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平成３０年第５回定例会 

（平成３０年９月５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。なお、本日は加計高等学校３年生の生徒の皆さんが、公民の授業で傍聴に来られ

ています。傍聴席の定員を超えますので、二組に分かれて傍聴されますが、一般質問の一

人目が終わった時点で休憩を取り、生徒の皆さんの入れ替えを行いますので、皆様ご了承

ください。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第１．一般質問 

 

○矢立孝彦議長   

日程第１、一般質問を行います。昨日に引き続き、通告に従って順次発言を許します。

５番、末田健治議員。 

○末田健治議員 

 おはようございます。５番、末田健治でございます。えー、本日は広島県立加計高等学

校の３年生の生徒の皆さんを迎えまして、一番目の質問をさせていただきますが、昨日は

ちょうど台風の襲来によりまして休校となりました。えー、昨日のトップバッターの方は、

教育についてとりわけ加計高等学校への支援についての質問が中心だったわけですが、

えー、そういう意味では今日に日にちが変わりましたので、ちょっと残念でございますが、

お許しをいただきたいというふうに思っております。質問の前に去る６月６日午後８時頃、

砂ヶ瀬沖国道 191 号線を勤務を終え帰宅途中の加計高等学校の先生が、がけ崩れに巻き込

まれ、亡くなられました。熱心な指導で生徒さんからの信頼も大変厚かったと聞いており

ます。ご家族の方の心情を思いますと、言葉も見つかりません。心からお悔やみを申し上

げます。えー、また７月６日、西日本各地に平成最大と言われる豪雨災害が発生いたしま

した。県内では最も多くの方が亡くなられましたし、未だ行方不明者の方もおられます。

お悔やみを申し上げますとともに、被災者の皆様にお見舞いを申し上げます。そして、

１日も早い復興を願うものでございます。えー、私が、加計高等学校卒業しましたのは昭

和 43 年で、当時は家政科、農業科、林業科、普通科とありまして、全校生徒は 650 名く

らいいたと思います。クラス対抗駅伝大会や、校内マラソン大会などがあり、私も加計の

町を駅伝のランナーとして走った記憶もあります。国鉄可部線はその年、三段峡まで延伸

され、加計駅は高校生や通勤の方で大変にぎわっていたものであります。卒業後は広島の

林業関係の会社に就職し、当時の国鉄可部線で広島市内まで２年間通勤をしておりました。

その後加計に戻り、昭和 47 年に、旧加計町役場に就職いたしました。ちょうど今卒業後

50 年になろうとしております。この間には消防団活動や青年団活動を行い、わけても神楽

団での活動は今年で 46 年になります。さすがにこの年齢になりますと、なかなか戦力と

いう事にはなりませんが、幸いにも今日来ていただいた３年生の皆さんの中にも神楽の伝

承活動を中心で担ってくれてもいますし、各地の神楽団で活動している皆さんを知ってお

ります。地域の伝統芸能をつなぐ大きな役割を果たしてくれており、これからも伝承活動

をよろしくお願いいたします。また皆さんは、町が行います町内の様々なイベントも手伝

ってもらっておりますことを承知をしております。この場を借りていつもありがとうとお

礼を申し上げます。私は安芸太田町議会議員に立候補した大きな理由は、この町を次の世

代に安心して託せる町づくりを進める必要があると強く感じたためであり、津浪振興会の

代表としても次の世代に託せる地域づくりを目指して取り組んでいますが、町づくりは地

域と一体になって取り組むという形ができないと、なかなか進まないと思ったからであり
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ます。従ってこれまでの一般質問は町づくりの基本、つまり骨格について、何度か角度を

変えて質問いたしました。小坂町長からの答弁を聞きますと、未だ何をされようとしてい

るのかわからないのは私だけでしょうか。何より町民の皆さんからは、町を変えるという

姿勢が全く伝わらないという声がもっぱら聞こえてまいります。町長はこの声をどう受け

止めておられますか。そこで質問の１点目です。第二次安芸太田町長期総合開発計画は、

平成 27 年度策定し、４年目になります。夢と誇りを持てる未来につながる町づくりを目

指してと町長は策定の抱負を述べられております。小坂町長の任期は残り２年。任期中、

重点施策は何をされようとしたのでしょうか。また任期後半に向けての戦略は何をされよ

うとしているのか、その考えを伺います。具体的には長期総合計画にあります町づくりの

基本方向についての評価はいかがですか。２番目、リーディング施策の評価はいかがです

か。３つ目、分野別計画の評価はいかがですか。以上について伺います。 

○矢立孝彦議長 

 企画課、二見課長。 

○二見重幸企画課長 

 はい、第二次安芸太田町長期総合計画の中間総括と申しますか、評価について答弁をさ

せていただきます。まず施策評価で、長期総合計画でございますが、平成 27 年度を始期

とする第二次長期総合計画につきましては、これの基本構想を平成 36 年までの 10 年間、

それから前期の基本計画を平成 31 年度までの５年間と位置付けをしております。平成 32

年度からは後期の基本計画の実施に入ることから、来年度は後期の基本計画を策定する必

要がございます。現在庁内のプロジェクトを立ち上げの準備を進めております。その中で

策定方法の検討等に入ったところでございます。また平成 29 年度に実施をいたしました

施策の評価につきましては、まち・ひと・しごと創生総合戦略に計上する施策に関して、

６月から７月にかけて、各課における自己評価、庁内の施策評価検討チームによる評価を

行うとともに、外部委員を含むまち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議に評価の内容を

報告し、意見を頂いたところでございます。この評価の内容でございますが、昨年度まで

は個別施策単位の評価を行っておりましたが、今年度は、個別施策にひもづく主な事業に

ついても、評価を行い、その事業の有効性や課題について検討を行ったところでございま

す。これは、来年度予定しております、長期総合計画の後期基本計画これの策定の際に、

前期の基本計画の評価を行うために、今回試行的に行ったものでありまして、施策評価の

あり方についても現在、検討、研究を進めているところでございます。えー、評価の中身

でございますが、リーディング施策につきましては長期総合計画の主な施策を束ねた総合

施策でありまして、その施策をまち・ひと・しごと創生総合戦略に取り込んでおりますこ

とから、総合戦略の進捗評価が、リーディング施策の評価になると考えておるところでご

ざいます。総合戦略のＫＰＩ、重要業績評価指標は、48 項目ございます。平成 29 年度の

終了時点におきまして、48 指標のうち、中間目標の値を達成している指標は、15 指標、

中間目標に達してはいないが上向きに推移している指標は、８指標。数値設定時点よりも

下向きに推移している指標は、17 指標ございます。それからアンケート調査等のスコアを

指標としており、中間測定ができない指標が、８指標となっておるところでございます。

具体的には、目標を達成している項目につきましては祇園坊柿の販売額が 2,567 万円の中

間目標に対して、2,583 万４千円に達成しておるとか、それから町内産木材販売額が

3,000 万円の中間目標に対して、3,619 万９千円販売額を達成しておるなどがございます。

中間目標値に達していないが上向きに推移している指標につきましては、森林セラピーの

体験者数でありますとか、教育旅行、民泊体験者数がこれに挙げられます。えー、数値設

定よりも下向きに推移している指標につきましては、えー、観光消費額あるいは水稲作付

面積等が挙げられるところでございます。リーディング施策のうち、仕組みづくりとして

位置付けている事業で、地域商社の事業でありますとか生涯活躍のまちの形成事業、こち

らにつきましては、29 年度までに、骨格づくりを進めることができたと考えております。

今後はこちらの具体的な取組みを進めるなかで、目標数値の達成でありますとか、それか



- 5 - 

 

ら住民満足度の向上、こちらにつながっていく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 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 はい、先ほど担当の方より現在取り組んでおりますことの成果あるいは私どもの評価に

ついてご報告をさせていただきました。また質問の中にありましたように、あと任期が

２年である、何をしとるのかよく伝わっていないというご質問がございました。あと２年

というスケジュール感は今私の中にはございません。先ほど担当の方が申しましたように、

10 年スパンあるいは前期の５年という取り組みを今一生懸命取り組んでおるところでござ

います。そして何をしとるかよくわからないというご質問でございましたが、私たちの行

政の事業執行にあたりましては、計画を基に、その計画は町民の皆さんの意見を聞きなが

ら、町民の皆さんと一緒に自立し、共に実現をしていく計画でございます。その計画を先

ほど申しますように現在は第二次の長期総合計画という形で表現をしております。それに

至るまでには新しく安芸太田町が誕生するに至りました旧加計、筒賀、戸河内、それぞれ

の地域の皆さんが集まられて、安芸太田町の町がどのような町にしていこうかという新町

建設計画をたてて頂いております。新町建設計画を基本に合併して平成 17 年からの 10 年

間、第一次の長期総合計画を取り組みました。そして現在先ほど申しましたように、第二

次の長期総合計画でございます。そして第一次の総合計画の具体的な施策の展開をする方

策として、未来戦略会議の提言という形で具体的な施策を掲げて取り組みをしました。今

日は、その長期、第二次の長期総合計画の具体的な施策の展開として、まち・ひと・しご

と創生総合戦略に取り組んでおるところでございます。このまち・ひと・しごと総合戦略

は国の進めるいわゆる過疎地、中山間地等々の課題解消の取り組みの大きなエネルギーに

なるものでございます。そして広島県におかれましても、中山間地振興条例を定めて、中

山間地の振興に力を入れていくという取り組みを今していただいておることと、我々は連

動し、また呼応しあいながら、町づくりを今進めておるところでございます。えー、今日、

日本全体で人口が減るというような状況の中で私ども中山間地におきましても、人口の減

少それに伴う過疎化また原因であります少子化、その解決が大きなものでございます。し

かしながらやはりこの地域、この山、あるいは川、田畑を私たちは次の世代に申し送る必

要があるし、その責任があるところでございます。その中で、やはり先ほど申しましたよ

うな各種事業を展開しながら、それを進めていきたい。それともう一つはやはりこの地域

にある素晴らしい景観、素晴らしい自然をですね、やはり私達だけのものではなしに、都

会の皆さんにとりましても、魅力あるまた価値のあるもの、いわゆる国民の共有の財産と

して我々の地域の素晴らしさを伝えていき、都市の皆さんの力を合わせて地域振興に取り

組みたいと思います。言いたいことは都市の過密と我々の課題である過疎、それをイーブ

ンにする地域づくり、そこにはやはり若い方々に住んでいただける魅力ある町づくりをす

る必要があろうと思っているところでございます。その具体的な例としましては、先ほど

の項目がございますが、基本的な考え方とするのは、やはり地域には素晴らしい自然があ

り、豊かな自然があり、素晴らしい景観があり、また先ほどご質問にありましたように神

楽などの伝統文化もあります。またこの豊かな森林資源もございます。そうしたことをも

う一度原点に返り経済活動に結び付け情報発信をし、多くの方々に魅力ある地域として取

り組みをしております。そうしたふうな取り組みを町民の皆さんと一緒にするというのが

一つの方策のことになっておりまして、そうしたふうな取り組みに町民の皆さんが自ら主

体的に参加をしていただくことで、やはりこの地域の魅力を再認識していただき、また地

域の情報をより細かく発信していただける取り組みになっております。加計高校の皆さん

にもボランティア活動という事で私達の協働の町づくりのメインテーマ、大きな事業であ

りますしわいマラソンでありましたり、またウォーキング大会等々、各種のイベントにボ

ランティアとして参加をいただき、またそれを通じてですね、より安芸太田町の魅力を再
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認識をしていただけるものと喜んでおりますし、またそういった活動に感謝申し上げるも

