作費の不足。パンフレットにしても紙切れのなんかべらべらのものよ

りは今頃はしっかりした本当に素晴らしい学校だなという説得力あるパンフレットが多々

ございます。それとプロによって広報用のビデオの作成、今加計高校の生徒が一生懸命宣

伝ビデオをこしらえて頑張っておる、確かにアピールのある良いビデオだとは思います。

などがありますけれども、加計高校では鮭の遡上作戦と称し、将来安芸太田町に帰ってお
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いでと生徒にオーダーメイドの進路指導を行っており、将来的に定住促進につながり、こ

のような教育内容を広報し、次世代へつなげていくことが急務であると考えます。県の予

算では、広報活動の使途が限られて思い切った活動ができにくいので、町の加計高校支援

の予算の増額が急務であります。例えば、東京の中学校からすると、島根県も広島も大差

はないわけであります。何を基準に選ぶかと言うと、当然教育内容が一番であるわけでご

ざいますが、保護者からは、住むところ、学生寮に対する環境を重視していると考えられ

ます。他校との生徒募集競争の中で、寮の整備、個室化、寮費は重要であります。現在

３年生が 40 名、全校生徒が 102 名おりますが、来年度の入学生が 20 名なら一気に 82 名

まで減っていく。いつ 80 人切るかわからん状態であります。大柿高校、瀬戸田高校では

もうすでに 80 人を切って、統廃合対象になっております。そうなってからでは遅いので

あります。そこで町長に質問です。教育内容は学校が行うべきでありますが、寮などの環

境整備は町で行うべきと考えますが、町長のお考えをお伺いします。よろしくお願いしま

す。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 加計高校の存続についてご質問をいただいたところであります。ご質問にありましたよ

うに、県教育委員会の方では、小規模の学校の今後の在り方について、方針を定め、我々

もその地元の学校存続に関する取り組みが軽いノルマのような状況になっているのが今日

のうちの現実であります。従いまして町といたしましても、わが町にいわゆる高等学校が

無くなるという事は想定すべきことではないという思いで、幾分かの支援はさせていただ

いています。この支援の発端は加計高校を育てる会というのが平成８年に合併前の加計、

筒賀、戸河内のまた議会の中で一緒になってですね、発足したと聞いているところでござ

います。その後そうしたふうな取り組みと、学校現場の取り組みあるいはまた先ほど来か

らお話しがありますように、県教委の取り組み等々を得まして今日本当に規模は小さいな

がらも、光る学校として皆さんからの評価をいただいておると認識しておるところでござ

います。そうしたふうな学校を一緒になって育ててきたという一つの思いの中で、さらに

学校として飛躍してほしい、またそこの生徒の皆さんには、広く世の中に羽ばたいてほし

いという思いを持っているところでございます。基本的には県立高等学校であろうかとい

う一つの思いもございますし、ご質問にありましたように教育の領域等々につきましては、

来月から学校現場あるいは県教委の方でやっていただくことだろうと認識しておりますが、

側面支援として何ができるかという事になろうかと思います。我々が学生時代を過ごした

ころは、いわゆる学生アパートと申しますか下宿と申しますか、そうしたふうな今から考

えるととてもではないけれども若い方々に供用してもらうような状況でなかったと思いま

すけれども、そうしたふうな中で勉強したことを今思い出しているところでございます。

そうしたふうなですね、時代を比べること、また地域を比べるというある意味競争の中に

入っていくことがですね、私はとても好ましいことではないし、わが町がその競争の最前

線に立てる財力があるものでもないと思っておるところでございます。やはり先ほど申し

ますように、地域が挙げて加計高校を支援していく、地域を挙げて加計高校の子どもたち

を支援していくという方向でですね、ある地域にありますように、学校の寮は地元の皆さ

んが行政の建物を有効に活用して取り組むというふうな取り組み、そうしたふうな機運を

私達も醸成していく取り組みを必要でないかと思っております。そうした風なことの取り

組みの成果として、全国に誇れる施設が整い、子供達が来てくれることを願うものでござ

います。また具体的には加計高校を育てる会の方にわが町からもですね他の町に引けを取

らないような支援を財政的にしております。30 年度のこれ予算のあれでございますけれど

も、1,900万、生徒の皆さんが100名という事になると、19万円、20万円近い町費を持っ

てですね、先ほどのような思いが実現できる取り組みを重ねておるところでございます。

そうしたふうな貴重な町の財源を持って取り組む加計高校を育てる会を運営しております。
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また育てる会の中でですね、そうしたふうな財源を先ほどご質問にありましたように全国

に人員派遣する旅費の不足、あるいは広報パンフレットの予算等々、やはりある意味工夫

をして予算配分をですねまずはしていただきたくお願いをしていただくものがまずの取り

組みではないかと思っておるところでございます。寮につきましては、先ほどのようなこ

とを申しておりますが現実は川・森・文化・交流センターを活用しておりまして、個室と

いう状況になっておりません。先ほど来ありますように、今日の状況の中では個室という

ものも側面支援をする我々としての課題ではないかと思っておるところでございます。そ

うした意味におきまして、川・森・文化・交流センター、いわゆるごりんの里としての宿

泊機能がある建物でございます。まず一時的には、そこらを有効に活用する手段をですね

検討することによって先ほど質問がありましたように、寮の環境整備という事についての

調査また取り組みを始めたく今ご質問をいただきながら思っておるところでございますの

でよろしくお願いいたします。 

○矢立孝彦議長 

 津田議員。 

○津田宏議員 

 はい、ありがとうございました。寮の問題、私は仕事で安佐南の方に出る中でですね、

城南中学というのがありまして、そこの子供さんが加計高校に行くという話を聞き、「そ

れはいいことだ、ぜひとも来てくれ」。ふたを開いてみたら加計は加計でも加計の芸北分

校だったと。なんでそうなったんって言ったら、いや芸北分校行ったら寮の整備がばっち

りでという話でした。確かにですね町からの支援もありますが、芸北みたいな地域をあげ

て、そういう取り組みをする方向性というのも盛り上げていただきたい、議会もそうであ

りましょうが。そういうことをしないとですね、この資料によりますと、町内の中学校の

卒業者が今年は 44名、来年 32 年が 35名、翌年から 29、31、32と激減していくわけであ

ります。その半分が来てもですね、大体 20 人近くは町外、県外、国外から入れてこんと、

80 人の定員を割るという事になっております。いやー、もう、この間も県教委とも話をし

たんですが、まぁ状況を見てみましょう、本当に無責任な、もっとですねやっぱり一歩踏

み込んで、このままでいったらわかっとるのに状況を見るとは何事だというていうたよう

な話でございます。ぜひとも加計高校の存続については、本当町を挙げて真剣に取り組ん

でいただきたいと思います。それと感謝すると申しますか、OB の方々、かなりの支援をし

ていただいておりますし、それから企業版のふるさと納税、これも町も頑張ってもらって

おります。そういう工夫をしながら財源を確保していったらどうかと。またもう一つ宣伝

ですけれども、偏差値というのがございまして、祇園北とか古市高校、安古市高校である

とか、進学の素晴らしい高校、市内にたくさんありますが、そこに偏差値 45 で入ったお

子様は偏差値が下がっとる、学力が下がっとるというんです。しかしながら加計高校に偏

差値 45 で入学した生徒さんはほとんどの方は偏差値上がっとる。だから中間層いうか、

本当に社会へ出すための多くの生徒さんたちをしっかり指導されとる。一部の進学校はト

ップの数人数十人が東大、京大行きました、ええ学校です、でも落ちこぼれは大変な目に

おおとる、というのが現状であります。そういう面でも加計高校のようなそういう地域ボ

ランティアに出てウォーキング大会の手助けとか、あるいはしわいマラソンであるとか、

本当に頑張ってくれております。そういう高校に町民が支援することに対して、一言も不

満が出るという事が私は無いであろうと思いますので、今後とも支援の所を本当に本気に

なって取り組んでいただくことをお願いします言うちゃあいけんのですが、そうするべき

だと考えておりますので、そのことを、また企画の方で話があればスクールバスの支援で

あるとかですね、そういうようなことがあれば一言いただいて質問を終わらせていただき

ます。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 
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 今の、加計高校を育てる会というのを中心にですね、言わば財政的なことを含めて地域

の気運を高めて加計高校を盛り上げていきたいというような思いで答弁させていただいた

ことでありますが、今一つ森林環境税という新しい財源を持って地域の山を環境整備をす

るという新たな我々の町にとっての大きな課題が出たところでございます。そうしたふう

なことを実現するに当たりまして、やはり担い手と申しますか、そうしたふうなことに従

事された方々の数がとてもではないけれども不足しとるんじゃないかと今思っております。

そうしたふうな方々を養成する機関としてですね、かつては機能として加計高校にも農林

科があったと聞いとるところでございます。現在の探求の時間という事で、学校校長の裁

量の中で、幾分かの時間数を確保して、生徒たちの興味があること、興味を促進させる取

り組みが今あると聞いております。そこの中にですね、やはり林業に関わるカリキュラム

をぜひとも作っていただきたいと学校現場あるいはその受け入れ団体である森林組合等々

と色々な下話を今重ねているところでございますが、なんと言いましても、指導者が来て

くれないことには、その子供たちも力を伸ばすことにはならないと思います。そうしたふ

うなことをまた県教委等々にもですね働きかけながら、地域を挙げて加計高校の魅力アッ

プにこれからも取り組んでまいりたく思っておるところでございます。 

○矢立孝彦議長 

 以上で津田議員の一般質問を終わります。10番、吉見茂議員。 

○吉見茂議員 

 議員番号 10 番の吉見でございます。本日の一般質問は事前に通告をしております、加

計高校の支援と将来展望について、安全安心の取り組みについて、地域からの要望に対す

る行政の対応についての３件行いたいというふうに思います。まず最初に県立加計高校の

支援と将来展望についてでございます。先ほど６番議員の方からもあって、多少ダブル点

もあろうかと思いますがよろしくお願いします。広島県立加計高校は、県立の高校であり、

安芸太田町にある唯一の高校であります。私も 40 年前に加計高校を卒業している OB でご

ざいます。この中にも多くの加計高校の OB の方、OG の方がおられるかというふうに思い

ます。私が通っていたときは、同学年が普通科が３クラス、農林家政科が２クラスで、昨

日もちょっと名簿を見ましたら、同級生が 175 名でございました。ですから３学年ですか

ら、全校生徒は約 600 人前後いたのかなというふうに思っております。また私加計中学校

を卒業しておりますが、その時の同級生は２クラス、約 60 名くらいでしたが、そのうち

の 70 パーセントの 44 名が、加計高校に進学をしております。今と比べると子どもの数で

あるとか、人口とか大きく変わっておりますから、なかなか今そのようにというわけには

いきませんが、現在加計高校は 102 名の生徒さんがいらっしゃると聞いております。地元

の中学校から加計、筒賀、戸河内から 58 名の方、約半数くらいが町内から来られとると、

通っておられると、いうような状況であろうかと思います。安芸太田町において、地元加

計高校の存続、魅力を高めるため、加計高校を育てる会というものに、今年度も 1,900 万

の補助金を行っております。そこで、加計高校を育てる会の目的と経過について、支援の

内容について、そこらを踏まえて現在の課題について質問をいたします。 

○矢立孝彦議長 

 教育委員会、長尾学校教育課長。 

○長尾航治学校教育課長 

 はい、失礼いたします。それでは加計高校を育てる会の補助金の事務を行っております

担当課からご説明を申し上げます。まず加計高校を育てる会のですね目的でございます。

目的、会則の中に２条に目的を掲げております。加計高校の発展と学校運営の援助により

教育の振興を図るといったことを大きな目的としております。で、加計高校を育てる会の

経過でございます。先ほど町長の方からもありましたとおり、平成８年に加計高校を育て

る会を設立をされております。この背景といたしましては、平成６年にですね、当時あり

ました家政科そして農林科というものが、廃止をされております。これに先だっては平成

４年に募集停止といったような状況がございました。こうしたような背景からですね、加
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計高校その時点ですでに守るという意味合いで当時の首長さん、そして議会の議長さんた

ちが力を結集し、この会を設立をされたというふうに伺っております。で、その後の経過

でございますけれども、これ合併前になりますが、平成 13 年には加計高校の将来像アン

ケート調査といったものを、この育てる会で実施をしております。で、その後ですね、県

立高等学校の再編整備基本計画というものが打ち出されまして、１クラスの学校単位のも

のについては小規模校とみなして廃止というような方針も出されました。その後ですね、

この加計高校を育てる会におきまして、どういう形で存続を図っていくのかといったよう

な議論がされる中でですね、教育支援等に係る支援補助金を平成 16 年、これ合併してか

らですけれども、補助事業を開始しております。また通学の支援といたしましては JR 可

部線が廃止になった際にですね、これの代替という事でバスの通学の補助等を行っており

ます。平成 23 年には加計高校に公営塾というものを設置をさせていただいております。

で、平成 27 年には居住支援といたしまして、川・森・文化・交流センター４階に寮を設

置しまして、ソフト事業として居住支援補助事業というものを、この育てる会としては行

っているところでございます。支援の内容でございますけれども、現在本年度の支援とい

たしましては、教育支援、総合支援、生徒居住支援、それから広報等活動支援という事で

それぞれ支援事業を挙げております。予算といたしましては、これ総額で 1,500 万円、そ

れから公営塾の部分につきましては、直接町の方で職員、教職員を雇用いたしまして、そ

の部分が 400 万、あわせて 1,900 万円の支援を行っているところでございます。現在の課

題という部分につきましては、これはあくまでも補助事業を行っている私どもの見解でご

ざいますけれども、やはり大きな課題として感じているところはですね、先ほど６番議員

さんの方からもお話がありましたとおり、出生者数の減少というのが著しくなっておりま

して、現在の中学校、中学生ですね、の人数をみるには、２年後にはですね、この中学生

の卒業生の数自体が 30 人を切るといったような状況になります。現在でも加計高校の地

元進学率と言った部分ではですね、連携枠を設けていただき、近年では 58 パーセントを

上回る進学者が出ているわけですけれども、この 30 人がきれるという状況になりますと、

その割合で申しますと 16 人、17 人という町内からの進学者の数になるのではないかとい

うふうに想定をしております。広島県教育委員会の方針、今後の県立高等学校の在り方に

係る基本計画では２年連続して在籍 80 人未満の学校これにつきましては、近隣の県立高

校のキャンパス校化、もしくは統廃合するというふうにされております。今後におきまし

ては地元中学生、生徒以外の生徒さんも加計高校を選んでもらえる、こうした取り組みが

必要であろうというふうに考えております。担当課からは以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 吉見議員。 