のでございます。まず１回目の答弁はそのようにさせていただきます。 

○矢立孝彦議長 

 末田議員。 

○末田健治議員 

 えー、あのー、担当課及び町長の方から答弁がございましたが、まぁ私がだいたい予想

した答弁だっと思うんですが、要はですね、冒頭言いましたように、町民の方がどう受け

止めておられるかという事が大事だと思うんです。町長の答弁はそつなく答えられており

ますが、町民の方が実際にそれがそのように実感として町長が言われたようなことが実感

として受け止めておられるのであれば、えー、声は出てこないんではないか。そこは、そ

こが、私は町づくりのうえで最も大事なところではないかなというふうに思います。分野

別計画の評価の中で、将来の人口予測、この第二次安芸太田町長期総合計画の中に人口予

測があります。町民の皆さんにはこれが縮小版ですか、要約版ですね、要約版が出ており

ますので、しかしそれはですね、あのー、私も協働の町づくりの冊子の時に、以前にも発

言いたしましたように、要約版にしてもせっかく作ったものをもって町民の皆さんにこれ

を第二次長期総合計画を作りました。これをぜひ聞いてくださいと言うて持って歩かない

とですね、せっかく皆さんが時間をかけて作って、その要約版もできたものが、えー、お

そらく各家庭に配られて３日くらいはテーブルの上にあったかもわかりません。４日目か

らは、あのー、おそらくゴミ箱ですよ。そこが私はあのー、町づくりの中で最も私が大事

にしてもらいたいというのがそこなんです。要はできたものをやはり呼ばれていくのでは

なくて、自ら出向き、大人数が行く必要はありません。記録をする人がおればいいだけで

あって、それをもって説明をすればもっと協働の町づくり、素晴らしい町づくりができて

いくのではないか。広島市のように 120 万人も人口がおる町では、それはなかなかできま

せんが、安芸太田町は 6,400 人をきろうとしている人口ですから、私は十分可能、できる

ことだと思います。将来の人口予測、平成 36 年で 5,800 人を目指す。昨日の答弁の中で

予測よりは若干上回っておるということがございましたが、私は若い人がどれだけこの町

で活動してもらっておるかという事が、あのー大事だというふうに思います。人口減少の

中でも、えー、出生数は近年非常に下がってきておるという事が問題でして、それが将来

的には加計高校の入学数に影響をしてくるわけですから、そこはもっとも大事にしていた

だきたいというふうに思います。山県署の隣に定住住宅 30 年間土地代がただ、2,600 万も

建築費用助成をされました。これの成果がですね、どのようにあったかというところも私

は聞きたいというふうに思います。子育ての支援、子育てにかかる医療費、保育料、経済

的負担を軽減し、子育てしやすい環境の充実を図りますとあります。他のことは良いです

から、この部分だけでも後程答弁をいただきたいと思います。安全な道路づくりと管理を

行う、191 号線砂ヶ瀬沖崩落のその後は、どういう対応をされ、そしてこの町を安全な町

にどのようにされようとしているか。私がプラットホーム、津浪にありますプラットホー

ムで、えー、まぁ従事をしておりますと、えー、観光の人が、まぁ観光目当てと言います

か、そういう方がたくさん来られます。どこまで行かれますかとすぐ聞きます。えー、自

転車の人はですね、半分くらいがよしおの鯛焼きに行って、そこで甘いものを取ってまた

帰りますという方が半分くらいおられます。ちょっとレベルの高い方は、温井ダムまで行

きます、あるいは筒賀を経由してえー、湯来に回って、帰りますという方もおられます。

中には浜田まで行くという方もおられます。そういうふうに、安芸太田町の自然を求めて

こられる方が非常に多くあるわけでして、そのためにはですね、自転車のサイクリングの

方も言われますが、もう少し安全に来られると、大変助かると。道幅が狭いという事がよ

く言われます。町づくりをするうえで、えー、入ってくる道をですね安全に通行してもら

うという事が、将来にわたって安芸太田町の観光の振興を図ったり、あるいは通行の安全

を図るという事はですね、非常に私は町づくりの中で、大事な部分だというふうに思いま

すので、まぁ今後の取り組みに期待をいたします。えーと、ここに、これはですね、９月
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４日付で中国新聞に出た記事であります。これは鳥取県の日南町、中国山地の林業を支え

る人材育成、来春学校を開校するとあります。この林業に関する、関係する専門学的学校

というのは中国地方では２カ所目と記事にはありますし、町立では全国初とあります。私

は、観光協会の看板の件しかり、町長あまりにも小さなことに目が向いているのではない

かなというところが大変気がかりであります。大所高所から判断しまして、して、平均点

の施策を今やっても私は仕方ないと思います。加計高校の生徒の皆さんが、この町に残り

頑張ろうと思える町づくりに期待をしておるわけでありまして、町の今後の考え方を再度

伺います。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 あのー、計画は先ほど説明するような形で立てて、それを受け折に町づくりを進めてい

く。そのことを町民の皆さんにどれほど伝えることができておるかというご質問でござい

ます。これは以前にもいただいたご質問でございますし、また私どももご指摘と受け止め

その改善について方策を今取り組みを始めておるところでございますが、まだまだ十分な

ことに至っておりません。引き続きまして協働の町づくりをするという観点からも含めま

して町民の皆さんに我々の取り組みについてさらにご理解いただくような取り組みをした

く思っております。それとあのー子育て支援でございますけれども、これはまた今取り組

んでおる具体的な内容について担当の方より説明をさせていただきます。そうしたふうな

ことを含めて小さい町ながら若い方々においでいただきたいという取り組みはですね、か

なりのメニューをこなしておると認識をしております。そういったふうなことで数年前で

すけれども、宝島という雑誌で評価をいただきました。広島県で一番住みに行きたい町と

いうのは、紙の上でございます。先ほどご指摘ありましたようにそうしたふうな施策の

数々を多くの方々に情報伝達することがまだ十分ではないという事を今課題として取り組

みを重ねておるところでございます。それとまたサイクリングにたくさんの方がおいでい

ただくという情報をいただきました。今北広島町と安芸太田町、また西部建設事務所安芸

太田出張所一緒になりまして先日山県サイクルイベントをいたしました。コースは豊平の

どんぐり村を出発しまして、鶉木を下って、かけはしへ入って、かけはしから温井ダムへ

あがって、オークガーデン、またあのーどんぐり村へ帰るというコースでございました。

そうしたふうな企画を通じる中でも、やはり私どもも自転車サイクルリストの方にたくさ

んおいでいただき、また安全で帰っていただきたいという意味で、江田島にはあのー自転

車がここには走る可能性が高いですよという側道が青い線が引いてあります。その青い線

をですね、ぜひとも先ほどのような三者が一緒になって、県の方へ要望を重ねていき、実

現し、道幅を広くするということはなかなかではございますけれども、一つでも安全な対

策になればという取り組みをしておるところでございます。そのほかご質問いただきまし

た具体的なことにつきましては、担当の方より追加の説明をさせていただきます。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 あのー、ちょっとたくさんありますんで、担当というより私の方から全体的に。あのー

安芸太田町子育て支援につきましては 18 歳までの医療費の無料化でありますとか、保育

所の二子以降の保育料の無料化等々、県内でもトップクラスの子育て支援をしておるとい

うふうに自負しておるところでございます。個々の施策につきましては、色々評価はござ

いますが、あのー定住アパートでありますとか、そういった分も定住人口の増加に一定の

成果を上げてるんじゃないかというふうに自負しておるところでございます。加計高校の

支援につきましても昨日質問ございましたが、今後あのー生徒寮の充実でありますとか、

そういったものを多方面から検討する中で、入学者数の増加を図って参りたいというふう
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に思いますんでまた議会の皆さんとも十分議論しながら、町づくりを進めて参りたいと思

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 

 えー、先ほど言いましたように、町長には大所高所から判断をして、平均点ではなくて

やはりこの町で光るものを、これをやはり目指してもらいたい、このように思っておりま

す。１点目の質問を終わります。質問の２点目でございます。修道診療所は当初、久賀先

生から診療が始まり、その後清水先生に引き継がれ、修道地区の医療体制が守られてまい

りました。えー、清水先生が病気になられ、えー、その医療を受けられておりました住民

の皆さんは今大変まぁ苦慮されております。もちろん、えー、通院、診療を受けられる方

はですね、無くなったからといって我慢はできませんので、えー近くのえーと近くの病院

に行かれたり、あるいは町の方の病院に行かれてるという形で対応されております。えー、

安芸太田町として、えー無医地区状態の修道地域の住民の皆さんをどのような形で、えー

守るのか。あるいはどのような対応が可能なのか。町の、まちの考え方を伺います。 

○矢立孝彦議長 

 健康づくり課、栗栖課長。 

○栗栖浩司健康づくり課長 

 はい、失礼します。えー質問のありました町としての修道診療所の再開すべきであるが、

町の考えを問うという事ですが、えー、清水医院の修道診療所は、経営されていた清水医

院の都合により平成 30 年４月をもって閉鎖となりました。また清水医院坪野診療所につ

いてもですね、清水医師の健康上の都合により本年８月から休院となっています。診療所、

修道の診療所の閉鎖に至る経緯については、清水医師へ伺ったところ、地域の人口も減り

診療所で診療を受けられる方も少なくなり、清水医院としての経営が困難であること。清

水医師自身の身体的な問題とのことで閉鎖に至ったという事でした。えー、ちなみにです

が、国保、また後期被保険者のデータだけではありますが、修道診療所が閉鎖される直近

３ヶ月の受診件数は月平均で３件でした。このような状況で経営できる状況ではなかった

のではないかと推察されます。修道診療所は、各関係者の働きかけにより昭和 58 年度に

修道老人集会所の増築工事を行い、清水医院修道診療所として開設されたものではありま

すが、地域人口の減少、受診医療機関の多様化など利用者が激減しており経営が困難であ

ったと思われます。また、安芸太田病院でも医師不足の問題を抱えている状況で、地域医

療を支えて来て頂いた他の医療機関においても後継者の問題などを抱えておられます。こ

のような状況で新たな医師による再開は困難であると考えております。あのー、その後で

すが、清水医院坪野診療所もですね清水医師の体調の急変により８月をもって休院となり

修道地域や周辺地域の方は苦慮されていると推察しますが、清水医院で診察を受けていた

方々は近隣の林クリニックまたは安芸太田病院などで受け入れてもらうとともに、清水医

院においても情報提供などを行うなどのできる限りの対応をしてもらっております。本町

のように平野部が少なく山々に遮られ、少数の集落が分散して立地している現状では、効

率的な各種サービスの提供には支障が多く、修道地区に限らず、国の定める無医地区若し

くは無医地区に準じる地区となるところも町内には点在しております。修道地域という一

地域の問題ではなく町全体の直面する課題と考えていかなくてはならないと思っておりま

す。交通の発達に伴い医療圏の広域化が進んでいる今日、公設の安芸太田病院を核に医療

サービスの提供の在り方について、住民の方々の要望に沿い検討しなくてはなりませんが、

経営面も考慮しなくては持続も困難であるということも事実です。従来行われていたへき

地患者輸送車の運行、訪問診療の充実や巡回型診療バスの運行も一つの方法としてはあり

ますが、経費的な問題や医師が不足している現状において、医療機関の存続を含め、それ

らの方法が可能であるか今後検討を重ねる必要があると考えております。以上です。 

○矢立孝彦議長 
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 末田議員。 

○末田健治議員 

 空谷修道診療所が関係してます。空谷地域のある住民の方の声であります。この年にな

り安芸太田病院には、現在運転もできないので、えー、そのたんび、息子に送迎してもら

っているが、修道地区から安芸太田病院までは、所要時間がかかり、体力的に大変きつい。

近くで診療できればありがたいのだがと話しておられます。えー、確かにあのー、清水先

生が地域で非常にあのー頑張って頂いたおかげでその地域の医療体制が何とかまぁかろう

じて守られてきたということでありますが、今現状ではえー、今紹介した声のような方が

ですね、居られるわけでして、町内にはこのような高齢者で運転もできない、通院も大変

という方がですね多数おられるという事が、推測できます。今後においては先ほど答弁も

ありましたように、何らかの体制を取り、住民の健康を守る、医療体制を守るという事を

ですね、ぜひ継続して検討していただきたいという事を申し上げておきます。質問２番目

は以上で終わります。えー、次に質問の３です。えー、安芸太田町スポーツサーキット構

想はご承知のとおり、安芸太田町の自然資源を活用したしわいマラソンを始め、各スポー

ツイベントはどの大会も選手からの評価が高く、参加者も非常に多いというふうに私も把

握しております。特に恐羅漢を走ります恐羅漢トレイルｉｎ安芸太田については、西日本

規模ではなかなかこのようなコースでの大会がないという事で、選手にとってもポイント

となる大会であり、大変好評であるというふうに思っております。聞いております。その

各スポーツイベントによる経済効果というのは安芸太田町にとって大変重要であり、えー

これを確実に実行してこそ自然の資源を活かした観光資源が図られると思います。今後各

スポーツイベントに確実に関わり、推進すべきと考えますが町長の考えはいかがでしょう

か。 

○矢立孝彦議長 

 商工観光課、片山課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 はい、議員よりご提言のありましたスポーツサーキット構想並びにスポーツイベントに

おける町との、 

町の関わり方という事に対しまして、現在の所のですね考え方なり感想を述べたいと思っ

ておるところでございます。このスポーツサーキット構想につきましては、昨年度策定を

いたしました安芸太田町観光振興基本計画の中でいただきました意見の中にも、えー、ご

ざいまして、一昨年に提言いただいた部分の一つにもありますし、えー、現在地域おこし

協力隊員である方の活動の一環の将来構想として、えー、地域づくり課を通しまして、本

課の方も把握をしている内容でございます。今年度従来から今年で９回目を迎えますしわ

いマラソンもございますし、３回目を迎えました恐羅漢トレイル、そして夏に行われまし

たアクアスロン、それから今後予定されておりますヴァーチカルレースこれは冬になりま

すけれども、この２件については、まぁ試行というような事でも伺っているところでござ

います。まぁそういった年間四季を通じましたスポーツサーキットを中心としました町外

の方の競技者を迎え、そういった意味で議員さん、５番議員からもございました経済的な

効果、あるいは集客力、これにつきましては、ある一定の評価を町としてもさせていただ

く部分ではございますけれども、スポーツイベント以外でも町内各地で行われております

各種イベントにつきましては、その歴史、文化、自然環境等を活かしまして、それぞれに

活動されているところでございますし、その地域、団体等から、スタッフが不足する場合

には、町の方に派遣依頼等がございます。総務課等も通じまして各課の方に、商工の方で

足りなければですね、派遣依頼をさせていただいておるところでございますし、また一部

につきましては、事務局としてそのイベントを中心として関係団体の方に調整を行いなが

ら開催をしているイベントもあるところでございます。側面的には収支計画に基づく予算

化された補助金として、色んなイベントを助成しているところでもございます。こうしま

した色々なイベントにつきまして、町との関わり方という事でございますけれども、まぁ
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コスト面、あるいは人員的な面も色々とございます。議員ご提言のありました経済的な効

果と言ったこともございます。一方で、えー、なかなか具体的に、えー、過去の観光協会、

吉田局長時代にもですね、このイベントの内容についての色んな見直しとかいうようなと

ころもされてきた経緯もございますけれども、内容についてなかなか検討が難しい部分も

あったという事で、お聞きしているところでございます。また今年度試行されます２件の

イベントにつきましても、まだ今からという事もありますので、全体的な年間の評価等に

ついては、現時点ではトータルの評価をできないというところもありますので、それにつ

きましてはご了解いただきたいと考えているところでございます。また経済的効果等々ご

ざいますけれども、一方で色んなイベントにつきましては社会的効果それから環境効果と

いうような３面で評価をする指標というのがあるというふうに伺っているところでござい

ます。経済的効果はご承知のとおり、参加される方の負担されるあるいは地域の中で色ん

な産品を買われるそういった消費の経済的な効果のことを指します。社会的効果という面

につきましては、本日来ていただいている高校生のボランティアあるいは地域をあげて地

域の方がこの地域に誇りを持ち、このイベントに誇りを持ちといった社会的効果のことを

指すというふうに伺っております。で、３つ目は、環境効果という事でございます。えー、

まぁ多くの大きなイベント例えばオリンピック等でもございますが、環境への負荷という

ようなマイナーな面もありますが、それに配慮したという事が過去の北京オリンピック

等々でも、クリーンイベントというような事で言われているところでございます。何を申

しますかと言いますと、今の３つの項目のですね共通項目として、指標として、丸円に書

きますと、その三角のところですね、それがそのイベント自体の継続的な効果というよう

な指標として表れているというものでございます。縷々申しましたように、地域住民の方

の理解、あるいはイベントボランティアの理解を通じまして色んなイベントが成り立って

いるわけでございますので、そういった方と綿密な打ち合わせあるいは調整が必要である

というふうに思っておりますし、当然そのボランティアあるいは受け入れの皆さんがです

ね、笑顔でお客さんにあたっていただくという事が一番でございますし、しわいマラソン

においても、そういったランナーの評価につながっている部分であろうというふうに考え

ております。この為、色んなイベント、町の先ほどの施策評価の中でも観光消費額が低下

している、まぁ近年の安近短、そういったことでなかなか経済効果が難しい分野ではござ

いますけれども、色んな今年度も含めまして施策を展開する中でイベントも含め、えー、

鋭意努力をしていくこととしているところでございますが、町としまして、このイベント、

スポーツイベントに関しまして、取りたてて際立って注視してということとなる段階には

まだ至ってないというふうに考えておりますので、他のイベントと同じように、校正公平

な視点で関わっていきたいというふうに考えております。商工観光課からは以上でござい

ます。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 あのー、スポーツサーキット等発想的にはよく理解できるんですが、町としましては、

しわいマラソンは町が実行委員会の中に入って自主的にやっているという状況がございま

すが、他の３つについては今年度実施した部分もありますが、来年度以降の関わり方につ

いて再度検討するという事を団体の方にも申し上げておりますので、来年度に向けた体制

をまた明確にしてまいりたいというふうに思います。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 末田議員。 

○末田健治議員 

 少し細かいことを聞くんですが、えーと、しわいマラソンは顧問、恐羅漢トレイルｉｎ

安芸太田は顧問、町長がですよ。職員の大会への関わり方、ボランティアまたは職務とい

うふうに把握しております。えー、町補助金については、しわいマラソンが 120 万に対し
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て、恐羅漢トレイルは０となっております。えー、先ほど副町長からもありましたし、担

当課長からもありましたが、今後のイベントへの協力体制というのは現時点ではどのよう

に考えておられますか。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 あのー、今年度第９回を迎えますしわいマラソンにつきましては今まで通り町の方とし

て、まぁ参加者の関係があるんで、補助金のことはどうなるかわかりませんが、今年度も

予算化いたしております。他の３つのイベント、試行も含めてあるんですが、それにつき

ましては、来年度に向けた町の関わり方を再度方針を示してまいりたいというふうに思い

ます。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 末田議員。 

○末田健治議員 

 ３回目になりますので、えーとですね、町長にちょっと聞きますが、しわいマラソンを

なんか顧問を辞められるというふうなことを私はちょっと耳にしたんですが、それは事実

であるのかないのか、ちょっと後程お答えください。それから観光協会解散後の各取り組

みについて地域商社が担っておられるというふうに理解をしております。えー、先ほど副

町長からもありました、安芸太田町スポーツサーキット構想、これには恐羅漢ヴァーチカ

ルラン、龍姫湖アクアスロンｉｎ温井ダム、広島恐羅漢トレイルｉｎ安芸太田、安芸太田

しわいマラソン、というふうに計画がされております。まぁ構想があります。これについ

て事務局体制について木村氏に要請することもできるのではないか。そしてこのスポーツ

サーキット構想が、えー、実行できていくのではないかなというふうに思いますが、最後

の質問でございます。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 はい、あのー、今、ご質問いただいております各スポーツイベント、このスポーツイベ

ントのみならず私たちの地域が、地域の素晴らしさをですねいろんな形で情報発信をし、

多くの方においでいただき、地域の魅力を再認識いただく。そうした中でやはりこの地域

で生活してみようというような定住にですね、結びつくことまでを考えながら色んなイベ

ントをしておるところでございます。まぁそうした中で、新しくスポーツサーキットとい

うお話をいただいておるところでございます。このスポーツサーキットは先ほど担当課長

が申しましたように、新しい企画として、地域おこし協力隊員の任務の一つとして取り組

んでくれておるものでございます。そうしたふうなことがですね、先ほど申しますように

交流促進、あるいは情報発信につながることを大きく期待するものではございますけれど

も、全てのことがまたその通りに実現できるかという一方での課題もございます。一つに

は運営に関わる予算、あるいは運営に関わるスタッフの数等々がありまして、全てのこと

について、予算にしろスタッフにしろ応じることが一つの課題として今新しいイベントに

ついて、そうした課題との摺合せを今したく思っているところでございます。またご質問

の中にありましたようにしわいマラソンの方の顧問を退くのかということではございます

が、あのー私の方から自ら退くというような意思は表示しておりません。まぁしわいマラ

ソンの実行委員会の方でですね、やはり町との関わりはもうある意味終わった、あるいは

ここでよろしいというような判断があるんでしたら、それはそうであろうかと思っておる

ところでございます。それとしわいマラソンはやはり安芸太田町の自慢できるイベントの

一つと認識をしております。先の質問でも答えさせていただきましたが、やはりその参加

に関わる方々、またその沿道で応援する方々、その方々の表情を見るときにですね、これ

は安芸太田町の元気の源の一つであると私は確信をしておるところでございます。そうい
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った意味あいにおきまして、町のある意味の財政的な支援、あるいは人的な支援を取り組

んでおるところでございますが、重ねてですが先ほど提案がありました、今提案があると

このスポーツサーキットについては、まだまだ検討の余地があるという事でお答えをさせ

ていただきます。それと地域商社が解散をされた観光協会の事業を継承しとるのかという

ご質問でございますが、基本的に地域商社の計画を進めておるときに、観光協会の解散と

いう情報はいただいておりませんでした。でありますので、地域商社は観光協会のお仕事

とは違う観点からむしろ観光協会の力を借りながらですね、目的を果たしていくという観

点で計画を進めているところでございます。で、今日の状況、観光協会が色々な状況の中

で解散をされて、やはり先ほど申しますように、行政が行政施策の一つとして大きく関わ

りを持っております事業については観光協会から地域商社の方に引き継いで業務を進めて

いる。その具体的な例がセラピー、森林セラピー。それと民泊についての業務を今やって

おりますし、道の駅の運営の指定管理をまた行政施策の大きな柱でございます。そうした

ことを地域商社が引き継いどるところでございますので、えー、繰り返しになりますけれ

ども、観光協会のお力を借りながら地域商社の目的を果たすというのが基本的なスタンス

でございます。 

○矢立孝彦議長 

 末田議員。 

○末田健治議員 

 えーとですね、私先ほどの質問で間違って聞いておったようです。えーと顧問の辞任と

いうのを私が聞きたいのは、恐羅漢トレイルｉｎ安芸太田のことでした。これあの訂正い

たします。ので、もし、答弁がお答えができれば後でお願いします。まぁ私はスポーツ

サーキット構想というのは先ほど言いましたように安芸太田町のこの資源を活かした取り

組みとして、えー、他の町では、えーなかなかできないものだというふうに思いますので、

ぜひこれはそのやはり一つでもやはりきらっと光るこの町の特徴を生かした取り組みとし

て必要だというふうに思っております。その時にやはり地域商社はえー、その一方ではそ

の側面的にその町の魅力を発信をする役割を担ってもらいたいという事を申し上げて私の

質問を終わります。 

○矢立孝彦議長 

 えー、４回目の答弁になります。簡潔にご答弁ください。小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 あのー、恐羅漢トレイルについて町長が顧問になっておるんですが、先般運営会社と話

をして、来年については顧問をしないというような事で、しわいマラソンを除いてあとの

３つのイベント等々、町がどのように関わっていくかというのはうちの町のあのー後援を

するかしないかの基準がございます。それにあてはめてもう少し丁寧に考えていかないと

安易にこう町長が冠おりますと、町がどっぷりつかってしまうという事がありますんで、

そこらを慎重に考えていきたいと思います。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 以上で末田議員の一般質問を終わります。しばらく休憩します。「５分程度入れ替えを

行います。」 

                 休憩   午前１１時 

                 再開   午前１１時１０分 

○矢立孝彦議長 

 休憩前に引き続き、一般質問を続けます。２番、田島清議員。 

○田島清議員 

 えー、２番田島清です。私、町会議員に昨年なりまして１年半年が来ようとしておりま

す。えー、私、選挙の公約に子ども達に誇れる町にというのを、えー、あげております。

えー、そういった意味で今日はまずあのー、子どもの教育についてという事で、えー、

１点目えー、質問をしていきたいと思います。えー、まず、えー、教育のＩＣＴ化につい
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てです。学校のＩＣＴ化は、えー、電子黒板を使い、学校無線ＬＡＮを導入、子ども１人