○吉見茂議員 

 えー、私も現在の補助金については今後も継続的に続けていくことには賛成でございま

す。しかし、今のままではいけないとも感じております。全国公募における寮の充実、先

ほども話がありましたが、今の時代その２人部屋というのはちょっとかわいそうかなと、

できれば早く個室というか、パーテーションを作って頂いて、個別の部屋を提供してほし

いという事があります。地元中学生の加計高校への進学率をどう引き上げていくか、それ

が非常に重要であると考えております。今話がありましたように、子供の数が減って、

２年後には 30 人を、全員が行っても 30 人を切るというような状況の中で、それでも３学

年で 90 人ですが、いずれ 80 人を切っていくだろうという予想はできます。先般、議員全

員でですね、県教育委員会と意見交換を行いました。県についても、県の教育委員会にお

いても、安芸太田町のこの取り組みについては高く評価をされております。しかし今後 10

年先、20 年先、30 年先を考えた時、加計高校の存在意義、高校としての独自性、他の高

校とは一味違う生徒個人の能力を十分引き伸ばし、生徒一人一人の夢や目的を達成できる

ことのできる学校であってほしいと考えております。しかし、公立高校ですから町が勝手

に教育方針を押し付けたりというのはできないでしょうから、県教育委員会と十分検討協



- 13 - 

 

議しながら、新しい高校の姿、新たな加計高校の可能性を追求していただきたいというふ

うに思います。そこで町長に質問いたします。町長として今後具体的に実施していきたい

ことは何か。問います。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 はい、加計高校の何よりも存続という観点からのご質問でございます。そのためには生

徒の数を確保するというのが一つの数字としての判断基準となっていると。これは取りも

直さず、私たちが今進めております本町の少子化対策という事の結果がそこに出ておるこ

との１つでもあろうかと思っておるところでございます。地域にたくさんの子供が生まれ

て、たくさんの子供が地域で学習を重ねるという基本になることの取り組みをですね、ま

ずは今以上に力を入れていく必要があろうかと思います。それと加計高校におきましては、

今日の状況では先ほどご質問がありましたように、地元の生徒が皆行ってもというような

状況になっております。そうしたふうな中で早くからですね、加計高校の魅力を高めると

いう事で、ライフル射撃競技を力を入れていただいておるところでございます。県教委の

ご理解もいただきながら、指導をする立場の先生もですね、配置をしていただいておりま

す。前回ありました筒賀での高校ライフル射撃選手権大会という、８位に入賞するという

成績をおさめた生徒もおりますし、国体でも上位入賞の報告を度々耳にするところでござ

います。そうしたふうな子供たちにとっての魅力がある取り組みをしていくことに、我々

も力を入れていきたく思いますし、先ほども少し触れましたけれども、今若い方々が山に

興味を持っていただき、自伐林業というような切り口も含めてですね、若い方々の山への

魅力をさらに高め、またその方々の山に対する学習する機会をですねぜひ実現できればと

思っております。これは先ほどご質問ありましたように、教育の内容にかかることでござ

いますので、軽躁に話をできることではございませんけれども、今日探求という時間の中

の活用方法について、現場の先生とまたそうしたことが実現したときに、現場の、林業に

対する現場の指導体制として何ができるかという事でですね、森林組合の方々と今ちょっ

と意見交換を始めているところでございます。意見がまとまり次第、先ほど申しましたよ

うに県教委の方に色々な提言をさせていただき、加計高校の魅力がある、林業を学ぶ専攻

コースがですね、今広島県内の高校に無いという状況の中で県内はもとよりですね、広い

範囲からこの林業を学びたいという子供たちが加計高校を目指してきてくれれば、大変う

れしいなと今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 

 はい、今町長の方から林業というような事もお話がありました。あのー、農業関係も含

めてですね、あのー、今後加計高校が存続できるような魅力を上げるような、あのー、支

えをぜひ、あのー、町を挙げてやっていただきたいというふうに思います。それでは次の

質問に参ります。次は安全安心の取り組みは万全でしょうかという質問でございます。今

年６月６日に国道 191 号線津浪下の山腹が崩れ通行中の生徒が、あっ先生がお亡くなりに

なりました。特に気になったのは、崩落した箇所は以前工事をしていたところだったとい

う事であります。工事をしていたところが、箇所が、大雨でもないのに崩れたということ

は、これまでに工事をしているところが、いつまた崩れるかわからないという事です。こ

の道を今後通行する住民にとっては、とても不安があると思います。また 30 年も以上も

前からある一部の県道については雨が降れば通行止め。通行してもし落石があっても自己

責任。タクシーを頼んでも当然危険なのでは来てくれない。このようなまぁ県道が本当に

安全なのでしょうかと。国や県が管理する道は当然国や県が県に要望し、地域住民が安心

して通行できるように復旧や新たな工事をしてもらう必要があります。町長は、町長選挙

において、安全安心の町づくりをテーマとして掲げられ、当選をされました。町長として



- 14 - 

 

安芸太田町の安全安心がまだまだ不十分だと認識されていたからだというふうに思います。

その時の思いは今進んでいるでしょうか。国や県への要望活動、取り組みは積極的に行わ

れているでしょうか。もしされているとするならば、その成果や進捗状況はいかがでしょ

うか。そこで質問いたします。安芸太田町内の国道県道町道における現状と課題について、

また町長として安全な交通網を確保するために具体的な取り組みは何か。質問いたします。 

○矢立孝彦議長 

 田中建設課長。 

○田中啓二建設課長 

 はい、あのー、ご質問いただきました部分で建設課からまずお答えをさせていただきま

す。安芸太田町内の国道県道町道における現状と課題という事でございます。安芸太田町

内の道路の状況でございます。国道が４路線の78㎞、県道が11路線の86㎞、町道は377

路線の 248 ㎞ございます。特に地域の主要な道路でございます。国道県道の多くの部分が、

本町の地形条件から急峻な山際、崖沿いに沿って整備をされておるという状況がございま

す。この国道県道を所管いたします広島県におきます道路の法面対策でございます。県に

おいて、平成 25 年 27 年度に法面の点検を実施しております。これの点検結果によります

と、安芸太田町内で対策が必要な箇所が 37 箇所あるという事でございます。この 37 箇所

につきましては、広島県の道路整備計画 2016 において、平成 28 年度から平成 32 年度ま

での５年間で 24 箇所の対策を実施する計画という事になっております。この 24 箇所の現

在の状況でございます。平成 28 年度に完了した箇所は１箇所、平成 30 年度の完了見込み

が８箇所、継続中が８箇所、未着手が７箇所という状況でございます。また今年６月６日

に津浪の国道 191 号で１名お亡くなりになりました崩落現場の事故を受けまして、県にお

きましては６月８日から 11 日までに広島県内で近年土砂崩れ等発生した箇所を中心に緊

急のパトロールを実施しております。この結果でございます。通行規制等緊急対応が必要

な箇所は無かったという事を聞いておるところでございます。また町道の方でございます。

町道の法面対策という事でございますけども、平成 25 年 27 年度に町道の１級２級路線の

道路施設法面点検を実施しております。この点検結果によりますと、対策が必要な箇所が

50 箇所という事になっております。この 50 箇所の内、主要な路線、高速道路のアクセス

道でありますとか、集落へ連絡する道路の関係の 19 箇所について、優先的計画的に法面

対策工事に取り組んでいきたいというふうに現在考えております。町道におきましてはこ

れまでインフラの老朽化対策でございます、橋梁トンネルの点検、また点検結果に基づく

補修を優先して実施しておりました。平成 29 年度で法面対策工事の予算を確保しており

ます。30 年度に繰り越して実施するようにしております。今後は老朽化したインフラ対策、

同時に法面対策も進めて参りたいというふうに考えております。課題でございますけれど

も、本町の地形条件からの道路通行の安全確保のためには、法面対策というのはハード面

における道路整備が必要でございますけれども、工事執行に必要な予算の確保、また補助

金の確保が難しいという事がございます。毎年度要望しておりますけれども、要望通りな

かなか配分されないというような実情もあるという事でございます。続きまして国県に対

します色んな対策の要望活動の状況でございます。町としての要望の活動でございます。

広島県に対しましては、安芸太田町内の広島県が所管しております国道県道、道路法面復

旧含みます防災対策につきまして毎年度安芸太田支所へ現状の写真等添付し、また状況等

の説明を行いまして要望を実施しておるところでございます。また国道 191 号の津浪の崩

落事故を受けまして、その後町長と議長様また議員の皆様と一緒に広島県知事、広島県議

会の方にも緊急要望を行っているところでございます。また町単独の要望ではございませ

んけれども、関係団体と共に要望活動も行っておるところでございます。国道 191 号益田

広島間改良整備促進期成同盟会、これは安芸太田町長が会長を務めまして沿線の関係市町

で構成しておる同盟会でございます。国道の防災対策につきましても、要望を実施してお

るところでございます。また広島県内陸部振興対策協議会という広島県内の内陸部で構成

する団体がございます。こちらにつきましても、国道県道の防災対策等の要望もあわせて



- 15 - 

 

行っておるところでございます。また広島県町村会におきましても、国県に対して要望活

動を行ってる中でもやはり防災対策について要望を行っておるところでございます。建設

課からは以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 以上ですか。吉見議員。 

○吉見茂議員 

 町長から一言あるかなと思いましたが無いという事なので、あのー次へいかせてもらう

前にちょっと一言、あのー、今回の津浪 191 号線の崩落ですが、あのー、色々、あのー町

内を歩いて見て、見ると、住民の方から今のところをまた工事してもまた崩れるんで、ほ

んまに大丈夫なんかねというような話があのー多くの方からいただきました。で、聞くと

ころによると、住民の方が、あのー町長の方へトンネルを掘ったらどうかというような要

望もされたというふうに聞いております。私個人も、今のその崩落した箇所、その前後を

含めても、非常にあのー急峻で、あのー本当に安全なその道を確保するために、工事をす

るとなると、相当な金額がいるのかなというふうに思います。それであるなら、えー、津

浪の洞門の手前からトンネルを掘って、そこの箇所を避けてまっすぐ道をトンネルを掘っ

て抜けた方が、あー雪の時も便利だろうし、あのー住民の方も雨が降るたんびにその上を

見ながら車で走ることもないだろうしというような個人的な要望もありますが、これはあ

のー一人二人の考えでなくって、あのー行政も議会も住民も含めてみんなでそのー協力し

て、事を進める必要があろうかというふうに思いますんで、ぜひ、まー要望ですけども、

ぜひあのー今のトンネル化を真剣にその金額的なことも含め、県国に対しての要望も含め、

あのー、さらに進めていってほしいなというふうに、えー考えております。次の質問とい

うか、（答弁あります。）いいですか。 

○矢立孝彦議長 

 町長。 

○小坂眞治町長 

 はい、失礼いたしました。また再度の質問をいただいてそのルートを答弁させていただ

いたと思ったところでございますけれども、今具体的に、津浪の現場の話が出たところで

ございます。崩落事故すぐさま議会の皆さんと一緒になりまして、県の方に要望にあがり

ました。そういったふうな中でですね、中国道の無料開放というような事も実現できまし

たし、町の方もマイクロバスを無料で走らせたような手立てをさせ、住民の皆さんの不便

を少しでも軽くするという取り組みをさせていただいたところでございます。先日も西部

建設事務所安芸太田出張所へですね、えー30 年度に向けての事業要望にあがりました。そ

の時に先ほどの現場のことについて若干の意見交換をいたしました。学識経験の皆さんが

集まられて、どういった工法が一番合理的だろうかという事を今検討されており、大方そ

の検討方向がまとまったという事でございましたし、私も素人ながら洞門にでもしていた

だければ嬉しいなと思っておったところでございますが、そうではないような工法もです

ね、取り組まれるように聞いておるところでございます。その折にも先ほどご質問ありま

したように、地域の方からご提案をいただいておるトンネルの計画の資料もですね、テー

ブルに乗せて話をさせていただいたところでございます。１つには先ほど話がありました

けれども、20 年 30 年前の当時のこうしたふうな国の防災あるいはハード整備の予算が

３分の１以下になっておるというような現実の状況もあります。その中で全てのことが後

送りにならざるを得ないのが今日の状況でございます。そうしたふうな中で町といたしま

して、安全安心の確保という観点からですね、やっぱり合併の折の新町建設計画にも掲げ

ております課題がいまだに残っております。今国県の方に特に力を入れて要望しておりま

すのが松原の深入山から下りてきた交差点から虫木山の垰があるんですが、そこで冬季に

凍結をして車が立ち往生する、何回か地元の方に炊き出しをお願いするような状況があり

ます。そのことをまず一番に解決して国道関係ではしてほしいというお願いをしておりま

す。そして県道では今工事が進んでおりますけれども、弁財天加計線の土居の入り口につ
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いての拡幅工事を今、これを一日も早く完成に向けて力を入れてほしいというお願いをし

ております。その次、その次とたくさんお願い事はあります。今前回の要望の中にちょっ

と触れさせていただいたんですけど、鵜渡瀬木坂の間のやはり冬日が当たらずなかなか雪

が解けないところがあります。そうしたふうなことを実現するのには、先ほどのような予

算状況がございますし、県の方におきましても、５カ年の計画を立てて取り組むという事

をされております。まずは５カ年の計画の中にですね、先ほどのような新しい鵜渡瀬木坂

のような新しい事業の要望については、まず計画に入れていただき、というようなことが

大きな課題。それにはやはり地元の皆さんからやはりこういったふうな不便さがある、こ

ういった危険度がある、こういった今日の状況があるという事をですね、情報を十分もら

いながら県の方にもあげていきたく思っておりますし、そのことが無いと県の計画になか

なか上がらないものだろうと思っておるところでございます。一方太田川の方もですね、

太田川改修促進期成同盟というのがございまして、これは広島の松井市長が会長なんです

けれども、なかなか時間が取れないという事で、私も副会長という形で、本当に河川が洪

水を防ぐという観点から河川護岸整備についても、国の方にもたびたびお邪魔させていた

だいているところでございます。そうしたふうなことを取り組んでおります、やはりその

取り組みのエネルギーになるのはやはり先ほど申しますように、地域の皆さんの要望、地

域の皆さんからの情報が私たちの補給エネルギーになるものでございますので、引き続い

てご要望を賜りたくお願いをして答弁とさせてもらいます。 

○矢立孝彦議長 

 吉見議員。 

○吉見茂議員 

 ありがとうございました。あのーよくあのー今の課題というかあのー緊急に取り組みた

いという思いがわかりました。えーと先ほど国道県道町道お聞きしましたが、次に住居の

裏山であるとか、山、山ですね、山の崩壊、危ないところがまぁ結構町内にはあろうかと

思います。それで町内における治山事業砂防事業、様々そのあろうかと思いますが、聞く

ところによると、色々地域から要望が出て、一覧表にはされていると。その一覧表の中で、

えー優先をするものをまぁ年に数か所選んで、その治山事業であるとかいうのをされてい

るという話を聞きましたが、今現在のその事業の現状、また課題について、えー質問をい

たします。 

○矢立孝彦議長 

 建設課長。 

○田中啓二建設課長 

 はい、治山事業砂防事業というご質問でございます。建設課からお答えいたします。ま

ず砂防事業でございます。こちら国土交通省が所管いたします砂防法に基づく事業でござ

います。目的といたしましては、豪雨等による山崩れ、河川河床の浸食による土砂流出の

防止等がございます。安芸太田町内における砂防指定地でございます。77 の渓流河川が指

定しておられます。砂防指定地におきます砂防設備、ダムでありますとか流路の整備、管

理につきましては、広島県が行うという事になっております。通常砂防の指定は砂防指定

地内の施設整備を行う前段で行うものでございます。指定地の施設整備は指定のみ行われ

ております。現在事業実施中の町内の砂防の箇所でございます。平成 30 年度で事業箇所

４箇所ございます。えー、宇佐谷川、昌原地区の小僧津川、上殿中央の青ヶ迫川、坪野の

坪野川、この４箇所が現在広島県において事業実施しておるところでございます。この施

設管理の状況でございます。広島県が５年間で管内の砂防施設の状況を確認するというよ

うな事を聞いておるところでございます。えー、続いて治山事業でございます。治山事業

は農林水産省が所管いたします森林法に基づく事業でございます。目的といたしましては、

水源涵養とか山地災害の防止がございます。治山事業の実施区域でございます。保安林指

定済みの地区、又は保安林指定が確実に見込まれる地区という事でございます。治山事業

施設、主な治山ダム等でございますけれども、こちらの整備また維持管理につきましても
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広島県が行うという事になっております。安芸太田町内の県営治山事業、これまで整備し