１台のタブレットパソコン、それを教室だけでなく校庭でも、体育館でも使い、教科書は

デジタル教科書、小規模校など遠隔通信テレビ会議方式の授業、さらに学習用ロボットの

導入も行われます。これらは日本の学校教育における大変革をもたらすものです。えー、

学校教育法の改正によると、えー、2018 年デジタル教科書の正式な教科書採用、2020 年

小学校、2021 年中学校という方針が出されているようです。えー、小規模校の我町にとっ

ては変革によるメリットには期待を寄せるものです。えー、反面、この大改革は準備期間

もなく始まろうとしているという事も不安を覚えるものです。大変革には、メリットだけ

でなく、デメリットやリスクが伴います。えー、対象は、えー子どもの教育です。子ども

の心身の健康を第一に最新の点検や配慮が必要と考えます。先月８月の臨時議会での議決

議案第53号では、財産取得として、えー、学校ＩＣＴ4,389万8,760円の議決をしており

ます。安芸太田町立小中学校ＩＣＴ整備は広島県でも先進自治体になると聞いております。

ＩＣＴ機器、スマホを含むの使用時間を１日２時間までにするなどのルール作りを明確に

すべきと考えます。えー、まず、えーそのための手法に、えー、大人の、えー、ＩＣＴ機

器の使用、特にですね家庭での使用などもですね含めて、えー、考えていく必要があるの

ではないかというふうなことも、えー考えております。えー、それでは質問の、えー、通

告の質問に入ります。えー、小中学校から始まるＩＣＴ化によって電子黒板、学校無線Ｌ

ＡＮ、１人１台のタブレット、教室だけでなく校庭、体育館でも使用される。子供のＩＴ、

ＶＤＴ症候群など健康と学力を脅かす懸念もあり、目、心身、健康に不調、子どもの近視

が増加、さらに目の不調から全身、睡眠障害やうつ症状を招くことが学会などにより報告

されています。文部科学省は子供への注意喚起や使用基準などの対応のないまま進めよう

としています。これまでの学校での衛生・保健・安全の基準では対応できないと考えるが、

安芸太田町の教職員を含めて健康と安全にどう対応するのか問います。 

○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、ではまず初めに担当課長としまして答弁を申し上げます。えー、今年度本町にお

いて導入を決定しておりますタブレット端末等に関してのご質問と捉え、お答えをさせて

いただきたいと思います。まず、今議員の方からお話がございましたＶＤＴ症候群という

ものでございますけれども、えー、ビジュアル ディスプレイ ターミナルス、ＶＤＴと

いうふうに、まぁＶＤＴ作業というような言われ方をしておりますけれども、この作業を

長時間続けたことにより、目や体、心に生じる症状というふうに言われております。別名、

テクノストレス眼症、ＩＴ眼症というような言われ方をしているようでございます。えー、

この症状につきましてはですね、厚生労働省において定めるガイドライン等にも載ってい

るものでございまして、症状として認識はされているものでございます。えー、まず学校

の実際の活用の部分につきまして、答弁申し上げます。今回タブレット端末機器等導入に

関しましては、まず学校ごとに各学級のですね、最大数の端末を１学級分揃えるというこ

とにさせていただいております。あのー全生徒揃えればよかったんですけれども、１学級

の最大値というものを揃えさせていただいております。ですから学校単位で申しますと、

１日当たりで端末が実際活用できる時間、まぁこれは図らずしもですね、授業時間数とし

ては２コマ程度、２時間程度という事になろうかと思います。このうち端末を使って実質

１授業行っていくということに関しましては、おそらくこの端末使用に関しましてはまぁ

１時間中だいたい 20 分くらい程度になるんではないかというような想定でございます。

えーと、この端末の使用にあたりましては、あのー具体的に申し上げますと、教員が１つ

のタブレットを持つ、例えばグループですとか、個人の児童生徒が手に持ってですね授業

を行っていくわけですけれども、えーこれらに関しまして議員の方からご指摘ありました

とおり今からのツールとしてですね、もう今や鉛筆やかつての黒板そういったものと同様

ななくてはならない必要なものというふうにはなってくると思います。その活用の方法で
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すけれども、授業中そのタブレット端末での作業、作業というかですね授業を行っていく。

当然先生の方へ注視をさせる時間帯も出てくるでしょうし、先生が話をする局面ではです

ね、それを児童生徒に聞かす、そういったときにはタブレット端末の管理用の先生の方の

管理用の端末で操作し、生徒側の方の端末使用ができなくする、ばってんが出てですね、

使用できなくするっていうような機能も付加させていただいているところでございます。

えー、今、以上のようなことからですね、連続しての使用というのは学校の中でのＩＣＴ

機器での使用というのは今現状においては想定はしておりません。えー、児童生徒のＶＤ

Ｔ症候群の発症については今のところ心配はないかなというふうに考えておるところでご

ざいます。えー、しかしながら先ほど議員ご指摘のとおりですね、ここ近年では、家庭で

のＰＣ、それから家庭用ゲーム機等の連続使用、スマートフォン所有の低年齢化というも

のがございます。むしろ家庭生活での使用が長時間化しているというふうに考えられ、

えー、このガイドラインにも書いてあるんですが、正しい姿勢や利用方法のルール決め等

ですね、家庭教育はもちろん今行っていただいているというふうに思っておりますけれど

も、えー、この補完といたしまして、学校教育現場でですね、こういう機器を活用します

から、指導という形としてやっていく必要があるというふうに考えております。で、議員

ご質問の最後にも教職員を含めてというような事もございました。ＰＣ作業という事で、

新たな端末導入によりですね、教員の方のＰＣ作業というのも当然増えてくるというよう

な事でのご質問じゃないかなというふうに察しております。実際の教材作成等にあたりま

しては、これを支援するアプリケーション等も付加をさせていただいております。可能な

限り教員の負担とならないように配慮してまいりたいと思います。えーむしろ現状では他

の調査回答ですとかですね、起案文書作成等で先生方は校務作業２時間を要してるという

ような実態があると思います。こうした部分に関しましても昨日働き方改革というお話が

ございましたけれども、そういった視点でですねご指摘あったところで業務改善も図って

いく必要があるのではないかと考えております。いずれにいたしましても、厚生労働省の

定めるガイドライン、これに準じた衛生管理に配慮しまして、えー現場管理職、校長や教

頭等にも周知指導を行いたいというふうに考えております。担当としては以上でございま

す。 

○矢立孝彦議長 

 教育委員会、二見教育長。 

○二見吉康教育長 

 今、担当の方からは具体的なところをお話しさせていただきましたが、やはり繰り返す

ようですけれども、えー、これからの時代、ＡＩ、いわゆる人工知能が我々の生活の大半

を担っていく時代がくるという中では、これから将来に生きていく人たちは、どうしても

このパソコン等々をですねある程度、えー、活用できる能力を持たざるを得ない、もうそ

ういう時代がすでに来ているという自覚を持つというふうに我々思っているところでござ

います。あのー、若干、あのー、国の方のスケジュールもずれてきていると思うんですけ

ど、デジタル教科書につきましては、当初は紙ベースの、いわゆる冊子になった教科書に

代わって電子の教科書というような事も想定されましたが、どうも併用というふうな事で、

一人一人が、えー、タブレットに入れて持ち歩くというふうな事にはまだならないようで

ございまして、おそらく教師用くらいでとどまるのが現実ではないかなと思っております。

それから、個人個人のタブレットになることによってのメリットという部分もございまし

て、例えば、現在の授業では、黒板にチョークで書いたり、ホワイトボードにマーカーで

書いたりする。これは後ろの方の子どもは読み切れない、遠くて見えないというような子

どももですね、先生がタブレットで提示することによって、手元で同じものが見える、あ

るいは弱視の子どもについては指で拡大して見れるっていうふうなことで、これまでにな

い、えー、いわゆる、えー、色んな意味で困ってる状況をですね克服できる利便もあると

いう点ではですね、そういうふうにデメリットだけではなくメリット部分しっかりと活か
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していくという事も我々は研究して活用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 

 田島議員。 

○田島清議員 

 はい、２時間以内ということで、答弁いただきました。なお、えー、この、えー、デジ

タル化、大変革ということでありますけれども、私が危惧するところというのは、私もあ

のー、えー、元加計町役場に勤務していた時代ですけれども、電算化の、えー、ちょうど

走りという事で、えー、まぁパソコンに慣れるためにという事で、休憩時間にはトランプ

ゲームをするとかいう事で、できるだけ馴染むようにという時代でした。で、えー、当初

旧式の、今のパソコンから比べるとかなり旧式の、えー、機械ですので、役場全体がです

ね、クラッシュするという形のものも何回か経験してですね、非常に、えー、怖い思いも

した経験があります。で、まぁあのー、パソコンが得意な方、そうでない方によってまた

職場でもですね色々弊害もあったことを記憶しております。そういう意味で今メリットの

点をあげていただきました。私もメリットの点については十分活かしていきたい、いただ

きたいというふうは思っております。ただ、今回のですね学校のＩＣＴ化という事でござ

いますので、えー、対象が子どもさんでございます。子どもという事でございますので特

に一人のですね犠牲と言いますか障害と言いますかね、そういうものが発生することもな

いようにですね、細心の注意を又はですね、あのー、視力の面で言いますと視力検査等を

ですね、えー、回数を増やすとかですね、そういった形のものでですね、あのー、えー、

パソコンが嫌いにならない、むしろ使いこなせるという、えー、形のもの、又ですね、こ

れ強制でありませんので先ほどありましたように、字が見えにくい方、拡大したりとかい

う機能も今はございますので、そういう意味での利用は十分できますけれども、従来の筆

記、フェイストゥーフェイスでの、えー、教育ですね、そういうものが大変重要になるん

ではないかと思います。特にですね先ほども少し申しましたけれども、えー、まぁ家庭内

の使用の方が非常にウェイトが高くなってきておると思います。あのー、アップルの創設

者の言葉にもあるんですけど、あのー、えー、自分の子どもにはですね、こういった端末

は使わせないというふうなこともコメントを出されております。またですね、えー、今朝

ほどの新聞にもありましたけれども、フランスでしたかね、あのー、学校での携帯等の端

末機器の使用を禁止するという法案をですね、出したとかいうふうなことも世界的な流れ

の中ではあるように聞いております。えー、そういった意味で、えー、この初めて、初め

てと言いますか、新しく取り組むこういった技術に対しては、細心の注意を払ってですね、

えー、取り組んでいただきたいという事で私のまず１点目の質問については終わりたいと

思います。続きまして、第２点目の質問でございます。こちらは災害のですね危機対応と

いう事で、えー、質問を挙げております。えー、昨日はですね台風 21 号によります災害

の今まで経験したことのないような恐怖、そういった今まで経験をしたことがないという

部分がですね、最近頻繁に起こっておるような状況であります。先般の７月の西日本にお

ける記録的な雨については広島県内のダムで水をためこむ機能が十分に発揮できなくなる

ケースが相次ぎ、えー、野呂川ダムの流入量と同じ量を流す緊急放流を実施、椋梨、福富

両ダム、東広島等でも、えー、過去最多の放流を実施、下流での流域が水につかる被害を

確認しております。安芸太田町においては、今回 100 年に一度の、一度以上となるまれな

雨量はなかったものの、上流には３つのダム湖があります。これらのダムの運用及びリス

ク情報伝達、危機管理体制の整備が急がれます。安芸太田町の所有する廃線敷きである鉄

橋の多くは本流である太田川にかかっております。えー、先の議会では 10 年を目途に撤

去方針が報告されました。えー、橋梁及び橋脚の撤去優先順位は、これから 100 年確率、

または 1000 年確率に対応すべきではないかと考えます。国土交通省作成の想定最大洪水

シュミレーションには、えー、加計高校付近の越流状況のシュミレーション画像も公開さ

れております。想定は太田川本流の洪水による、えー、浸水ですが、旧加計駅から山崎木
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坂への鉄橋が数分で飲み込まれるというショッキングなものです。この鉄橋は滝山川を横

断する形で太田川の合流点に位置し、現在の中央部は、えー、堆積の土石と雑木で橋脚も

見えない状態になっております。47 年の豪雨災害でも、加計高校グラウンドが流され、加

計駅の汽車も流されました。当時は梅雨末期の大雨が長く降り続いたもので、王泊観測所

においては２日間の雨量が 439 ミリを超え、滝山川には毎秒 400 トンを超える流れが発生

し、下流域へ大きな被害を与えました。先の広島県をはじめとした集中豪雨災害は局地的

に大量の雨が短時間降ったことが大きな被害をもたらしたとされています。えー、47 年災

害から 50 年が近づいております。本流の太田川の洪水も心配ですが滝山川水域に今回の

大量の降雨があったらどうでしょうか。温井ダムの建設以降、体育館前の河川整備は行わ

れましたが、太田川との合流点である鉄橋付近は、土石の堆積と雑木が大きくなって河川

の断面を小さくしています。山肌から流れ出た立木がこの鉄橋に阻まれた場合は被害はさ

らに大きくなるのではないかと考えます。被害想定区域には加計高校、加計認定こども園

あさひ、加計小学校、地域体験交流館かけはしなど主要施設が集中する地区でもあります。

また今年の夏、甲子園は 100 回大会で盛り上がりましたが、47 年の水害でグラウンドと野

球用具を流された加計高校野球部には、県内から野球ボールなどの被災支援がありました

が、えー、こういった経験をですね、同じ経験をさせないような施策が必要と考えます。

今できることを求めるものであります。それでは質問を読み上げます。１、町民が安心し

て暮らせる防災対策は。100 年に１度と言われる豪雨は県内各地で重大な被害をもたらし、

中でもダム下流域ではダムからの過大な放流により命と財産が一瞬にして奪われました。

関係者は怒り心頭の境地にあると報道されています。本町には立岩、王泊、温井の３つの

ダムがありますが、これらのダムの運用、リスク情報伝達など危機管理体制の整備が急務

ですが、現状及び教訓を踏まえての対応はどうか。２、太田川危険水位の見直しの現状は

どうか。先般国は 1000 年に１度の豪雨災害発生時の現状予測について、元加計駅付近で

７メートル、津都見付近で 22 メートルの水位が上がると公表、聞いた町民は驚嘆するば

かりでした。自治振興会会長会議でも、町に対する対応方針を求める声も出されたとのこ

とですが、情報発信することで町民が混乱すると、情報提供はしない方針だったと漏れ聞

いております。町防災会議も設置されていますが、どのような議論と情報化共有がなされ

ているのでしょうか。町民はどのように対応すればよいのか伺う。３番、元廃線敷きにあ

る鉄橋の撤去について。元鉄道廃線敷きにある鉄橋は、国土交通省から計画的撤去の要請

があり、町においては先の議会で撤去費用に関する調査を予算化しているところです。本

年３月末で廃止となった三江線沿線では、廃線跡地の無償譲渡案は市町の将来において負

担の財産となると賢明なる判断をされたと聞いています。新聞報道で国の撤去方針を知っ

た町民は財政負担など危惧しております。今後の対応方向と町民への説明はどうするのか。 

○矢立孝彦議長 

 総務課、栗栖課長。 

○栗栖一正総務課長 

 はい、あのー、町の防災対策について３点ご質問いただきました。えー、始めに１点目、

あのーダムの放流等に関しての部分、それから２点目の太田川の想定水位が新たに昨年公

表されましたが、この部分を総務課私の方で回答させていただきます。それではまず、あ

のー、７月の豪雨災害、呉市の野呂川ダム、それから愛媛県の大洲市、西予市の上流にあ

る２つの国土交通省のダムにおいて、これまで経験のない豪雨を受けて、安全とされる放

流量の数倍に相当する緊急放流が行われました。これによって、下流域で大規模な氾濫が

発生して、えー、住宅が浸水するとともに、えー、逃げ遅れ等による犠牲者が発生すると

いう痛ましい災害がありました。あのー、一般的に、あのー、ダムは、中電のダムのよう

に水力発電を目的とした、えー、発電ダム、それから上水、それから工業用水、灌漑用水

を目的とした利水ダム、下流域の洪水を防ぐことを目的として作られた治水ダムに大別を

されます。このうち、えー、温井ダムの場合は治水の部分、洪水を防ぐ部分、それから広

島市等への水の供給、それから工業用水の供給、それから発電という３つの機能を持つ多
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目的ダムとなっております。まぁ温井ダムの場合は、えー、先ほど申し上げましたような、

多目的ダム、治水機能を持っておりますので、毎年、出水期前には、水が、雨が多く降る

時期の前には、水位を極端に下げてポケットをつくって、梅雨であるとか、台風シーズン

に備えるというような洪水調節機能を持っております。一方、洪水調節機能を持たない、

えー、中電等の発電ダムの場合、これ中国電力が経営をされておりますけれども、出水期

前にはダム通警報説明会等を開催して、本町であるとか下流域の市町、県、警察等が参加

して意見交換、それから情報交換等を毎年開催しております。基本的にすべてのダムは、

個別にダム操作規程が定められております。利水ダム、発電ダムの場合は、国土交通省の

承認を得て運用されております。通常、温井ダム、中電、これは本町の場合ですが、温井

ダムそれから中電のダムも、通常大雨等により、えー、放流をする場合、１時間前には役

場の方にこれから、何時ごろからどのぐらいの量を放流を開始するというダム操作規定に

基づいた通報がございます。これはファックスで送られますけれども、確実にその後電話

で着信確認をするといったようなことがございます。また、大雨警報・洪水警報とか発表

されている場合は、毎正時、１時間ごとに流入量、放流量の状況、こういったものが確実

に報告されるとともに、想定以上の豪雨で流入量が増加すると、何時何分ごろから流入量

に相当する放流を開始しますという事も事前に連絡があります。えー、町の方はこの情報

を受けて、直ちに防災行政無線で下流域にあたる町民の皆さんにお知らせをしております。

このように、あのー、本町内のダムの町への情報伝達の部分は一応確実に実施されており

ますので本町内あるいはさらに上流域にある各種ダムにおいては、えー、まずこのダム操

作が適正に運用されておられ、今後もですねそういった運用をしていただけるものと認識

をしております。次にあのー1000 年に１度の災害規模の浸水想定のご指摘をいただきまし

た。昨年４月に国土交通省の方で 1000 年に１度の規模の雨が広島県西部で降った場合、

太田川流域の浸水状況のシミュレーションを公表、公開されました。太田川流域で考えら

れる最大規模の雨が降ったらどれくらい下流域で浸水するおそれがあるかを示したもので

す。太田川流域全体では２市２町、広島市、廿日市、安芸太田町、府中町で浸水面積は約

83 ㎢、影響区域内の人口が 59 万 7,200 人、浸水の深さが最も深い所で、安芸太田町の穴、

津都見で 24.3ｍといった被害が想定されております。このシミュレーションでは、太田川

流域で２日間に 763mm の雨が降ったとの想定で行われたわけなんですが、えー、この想定

そのものは、太田川の戦後の既往最大出水、最も水が出た平成 17 年の台風 14 号の時の

２日間で 260mm の３倍に当たるものです。この浸水想定では、安佐北区可部から安佐南区

西原にかけて５ｍ以上の浸水、下流域でも５ｍ以上の浸水、中心部も、広島市の紙屋町と

か基町も３ｍから５ｍ、本町では先ほど議員の方も言っていただきましたが、加計駅、旧

加計駅ですね、加計高校等でも７ｍを浸水と、ショッキングな被害想定でした。当然のこ

とながら、これほどの被害想定を公表するとなると、町民の皆様の生命身体財産を災害か

ら守る義務のある基礎自治体として、単に浸水想定だけの事実だけではなく、では避難経

路をどうするか、避難施設をどうするか、こういったことも防災対策も併せて示す必要が

あると考えております。ただ、津都見地域で 24ｍを越える浸水、これを、これだけの浸水

となると避難施設も避難経路も早くから水没をしてしまうわけですから、えー、こうなる

と現実的な対策をたてることが非常に難しいという判断をしております。結論としては、

これまでどおり、早め、早めの避難を呼びかけるしか対策としてはないというのが結論で

す。今回、発生確率 0.1％、まぁ 1000 年に１度ですから、0.1％になりますが、この浸水

想定を地域の皆様に説明しても、これはあまり現実的ではないと、新聞等にも報道はされ

ましたので、改めて地域への説明はしないという判断をさせていただいたというのが実情

です。ただ、可能性は小さくても、近年では想定外の気象現象が多発しております。他市

町の地域住民の皆さんへの説明例、伝達例等も参考にさせていただいて、今回の大規模浸

水想定に対する住民の皆様へのお伝えの仕方について、研究をさせていただきたいと思い

ます。また、あのー、防災会議においては、この 1000 年に１度の規模の豪雨による浸水

想定については、議題としては取り上げておりません。私からは以上です。 
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○矢立孝彦議長 

 総務課、河越主幹。 

○河越慶介総務課主幹 

 はい、それでは、あのー、続きまして３点目の旧ＪＲ橋梁の今後の取扱いにつきまして、

えー所管の財政管財担当よりお答えをさせていただきます。旧ＪＲ橋梁の撤去にかかりま

す今後の対応につきましては、４月の議会、全員協議会の方で現時点におきます町の考え

方や今後の取り組みの進め方について報告をさせていただき、これに基づき撤去工事の概

算積算に係る費用を６月定例議会において予算化いただいたところでございます。あらた

めて、昨今の状況、そして町の今後の対応に向けました考えを説明させていただきますと、

まず、現在の状況としまして、国土交通省太田川河川管理事務所から防災上の理由により

老朽化した鉄橋を速やかに撤去するよう指導を受けておりまして、具体的な整理案の提示

を求められております。で、旧ＪＲ橋梁につきましては、これまで他の用途に転用する方

法も検討してまいりましたが、将来に亘ります経費負担等を考慮しますと、このまま町で

維持し続けるのは極めて困難であると考えており、現在、計画的に橋梁を撤去する手段を

模索しているところでございますけれども、やはりネックとなるのは費用の捻出に係る部

分でございます。廃線当時にＪＲから受け取りました協力金は７億５千万円余でございま

したが、その後の廃線跡の利活用事業また橋梁等の構築物の法定点検費用等に協力金を活

用したため、現在は３億円程度まで減少しております。まだ具体の試算はしておりません

けれども、主要な橋梁を撤去するだけで 10 億円を超える事業費が必要というふうに考え

ておりまして、協力金の残金だけでは予算が不足する見通しでございます。当該橋梁をは

じめとしました一連の鉄道資産は、旧町村とＪＲの間で十分な協議を行った上で納得づく

で譲渡を受けたものでございまして、一義的には町の責任で撤去すべきものではございま

すけれども、あらためて当時ＪＲから受け取りました協力金の額を見てみますと、譲渡さ

れた線路敷地のですね維持管理とか、あと橋梁等の構造物の安全対策費の負担に対し、そ

の額は極めて些小と言えるレベルであったいうふうに考えております。当時、国鉄民営化

後の廃線事例が乏しく、鉄道資産受入の可否を判断するための情報が不足するとともに地

域をあげて鉄路再生の夢を追う中で、行政として冷静な判断に至らなかった点というのも

あり反省すべき点もあると思いますけれども、ＪＲ側も将来的な財政リスクを認識してい

たにも関わらず、不良資産の後処理を基盤が脆弱な一自治体に押し付けた事実というのは、

社会に多大な影響を持つ大企業として批判されるべきではないかなというふうに考えてお

ります。また、昨今のＪＲ三江線の廃線協議に係ります地元補償の内容や、譲渡を拒否し

た橋梁等の撤去に係ります対応方針を照らし合わせても、本町の譲渡条件というのは大き

く劣るものであると思っておりますので、町としましては鉄道資産の管理及び撤去に対し

ます協力支援をＪＲや国に求めていきたいというふうに考えております。実は、６月下旬

のことでございますけれども、さっそくＪＲ西日本の方を訪問しまして、事務レベルで今

後の協議を行ってまいりました。残念ながら先方から色よい返事を頂くことは出来ず、ど

ちらかと言えばですね当時のプロジェクトチームは解散したので協議の窓口はありません

よと言った、不誠実極まりない態度でございました。まぁ無論そうしたことも想定のうち

でございますので、次なる協議に向けて準備を進めておりましたが、その最中、７月豪雨

災害が発生しました。私どもとしましては、状況を鑑み、ＪＲや国土交通省との接触は控

えておりましたけれども、そろそろ後処理も落ち着いてきたようでございますので、また

近く協議の方を再開したいというふうに考えております。今後の交渉状況につきましては、

適宜、議会にも情報の提供をさせていただきたいと思いますし、ある程度、方向性の整理

に進展がみられた段階で、住民の皆様にも町の考えを説明する機会を持たせていただきた

いというふうに考えております。なお補足でございますけれども、６月補正で予算をいた

だきました、えー、橋梁撤去の概算設計業務でございますけれども、えー、こちらも豪雨

災害のあおりを受けましてですね、入札が不調に終わっております。各コンサル業者とも、

えー、災害対応を優先したいとの意向でございますので、当該業務につきましては今年度
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の実施は断念し、次年度で対応させていただきたいというふうに考えております。という