た箇所は、治山堰堤約 600 基、600 箇所というふうに県から聞いております。この治山ダ

ムの管理につきましてはやはり５年間で全ての施設を状況点検確認するというふうに県の

方では行っておるという事でございます。平成 30 年度の治山事業の事業箇所でございま

す。安芸太田町内では上田吹西平と坪野の下垰地区、坪野の下垰地区は新規事業という事

で平成 30 年度から始まるものでございます。この県営治山事業に対する町の要望でござ

います。毎年地域からの要望でありますとか、町の職員確認した状況を踏まえまして、例

年 30 箇所程度広島県の方には要望しております。要望箇所は大変多い状況でございます

けれども、実施していただく箇所はやはり非常に少ないという、やはり公共事業予算が確

保しがたいというような状況があるのではないかというふうに考えておるところでござい

ます。建設課は以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 吉見議員。 

○吉見茂議員 

 それでは最後の質問に入らせていただきます。最後に地域からの要望に対する行政の対

応について質問をいたします。行政の仕事は地域住民の福祉の増進にあります。行政組織

は地域住民の為仕事をされております。要するに、町の主体は住民であります。その地域

住民から要望書が出た時、どう対応しているのか。地域から困っている、こうしてほしい、

という切羽詰まった思いがつづられている文章だと思います。本来ならそれまでに職員が

気づき、改善するのが良いとは思いますが、職員さんも忙しいので、そうもいかないとい

うのは良くわかっております。ただ地域が要望を書く前には当然役場の方にも相談があろ

うかと思います。町はその相談があった時に要望書を提出して下さいねと言われて地域住

民の方から提出をするという流れになろうかというふうに思います。問題は地域住民から

要望書が出てからの対応であります。要望書が出て関係課が協議し、場合によっては町長

まで上げられると思います。その後役場において検討され、実施するかしないかについて

回答をすることになろうかと思います。回答は文書となると思います。実施する場合は良

いでしょうけれども、地域の要望に応えることができない場合が非常に回答にしても難し

いというのは思います。しかし、そのできない理由として予算がない、条例規約がない、

前例がないという言葉は当然使うべきことではないというふうに思います。過去において

要望して半年以上経ってから回答があったり、回答がされても解決につながらない回答と

いうのもあったように聞いております。まぁそれは過去のことですから、今現在はそのよ

うな対応でないとは信じておりますけれども、そこで質問をいたします。地域からの要望

について具体的にどのように対応しているか、年間どのくらいの要望があり実現した件数

はどのくらいか、町長として地域の要望に対する考え方はどのようなものか伺います。 

○矢立孝彦議長 

 栗栖総務課長。 

○栗栖一正総務課長 

 はい、えー、地域からの要望に対する対応、ご質問をいただきました。まぁ始めにあ

のー、担当課の方から、担当課と言いましても総務課が代表してという意味ですけれども、

要望に対する具体的な対応方法、それから年間どれくらいの要望があって、どういった実

現が図れたかという最初の２項目について、担当課の方から回答をさせていただきます。

まず、あのー最初、地域からの要望について具体的にどのように対応しているかについて

ですが、あのー先ほど議員に言われましたような地域からの要望というのはあのー要望書

という形で文書で出る場合、これ以外にも、えー、私どもは要望として受け止めるのは、

電話でありファックスであり、そういったものも一応要望として取り扱っております。た

だ一般的には文書で提出されたものについては、町長あてに出されるもの、それから各支

所等で出されるものもございます。こういった要望書については関係課で合議を図るもの、

情報共有するもの、それから確実に町長まで上がるもの、様々な処理の仕方があります。



- 18 - 

 

この取り組みについては、基本的にその後の解決方法、場合によっては予算を伴うもの、

それから予算を伴わないもの、まぁ非予算でも対応できるもの、中にはあるかと思います。

一番問題なのは予算を伴うもの、一定程度予算を確保しないとその事業に着手できないも

のもございますので、こういった分については、緊急性を伴うものについては補正予算を

議会の方にあげさせていただいたり、それ以外の場合については、翌年度に予算を計上さ

せていただくというような対応をさせていただいております。それから要望に対する顛末

と言いますか、これについては、えー聞き取り表、処理表というような形で関係課で共有

してその処理が終わったかどうか、そういったものを共有しております。次に年間どれく

らいの要望があり、実現した件数と、どれくらいあるかという事ですが、先ほど申し上げ

ましたように、今回要望という形を様々な文書であり、ファックスであり、電話であり、

直接口頭によるものも捉えました。その関係上で全体の要望がどれだけあったかというの

は、正直把握しきれておりません。えー、また実現した件数についても１個１個を把握で

きておりませんので、この点については回答の方はご容赦いただけたらと思います。ただ

議員言われましたように、地域懇談会等でも役場の方へ要望を上げたけれども、その後梨

の礫だと、そういった回答もこれまでありましたし、役場の方にもそういった電話が直接

いただくこともございます。こういった点を今後改めるために、町長あて、特に予算等を

伴うものの要望書についてはファイル管理に登録をしてですね、関係課が共有してその処

理状況を共有するという仕組みを現在作っております。で、未対応のものについては、そ

の確認作業をしながら、チェックをしていくという事ですが、このシステムそのものは、

あのー、制度はありますけれども、まだ十分機能を発揮しているとは言い難いところが正

直ございます。この点は現在課題として受け止めておるところでございます。１番目２番

目のご質問について総務課の方から回答させていただきました。 

○矢立孝彦議長 

 町長。 

○小坂眞治町長 

 はい、えー、地域の皆さんから地域の環境を良くしていきたい、あるいはそれぞれの思

いをですね、要望という形で行政の方へ届けていただく、色んな形があるという事で、最

終的なところ集計、総括がまだできてないというのが現実だという事で担当課長の方から

示してくれたところでありますが、やはりそれぞれの要望にはそれぞれの理由があって、

やはり行政として答えていきたく鋭意努めていきたく持っているところでございますが、

１つにはやはり行政、何もかもすべてができるというような状況ではございませんので、

えー、兼ねてから申しますように、ある意味自助、あるいは地域での共助というような取

り組みをですね、まずは挑戦していただきたい。その中でやはり公が予算を持って対応し

ていくという事になれば、当然議会のご理解をいただく中での、やはり説明という事がで

すね大きなポイントになろうと思います。そういった意味におきまして、実情を十分理解

いただき、それぞれの要望が実現できるよう取り組む、今後も続けたいと思います。それ

と言っとるのに何の返事もない、これはまさに行政の一番の課題だろうと思います。やは

りできない事、あるいは時間を要すこと、これはやはり担当者からすれば答えにくいこと

かもしれませんが、やはりそれを重ねていくことがですね、やはり信頼がまた回復でき、

また事業の実現にも本当の意味でのつながっていくのではないかと思いますので、その点

についても十分指導してまいりたく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 

 ありがとうございます。えー、総務課長の話では、まぁなかなかえー、どれだけの数か

いうのは把握まぁされていない、いう事でまぁ今後しっかりと共有化を図るということに

なれば、あー、どっかの課で全てがまぁわかると、今どういう状況であるかとか、いうよ

うな形で今後期待をしておりますので、ぜひ、えーその取り組みをお願いしたいというふ
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うに思います。それと町長の方から、あのー、住民の要望に対しては、あのーしっかりと

応じていきたい、予算もあればまぁ色々できないこともある、できないならできないなり

の回答をしっかりと住民にしていくという事をお聞きしました。あのー、多分住民の方も

多分これ言うてもだめかなと思いながらもまぁ出されとるようなものもあろうかと思いま

す。でまた切羽詰まったもう緊急性のあるものもあろうかと思いますんで、ぜひ、あのー、

住民からの要望、まぁ、先ほど電話、ファックスでもという事がありましたが、そういう

細かなその住民の思いに対して、そのしっかりとその受けた担当者の人が寄り添う形であ

のー処理をしていただきたいというふうに思います。ただ単に、はいっとこう処理をまぁ

もらっただけじゃなくって、まずは困っとることに対して、一言大変ですねという声があ

って、その処理をしていくというふうな形で、まぁ町長の方から、まぁ全職員に誰がその

対応するかわかりませんから、ぜひ、あのー、全職員の方に、そういう徹底をですね、今

後お願いをいたしまして、私の質問を終わります。 

○矢立孝彦議長 

 以上で吉見議員の一般質問を終わります。しばらく休憩します。 

                

                休憩   午前11時34分 

                再開   午後１時30分 

 

○矢立孝彦議長 

 休憩前に引き続き、一般質問を続けます。「しばらくお待ちください。会議を再開しま

す。」「一般質問を続けます。」８番、角田伸一議員。 

○角田伸一議員 

 えー、８番角田でございます。えー台風 21 号の上陸、安芸太田町への接近も心配して

おりましたが、幸いにも大きな影響はないように思われます。そうは言いましても、台風

の進路にあたる範囲におきまして、大きな災害が発生しないことを祈っております。それ

では早速ですが、通告をしております一般質問を行います。まず最初に、安芸太田町の将

来について。豊かさあふれ つながり広がる 安芸太田町、ほどほど便利 とびきり幸せ 

笑顔かがやく里山のまち、これが安芸太田町の目指す将来像であります。10 年間の安芸太

田町町づくり施策等を明らかにした第二次安芸太田町長期総合計画が策定をされておりま

す。町づくりの基本として①定住・人口対策、②子育て・教育・次世代育成、③健康・医

療・福祉、④社会基盤・防災・防犯、⑤生活利便性・環境、⑥産業・雇用、⑦コミュニテ

ィの７項目が施策の基本としてかかげられております。今年度が第二次安芸太田町長期総

合計画実施期間の４年目に差し掛かっております。安芸太田町の将来像、実現への取り組

みの最中でございます。施策それぞれの成果・課題が明らかになりつつあると思っており

ます。特に人口と地域のことについて質問をいたします。基本施策の１つ、定住・人口対

策について。安芸太田町の人口推移は平成 36 年度で 5,040 人と予想されております。こ

れは人口問題対策研究所資料によるものでございます。安芸太田町は同年の人口目標を

5,800 人としております。平成 36 年度、人口目標の達成の見込みについて伺います。同じ

く基本施策の⑦に掲げておりますコミュニティについて、安全で安心して暮らせる地域で

あってほしいと、住民誰もが望んでいるところでございます。安心して暮らせる地域、住

民が支え合いながらその地域の伝統や文化、風習の維持継承が行われてまいりました。人

口減少、高齢化により、集落機能の低下が進んでおります。町では地域マスタープランの

策定を進めてこられました。地域マスタープランが策定されている地域は、将来地域の将

来像が描かれた地域でございます。地域マスタープランの策定が困難な地域では、地域活

動にも支障をきたす状況にあると思われます。またこのような地域内では小集落存続の危

機も併せ持っております。こうした状況を踏まえ、地域の再編をも視野に入れた、地域の

将来のあり方について検討が必要ではないかと思いますが、町の考えを伺います。 

○矢立孝彦議長 
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 二見企画課長。 

○二見重幸企画課長 

 はい、人口目標の達成見込みについて答弁をさせていただきます。えー、第二次安芸太

田町長期総合計画は平成 27 年から平成 36 年度の 10 年間の計画でございます。その終期

でございます平成 36 年の人口目標を 5,800 人と設定をしております。平成 30 年３月に平

成 27 年の国勢調査を基にした平成 30 年推計が公表されました。こちらが現在の社人研の

最新の推計となっております。この推計を基に町の方で推計をしました平成 36 年の人口

は 5,158 人となっております。第二次長期総合計画を策定した時点では、平成 22 年の国

勢調査を基に、平成 25 年に社人研が推計した値を用いておりましたので、その時の推計

値は平成 36 年で 5,040 人となっております。平成 36 年の社人研の推計に基づきます人口

予測が27年時点では5,040人。現在の最新の推計によりますと、5,158人となります。こ

のように好転しておると言いますか、推計における人口減少の傾斜がやや緩やかになった

と言える状況になっております。この要因といたしましては、平成 27 年度、平成 28 年度

に上殿定住団地への入居や地域おこし協力隊が家族と共に赴任したことなどが要因として

考えられ、転入者の増で社会減が大きく縮小したことがこの度の推計に反映したものと推

察しておるところでございます。平成 36 年度の目標、人口目標 5,800 人の達成見込みで

ございます。この目標値から逆算した平成 30 年 10 月時点の目標値は 6,360 人となります。

7月末現在の住民基本台帳の人口は6,330人でございますので、現時点で約30人届かない

という現状でございます。人口目標の達成見込みについては、大変厳しい状況になってい

ると言わざるをえませんが、移住促進施策、あるいは転出抑制施策の展開によっては、目

標の達成も可能な差であると考えております。現在取り組みを進めておりますまち・ひ

と・しごと総合戦略、これを着実に実施することが仕事づくりあるいは各世代によって、

各世代の、にとって、暮らしやすさの向上につながって定住促進に反映するものと考えて

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 

 栗栖地域づくり課長。 

○栗栖修司地域づくり課長 

 えーと、２番目の地域再編、特に地域コミュニティの将来のあり方の検討はということ

のご質問をいただいております。先ほどございましたように人口減少は現在まだ厳しい状

況がございます。そういう中で特に地域の自治組織、特に自治振興会、現状では 48 地域

の方々への振興会の構成になっておりますが、ここの部分も先ほどございました地域の担

い手、特に地域を将来どうしていくかという形で取り組んでおりました、平成 23 年から

取り組んでおりました地域マスタープランも現状では約半数の地域でプランの策定が完了

しております。しかし残された半数の地域については、現状ではマスタープランに着手し

たところもございましたが、最終的な計画策定に至っていないところ、そしてまだ計画自

体に取り組めていないところというのが現状ございます。そういう事の状況はやはり地域

の方々が一緒に考えていく、そのすでに体力がかなり消耗してきておるというものの現れ

と捉えております。特に自治振興会の将来５年後 10 年後を見据えたマスタープランとい

う事ですが、現状の実態把握が十分にまだできていないという状況もございます。しかし

このマスタープランによって策定されました地域においては、一定の成果が表れていると

捉えております。これは地域がどういう方向でどういう将来像を描くのかということでの

一定の方向性が共有できたという事が一つの成果になると捉えております。しかし残りの

策定できていない地域においてはすでに現状の厳しさがかなり進んでおるというのをとら

えておりますし、そういう状況に対しては国の支援策であります集落支援員等の導入も図

っておりますが、充分な状況ではないという事を認識をしております。こうした状況を踏

まえる中で、地域のコミュニティのあり方、特に地域の全体のこれまでの地縁団体という

ような形での区分ございましたが、それを少し領域を超えて旧町村の単位であるとか、そ

ういうことを全て外した形での新たな地域コミュニティのあり方、いうものが当然必要で
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はないかと捉えております。これも地域自治振興会の理事会等でも協議もいただいており