わけで、当面はですね関係機関との折衝の方に注力してまいりたいというふうに考えてお

りますけれども、今後は議会のみなさまにもお力添えをお願いする場面があろうかと思い

ますので、その際はご協力をよろしくお願いいたします。説明は以上です。 

○矢立孝彦議長 

 田島議員。 

○田島清議員 

 はい、ご答弁いただきました。えー、1000 年確率の災害についての公表でございますが、

この国土交通省の、えー、発表の公表の意図によりますとですね、えー、頻度は低いけれ

どもいつ起きてもおかしくないと理解をしていただくことが大事であると、えー、そこに

川が流れている以上、大雨があった場合に被害がないという事はない、こういうことが起

こりうる場所に住んでいるのだと意識してもらうということが目的だそうでございます。

えー、想定外はいつ起こりうるかわかりません。1000 年に１度がもしかしたら今年、来年、

それはわかりません。えー、国土交通省ではありませんが、えー、南海トラフ大地震、こ

ういったものも、えー発表されております。これこそですね、必ずやってくる災害でござ

います。そういうものも、えー、この洪水とは比較になりませんけれども、発表する意図

というのは同じものではないかというふうに考えております。また防災会議等での再考を、

えー、すべきと考えます。それと確認ですが、えー私が今提案しております、加計高、元

加計駅から山崎への鉄橋でございますが、こちらは国土交通省管轄という事でよろしかっ

たでしょうか。滝山川になっておりますけれども。 

○矢立孝彦議長 

 河越総務課主幹。 

○河越慶介総務課主幹 

 滝山川橋梁につきましても、えー、河川管理事務所の所管でございます。 

○矢立孝彦議長 

 田島議員。 

○田島清議員 

 はい、確認でした。ありがとうございます。えー、それでは、あのー、次の質問に参り

ます。えー、平和の大切さを次の世代に語り継ぐ対策という事で、えー、今年戦没者追悼

平和祈念式典が８月 15 日戸河内ふれあいセンターで行われましたが、戦後 73 年が経過、

戦争を経験された方々にもご高齢の方が増えてきています。こうした中戦争の悲惨さを風

化させることなく次の世代に語り継ぐ必要があります。平成最後の終戦の日に当たり、政

府主催の戦没者追悼式、日本武道館では、退位を控える天皇陛下はお言葉に戦争後の長き

にわたる平和な歳月に思いをいたしつつとの一説を加え、４年連続の深い反省という言葉

と共に、強い意志を示されました。平成最後の不戦の誓いです。私も全国戦没者追悼式に

参加する機会がありました。不戦、平和への決意を新たにしました。えー、日曜テレビド

ラマ、この世界の片隅にでは呉市の度重なる空襲のシーンが放映されています。私の叔父

にあたる 19 歳で亡くなりました、呉工廠での、えー、空爆で亡くなったわけですけれど

も、このテレビドラマの映像を見るとですね、19 歳で亡くなった叔父を思い、胸が痛みま

す。弟である私の父が 15 歳の時ですから、７人兄弟の末っ子の父で男兄弟が二人で、兄

が亡くなり一人残され、さぞ不安だったという事を今にして思います。えー、父は 51 歳

で亡くなるまで、えー叔父のことについて、また戦争について語ることは一度もありませ

んでした。戦争体験者の高齢化で記憶の伝承が課題となる中、各地で語り継ぐ試みも始ま

っています。中国新聞によりますと、県内では庄原市戦没者追悼式典が 22 日、遺族や市

民 600 人が参加し、えー、地元出身の戦死者 2,923 名の冥福を祈り、市長は先の大戦から

学んだ教訓を心に刻み、平和の尊さを次の世代に伝えていかなければならない、また遺族

代表の方は、多くの人々が戦争で犠牲になった歴史を忘れないでほしい、えー、また 78

歳のえー、方は、父を 36 歳で亡くし、えー1943 年戦地で亡くした幼かった私は父との思
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い出が全くなく同じような思いをする人が二度と出てほしくないと話されました。えー、

峰田小の児童による平和の誓いや、市民による原爆詩の朗読などが工夫されています。ま

た東広島市の戦没者追悼式も 22 日、遺族たち 250 人の参加で、戦没者を偲び、平和を願

った。遺族からはフィリピン、ルソン島で戦死した父親（28）を思い、今も戦争やテロが

頻繁に起き、尊い命が奪われている、残念でならないと追悼の言葉がありました。市内の

子どもで作る東広島児童合唱団と参列全員でふるさとを合唱し平和を祈ったとあります。

従軍中に旧満州で終戦を迎えたという西本さん、91 歳黒瀬町は、兄は 25 歳で戦死し、

えー、戦争では大切な人を奪っていく。戦争をする国にならんよう憲法第９条は絶対に守

らんといけんと話したとあります。戦争の悲惨さを風化させることなく次の世代に語り継

ぐ施策として、児童学童の式典への参加を求め、より幅広い町民が参加しやすい開催日の

変更など、工夫をすべきではないかと考えています。えー、質問事項の読み上げをします。

児童、学童の記念式典への参加、参列の考えはないか。えー、戦争、被爆体験の継承が責

務と平和祈念式典で町長は述べていますが、具体的施策が見えない。非核自治体宣言をし

ているが、どれだけ町民が認識しているのか、宣言の掲示を含め、町長の取り組み姿勢の

弱さのあらわれである。戦後 73 年が経過し、戦争を経験された方々にもご高齢の方が増

えてきています。こうした中、戦争の悲惨さを風化させることなく、次の世代に語り継ぐ

必要があります。戦争、被爆体験パネルの展示などややるべきではないか。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 教育委員会、二見教育長。 

○二見吉康教育長 

 えー、ご質問は町長あてというふうになっておりますけれども、児童生徒の式典への参

加という事になりますと、教育委員会の管轄になりますので、あえて私の方からまずお答

えさせていただきます。児童生徒が世界の恒久平和への実現、また各国との相互理解、こ

ういうことを深めるために、子どもたちが様々な行事などに参加して、体験的に学ぶこと

は大変大事だというふうに思っております。子供たちは平素から社会科でありますとか道

徳などを通して、平和について学び、世界の恒久平和の実現に向けて、何ができるか、自

ら実践してできることは何か、そういうことを養う授業を行っているところでございます。

夏休み中における平和教育の取り組みについてでございますが、学校では８月６日を登校

日として位置づけ、平和公園における記念式典の様子をテレビで観るなど、また体験を話

していただくものを聞きながら、改めて人類の犯した過ちを繰り返さないという決意を新

たにする、そういう学びを進めております。ご質問の町が行う戦没者追悼平和祈念式典へ

の児童生徒の参列参加についてという事でございますが、これは前期の議員でございまし

た方から、２年前の９月にも同様のお尋ねをいただきまして、その後教育委員会としても、

校長会と、えー、協議を重ねてきているところでございます。８月の 15 日というあたり

は、日本の慣例慣習としても社会的にも各家庭を中心として静かな祈りをする日でござい

ます。いわゆる墓参りでございます。また昨年度から実施しております、この 15 日あた

りを学校閉庁日の期間として位置づけ、働き方改革の一環の取り組みとして取り組んでい

るところでございます。えー、このようなことから、各学校においても８月の 15 日を学

校教育活動の日として位置付けることは、保護者の理解も含め、校長としてはなかなか難

しく、悩んでいるところでございます。えー、校長は、カリキュラムの編成、いわゆる学

校行事も含め、カリキュラムの編成の権限を持っておりまして、教育委員会としては引き

続き校長会と研究検討しながら可能性について探っ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 

 総務課、栗栖課長。 

○栗栖一正総務課長 

 はい、戦没者追悼平和祈念式典については総務課が所管しておりますので、戦争被爆体

験の継承のご質問についてお答えをさせていただきます。式典の見直しの一環として、ご
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提案もいただきました。今年度はロビーにおいて原爆ミニパネル展を開催したところでご

ざいます。それから今後も、えー、以前、実施しました被爆体験、戦争体験講演会、こう

いった開催等も考慮すべきというふうに考えております。いずれにしても、平和の大切さ

を次世代へ継承するとして行うには、先ほど教育長の方も申し上げましたが、８月 15 日

のお盆という事には開催日の課題があるかと思いますので、今後検討してまいりたいと思

います。現在の戦没者追悼平和祈念式典は、戦争犠牲者の方の追悼という側面が強くなっ

ております。長年のこうしたまぁ取組みが戦争の悲惨さを想い平和の大切さを願う我々の

活動の基礎とはなっております。この戦没者追悼平和祈念式典を今後どのような形で開催

することが、より多くの町民の皆様に、戦争を憎み、それから平和を希求する思いを持っ

て参加いただけるか、この点も現在の遺族会の皆様、それから原爆被爆者の会の皆様と開

催日等について検討をしていきたいと思っております。総務課からは以上です。 

○矢立孝彦議長 

 田島議員。 

○田島清議員 

 はい、えー、ありがとうございます。えー本日ですね、傍聴いただきました加計高校の

生徒の皆さん、えー、こういった戦没者追悼式典等、えー、他市町では平和の誓いとかい

うふうなことを児童ではありますけれどもやっております。また機会がありましたらぜひ

こういったものにも参加をお願い、お呼びかけをしたいと思います。私の質問は以上で終

わります。 

○矢立孝彦議長 

 以上で田島議員の一般質問を終わります。しばらく休憩します。「１時半再開します。

傍聴の皆さんお疲れでございました。ありがとうございました。」 

                休憩    午後０時３分 

                再開    午後１時３０分 

○矢立孝彦議長 

 はい、休憩前に引き続き、一般質問を続けます。３番、平岡昭洋議員。 

○平岡昭洋議員 

 みなさん、こんにちは。前回に続きですね、午後１番という事で、えー私は昨日から心

配したのは、もしかして前任二人が早めに終わってしまったら午前中ではないかと、ちょ

っとどきどきしておりましたんで、えー、ある程度ですね、ゆったりとした気持ちでお話

ができると思いますんで、あのーまず最初にですね、えー、実は私あのーこの７月初めに

大災害がございましたけれども、まぁ前から予定しておったものですから７月の末にです

ね、えー東北大震災のまぁ追悼コンサートをすることになって、まぁ私はあのー恥ずかし

ながら、えー、震災があった以降一度も東北、その地を訪れたことが無くて、ようやく、

えーその災害の地に、行くことができたんです。えー震災直後あの大津波のですね最中、

その情報はよーくわかっておりましたけれど、まぁなぜか、仕事が本当に忙しくて、まぁ

いずれ行くだろうと、いずれ行くと思いながら、結局行けずですね、えーいつの間にかそ

のことそのものがなんとなくトラウマになって非常に足を重たくしていたので、今回思い

切って行くことができましてですね、えーたまたまコンサートが終わった後、えー、３日

かけてですね、たまたま私があのーコンサートをやったのは、えー東北の久慈というとこ

ろですね。あまちゃんで非常に有名になったと思いますけれども、まぁそこでやって、そ

のあと、久慈から仙台まで、えー、ずっと海岸線をですね、まぁ車を借りてですね、見て

歩いたということなんです。えー、ただ、あのー、私がですね、本当にそれを見て驚いた

のは、現状は一体何かというとですね、行けども行けどもやはりリアス式の海岸ですから

小さい浜があるわけですね。多分かつてあそこに漁村があって、人の生活があったと思う

んですけど、どこに行っても全て白くそそり立っている防潮堤なんです。もう津波は嫌だ

という事で、まぁ何メートルかは知りませんけど、浜を横切って防潮堤がそそり立ってる

と。次の裏に行ったら海が見えるかなと思うと全く見えない。もう立派な防潮堤はどんど
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んできてるのにその裏には人はいない。じゃあ人はどこにいるかと言うと、みんな多分規