ますが、こういうものを踏まえて町としては新たな地域コミュニティのあり方、そういう

ものを今年度から着手していこうという事で現在その準備を進めている状況でございます。

いずれにいたしましてもこの取り組みが町づくりの基盤となる自治振興会の体制づくり、

それが地域の活力づくり、そして魅力づくりにつながると捉えておりますので、今後自治

振興会等との意見交換をする中で新たなコミュニティ組織のあり方を検討していきたいと

考えております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 角田議員。 

○角田伸一議員 

 平成 36 年度の人口目標達成はちょっと厳しいとのことでございました。コミュニティ

につきましては新たなコミュニティの枠組み、新たなコミュニティのあり方について、ま

ぁ検討を考えているとのことでございます。人口は減り続けておりますので、早期に取り

組むべきではないでしょうかと申し添えておきます。この質問を終わりまして、次の質問

に移ります。安芸太田町財政運営について。安芸太田町の将来像実現の為に不可欠な行財

政運営について伺います。質問の趣旨は３点ございますが、最初に町の財政状況について、

あわせて長期財政の見通しについて、２点について答弁を求めます。 

○矢立孝彦議長 

 河越総務課主幹。 

○河越慶介総務課主幹 

 はい、えー、現在の町の財政状況に関しましては、後日の決算特別委員会の方でも詳細

を報告させていただく予定でございますが、概要を簡単に申し上げますと、平成 29 年度

一般会計における本町の財政力指数は前年度比 0.01 ポイントマイナスの 0.20 パーセント、

経常収支比率が昨年の 90.7 パーセントから 96.5 パーセントと 5.8 ポイントの後退、実質

公債費比率も特別会計等を含めたトータルで昨年から 0.2 ポイント後退して 9.5 パーセン

トとなっておりまして、町財政は幾分か悪化の傾向にございます。特に経常収支比率は昨

年から大きく上昇しまして 100 パーセントに迫る勢いですので、今後の対応に注意を払っ

ていく必要があるというふうに考えております。背景としましては、歳入面では固定資産

税をはじめとしました町税収入の伸び悩みや、普通交付税の合併算定替措置の段階的引き

下げにより一般財源の全体額が減少していること。また、一方の歳出面では近年の学校施

設の整備や病院改修といった大型建設事業の実施に伴い借り入れた町債の元金償還が始ま

り歳出負担が増していることや、あと平成 28 年度末に西部衛生組合が解散となりまして、

旧組合職員の受入や広島市へのごみ処理委託の必要から人件費や委託料といった固定費が

新たに上乗せされたこと。こうした要因によりまして財政指数が悪化したものというふう

に分析しております。町財政、ここ数年ですね、町村合併直後の危機的状況から脱して、

各財政指標とも安定した状態が続き、将来に備えた基金への積立も順調に進めてまいりま

したが、こうした状況も今決算において転換点に差し掛かったように感じております。数

年前まで、歳計剰余金が５億６億あるというような年もございましたけれども、29 年度決

算では実質の赤字決算となっておりまして、更なる歳出予算の抑制が必要な状況でござい

ます。また、今後も普通交付税の減額措置が続き、町債の償還金もしばらく増加する見通

しで、更なる厳しい財政運営が避けられない状況ですので、一層の財政改革に向けて努力

が必要というふうに考えております。続きまして長期財政推計の見通しについてでござい

ます。今しがた現在の財政状況について悪化傾向にあると申しましたけれども、合併直後、

約 10 年前ごろの状況と比べればですね、実質公債費比率も当時の半分程度ですし、基金

への積立額も財政調整基金、各種目的基金あわせて 60 億円程度と本町の財政規模に対し

十分な予備財源を確保しておりますので、今後 10 年とか 15 年程度でですね町財政の基盤

が揺るぐ恐れはないというふうに思っております。ただ、それ以上の長期スパンで見た場

合、将来のリスクとなる財政上の課題がいくつかあり、これらの影響により町財政が苦境
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に陥る可能性は否定できないというふうに考えております。 昨年７月に作成しました長

期財政推計と今後の財政運営方針といった資料の中で具体的に財政リスクについて触れて

おりますけれども、１つは歳入予算の確保に関する課題でございまして、人口構造の変化

によります歳入財源の一層の縮小が懸念されます。町内における税収入もさることながら、

本町にとって生命線でございます地方交付税につきましても、我が国の GDP 国民総生産が

急速に縮小する中で、財源不足を理由に交付基準の引き締めが行われるのではないかなと

危惧しております。次に歳出面での懸念事項ですけれども、最も影響が大きいと考えるの

は、企業会計事業やこれに準じた特別会計事業の運営に関するものでございます。特に病

院事業につきましては組織の大きさゆえに運営コストも大きく、経営に行き詰まるような

ことがあると町財政への影響は計り知れないものとなります。当病院は町内在住の方の利

用割合が高く、地域人口の将来推計を踏まえると先行きが決して明るいとは言えない状況

であるため、今後の経過を注意深く見守る必要があるように考えております。上下水道事

業も同様で、利用者人口の減少により経営の先行きが見通しにくい状況でございます。近

年、設備の老朽化や利用者人口の急減により、下水道使用料の値上げを検討する自治体が

増えてまいりましたけれども、本町も同様の状況にございまして、更に過疎地域に位置付

けられる本町の場合、問題は一層深刻でございます。  上下水道をはじめとしたインフ

ラ施設は、利用者が減少しても施設規模を一気に縮減することが難しく、対応が悩ましい

問題というふうに捉えております。その他、旧可部線橋梁の撤去問題も先行きが不透明で、

今後の関係者との折衝の行方によっては町が数十億円単位の財政負担を強いられる可能性

もあり、慎重な対応が求められると考えております。今後は、通常の財務強化の取組とあ

わせて、これらの大きな課題と向き合い、町の財政リスクを回避できるよう、財政的に余

力がある今のうちから対策の方を講じ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 

 角田議員。 

○角田伸一議員 

 えー、町財政の現状については平成 29 年度は経常収支比率、公債費比率共に悪化して

いるというような事でございました。また財政の長期的見通しにつきましては、まぁ今後

10 年位は心配はないものというような事でございましたが、懸念事項もあるとのことでご

ざいます。えー、行財政につきましては、町を経営するという視点に立った財政の運営が

必要だと思いますが、ここで財政運営の基本的な考え方について伺います。 

○矢立孝彦議長 

 河越総務課主幹。 

○河越慶介総務課主幹 

 はい、先ほど説明しました長期財政推計等を踏まえての財政運営の考え方についてご説

明の方を申し上げます。この財政運営の基本的な考えにつきましてもですね、長期財政の

見通しとあわせまして、昨年７月に長期財政推計と今後の財政運営方針としまして整理し

ておりまして、こちらの資料にですね大きく４点ほど方針を掲げさせていただいておりま

す。紹介させていただきますと、１点目としましては、歳入予算に見合った事業規模とな

るよう町の第二次行財政改革大綱に従って、行政コストの削減を進めていく。２点目とし

ましては、特に、経常経費を圧縮して、財政構造の最適化を図り、今後の人口減少社会に

対応できるミニマムな組織づくりを目指していく。３点目、町債の償還が一段落するまで

大規模投資を抑制し、財政リスクの回避に努める。４点目、町の発展に真に必要な事業に

は投資をためらわないが、その際の事業費は既存事業のスクラップによって捻出すること

を基本とする。以上４点を掲げています。まず、行政組織の、えー財政運営で最も重要な

事は、前年度からの繰越金であるとか、財政調整基金に頼らずに、当該年度の歳入予算の

範囲の枠で歳出予算をやり繰りする、これが一番重要なことではないかなというふうに考

えてます。しっかりこのルールを遵守すれば、将来的に歳入規模が縮小していっても財政
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状況が悪化することはございません。先程も申しましたとおり、引き続いて、町税や地方

交付税等の歳入が縮小に向かう見通しですので、聖域を設けずに財政改革に取り組んで、

行政コストの削減を進めていきたいというふうに考えております。特に、行政運営に占め

るコスト比率が高い人件費であるとか、あと施設の維持管理費といった部分の抑制に向け

て職員配置の見直しでございますとか、あと稼働率の低い公共施設の除却を進めるなど、

組織やハコモノ施設の合理化を通して歳出予算の削減を図ってまいりたいというふうに考

えております。また、町債の発行額のコントロールも大変重要でございます。今しがた、

歳入見合いの予算編成の話をさせていただきましたけれども、町債で調達しました資金と

いうのは複数年掛けて返済を要する借金でございますので、単年度の収支が同額でも本質

的には歳入枠の範囲で予算のやり繰りをしているとは必ずしも言えません。低利かつ交付

税還元率の高いメニューを中心に活用しているとは言え、少額でも件数が増えれば財政負

担も大きなものとなってまいります。町債の発行に際しましては、償還財源の確保やあと

年度間負担の平準化といった要素も加味しながらマネジメントに当たっていきたいという

ふうに考えております。４点目、町の発展に真に必要な事業には投資をためらわないが、

事業費は既存事業のスクラップによって捻出します、これを掲げた意図でございますけれ

ども、財政改革に取り組んでいるとは申しましても、勿論、政策的投資が必要な場面もご

ざいます。その際、行財政改革を理由に財源の出し惜しみをするつもりはございませんが、

ただ、何もかも聖域に位置付けていては予算がいくらあっても足りません。やはり身を切

る覚悟が必要ですので、政策的投資が必要になればその分の予算を、既存事業のスクラッ

プで賄う必要があるというふうに考えております。それでもどうしても捻出できない場合

は基金を取り崩すといった順になろうというふうに考えております。今後、予算査定も厳

しくなり、各事業とも一般管理費の削減代が無くなりつつございますので、今後、いよい

よ事業自体の仕訳作業に着手していく必要があろうというふうに考えております。色々事

業のスクラップについては懸念もあろうと思いますけれども、今後も単独町政を維持する

ためには限られた予算の中で効率的に成果を上げていく必要がございます。そうした意味

でも事業の新陳代謝を促す取り組みというのは今後重要になるというふうに考えておりま

す。最後に、長期財政課題への対応についても、少し触れてさせていただきたいと思いま

す。まず、交付税収入をはじめとしました一般財源の減少に対する対策でございますが、

地方創生の取り組みを中心に地域での仕事づくりや定住促進に邁進することで、税収の確

保、基準財政需要額の維持に努めたいというふうに考えております。また、地域商社あき

おおたの活躍にも期待するところで、今後の事業運営を通じて自主財源の獲得を図り、延

いては 観光、産業振興関連の町の補助金負担軽減に一役買ってもらうことで税収不足分

を補っていただく、そのような将来像も描いております。次に、特別会計事業の関係です

けれども、病院事業につきましては別途詳細の事業報告の機会がありますので、ここでは

触れませんけれども、上下水道事業につきましては、現在、県が自治体を超えた経営統合

や広域連携の手法を探る動きを見せておりますので、町として恩恵があるようであれば、

当該提案に賛同し、実現を訴えていきたいというふうに考えております。旧ＪＲ橋梁の撤

去に関しましては、この度の一般質問で関連の質問が予告されているようですので、そち

らで詳細は説明させていただきたいと思いますけれども、他の廃線事例を見ても本町が国

の事業の後始末を押し付けられる筋合いはないというふうな認識にございますので、今後

は国なり鉄道事業者で撤去を進めていただくよう、引き続き要望してまいりたいというふ

うに考えております。長くなりましたが、以上、町の財政運営方針についての説明でござ

いました。 

○矢立孝彦議長 

 角田議員。 

○角田伸一議員 

 えー、行政コストの削減、経常経費の圧縮、町債償還の調整のための事業実施や調整、

まぁ既存事業の見直し、まぁこれが、これらの４点が、指針であるというように伺いまし
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た。加えて長期財政課題への対応についても触れていただきました。まぁ健全な行財政を

次の世代に引き渡すことが必要であろうというように思います。次の質問に移ります。林

業について。過去に太田川流域で、短伐期優良材生産地の確立を目指し、積極的に林業振

興が展開された時期があります。それは、太田川材としてのブランドを確立し、森林施業

に枝打ち作業を組み込み、小径木でも、良質のものを育てて、間伐材で収入を得ながら、

林業経営を合理的に進め、樹齢 50 年位で皆伐をして植林をする。また皆伐をしない場合

は、皆伐をしない場合は、間伐を繰り返しながら大径木の長伐期林へ誘導するという取り

組みでございました。安芸太田町内の人工林は、こうした優良材生産を目指して整備され

てきた歴史があります。現時点で森林資源は本格的に利用可能な状態になって参りました。

樹齢 50 年位で伐採する目的をもって、森林を造成してきたため、この時点で皆伐するか、

間伐による成立本数の調整をして、皆伐の時期を遅らせるか、いずれにしましても森林造

成の観点から、木を切る時期に差し掛かっております。木材価格の低迷により、伐採が控

えられる傾向にありまして、林業を取り巻く厳しい環境が続いております。森林整備に必

要な施業の遅延や放棄、林業経営意欲の減退が、手入れ不足の森林として問題になってお

ります。これが安芸太田町の林業の現状であると思います。伐採等の森林施業の実施は、

森林所有者の意思によるものでございますが、森林林業の成り立つ仕組みは、林業地を形

成する広域で環境を整備する必要があります。安芸太田町の場合、木材の流通、消費を、

原木市場に委ねてきた歴史的な経緯があります。国内では、木質バイオマス燃料として、

消費拡大に取り組む事例が見受けられております。町内又は近隣の市町による木材の消費

拡大を図る方向での林業振興に目を向けるべき時期に来ていると思います。ここで質問で

す。安定的かつ継続的に、木質バイオマス燃料の消費が見込まれる施設の整備またバイオ

マス発電等の企業誘致について町の考えを伺います。あわせて国では、平成 31 年度から

森林環境譲与税による森林整備の推進、森林経営管理法による、市町村が主体となった森

林整備の推進を図ることとしております。森林経営管理法に森林バンク制度の創設が盛り

込まれております。その内容について伺います。 

○矢立孝彦議長 

 瀬川産業振興課長。 

○瀬川善博産業振興課長 

 はい、えー、まず１点目の、あのー、木質バイオマス燃料の消費が見込まれる施設の整

備またはバイオマス発電等の企業誘致についてお答えさせていただきます。えー、現在国

においては、平成 21 年に森林、林業を再生していく指針となる森林・林業再生プランを

策定され、木材利用、エネルギー利用拡大による森林、林業の低炭素社会への貢献などの

基本理念のもと、木材等の森林資源を最大限に活用し、雇用、環境にも貢献するようコン

クリート社会から木の社会へ転換することを目指し、木材の安定供給と利用に必要な体制

を構築することにより、国の木材自給率を３割から５割へ押し上げようとするものとなっ

ております。また広島県においては、木質バイオマスは再生可能エネルギーの中でも安定

的な発電と固定価格、買い取り制度の活用により、売電収入が見込めるため、木材などを

燃料に使うバイオマス発電所の建設や建設計画が相次ぎ、また、温浴施設へのボイラー燃

料として利用されている現状となっております。本町においては、人工林の利用期を迎え

た杉、桧が増加し、町の総面積の約９割を占める森林をどう活かしていくかを検討する中

で、平成 22 年に森林資源を活用する新エネルギー導入の方向性を検討しました安芸太田

町新エネルギービジョンとして、公共施設への森林バイオマス熱利用において導入効果が

期待される温浴施設へのチップ、薪ボイラーの導入検討を行いました。また、平成 24 年

に町産材を含めた太田川流域材の活用に向けた安芸太田町公共建築物等木材利用促進方針

を策定するなど、この検討結果や促進方針に基づいて小学校施設などの公共建築物への町

産材の利用やペレットストーブの設置、またペレット・薪ストーブ購入促進補助事業とし

て毎年度３件程度の補助も行っております。平成 26 年には、いこいの村ひろしまへの温

浴利用として木質バイオマス燃料を活用したバイオマスボイラを整備し、間伐材、林地残
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材の木質バイオマスへの搬出事業の実施など木材等の森林資源の利用促進を通じて、林業

の再生、雇用創出を担っております。町内における温浴施設へのバイオマスボイラ導入を

検討後、森林チップ等の価格上昇やバイオマス燃料となるチップ、薪の貯蔵する設備整備

に要する事業費の増額、また敷地が確保できないうえ、国の助成制度事業の燃料用木材使

用量の設備基準に満たさないなど、導入に至っていない現状となっております。しかし木

質バイオマス燃料の利活用は、地球温暖化防止効果やエネルギーの安定供給だけでなく、

雇用の創出などの効果も期待されることから間伐材、林地残材等を燃料材として木材搬出

するための路網の整備や森林整備を推進して、木材生産量の安定確保に努め、この地域に

見合った規模として森林資源を活用していくことが必要と思われます。今後においては、

森林環境税の導入も踏まえ、バイオマス施設の整備または、バイオマス発電等の企業誘致

などのバイオマス事業化に向けて林業事業体等の関係機関と連携を行いながら、採算性を

踏まえて検証を行っていきたいと考えております。続いて２点目のですね、森林バンク制

度創出という事でご質問をいただきました。それに関してお答えさせていただきます。森

林バンク制度については、国全体において、人工林の利用期を迎えた杉、桧が増加してお

ります。国産材の需要ニーズが高まる中で、輸入木材の増加等により国産材の価格の低迷

により森林所有者の経営意欲の低下、所有者不明の森林増加、また担い手の不足など森林

資源の適切な管理を進めていくことが喫緊の課題となっております。その中で国では、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、森林環境譲与税として平

成 31 年度から国から県、市町へ交付され、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に関する使途となっております。若い世代が森林、林業に興味を持

ち、林業従事者としての林業を学べる教育学習環境の整備に活用するなど森林保全の担い

手育成、確保策としても取り組んで行きたいと考えております。森林バンク制度は、森林

経営管理法の施行と合わせて、高齢、後継者不在などの事情で担い手がおらず放置されて

いる杉や桧などの人工林を公的に管理する制度として創設され、森林の管理を市町村がい

ったん引き受け、意欲のある林業経営者に貸し出して集約を進め、市町村の仲介で林業経

営者に貸し出すのを基本に、伐採効率などの条件が悪く貸し出し先が見つからない場合に

は、市町村が無償で借り受けて森林整備を行うという仕組みとなり、林業の立て直しに加

え、環境保全や防災に繋げるものとして創設されるものとなっております。以上で回答を

終わります。 

○矢立孝彦議長 

 角田議員。 

○角田伸一議員 

 えー、森林バンク制度につきましては、森林の経営管理を市町村がいったん引き受け、

森林経営意欲のある者に貸し出す、まぁ借り手がいない森林については市町村が森林を整

備するという事で、制度のあらましについては理解ができます。答弁の中にありました、

森林経営意欲のある者とは個人、森林組合、企業でいいのか。また、森林経営意欲のある

者をどのように選任するのか、その方法について伺います。 

○矢立孝彦議長 

 産業振興課長。 

○瀬川善博産業振興課長 

 はい、えー、ご質問のいただきました、えー、森林経営意欲のある者とは、個人、森林

組合、企業でもよいか、まず１点目の質問でございますが、森林経営意欲のあるものとし

ては、資本金等の要件を設定する考えがありません。ですから、森林組合、個人、自伐林

家、企業が該当するものとなっております。そして２点目の森林経営意欲のある者をどの

ように選任するかという事でございますが、えー、森林経営意欲のある者の選定について
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は、県において市町村単位ごとに、林業経営の受託を希望する者を募集します。そして応

募された者が、森林経営管理を効率的かつ安定的に行う能力を有する者かどうかを判断し

て認められた者を県が公表いたします。また県が公表した者の中から市町村が森林経営意

欲のある者として選定することとなっております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 角田議員。 

○角田伸一議員 

 えー、この件につきましては森林、特に人工林はそれぞれの所有者が造林という初期投

資をしております。また一定の期間の保育事業も実施をしております。木の種類、年齢、

大きさ等、価値、評価も様々でございます。これを集積して森林整備を行うという新しい

森林整備システムでございます。県と情報の共有をして、円滑な事業実施を期待しておき

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。９番、佐々木美知夫議員。 

○佐々木美知夫議員 

 えー、私は今回２件の一般質問の通告をいたしております。えー、最初に、最初の質問

に入る前に７月に発生をした西日本豪雨災害の被災により亡くなられた皆様、また家屋等

甚大な被害にあわれた方々に対し、ご冥福をお祈りいたしますとともに、一刻も早い復興

復旧を願うものでございます。それでは１件目の質問をしたいと思います。災害時の町内

指定避難場所の設置基準についてでございます。災害は忘れたころにやってくると今まで

は良く言われておりましたが、近年は災害は忘れないためにやってくると私は思うこのご

ろでございます。今回の災害の例を出すまでもなく、毎年全国どこかの地で地震や局地的

集中豪雨による災害が頻繁に発生をし、多くの尊い命が奪われるという甚大な被害が後を

絶たない現状があることは、皆様よくご存じのことと思います。災害の発生の度に、行政

の発令する自主避難、避難準備、避難勧告、避難指示に対し、自分だけは大丈夫といった

避難への地域住民の意識の薄さを問題視されてきました。しかし、今回の災害に限らず、

住民の多くの方々が避難に関する情報の共有化がされておらず、自主避難から避難指示ま

での区別、優先順位も明確に認識されている人の数も少数で、今後行政や各地域の防災会、

振興会での周知徹底の推進が必要であると考えますが、どのようにお考えでしょうか。そ

こで早めの避難も大切なことですが、避難場所の安心安全も大変重要なことで、避難場所

が土砂災害や河川の氾濫の危険が予想される環境にあるなど、問題もある地域があるので

はないでしょうか。災害対策基本法の中に、第 49 条４の市町村長は防災施設の整備の状

況、地域、地質、その他の状況を総合的に勘案し、必要あると認めたときは、災害が発生

し、また発生する恐れがある場合における円滑かつ迅速な避難の為の立ち退きの確保を図

るため、政令で定める基準に適合する施設又は場所を洪水、津波、その他の政令で定める

異常な現象の種類ごとに、緊急、指定緊急避難場所として指定しなければならない。その

中で、指定緊急避難場所とは居住者等が災害から命を守るために緊急的に避難する施設ま

たは場所、指定避難場所とは避難した居住者等が災害の危険が無くなるまで一定期間滞在

し、また災害により自宅へ戻れなくなった居住者等が一時的に滞在する施設とあります。

現在この安芸太田町内にも、約 50 箇所の町指定の避難場所施設があると伺っております。

その場所は旧町村以前からのただ単に人が多く集合できる集会所、学校施設、公民館など

で今日発生している多種多様な災害実情に沿っているとは言えず、中には避難場所への移

動をためらっておられる方々も多数おられます。平成 29 年３月、内閣府の指定、緊急避

難場所の指定に関する手引きによると、我が国はその地理的特性から洪水、土砂災害、地

震災害、津波災害、火災災害など自然災害が頻発する特徴を有しており、災害から命を守

るための避難場所の確保は喫緊の課題であると書かれ、平成 25 年６月に災害対策基本法

等の一部改正を法律、平成 25 年法律第 54 号が公布され、市町村による指定緊急避難場所

の指定制度が平成 26 年４月１日から施行されました。しかしながら本制度施行後の平成
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26 年８月豪雨により発生した広島土砂災害においては、土砂災害に適さない避難先に避難

した居住者１名が被災し、亡くなるという事案が発生をいたしました。また平成 27 年

９月の関東東北豪雨による水害においても、水害に対する適切な指定緊急避難場所の指定

が進んでいない事例が見受けられるなど、指定緊急避難場所の指定や周知が十分に進んで

いるとは言い難い状況であった。また平成 23 年３月の東日本大震災では津波からの避難

先と指定されていた法改正以前のいわゆる避難所に避難した結果、多数の人々が避難する

結果となりました。消防庁が実施した今後の水害及び土砂災害に備えた地域の防災体制の

再点検についてに基づく点検の結果によると約７割の市町村で土砂災害、水害に対する指

定緊急避難場所の全て又は一部を指定済みであるとの結果が示された一方、浸水想定地域

や土砂災害警戒区域が制定されてから指定緊急避難場所を指定することを予定していると

の回答や、地域の大部分が浸水想定区域となっており、避難場所として適当な建物も少な

い為、指定が進んでいないと回答した市町村もありました。このように指定制度で防災対

策を推進しているにもかかわらず、指定緊急避難場所として指定されていた施設が、未だ

に浸水を受けた事例もたくさん確認をされております。先ほども本町の指定緊急避難場所

は約 50 箇所と申しましたが、各避難場所の設定や基準の方法、また地域外避難場所への

避難方法を含め、近年のような多種多様な災害に対し、地域住民が安全安心で心配のない

実情に合った避難場所の設定をする対策等の考えはあるかを伺います。本町の場合、どの

地域も決して 100 パーセント安全な地域は数多くあるとは思いませんが、地域住民が安心

して生活できる地域環境を整えることも、行政としての重要なことと考えますが答弁をお

願いいたします。 

○矢立孝彦議長 

 栗栖総務課長。 

○栗栖一正総務課長 

 はい、あのー、災害時の指定緊急避難場所等の設置基準、それからその前段としての避

難勧告、避難準備それから避難準備情報、高齢者避難開始、まぁこういった用語の点につ

いてもご指摘ご質問がありました。冒頭で質問がありましたその用語の部分、実はあのー、

今回の西日本豪雨の際も、避難勧告と避難指示の意味が正しく理解できないという事情が

あって、避難指示の言葉を避難勧告の方が強いんではないだろうかという誤解をされた避

難者もいらっしゃいました。今回約２割が逃げ遅れと言われておりますし、６割の方は自

宅で亡くなられておられるという事があります。そういった意味であのー防災関係者とし

てこの避難の意味を正しく伝える、これは本町にとってもおそらく全国の市町にとっても

大きな問題になると思います。先日の新聞では、アメリカ等は避難命令という言葉を使い

ますけれども、避難指示では約３割しか動かないが、避難命令なら７割は逃げるというよ

うな言葉もアンケートが出ておりました。こういった避難の伝え方は大きな課題になって

いると思います。次にあのー、本論の指定避難場所、指定基準という事でございます。

えー、災害時の避難場所の町の指定基準、これにつきましては、まずその施設が、えー、

色んな災害のリスクがございます。先ほど言われましたような浸水想定区域に入っていな

いこと、それから土砂災害警戒区域内に入っていないこと、そういった危険地域に入って

いない公共施設を中心にまず最優先として指定をさせていただきます。しかしながら、あ

のー本町のようなこういった急峻な山、それから少ない平野部、目の前が太田川、大きな

川があるといったところでは、このすべてを満たす施設は非常に少のうございます。先ほ

ども言われた町内のまぁ指定避難場所の 50 箇所のうち、いずれの危険区域にも入ってい

ない施設が現在 20 箇所です。残り 30 箇所の内、避難場所については土砂災害にも入って

おり、また浸水想定区域にも入っておるという施設が３箇所、両方とも危ないところです

ね、それから土砂災害危険区域の中に入っている施設が 20 箇所ございます。それから浸

水想定地域内の施設が７箇所というように状況にあります。従って本町の場合なかなか全

ての災害に対して安全が確保できる施設が現状では非常に少ないというのが実情です。今

後、町の方で公共施設等から選定しようとするとなかなか新たに安全な施設を指定すると
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いうのは厳しいところがありますけれども、場合によっては、個人、民間施設の中で、よ

り安全な施設である場合には、そういった施設も緊急指定避難場所に選定をするという柔

軟な発想も必要かと思っております。いずれにしても今後各地域に全ての災害に対応した

新たな公共施設、避難施設を整備するという事は、現実的ではございませんので、先ほど

申し上げたような柔軟な発想を持って避難場所の選定を行うという事は、今後求められて

くると思います。先ほど質問の中でも申されましたように想定される災害の種類によって

避難施設を使い分けるという考え方もあるかと思いますけれども、土砂災害には大丈夫だ

から川側の施設にしておったら、川の増水がまた氾濫をして、また再避難をしなければな

らなくなる。そういったことは、どうしても避けなければいけません。本町の現状からす

ると非常にその安全な避難場所を選定するというのはなかなか難しいわけですし、また避

難施設へ移動する経路の危険性もあります。そういった点から申し上げれば、やはり今回

の西日本豪雨災害でも言われておりますように、もう早め早めの非難を呼びかけて、実際

に住民の皆さんに早めに避難して安全なところに避難していただくという事がやはり欠か

せないのかなというふうに思っております。そういったなかなか安全な避難施設を確保す

るという問題は現実的には厳しゅうございますので、より住民の皆さんには、自分の命を

守る行動を早めにとっていただいて、身の安全を図ってただくという事を今後も啓発なり

呼びかけていきたいと思っております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木美知夫議員。 

○佐々木美知夫議員 

 えーと、今課長の方から色々とご答弁をいただいたんですが、私も全くその通りだとは

思っております。早めの避難。しかし現在先ほども申されましたが、河川の氾濫また山か

らの土砂といった観点から、先ほども私申しましたが、この安芸太田町内、まぁ、あのー、

ほとんど 100 パーセント安全なところというのは、本当数箇所しかないと思っております。

でですね、今の 50 箇所ある指定の中、先ほど 20 箇所程度は大丈夫だというご意見でござ

いましたが、あとのまぁ 30 件、まぁ色々と先ほど申されました。でですね、あのー、ま

ぁ民間の先ほども課長申されましたが、民間の施設、そして今現在この安芸太田町内空家

がずいぶんございます。その空家の中にも災害に対して、えー、ほぼここなら安全だとい

うような場所もあるかと思います。そういった場所をですね、一時的避難場所として、

えー、契約等を家主さんの方に相談いただいて、いう事も出来るんではないかと思うんで

す。で、町内にもお寺さんもいくらもございます。そのお寺さんの中には、たくさん 100

パーセントはあり得んのですが、ここに人がおれば、ほぼ安全なんではないかと、いうよ

うな場所もございます。是非ね、そういうことを加味してもらって、えー、検討をしてい

ただいたらと思います。それと、えー、仮に、住民が本当に安心安全な避難場所として、

希望されておられるところはほとんどだと思いますが、そういった安全な土地、まぁ町有

地等にね、そういった、ごつう立派なもんじゃなくても、雨風がしのげて、といったよう

な建設が可能かどうか。当然財政的なこともございますが、そういった考えは全くないの

か。それとも今後 10 年 20 年の内に今まで経験したことのない災害等あるとしたら、そう

いった建設の予定があるのか。お尋ねをいたします。 

○矢立孝彦議長 

 総務課長。 

○栗栖一正総務課長 

 はい、あのー、今ご提案と言われる形で空家の活用ができないだろうかという今ご指摘

をいただきました。あのー、確かに最近安芸太田町内でも空家が増えておりまして、この

有効活用っていうのは大きな課題になるんですけれども、ただ一方で個人の資産を町が借

用して、そういった際に必要なときに一時的にお借りするという事だと思いますけれども、

そうなると一定程度そこで生活するために必要な改修の必要が生じると思います。その場

合、どこまでその改修費用を誰が見るのかということもございますので、その部分は十分
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検討してまいりたいと思っております。それから、あのー、空いた町有地、もし安全な町