制があるんだと思いますけれど、高台に移転してると。まぁそういう現状を見て参りまし

た。本当にあのー多分現地の方にそんなことくどくどと申し上げると、何もわかってない

という事で怒られることは承知のうえですけれども、本当になんでこうなんだと。この防

潮堤を何メートル上げたら人は自然に勝てると思ってるんだろうと。何となくむなしい思

いをして帰って参りました。まぁあのーそのことで、本当にじゃあなぜ東北大震災がこれ

だけ大きな悲劇になったんだろうと。なぜ２万人近くの方が亡くなられたか、行方不明と、

いうことであるのか。よく考えるとやはり大津波という事なんですよね。津浪というのは

何かというといわゆる水害、いくら元気な人でもですね、20 分 30 分水につかってしまっ

たら、けがは治りますけれども、息が返ってこなければ、人はやはりもちません。私もあ

のー中学校高校とずっと柔道をやっておりましたんで、たまにあのー絞め技などをやりま

したけれど、あっという間に本当に意識が遠のく。まぁ中学校の時には、後ろの矢立議長

をですね、たまにちょっと絞めてみたりもしましたけれど。あのー、でも本当にですね、

人間というのはそういうあっという間に死ぬという、それが一番起こりやすいというのが

水害。水につかってしまって気を失ってしまえばですね、どんな元気な人でももちません。

じゃあそれを避けるためにはいったいどうすればいいのだろうと。当然防潮堤を作るとい

う事はありますけれど、まぁ皆さんはその震災の時に、あのーマスコミでさんざんと色々

な話が出た中で、一番納得したというのは津波てんでんこという話です。要するに何を捨

てても、まず逃げろと。もう一番安全なところ、何も考えずに逃げるんだというのが一番

だという事を、みんなその当時は、まぁ日本の全国民がですね、一様に知ったと思うんで

すね。まぁここで、まぁこれからの本題に入ります。えー、この度の豪雨災害の話です。

まぁ安芸太田町では、町史始まって以来の全町避難勧告が出された７月６日、まぁ私は

６日の夜からですね、えー、戸河内の避難所の設定をやったりしたりですね、ばたばたし

てようやく７日の明け方になって、雨が小降りになったものでほっとしてたんですね。そ

うしてテレビをみたら、あっちこっちから、非常に悲惨な被害の様子が伝えられてきまし

た。まぁ土石流に無残に押しつぶされた家や、もうその地区全体が水につかってしまった

町とかですね、まぁ犠牲者も初めの内は何人不明とか言っておりましたけれど、だんだん

だんだんと増えていって、えっと思ううちにですね、まぁ結果的には 230 名というですね

不明者も含めて犠牲者を出すという結果になりました。しかもですね、意外にこの多くは

今まではそんなことはなかったというような割と比較的都市に近い住宅街とか、そういう

ところで起こっております。それではいくら想定を超える豪雨であったとしても、なぜ街

中でこれほどの犠牲者を出すことになったのでしょうか。他人事だった７月６日の夜、テ

レビに避難勧告を伝えるテロップが繰り返し流れていたが、その時ですら自分の地域が勧

告の対象かどうか確認した記憶はない。約 40 年間暮らす団地でこれまで被災の経験もな

く、近くに県の治山ダムが完成したばかりで、安心感すらあった。これは８月８日の中国

新聞の朝刊の記事です。この話は、水害で少なくとも４棟が家ごと流され、幼児や高校生

を含む５人が犠牲となった広島市安芸区矢野東の住宅団地の住民で、自身も自宅が半壊し

た方の証言です。もし、避難勧告が出された時点で、この地域の人が即座に避難していれ

ば、５名の尊い命は救えたのではないか。人とはとても不思議なものです。今でも今後何

十年間のうち、相当な確率で、大地震が起こると伝えられているにも関わらず、その対象

区域でもある東京周辺に今も人はどんどんどんどん集まっていると聞きます。どうやら人

はどのような災害でもなぜか自分だけは大丈夫と思うようです。同じく中国新聞によれば

実際この度の豪雨災害で、広島市が出した土砂災害避難指示を受けて対象となった 111 小

学区のうち、実際に市の指定する避難所に逃げるという行動をした住民は全体のわずか

3.4 パーセントであったという事です。100 人の内実際に指示通り避難行動をした人は

４人にも満たなかった。悲しいかな、これが現実であります。これでは事前に災害を予想

して的確に注意を促したとしても、まさかの時の人的被害を防ぐことはできません。家や

物は例え流されても、努力すればいつかは手に入れることができるかもしれませんが、人
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の命だけは返ってきません。安芸太田町ではこの度の豪雨では幸いにもあまり大きな被害

を出さずに済みました。でも最近の異常気象を見る限り、この町にも大災害の危険度は

益々増大していると思います。その時、いかに事前に住民に避難行動をしてもらうか、そ

のために今からどんな準備をしておかなければならないか。西日本豪雨の教訓を生かして、

早急に検討し、万全の備えをすべきと思いますけれど、このことについて、町の考えを聞

きたい。 

○矢立孝彦議長 

 栗栖総務課長。 

○栗栖一正総務課長 

 はい、今回の西日本豪雨で、えー多くの市町で避難行動が遅れて、えー、多数の犠牲者

が出たという事で、この点をまぁ安芸太田町に置き換えて今後どうしていくかというご質

問でございます。今回の西日本豪雨で、広島市では４年前の八木地域を中心とした土砂災

害で、えー、これを契機に避難勧告、避難指示の基準を見直されました。これは早めの避

難行動をとってもらうために、従来の基準よりも早めに避難勧告、避難指示を出したとい

う事です。今回その基準に基づいて７月６日、広島市も避難指示等を出されたわけなんで

すが、先ほど２番議員、えー、３番議員言われましたように、実際に避難された方は 3.4

パーセントに留まったという事でございます。この避難情報をいかに、えー住民の皆さん

の実際の避難行動につなげるか、これが、今回大きな新たな課題として取り上げられてお

ります。西日本豪雨による県内の犠牲者の方、106 人のうち、約６割が自宅かその敷地内

で被災をされています。そのうち 15 人は避難の準備中に土砂崩れ、浸水にあって命を落

とされたとされています。また 18 人、全体の約２割になりますけれども、こういった方

は車や徒歩で避難中に被災されております。避難行動をとった時間帯、これが生死を分け

た可能性があるとされています。先ほど自分だけは大丈夫という人間の心理、えー、災害

心理学で正常性バイアスという言葉がよく使われます。災害時、どんな危険なときにあっ

ても自分だけは大丈夫だとか、まだ大丈夫だと、そういうことを思わせる脳の危険な働き

のことを言うそうですが、言い換えれば、自分にとって不都合な悪い情報、これを過小評

価してしまう特性のことを言うそうです。この正常性バイアスが避難行動を遅らせる要因

の一つとされておりますので、この克服が我々の大きな課題にもなっております。今、専

門家による調査研究の成果を待ちたいというふうに思っております。一方で、我々行政側

が、避難勧告や避難指示を出した時間帯この正否、適否ですね、それが果たしてその時間

でよかったかどうか、この検証と、住民の皆さんも速やかに命を守る行動を取るための方

策、これを考え直す必要があると今回も大きく取り上げられております。住民の皆さんに

は、自分の地域で起こり得る災害の危険性を十分認識していただき、具体的な避難行動に

つなげてもらうことが大変重要です。また一方で、避難勧告、避難指示と、先ほど来申し

上げておりますが、この言葉が、なかなか住民の皆さん理解しづらい、しにくいというこ

とがありました。実際にはもう少し緊急時には分かりやすい言葉、例えば、避難してくだ

さいもよろしいんですが、これではなかなか危機感が伝わらない。こういうときには、避

難しなさいというような言葉で防災行政無線等でも伝える、そういった工夫が必要ではな

いかと思っております。この自治体の避難勧告や指示が住民の避難行動に結びつかなかっ

た点、これ４年前の大規模な土砂災害、先ほど申し上げました八木地区等を中心とした災

害で 77 人の方が犠牲になられました。このたびの西日本豪雨においても避難の遅れによ

ってまた多くの犠牲者を出した広島市においては、この点を大変重く受け止めておられて、

専門家を含めた検証作業を実施して、この課題の克服に努めるとされております。同様に

広島県においても先日この避難行動の後れの要因も含めて今後の対応策を検証していきた

いという事を発表されました。本町としても、この検証作業の推移を見守るとともに、そ

の結果公表を待って、町としてもできる独自の具体的な対策を検討していきたいと思って

おります。以上です。 

○矢立孝彦議長 
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 平岡議員。 

○平岡昭洋議員 

 この答えはもうその通りだと思いますけれど、住民のやっぱり覚悟といいますかね、や

っぱりどうするか、あのー一つだけやはり新聞にもありましたけれど、ヒントがあって、

えーご存知と思いますけれど、自主防災会が日中から避難を呼びかけた佐伯区湯来東は避

難者が 23.4 パーセントと、驚異的にあったという、23.4 パーセントっていうのはやっぱ

りすごい数字だなと思いますね。やっぱりあのーそういうことができるという事は、一体

この町にはそれはできないのかとか、できればですね、やっぱりそこを今やんなきゃいけ

ないんじゃないかと思うんですね。やっぱり日頃どうしなきゃいけないかという事を今の

うちにもう具体的にみんなが嫌だ嫌だと言っても、やらせると。あとで考えたら命に引き

換えるものは何もありません。ですからですね、町が率先してそういうことも考えてです

ね、いざとなった時には、もうそれが体の中にしみついているという町民になるようにで

すね、ぜひやっていただきたい。私はまぁその点をぜひ考えていただきたいと思いまして

次の質問に入ります。えーそれでは２番目の質問に入ります。えー先ほど２番議員さんが

もう私の質問の答えをいただいておりますんで、まぁ話は一応水害において、もしダム湖

の水の一斉放流があった場合に、一体どの程度の影響が安芸太田におよびですね、それを

以前にどういう対応をするのかというのが私の質問でしたけれども、お答えはいただきま

した。ただ、そこで一つだけ気になったことは、当然大所高所から見ればいらない心配を、

いらないというとあれですけれど、させたくはないという思いから、あまり具体的な話は

されなかったと思いますけれど、まぁ加計で７メートル、穴の方で 23 メートルと、どん

な水位でしょうか。23 メートル水が来るという事は、どこの人まで水が来ないで済んでる

んでしょうか。一番恐れていることは、町民はどこかで情報を聞いてきます。そうすると

こういう話がちょっとずつちょっとずつあちこちに聞こえてきて、どうも加計の方じゃ

７メートルも来るらしい、安野の方じゃ 23 メートルも来るらしい、わしゃあ住んどれん

じゃないかと。情報というのはですね当然伝えなくていいことは伝えなくていいかもしれ

ません。だけど勇気をもって伝えるべきことがあるような気もするんです。当然いい加減

な気持ちで伝えるべきではないと思います。みんないい大人ですからそれを聞いたら、ふ

んという、心の根が座るような伝え方ができるはずです。じゃあ一体それはどうしたらい

いのかと。そういうことについて、先ほどは、明確なお答えがちょっとなかったもんで、

どう考えているかお聞きしたい。 

○矢立孝彦議長 

 総務課長。 

○栗栖一正総務課長 

 はい、あのー、ただ今いただいた質問は、あのー国の方が昨年４月に発表した 1000 年

に一度のまぁ想像出来得る限りの雨量が降った場合の浸水想定という事です。実はあのー、

これはすでに国の方が昨年の４月 23 日に公表しております。それから新聞にも取り上げ

られましたし、テレビ報道もされました。ですからこのこと自体は別に私どもが隠すとか

そういう事ではなくて、あのー私どもの町の方にも説明はいただきました。ただ、このこ

とを住民の皆様に広く知らせないという、まぁ知らせないという判断というよりも、あえ

て知らせてもじゃあどれだけの意味があるのかという部分で私どもは疑問に思ったわけで

す。というのは、23 メートル浸水するという事、もう結論は早く逃げましょうという事し

かないんですね。このことを説明するためにわざわざ地域の皆様にお集まりいただくとい

うのはどうだろうかという判断をさせていただいたところでございます。すでにあのー今

1000 年に一度の浸水想定以前から、100 年 200 年に一度の浸水想定で現在もハザードマッ

プを公表してます。これはえー、例えば先ほどの 23 メートルの津都見の話ですけど、現

在でも 15 メートルの浸水はもう想定はされております。そういったことから、それが 10

メートル増えたからより危険度が高まりましたというのは確かにあるかと思います。ただ

目の前の太田川、そういう危険性をはらんでるんですよということを、再度認識していた
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だくという意味では、えー、公表する意味は国の方はあったかと思いますんで、そういう