有地があれば、そこへ新たな避難施設の建設は検討できないかという事がございました。

あのー、現在、あのー、町の方では、公共施設の総合管理計画を作って、公共施設の今後

の管理について、非常にまぁ細かな検討をさせていただいております。その中の方針は基

本的には普段活用されないものについては、整理統合していく、もしくは除却をしていく。

そういった方針を持っております。冒頭の質問の時に、申し上げさせていただきましたけ

れども、あのー新たな避難施設を、建設をするというのは現時点では現実的ではないとい

うふうに思っております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木美知夫議員。 

○佐々木美知夫議員 

 えー、全く、現実的に考えるともっともな答弁なんですがね。あのー、まぁ町有地も私

が住んでる筒賀地域、ほとんど 99.9 パーセント安全な土地、広い土地が３千何へーべー

あると思うんですが、あるわけですね。そういうところをね、まぁ利用していただいて、

その立派な何億じゃ、10 億じゃいったような建設費用じゃなくて、バラックとは言いませ

んが、とにかく雨風がしのげて、人数がある程度入れるようなことも考えていただいたら

と思うところでございます。それでは次の質問に入ります。えー、スクールバスの効率的

で柔軟な運行について。平成 28 年４月に加計地区の津浪、修道、殿賀小学校の統合で加

計小学校に、また平成 29 年４月の戸河内、筒賀中学校の統合により安芸太田中学校とな

り、現在児童生徒たちが元気に勉強に運動に頑張っている姿を見ていると、やはり適正規

模の人数の学校の必要性を強く感じております。その統合により、遠距離通学となった児

童生徒の交通手段であるスクールバス運行について伺います。通学のためのスクールバス

は、現在、小学校６路線、中学校７路線で運行されています。これは合併協議の中で、行

政と地元住民、また PTA 保護者等での協議において決定し運行をされ、遠距離通学の児童

生徒の通学には無くてはならない通学手段となっております。私もこのスクールバスは否

定するものではなく、この安芸太田町の現状を考えた時、必要不可欠な施策で、将来に向

けても子どもたちの安心安全な交通手段であるとも考えております。また、定住対策に向

け、子育て世代への強いアピールであるとも考えております。しかし、現状運行の中で、

通学環境の悪い、旧小学校区の児童の交通手段への配慮や、安野からのスクールバスが運

行しているにも関わらず、無駄にも見える旧津浪小学校便の坪野からの出発路線、また戸

河内地区からの小学校中学校便の時差のない運行等、非効率的な運行の現状があるかと思

います。児童の交通手段への配慮に関しては、例えば、加計小学校区において、殿賀便、

殿賀から加計小学校間にある鮎ヶ平、鵜渡瀬地区の児童は、歩道のない国道 191 号、土砂

崩れ等の危険な狭い県道 304 号を、低学年の児童が徒歩または保護者の送迎で対応されて

いる現状があります。この場合、鮎ヶ平バス停での乗車もありでは。スクールバス対応は

小学校４キロ、中学校６キロ以上と制約があるのも認識しておりますが、文科省の設定は、

都市部や中山間部の平均を取っているなど疑問を持っております。同じ４キロと言っても、

山もあれば谷もある。整備されたアスファルトの道または整備されていない悪路の道と、

学校を取り巻く通学環境は様々であり、子ども達は国の宝であると認識しているのであれ

ば、事故の起きる前に柔軟に対応し、同じようなところも他にもたくさんあるのではと考

えますが、配慮できないものかを伺います。日本全国で児童の登下校時による事故、また

災害、犯罪に巻き込まれる事件が記憶にも新しいところでございます。先日町の公共交通

会議の席に出席をいたしましたが、路線バスやあなたくについても、検討課題が多く、公

共交通に対する補助金の額も年々増額し、基本的に町内の公共交通またスクールバスの見

直しを図っていかなければいけないのではないかと思っておりますが、その辺の見解をお

伺いいたします。 

○矢立孝彦議長 

 教育委員会、長尾学校教育課長。 
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○長尾航治学校教育課長 

 それではスクールバスの運行、効率的で柔軟な運行についてというご質問についてお答

えをさせていただきます。えー例として鮎ヶ平、鵜渡瀬間と加計小学校の区間の通学路に

ついてというお話がございました。えー、国道歩道のない区間という事でありまして、決

して我々も安全な通学路というような事は思っておりません。しかし一方で交通安全プロ

グラムにおける交通点検というのも実施をさせていただいておりますが、町内に同様の通

学路が他にもご指摘のとおりあるという事も認識をしているところでございます。えー、

このご質問平成 28 年の 12 月の一般質問でも同様のご質問があったのではないかというふ

うに思っておりますが、その時にも同様のお答えをさせていただいておりますけれども、

えー徒歩通学である区域、また統合等による条件整備でないケースでスクールバス利用さ

せた場合にですね、他地域との今のような公平性の観点から妥当性の面から課題が残るも

のと考えておりますという答弁をさせていただいたと思います。えー、またスクールバス

につきましてはですね、えー、遠距離通学やですね、学校統合の対応を目的としてですね、

えーこれらをですね、国、県からの補助金、えーその他は地方交付税というものを財源と

させていただいて、運行させていただいております。えー、主の目的から外れるいわゆる

混乗と言われるものを行った場合には、その財政支援が一部受けられなくなるという事も

考慮する必要があると考えております。しかしながらですね、通学の安全確保というのは

今や必要不可欠でございます。先般ではコンクリートブロックが崩れ幼い児童の命が亡く

なるといったことからですね、文部科学省においても早急な手立てを必要とするというふ

うな全国通達もございました。えー、現状におきましては当該地区の通学路に関しまして

はですね、えー除雪の関係と安全が確保できないと思われます冬季期間につきましては、

スクールバス利用を行うことで現在調整をさせていただいております。えー、いずれにい

たしましても、今後さらに児童生徒数の減少が見込まれ登校班の小規模化、それからス

クールバスへの乗車児童生徒数の減少化、こういったものが避けられないというふうに考

えております。議員ご指摘の柔軟な対応という部分につきましては、毎年ですね利用実態、

利用実績等を勘案しながらですね、財政部局とも協議しながら、今後検討を進めて参りた

いというふうに考えております。担当課としては以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 二見企画課長。 

○二見重幸企画課長 

 はい、公共交通会議を先般行いまして、その際も課題をたくさんいただいたところでご

ざいます。やはりあのー、利用者の減少というのが非常に大きくなっておりまして、えー、

27 年 28 年に、あのー、整備しました公共交通網計画の時と、今年当たりの数字がまた大

きく減少、利用者が減少しているという実態もございます。そういった現状をよく把握し

ながら、それから広島市で実施されております再編計画、バス路線の再編計画もございま

すので、そういった近隣市町の状況も判断をしながら、新たな公共網をどうあるべきかと

いう方向性をだしていかないといけない段階に来ていると考えておりますので、今後情報

把握をしながら進めてまいりたいと考えております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木美知夫議員。 

○佐々木美知夫議員 

 はい、ありがとうございます。あのー先ほど長尾課長の方で答弁がございましたんです

が、あのー、冬季対応の分、私ね、素直に思うんですよ。冬季対応ができるのに、通期対

応ができないのか、という疑問にかられるわけでございます。色々と補助金受けてる関係

で、難しいと、行政的考えだとたぶんそうなりますよね。そこをね、何とかやはり、子供

さんが事故等ある前にね、こういった危険な通学に関して少しでも町が、行政が手を差し

伸べて、えー、行くのが妥当な普通の住民が考えることではないのかと私思っております。
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是非ね、その辺も検討もお願いをして、お願いをしちゃいけんのですね。検討をされ、よ

ろしく、いたします。これ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 

 以上で、佐々木美知夫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２時４７分 

               再開     午後３時 

 

○矢立孝彦議長 

 休憩前に引き続き、一般質問を続けます。４番、冨永豊議員。 

○冨永豊議員 

 ４番、冨永です。えー、先ほど聞いた中で私が強く感じたのは、今現状を言われた財政

の問題で、安定財政からの転換点って言われましたけど、そうかなっていう思いをしたわ

けなんですね。それは２つ、３つ挙げると、１つは、人口の目標を 36 年度では達成でき

ないだろうという事が１つは大きなことだろうと思ってる。もう１つは、財政指標のやは

り悪化。あるいは病院事業の収入減、上下水道の問題、そういった数々がやはり人口の減

少によることが起きてくるだろうと思うんです。これからやはり考えられることは、先ほ

ど言われましたけれど、ミニマムの社会をどうやって考えていくかっていう、その転換点

に入ってきたんだろうというふうに思っております。そういった意味でも地域創生事業、

期待をしておりますので、しっかりとやっていただきたい、そう思っております。それで

は、あのー、通告しております働き方改革に伴う、ごめんなさいね、すみません、ちょっ

と通告の標題が長いもんですから、働き方関連法案の改訂に伴う教職員の勤務実態、及び

学習指導要領の取り組みについてをお聞きしてまいりたいと思います。６月 29 日、働き

方改革法が成立しました。働き方改革とは何か、政府は働き方改革の目的を労働不足を解

消し、１億総活躍社会を作るための、労働制度改革と言ってきた。働き方改革の必要性の

背景２点について考えると、１点目は一人あたりの生産性の向上です。働き方改革は１丁

目１番地としての位置づけ、生産性の指標である GDP を見ると、日本は世界で第３位、一

人あたりの GDP を見ると世界 22 位までのランクダウンです。２点目の視点は出生率です。

少子高齢化によって人口は減り、高齢者は増えている現状です。その状況を見ると日本の

生産区分年齢将来人口推計は 2016 年で高齢化率 27.3 パーセント、2065 年で 38.5 パーセ

ントを越えている。生産年齢人口も、現在の 7,656 万人から約 40 パーセント減の 4,529

万人になる。働く人が減れば、当然消費者人口も減る。国内市場も縮小する。またその一

方で医療介護の負担は増加を続ける。これらのことを解決するには、労働生産性を上げて

いくこと、また安心して子供が産める国、育てられる国にしていくこと、それが誰もが働

きやすい環境に改善し、若い世代の人が未来に希望を持てるような、それ以外にない。そ

のためには、ワークライフバランスの実現です。簡単に整理すると、このような認識を持

っています。マスコミなどが示した国会での具体的な審議の中心はざっくり言って雇用シ

ステムの３つの大きなテーマで、１つは罰則を付けた長時間労働問題、２つ目には正規非

正規労働者との不合理をなくす同一労働同一賃金の実行、３つ目には行動プロフェッショ

ナルの制度の創設です。とがった論点は、過労死、過労自殺の要因を深掘りし、どこまで

の条件で改善できるのかといった議論を巻き起こし、いずれのテーマも条件付きで様々な

問題を残して改正された。いずれにせよ、労働環境が大きく変わることから、制度導入に

向けた動きが出ることとなる。以上全体での働き方改革の認識を簡単に述べました。今回

の働き方法案の成立で意見があればお聞かせください。では教職員の働き方改革で、何点

かお聞きしてまいります。全体での議論の中、昨年 2017 年 12 月に文部科学大臣が学校に

おける働き方改革に関する緊急対策を公表されました。課題は学校の組織運営の見直し、

勤務時間の上限を決める、休暇を確実に取得させるなど、多忙化の改善が喫緊の課題とさ

れあげられ、教職員が本来、本来的な業務に専念でき、児童生徒に十分向き合える時間を
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とるよう、改善への取り組みを求めた。そのことが今回の新学習指導要領を推進していく

には、重要であることでもある。早急に進めていくことを求められた内容であった。教職

員の労務管理の状況を 10 数年前から強く言われてきた表現がある。それは２つのブラッ

クボックスとそれを支える形で１つの法があると言われてきた。ブラックボックスの１つ

は、長時間労働である。ブラックボックスの２つ目は、時間外労働の対価が支払われてい

ない、すなわち不払い労働である。なぜブラックがこれまで続けてこられたのか、それは

1971 年に制定された教職員の給与等に関する特別措置法で、俗にいう給特法の規定です。

給特法の下では基本的に教員の労働には残業代が発生しないこととなっている。今長時間

労働が過労死ラインを超えるほどの多忙化してきている。文科省も認めるところです。教

員勤務時間実態調査では、過労死ライン月 80 時間以上の時間外労働を超える教員が、小

学校で３割、中学校で６割という、明らかになっている。従業員の６割も７割も過労死ラ

インを越えている業界は、学校をおいて他にはないデータから読み取れる、長時間過密労

働の異常です。まずお聞きすることは、これまで過労死と認定された公立高校の職員調査

状況の結果、どのような受け止めであるのか。また本町における教職員のメンタルヘルス

不調の背景、現状防止策の受け止めについて答弁を求めます。次に教職員は、基本的に残

業代で出せない問題についてです。給特法で４パーセント上乗せした額が一律支給されて

いる。子供を育てる仕事の性質から勤務時間の明確な線引きができないことで制定された。

しかし現在の長時間労働の実態からは、児童生徒に接する時間を十分に確保するといった

労働環境とは言えない。給特法３条をどのような考えでの整理で受け止めておられるか、

ご意見をお聞かせください。次に給特法の影響で掘り下げていくと、学校現場では労働時

間をカウントすることを怠ってきた現実がある。その影響が及ぼしたことが、過労死認定

においては具体的な残業時間が、重要な根拠となるはずが、労働時間の統計がとれていな

いといったことで事態を招いた。過労死としての推定申請すらできずに泣き寝入りしてい

る遺族も多く、認定されたのは氷山の一角と言われている。教職員勤務実態調査で過労死

ライン月 80 時間以上の超える教員が小学校で３割、中学校で６割という事が明らかにな

っている本町における現状での教職員の勤怠管理の把握方法と、出退時間の月平均の状況、

また１日当たりの学内勤務時間の内訳など、調査状況に対する受け止めについてをお聞か

せください。また本町における勤務時間外の時間数ごとの人数内訳、主とする仕事の内訳

及びその縮減策としての取り組みなどについての答弁を求めます。最後に勤務時間として

の教職員の部活動についてお聞きします。今年７月教員に長時間勤務をもたらす要因とな

っている部活動の方向についての調査を行った結果が、マスコミで発表がありました。ど

のような見解であるか、今後のあり方、方向性についての意見をお聞かせください。また

部活動を行うに当たっての留意、全て点について、答弁を求めます。以上が今回の働き方

改革制定に伴っての教職員の現場の状況に視点をあてた一般質問です。次に学習指導要領

です。平成 29 年３月に学校教育法施行規則の改正とともに、新学習指導要領が公示され

ました。学習指導要領は概ね 10 年に１度の改定です。今回の改定はこれまでの知識の正

確さや計算のスピードよりも実社会との関連を意識した複雑で変化の激しい予測困難な社

会を主体的に社会を切り開く力を蓄えていく、いわばこれまでの詰め込みかゆとりかの

２項対立を終わらせることとも言われている。新学習要領の改定の背景で言われているこ

とは、グローバル化、情報化などによる社会的変化はますます加速化していくことが予測

されること。学力調査で日本の教育は実社会と関連が固定的に思っている率が低いことが、

ティムズの結果から見えていること。具体的な社会の変化は AI の進化でその影響と波及

効果は産業界へ驚異的なレベルで発展していくこと。例えば一説に言われていることは今

の子供たちの 65 パーセントは大学を卒業後今存在している職業に就くとは言われている。

存在していない職業に就くと言われている。また今後 10 年から 20 年程度で、望もうが望

むまいが、現在の約 50 パーセントの仕事が、AI にとって代わること。このような経済社

会の激変していく未来に対し、現実の教育が問われている不安は、学校で学ぶことが意味

がなくなるのではないかという不安、将来働き場所がないのではないかという未来への不
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安、と言ったような教育課程のあり方などに対する不安が出てきた。それは米国や西洋に

追いつくキャッチアップの段階の教育では全くと言っていいほど通用しなくなってきたと

ころからの不安でもある。実社会に視点を当て、現実を見ると、世界中の頭の良い人は知

らないうちに新しい技術を開発し、勝手に世の中を変えて、10 年あるいは 20 年先の社会

を変化させている。以上のような社会への加速度に変化することが予測される背景から、

今回の改定は多様な人材が AI、ロボット、IOT などの共通基盤技術を活用できるよう理解

でき、教育法が示す目的はもちろんであるが、社会の実情を問題解決の力を目指す資質能

力を育成し、継続していく社会へつなげていくための、改定等期待されている。一言で言

えば、何ができるようになるかの深掘りで観点などが学習指導要領の改定に強く求めたこ

とと聞く。御所見を求めます。それは教育課程に具体的にどのような特徴として展開され

ていくのか、総括的に答弁を求めます。新学習指導要領の移行期間における体制の把握に

ついてをお聞きしてまいります。全面実施は小学校については 2020 年４月から、中学校

については 2021 年４月からの全面実施となっている。2018 年全面実施期間はその間は移

行期間で移行措置を行うこととなっている。現在移行期間とはいえ、実践可能な事業は予

測されますが、教員の研修等に体制の準備はどのような状況の把握として受け止められて

おられるのか、答弁を求めます。また教育課程の展開もこれまでと異なったことなど、現

場の先生の教育活動、組織運営に対してどのような状況把握としての受け止めておられる

のか答弁を求めます。具体的には、小学校５、６年生、外国語の教科化に向けた、またプ

ログラミング等、新しい試みに対する現場の対応としての現状、教材準備、資料の収集と

か、ノウハウの蓄積がない中、初年度から開始には十分なのか、準備状況について答弁を

求めます。これからの学校の在り方についてお聞きしてまいります。テクノロジーの進化

で、知識、技能、習得はインターネット、コンピューター、スマホの技術の向上で学習

サービスの提供は十分可能で、知識としての教えるだけの学校は消えていく意見も聞く。

また、教育の原点と言われる、触れあい、遊び、交流を、それぞれの人とのつながりを通

じて、心身の健全な成長を促す、教育力が十分に発揮されてこなかった意見も聞くところ

である。このような意見はこれまでの学習要領に対する評価の意見であるとも思っていま

す。このような意見、どのように受け止め、今後の学校の在り方についてのご意見を求め

ます。コミュニティスクールの活動状況についてお聞きしてまいります。コミュニティス

クールは 2005 年度から創設され、保護者や地域住民、教職員のハブ機能の位置づけとし

て、教育のビジョンを共有し、実現するために協働していく仕組みで、合議体として創設

されたものと認識しています。背景は少子化による学校統合の進行と思います。統廃合は

それまでの地域のつながりが失われ、地方創生に反することになる学校を統廃合して新た

なコミュニティを作るには、新しい学校を中心とした、地域づくりをしなければならない。

このようなことが背景と思っています。学校ごとの設置状況の調査によると、2017 年４月

１日の現在の全国コミュニティスクールの数は 3,600 校となっている。広島県を見ると、

北広島町が２、内訳は小学校１、中学校１。府中市が小学校４、中学校が１、府中町が小

学校１。尾道市が小学校が２。安芸太田町は小学校１。２市３町の設置となっている。広

島県はなぜ低いのか。全国的に見てなぜ低いのか。また、現状での組織構成や活動状況の

評価の受け止め、課題、今後の方向性などについて、答弁を求めます。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 教育委員会、長尾学校教育課長。 

○長尾航治学校教育課長 

 はい、非常にたくさんのご質問をいただきました。私の方からまず学校教職員の働き方

についてという事で、大きく４つの項目にご質問をいただきましたので、私の方からご答

弁をさせていただきます。これに関しましてはですね、教育委員会、教育委員会議、また

管理職である学校長、教頭等との会も持っておるわけですけれども、非常にこの教職員の

長時間労働への対策といった部分につきましては、大きな課題と認識をさせていただいて

るところでございます。えー、文部科学省では教育施策に関する実証研究の１つとして、
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平成 28 年度にですね、教員の勤務実態調査を行っております。その結果によりますと教

員の１日当たりの勤務時間は、えー、10 年前の調査と比べても、平日小学校で 43 分、中

学校で 32 分、全ての年齢階層で増加。えー、１週間当たりの総勤務時間におきましても、

全ての職種で増加し、小学校では 55 時間から 60 時間未満、えー、中学校では 60 時間か

ら 65 時間未満のものが占める割合が最も高いという結果になっておりました。えー現在、

えー、超勤が原因というわけではございませんけれども、本町の学校に勤務する教職員の

中では１名が休職をしておるような状況でございます。引き続き教職員の勤務状況を把握

し、学校の長時間労働の改善を行いですね、子どもと向き合う時間、子どもと向き合う時

間を確保できるよう努めていきたいというふうに考えております。教職員調整額の件につ

いてご質問ございました。えー、議員もご承知のとおりですが、公立学校の、えー、教員

はですね、労働基準法第 37 条の時間外労働における割増賃金の規定が適用除外となって

おり、時間外勤務の時間数に応じた給与措置である時間外勤務手当が支給されず、全員一

律に給料に４パーセントの定率をを乗じた額の教職員調整額が支給をされております。

えー、こうした背景がございまして、学校管理職が従前ですね、学校管理職が教員の時間

外勤務の状況を把握する必要性に迫られていないと、そういった実態があったことも事実

ではないかと思います。えー、現状におきましても、もちろん管理職において、職員の勤

務時間等把握していないといったことはございません。本町の教職員のえー、勤務時間の

把握についてでございますが、まずそれぞれの職員に入退校時間を記録をさせております。

えー、それを管理職が勤務時間管理という形で行っております。それをまた教育委員会の

方にいただいているという状況でございます。今年度からはですね、えー、小学校１校、

モデル校として今定めまして、えー教員の人数が、まぁ我々の町は少ないですから、印字

型のタイムカードという形での試行を、えー、現在行っております。えー、なかなか先生

というのがですね、朝勤務に来られて、例えば街路指導にあたるですとか、えー、まぁ最

近はちょっと朝練というのは無いですが、部活動の指導にあたるとかいう事になりますと、

広島県が実施しているようなパソコンを立ち上げてそれで時間管理をするといったような、

我々の町としてはそぐわないのではないかという事で、この印字型のタイムカード、差し

込むだけで印字ができるといったものをですね、えー、定期的にできるかどうかという事

を今実証させていただいております。えー、次年度にはこれでよければですね、町内全て

の学校でタイムカードというもので導入したいと考えております。これらの月例報告によ

りますと、本町の本年６月の教員の１週間当たりのえー、総労働時間でございますが、小

学校４校の平均が 54.1 時間、中学校２校の平均が 54.3 時間でございました。えー、昨年

同時期と比べまして、えー小中学校共に減少しておるというような状況でございます。ま

た職種別においても同様に減少をしております。えーこのことは各学校での業務改善に対

する、えー意識の高まりや取り組みというのが少しずつ浸透してきているのではないかと

いう事を思っております。えー、ちなみにまぁ、広島県全体的で見てもこの時間数という

のはうちの方はかなり低いという数字になっております。勤務時間外の内訳につきまして

はやはり授業準備ですね、えーと授業のえー教材作りや学級事務、えー他には管理職にお

いては保護者対応といったような時間が占める割合が多いというような状況でございます。

えー、それから部活動についてのご質問をいただきました。現在ではですね広島県教委か

ら７月 13 日に通知をされております学校における働き方改革取組方針の策定について及

び運動、部活動の方針の策定についてというものを受け、本町においても実情に、えー、

実情を反映した、反映してですね改善していけるような本町独自の働き方改革取組方針と

いうものの策定に着手をさせていただいておるところでございます。えー、これまでも全

県に先駆けましてですね、えー、昨年度からは、夏季休業中の完全閉庁、お盆の間の完全

閉庁、また部活動につきましても週２日の完全休養日を設けるという事に取り組みをさせ

ていただいてるところでございます。えー、部活動の今後のあり方につきましては広島県

が示しております方針に準じまして、えー、中学校生徒にとって望ましいスポーツ環境を
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構築するという観点で取り組みを進めて参りたいと考えております。私の方からは以上で

ございます。 

○矢立孝彦議長 

 二見教育長。 

○二見吉康教育長 

 若干働き方について補足をさせていただきたいと思います。教育公務員である教員にお

きましては教特法、教育公務員特例法に基づきまして、常に研修をするという事が位置付

けられております。そういう中で、教員になりますと１年目の初任者研修、２年目、３年

目の、２年目研修、３年目研修、６年目研修、10 年研修、えーほぼ人生の３分の１をです

ね、前半で研修をしていくというふうなことが義務付けられているところでございます。

そういう中で、先ほども保護者対応とか言うのがありましたが、学校教育そのものが非常

に多くのものを抱え込んできたという歴史もあるというふうに思っております。えー、実

は私、10 年前に呉の中学校の校長時代にですね文部科学省の委託事業を受けまして、大学

の教授や事務職員、教職員を含めた研究グループを立ち上げて、えー、10 年前のえー教職

員の働き方について調査をし、えー提言するという取り組みしたことございますけれども、

その時ですでに現在のような働きの時間が出ておりました。その中で何が必要かと言えば、

やはり西洋と全く同じことはできませんけれども、先生方の働くジャンルというエリアを

ですね、やはり整理してやる必要があるというふうに思っております。えー、そのためそ

の間 10 年間において、えー、スクールカウンセラーであったり、スクールサポーターで

あったり、それから色んな非常勤講師がついて先生方の負担をですね軽減するという人的

措置もやって参りましたが、何と言ってもやはり先生方が学習指導要領が変われば、そこ

で勉強する、より一層分かりやすい授業をしたいと思えば夜準備をするというふうなこと

で、いくら多くの先生方あてがっても、更なる課題が出てくるというのが現状でございま

す。本町では先ほどの取り組み以外にもですね、少しでも出張することが減ればという事

で、例えば、校長会や教頭会の会議をテレビ会議でやるとか、えー学校において、えー教

育委員会にいる指導主事から指導を受けるのをテレビ会議でやるとか、いうような形で

１分でも２分でも学校にいて、早く帰れるようにするというふうなことも、やはり今後は

必要だろうというふうに思ってます。いうふうなことで、えーこれから働き方改革、やは

り制度面で言えば、えー一律４パーセントっていうものが本当に今後も継続可能なのか、

それでいいのかという問題もありますし、先生方じゃあ全部残業手当を出せばできるのか

と言えば、大変な額になると思ってます。その中で整理をし、仕事を分別して仕事を先生

だけがやるんじゃなくて、できるものを誰がやるかという整理もですねしていくというい

わゆる学校内の仕事の仕分けというものも、今後必要だというふうに思っております。次

に学習指導要領についてでございますけれども、えー、議員大変あのー良く調べておられ

まして、なかなかお答えする余地がないくらいになっておるんでございますが、今回の学

習指導要領は、これまでは何を教えるかという事に言及していても、それ以上あまり書い

てなかった。えー、最低限小学校の１年生でここまで教えて下さい、こういう内容を教え

てくださいという教える内容を示してきたんですが、今回大幅に変わったのは、どう教え

るか、子ども達から言えばどう学ぶかというところを求めてきております。俗にいうアク

ティブラーニングっていう表現がよく出てまいります。これはまさに今後 ICT、IOT そし

て AI の発達によってですね、先生方がしなくても済む部分が増えて参りますと、より一

層自分の考えを持って相手とディスカッションをし、自分の考えをしっかりと伝える、聞

き取る、そういう力が必要になって参ります。そのことで本町は先取りをして協調学習と

いうものを９年前からやってきているところなんですね。そういう点では、私は安芸太田

の学習指導要領の対応は先に行ってるというふうに思っておりますので、先生方はこの

９年間しんどかったと思いますけれども、むしろ今他地域に比べれば、先にいっている部

分だけは、あのー、勉強がですね早く進むというふうに思いました。それで次にあのー、

移行期の問題なんでございますけれども、教育課程でですね、移行期の問題なんですが、
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学ぶ学年を変えたりするぶんがあります。例えばこれは今まで小学校の３年生でやったも

のを４年生で学ぶ。逆もあったりする。そうすると、勉強しない期間ができてはいけませ

んので、このままいくと習わないことになるものは先にちゃんとやっておくというような

事も含めてですね、あのー文部科学省が示したプログラムに基づいてやります。もう１つ

は、えー、２年後に小学校の５、６年生の英語活動が英語科に変わります。教科書を使う

ようになりますが、それも時間が１時間分増えて参りますので、それを少し先取りをして、

英語科としての準備をしていこうという事で、35 時間分増えるんですが、１年間で、えー

本町の場合にはその内の 15 時間を加えて、５、６年生は 50 時間の英語をするという事で

やっております。で、さらに今やっている英語活動は慣れ親しむ程度の内容なんですが、

これからは書いたり聞いたり話したり、そういう力が必要でございますので、より一層英

語指導助手いわゆる ALT を使った実践的な英語というものが必要になると思うので、そう

いう点ではですね、今年度コーディネーターを兼ねた低学年向けの ALT として１名増やし

ていただきましたけれども、これらがですね今低学年も中学年も含めて、一緒に回ってく

れてるところで、加計小学校をモデル校として、加計小学校には県が配置してくれた英語

専門の担当の先生っていうことで、残りの小学校にも出向いてえー、その学校の先生と一

緒に授業をするという事で、移行措置に対応しております。そのほかにも、移行措置とし

ては道徳、特別の教科道徳が、教科書が決まりまして次回からは小学校も教科書を使って

やって参りますけれども、今年度は中学校の教科書についても、えー次に使う教科書とし

て採択いたしました。そういう中で、道徳についても現在移行措置とは言いながら、内容

的にはほぼ移行、新しい内容で進めさせていただいてるというのが現状でございます。そ

れから、プログラミングでございますが、あのー、これにつきましては、小学校、中学校

ではすでにやってきてることでございまして、小学校からプログラミング教育を導入する

という事でやっております。あのー、今回 ICT の設備の、えー、整備をさせていただきま

すと、iPad とかタブレットですね、など使って一人一人が身近な課題を受けてプログラミ

ングの学習が教室でもできるという点では非常に有効に活用できると思っております。そ

れから例年、日本技術士会の皆さんにお力をいただいて、科学アカデミーといういわゆる

理科教室を開催しておりますが、今年度は９月と 10 月に小中学生対象にプログラミング

教室という事で新しい整備した間もないものを使ってですね、プログラミングの講座を開

いていただくというふうなことで興味付をしていきたいというふうに思っております。そ

れから学校の在り方でございますが、まさに AI の発達によって、10 年後には無くなる職

業が出てくると言われて、知識は、えー、インターネット、あるいは ICT あるいは AI か

ら学べると言いますが、小学校の先生と中学校の先生は無くならない職業の１つに残って

るんですね。高校の先生や大学教授は無くなるだろうと。しかし小学校や中学校の先生は

無くならない、残る方へ入っております。そういう点ではですね、ただ単に知識の伝達に

留まらない、人格形成に非常に大きな役割を果たすという点では、小中学校の教員の重大

さというものがわかろうと思います。あのー、もう１つは、教育の原点であるという事で、

ふれあいや遊び、交流などが無くなってるんじゃないかと言われますが、安芸太田町にお

いては、私はそこまでの危機感はまだ持っておりません。学校、それぞれの学校の学校教

育目標の中に必ず地域に根差したとか、地域と共にとか、書いております。また、現実に

地域の皆さんの協力をたくさんいただいて、学校教育が成立しているという点ではですね、

これは何としてでも守っていかなきゃいけないことだというふうに思いますが、えーここ

らが他地域、特に都市部でなくなってきつつあるために、実は次のコミュニティスクール

というものがですね、やはり必要性が出てきたというふうに私は一方では思っておるとこ

ろです。そういうことで次にコミュニティスクールでございますけれども、まず組織でご

ざいますが、現在加計小学校と安芸太田中学校でございます。いわゆる統合した大きな学

校エリアになったところについて、立ち上げをさせていただきました。これは教育委員会

として設置させていただき、えー学校運営協議会のメンバーにつきましても、教育委員会

として任命をさせていただいております。内訳はですね、保護者代表、地域住民代表、そ
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してそれぞれの学校の運営に大きく寄与する活動を行っている方、そしてその学校の校長、

そして教育委員会のえー、立場の者という事で 10 名以内という事で、えー会を設けてお

ります。例えば加計小ですと、地域代表と言えば、えー、修道、津浪、殿賀、加計地域か

ら代表に出ていただくというふうな形でやっております。そういう形で年に一応３回を目

途にしておりまして、えー主な活動といたしましては、校長がその年度に目指す学校経営

方針を中心に、どのような１年間教育を行っていくかという思いをお伝えしてそれについ

て意見を聞き、最終的にはご承認をいただくというものでございます。そして一方で学校

側としても地域の皆さんに色々と協力したいこともお伝えしてその協力についてお願いし

ていくというような事でございます。えー今年度はできれば子どもの実際の活動を見てい

ただきながら、えー議論を進めたいということで、２回目は学校の教育活動を見ていただ

き具体的なまた協議をしていただこうと。３学期には１年間が終わるところでの評価を含

めた形で、評議委員のような仕事もですねしていただくというふうになろうと思っていま

す。それから、全国的な状況で言えば、約小中学校合わせて３万校ある中で、平成 30 年、

この４月現在では先ほど議員が申されました数字の 1.5 倍約５千校を超えて今設置されて

おります。安芸太田町では間違いなく統合した地域について設置させていただきましたが、

今後加計中学校はすでに同じ学校エリアを持っております。そして筒賀戸河内もまだ未設

置の地域ありますので、これらの現存するコミュニティスクールの活動状況をより活性化

する中で並行しながら、次のコミュニティスクールの設置も検討してまいりたいと思って

いるところでございます。えー、全て小中高等学校全て県立学校全て設置している県は全

国で山口県でございます。えー、ゼロの県もあります。広島県は非常に率の低い地域の一

つと言われております。ここらはなかなかなぜなのかと言っても、やはり県立の、広島県

の県立学校がゼロでございますので、未だに、そういう点ではなかなか広がりにくい。そ

ういう中でわずかですが小さな市町が先頭きってやってるというのも実際でございます。

あのー、ある意味ではですね、その地域、設置してない地域はこれまでの地域の活動がし

っかり学校教育に活かされているふうな考えの元に設置してないってこともあろうかと思

いますが、しかしこれから努力義務から必置に変わっていくのは目に見えておりますので、

えー本町としても次の設置に向けて努力し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 

 冨永議員。 

○冨永豊議員 

 あのー、ちょっと１、２点私の思いをちょっと述べさせていただきたいんですけど、働

き方改革についてのね、１つは、あのー、もう１つはあのー、やっぱり初めに言われた過

労死の認定した公立高校の職員状況の調査結果はどのくらいね、過労死が出てきておるの

かなっていうふうに思ったわけですね。過労死っていうところは大きな問題だろうから、

そのメンタルヘルスについても今後の取り組みはどういうふうにしていくとか、いう事を

やっていただきたい。それともう１つは、思いましたのは、あのー、長時間のね、あのー、

策を確かにその現状の時間数とかね、そういったことについては、まぁそんなもんかなっ

ていうふうに聞き取りましたけど、じゃあそれをどうしていくのかっていう、もう少し具

体的なね、あの策が、いうのがちょっとほしかったんですけど、というのはね、まぁ教育

長言われましたけど、ジャンルの分別、まさしくそこだと思ってるんですよね。例えば、

その今私が本当に教員としての職務としてやらなきゃいけないのかっていうのがたくさん

あると思うんですよ。というのは、見守り隊とかあるいは放課後の生徒の行動の追跡って

言ったらおかしいですけど、そういったことだとか、言うのがね、多分な私問題になって、

例えば、そういったことによって保護者のクレームの問題だとかね、そういったことが多

数にね時間をくっとるだろうというふうに思ってるんです。それとタイムカード入れれば

いいっていうふうな問題じゃなくて、私はここを労働条件を良くしていこうというのはど

ういうことかって、やっぱり子供に対して向き合っていく、それは過疎の子どもにとって
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は非常に必要なことなんですよ。だからそこをしっかりとした教育委員会が改善事項を入

れていって、けつ叩いて、子ども達に本当に向いていく時間を作れというような気を持っ

てねやっていただきたいんですよ。だからそこがね、ぬるま湯になっていく可能性がある

んじゃないかなと思ってるんですよね。ある程度の人数校があればまたあれですけどね、

そこらあたりを小学校の少子学校の難しさだろうというふうに思ってるんですよ。それで

そういったところのタイムカードもいいけど、そこらはきっちりあのー、タイムカードを

押した後ね、また仕事をするようなことでなくて、それはそれ、タイムカードを平気で押

せるような環境、例えば８時になろうが９時になろうがそこで押せるような環境をつくる

っていうことなんだ。そういうことを徹底しない限り、この労働環境っていうのは直って

こないんですよ。私たちの所も以前ありましたけれども、やっぱりたれこみで労働基準法、

労働基準監督署にたれこんだときに、広銀もやられましたけれどね、やられた後どうした

かといったら、何で調べたかっていったら、パソコンのさっき長尾課長言った労務管理で

やられたんですよ。立ち上げから切った時間で。切った時間は例えば 10 時になったらそ

れは時間外労働として皆みなされて、時間外の対価を払ったという事例は今たくさん出て

きてるんで、そこは何かっていったら、本当に一人あたりの生産性を上げていこうってい

う事なんですよ。それで１つ言うのは先ほど言いました生産性を上げることによって、子

ども達を生み育てる環境を作るというこの２つが働き方改革の大義なんですよ。そこのと

ころをね、ただ教職員の労働環境を守る為とか、そういったことで私は言ってるんじゃな

いんですよ。とにかく今の子ども達をどうやって育てていくか、社会に向いて社会で活躍

できるような子供たちをどうやって育てていくかっていうことになるとね、今までのよう

な育て方だったら、私は口幅ったいですけどね、今の社会難しいんじゃないかなと本当に

思ってるんですよ。そういったところをね、十分気を付けてやっていただきたいなって思

ってるんです。それであのー、１つ思うのは、プログラミング、これはね、さっき言った

これにつながるんですがね、ジャンルに、分別なんですよ。プログラミング指向っていう

のは。社会で起きてくる選択するときに、判断を下すときに、それは様々なことの条件を

絡めて、どれがここの答えになるかっていう目的がプログラミングの私は教育だろうと思

ってるんです。私も多少なりにプログラマーとしての数年やりましたけどね、その中の過

程っていうのはやはり回答は１つなんです。だけど条件的なものを整理してかなきゃいけ

ない。これはね、社会に私は大きく役立つ問題だから、今回の新学習要領のものについて

は、そういったところも大きく私期待してるんですね。まぁそういったところで、あのー、

答弁はご意見があればお聞きしたいんですけど、もう１つはそういうことを解消するのが

コミュニティスクールじゃろうと思ってるんです。それはどういうことかって言うと、コ

ミュニティスクールっていうのは最後に私が挙げたのはそういった問題を含めてコミュニ

ティスクールが学校あるいは保護者とかそういった第三者委員会で設けたような形でやっ

ていくという、校長が経営方針を出していって、それをみんなで議論していく。そこに本

当の議論ができていけばね、私は安芸太田町の少子化の、少子化においての、あのー、学

業っていうのはね、やっていけると思ってるんですよ。まぁそこらでまたコミュニティス

クールっていうのは、大きな私はところがあると思うんで、改善するにしても、業務を改

善するにしても、ここに持ちかけて、ただ教育、学校の一方的な経営方針を聞くんではな

くて、問題点を挙げてそこで地域の人、先ほど言われたメンバーの方で十分議論していく

ような環境を作って、その教育を教育課程に盛り込んで進めていっていただきたい、そう

いうふうに思っております。ご意見があればお聞きします。 

○矢立孝彦議長 

 教育委員会、教育長。 

○二見吉康教育長 

 はい、えー、今の働き方改革の中での、本県における過労死、教職員の過労死について

は申し訳ありません、ちょっとデータを持ち合わせてないので、また留意してまいりたい

と思いますけれども、私先ほど少し申しましたのはですね、例えば学校の先生の中でも 20



- 39 - 

 

人いれば 20 人が同じ度合いで負担がかかっているというふうに思ってないんです。非常

に忙しい先生と、そこまで忙しくない先生に分けられてくると。そういう中で特定の先生

に業務が集中してくるというのが実際なんです。たくさんできる先生だからたくさんの仕

事をどうしても回ってくるというのも実際でございます。しかしそういう先生方が、たく

さん抱えているものをですね投げ出しをして、少し減せばいいんですが、極めて使命感の

強い方々はこれは私がやらなければ誰がやるというふうなところの中で一生懸命やってい

ただく。そういう面もあるんですが、そこをあえて投げ出しをしていくっていう指導は私

はいると思っています。逆に言えば、それを全員が分け合って仕事をしていくと、そうい

う意識改革もしなければならないと。人さえ増やせばいいとか、コンピュータを増やせば

いいとかいうふうな問題じゃないと思ってるんですね。だからやはり働き方改革は条件整

備もいりますが、意識改革もかなり必要であると、それは管理者としても同じでございま

す。そういう点はですねまだまだ町については我がありでございますが、できることから

１つずつやって参りたいというふうに思っております。それからプログラミングについて

は、実は色んな、あえてプログラミングというコンピュータを使ってやらなくても、プロ

グラムするという事については日常の授業の中にもあるんですが、意識をしてこれこそプ

ログラムであるという事をやっぱりあえてやっていくのがこれからの授業であると、何も

してなかったわけじゃないんですけれども、そういうことを小学生時代から楽しく嫌がら

ずにできるようなプログラミング教育を進めてまいりたいと思っています。いずれにしま

しても、あのー、それからコミュニティにつきましては、えー、少し例を話しますと、都

市部に近い町のコミュニティスクールっていうのはですね、非常にあのー何か学校が協力

をお願いしてもですね、えー、お母さん方が職業を持たず主婦としておられて、すぐに何

曜日の午前でもと、協力できるよというのは地域っていうのは結構都市部ではあるんです

ね。ところがなかなか本町の場合には多くのお母さん方お父さん方働いていらっしゃるっ

ていう事の中で、色んなことのお願いがシルバー高齢者の方々にお願いせざるを得ない、

あるいは東広島に行けば大学生の協力を得るというふうなことがあるんですが、大学生は

いても家から通っていないというふうなことで、なかなかあのー、子ども達に近い状況の

人たちを得にくいというのが本町の難しい部分です。あのー、まさに、コミュニティス

クールってどこまでいってるかと言いましたら、美化部っていうのが何かって言ったら、

地域があげて学校の美化に取り組む、早く言えば草取りでございますね、そういうふうな

こと。それから地域として、英語教育に手伝うと、海外経験のある、えー、ご主人につい

て海外に行っていた奥さんが英語が堪能であるという事で、いつでも英語の指導に手伝え

るというふうなのが都市部の環境なんですね。そういうものが無い人材、そういうものが

無い中でどうやっていくかというのもですね、やはり難しい部分があります。あのー、

色々と条件は厳しい、決してですね小規模だから先生が楽だというふうに私は思ってない

んですね。小規模だから一人で全部やらなきゃいけない、いう点ではですね、非常に先生

方は厳しい。若い先生も色んなことをしなきゃいけない、いう点ではですね、小規模の、

また複式では２つの授業をするという厳しい環境もありますので、そこらも逆にご理解い

ただければありがたいと思います。すみません、答えになりません。よろしくお願いしま

す。 

○矢立孝彦議長 

 冨永議員。 

○冨永豊議員 

 あのー、最後ですけど、あのー、期待するしかないんですけど、やはり安芸太田町の環

境を考えたときに、やはり子供たちにね、一番は子供たちの未来に対しての考え方ってい

うのを持てるようなやっぱり環境づくりっていうのは行政もですけど、教育の時からやっ

て頂けなければ、やはりふるさとを振り返ることもないと思うんです。あのときにこうい

うことを習ったから地域に帰ってみようだとかいうものの育て方というのをね、期待して

おりますので。終わります。 
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○矢立孝彦議長 

 以上で冨永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 

 ご起立願います。一同互礼。 

午後３時50分散会 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