視点で、えー、私どもは思っております。結論としましては、いずれにしても対応策とす

れば早く逃げるしかありません、これをお伝えする以外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 

 平岡議員。 

○平岡昭洋議員 

 わかりました。あのー、まぁもし再度検討するようであればですね、まぁもし例えば町

の中にそういうなんか変な怖がられるような噂話が流れないようにですね、きちんと考え

てこれから対応をしていただきたいと思います。それでは３番目の質問に入らせていただ

きます。えー、３番目の質問です。まぁあのー先月はちょうど８月夏祭りのシーズンで私

もふれあい戸河内まつりに参加させていただきましたが、実際祭りが始まって私が何とも

びっくりしたのは、その集客力のすごさです。普段は静かな町にいったいどこから来たん

だろうというくらいの人が集まって安芸太田町の子どもを全てよんでも、有り余るほどの

子ども達も楽しそうに会場を走り回っていました。実際、若い人たちの参加も多く、きっ

とこの日のために町外に出ている子供たちも帰ってきているに違いないと思わなければ説

明がつかないほどでした。えー地元自治会の世話係となって、恥ずかしながら半分義務感

でみこしのお世話をしていた私も、このお客様の多さには本当にびっくりしました。この

祭りを何十年も続けてきた地元の努力で、もちろん役場職員の方々の献身的なご協力があ

ったことも言うまでもありませんけれど、８月にはふれあい戸河内まつりがあるという事

が、町内外に知れ渡っているんだなとつくづくお祭りのもつ力のすごさと、これまでの皆

さんの努力でずっと継続してきた事の素晴らしさを感じました。商工観光課に聞くと、今

回のふれあい戸河内まつりに訪れたお客様はおよそ 4,000 人という事です。実際に会場に

出店を出された方々も、しっかり売り上げがあったと聞いています。6,500 人足らずのわ

が町で、半日で 4,000 人の集客があるイベント、すごいと思いませんか。せめてこんなイ

ベントが２、３ヶ月に１編でもあれば、そしてそのイベントが町民の草の根のような強力

で成り立てば、この安芸太田町の将来に一筋の光明が見える気がしました。実際に他にも

納涼加計まつりや松原のどや祭りなど、夏にはお盆にかけて各地で色々なお祭りがあり、

どの会場に行っても、普段には無い若い人の多さにはびっくりいたします。安芸太田町に

ゆかりのある方は、こんなにいるのです。そして祭りのたびに帰ってきた若者や子供たち

はきっと将来この町で過ごした夏の楽しい思い出が一生心に残ると思います。まぁこれは

日本独特の正月とお盆という特別なことかもしれませんが、少なくとも、これらのお祭り

があることが、彼らの帰る動機と大きな楽しみになっていることは間違いないと思います。

長年私のように街中で暮らしてきた人間は、多くの人を見るのはどちらかというともうう

んざりしています。でも今は人そのものが集まることが力だという事がはっきりわかりま

す。今安芸太田町に必要なことはどんなきっかけであれ、たくさんの人を集めることでは

ないでしょうか。あのイベントがあの祭りがあるから安芸太田に行こう、そんな町外の人

やこの町から出ている人も思わず心待ちするような魅力ある企画を打ちたてて、またこれ

まである催しものも今一つブラッシュアップして集客を高めていけば、きっとこれを機会

にこの町を訪れたお客様自らがこの町の自然あふれる魅力に気づきリピーターとなってこ

の町を潤してくれると信じております。私の言ってることはまぁ皆さんから言わせると、

長い歴史を知らないんで、理想に聞こえるような気がするかもしれません。まぁそんなイ

ベントはこれまでになんぼもやってるし、今もたくさんやってると。だけど高齢化や過疎

化が進むこの町では今では毎年お祭り一つをやることも大変。私もやはりおみこしをやろ

うという自治会でやるだけでもですね、徐々に徐々に大変になってることはよくわかりま

す。そんな簡単でないことはよくわかったうえで申し上げます。けれど、理想と情熱のな

い地方自治体に明日はありません。過疎化に苦しむ地方自治体は、どこも来客の誘致に必

死です。その中でも観光事業は安芸太田が立地条件、景勝地の存在から見ても、唯一他の
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山間自治体と比べて差別化できる強みがあります。今こそ町がリード役となって年間の事

業計画と集客目標をしっかり立て、有力なイベントは安芸太田町としてブランド化できる

ほどにより品質を磨き、費用対効果を分析しながら必要とあれば、予算を重点配分するな

ど、積極的な運用が求められます。今年度から地域商社も新しく立ち上がり、町民はいっ

たいこれから町の観光に何をもたらしてくれるんだろうと期待をしております。この機会

に町がこれから目指すしっかりとした安芸太田町の観光絵図を示していただきたい。それ

を聞きたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 片山商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 はい、３番議員からご質問のありました観光事業、特にイベントを主体としてというよ

うなニュアンスであったかと思います。えー、当課の方からは、国県の動向を踏まえまし

て、町の今やっていること、将来像について若干長くなるかもしれませんが述べさせてい

ただきたいと思いますのでご了承お願いします。皆さんも新聞等でご存じかと思いますけ

れども、政府は先日、外国人観光客が、えー、７月時点で早くも２千万人を突破したとし

まして、新たに 2020 年の年には年間４千万人の来客を目標として公表をされているとこ

ろでございます。御承知のとおり 2020 年には東京五輪が開催されることに伴いまして、

各会場の来客数はもちろん、事前合宿から練習、終了後の観光なども含めまして年間の外

国人客の観光消費額を６兆円から８兆円規模になるというふうに予測をされてるところで

ございます。あわせまして、中国、フィリピン、ベトナム、インド、ロシアのビザ発給条

件を緩和してより多くの観光客を呼び込んだり、全国 200 カ所の文化財修繕や、多言語解

説を導入して、今までの文化財保護から観光活用への展開を促そうとしております。あわ

せて大型の国際会議を国内で誘致することでありますとか、観光業に従事できる人材育成

も進めることとしているところです。こういった外国人向けのマーケティングタクシーあ

るいは飲食店での外国人向けサービスを拡充する中では、通訳ガイドの人材不足がありま

すので、ＱＲコード等活用しましたスマホ、タブレット機器によります自動翻訳ソリュー

ションあるいは観光ナビゲーションといったＩＴビジネス界にもチャンスが生まれること、

また並行しまして国際企業間の交流が盛んになるという事で、ビジネスのエージェント、

相手先がグローバル化していくことも期待をされているというところでございます。一方

で広島県ではこの東京の、失礼しました、東京五輪の動向も含めまして、リストネーショ

ンキャンペーンという事で、2020 年の観光客向けとしまして、各市町が特色のある観光資

源を活かし、秋に特別キャンペーン企画を展開し、大手観光会社等に向けた３ヶ月、具体

的には９月から 11 月の期間になりますけれども、新しいメニューを提示することで特別

感のある観光地としての隣接市町周遊ツアーを行うための企画を現在推進しているところ

でございます。当地は、島根県出雲と同様に加計にあります鉄山、鑪鉄山の歴史もありま

すし、開峡 101 周年を迎えることになります三段峡でありますとか日本棚田百選の井仁、

神楽、あるいは新宿区と連携しました夏目漱石の資料等も現存しており、貴重な歴史や文

化あるいは渓谷美、里山の景観があります。本町のみの単一の観光地だけでは日帰り旅行

が今までの常でございましたけれども、こういった複合周遊コース、連携をしております

岩国、宮島に限らず、県北部隣接市町との連携も含めて、中長期宿泊滞在型の観光ツアー

メニュー提示により、観光消費額の増加を目指していく必要があります。具体的には今年

度中にその観光メニューをメニュー化しまして、来年の秋にツアー体験をしていただき、

再来年に本格実施というような方向で進んでいるところでございます。当然、３ヶ月のみ

ではなく、スキー客、春、夏の観光メニューをご提言のありましたようにレベルブラッシ

ュアップして入込観光客を周年的に増加させる取り組みが必要と考えております。近年の

外国観光客の動向によりますと、以前の爆買い状態から歴史的な神社仏閣史跡探訪へ、そ

して現在では体験型の観光、東京築地市場では日本料理教室へ参加される方もいらっしゃ

るというふうに聞いておりますし、山村田舎体験、そういったモノ消費からコト消費に変
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化しているところでございます。また加えまして観光消費額が安くなっているわけではな

く、本物や本質を知りたい日本文化に触れたいという志向が増えている傾向となっている

ところです。本町の課題としましても、外国語が話せる観光ガイドが実質不足しておりま

す。まぁこういった実態でございますので、色々と検討を進めているところでございます。

本町の入込観光客は昨年度が 58 万７千人で、その内、１万人が外国人でございます。政

府が目論む２倍という数字であれば２万人という事になろうかと思います。本町の本年度

の取り組みとしましては、えー、公共の観光施設の指定管理者の方々に集まっていただき、

意見交換会をしております。７月末からしておりますけれども、本来従来であればお客さ

ん同志を取り合うなかになる部分もございますけれども、えー、宿泊のみでなく体験型の

施設もあることから相互の協力関係により複合型の体験宿泊プランを展開していただくこ

とを目論み、例えば単一のホテル食となる宿泊の所を、アウトドア型の会食施設とタイア

ップしてホテル送迎、食材提供あるいは翌日は自然体験、スポーツ体験、陶芸等で回って

もらうなど、単一の指定管理施設では予約待ちのみではありましたが、それでは集客しづ

らいという短所をお互いにフォローアップする中で、中長期型の観光体験メニューを開拓

していただくようお願いしてすでに始めていただいているところでございます。あわせて

その指定管理者グループの中に多言語が話せる通訳ガイドを派遣できるという方もいらっ

しゃいますので、今後そういったツアー要望があれば派遣等をお願いすることも考えてい

るところでございます。まぁそういった中で、泊まった食べた、明日はどこに行こう、行

くところが無ければ帰ろうかとかいったことがあったとしましたら、より具体的な体験メ

ニュー、今日は楽しかったので風呂に入り明日はどこどこへ町内のどこどこへ行こうとい

うようなですねメニュー体験へレベルアップしていくことを目指していこうと考えており

ます。あわせまして三段峡内、希少植物を、えー、調査していただいている昨年度の事業

でその成果を単なるガイドブックのみならず、えーＩＴ観光ナビゲーションの動向に留意

しながら観光地の現地で色んな情報を携帯機器で見ながら、峡内を回れるような情報化も

進める必要があると考えております。加えまして地元商店街や商工会との連携も、どの分

野でタイアップするか、あるいは地産地消としての食材提供、イベントでの協力、また地

域商社との連携しました特産品の開発、おみやげ品の出店、ネット販売も進めまして、賑

わいの再生を目指して連携を深めて参りたいと思います。また提言のありましたイベント

等の周年化等もございますが、先ほどの５番議員さんの質問の中にもありましたが、色々

と現在検討を進めているところでございます。現状とえー対比しながらぜひとも地域の方

が喜べるイベントにしていきたいというふうに考えておりますのでよろしくお願いします。

商工観光課からは以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 平岡議員。 

○平岡昭洋議員 

 えー、あのー、前も申し上げましたけど、私は 40 年近く、えー、普通の会社で生活し

ておりましたので、私の頭の中は毎月どれだけ収益が上がるかと、世間ではノルマといっ

てるかもしれませんが、明らかに自分が収益を上げなければいけない数字があるんです。

それを達成しない限り、自分の部下は給料が払えない、いつも上司はそういう覚悟をもっ

て毎月毎月必死でやっておりましたので、頭の中はどちらかというと、そんな単純なもの

ではなくてどうすればそれができるか、すぐにと、そういう頭に非常になりがち、まぁそ

れが私の欠点でもありますけれど、だけど 58 万７千人の入込客があるなら、どうしたら

これが 100 万にできるのか、今１万人の人を、じゃあ１万人を 10 万にするにはどうした

らいいのか。そういうことを本気で考えていただきたい。不思議なもんで人間はですね、

本気でやって入れこむと案外できたりします。私なんかはとんでもない数字をいつも与え

られておりましたけど、必死でやると何となくできることがありました。そうすると決し

てその次からはその数字をやることは別にそれほど苦痛ではなくなってくると。当然町の

仕事ですから、何が数字目標なのかという事があるのかもしれませんけれども、ただ少な
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くとも今皆さんがこの町の置かれてるこの意味合いを考えれば観光事業がどんな将来性を

秘めているのか、本当はやはりわかってらっしゃると思います。ただどうしてそれがうま

く活かせないのか。誰かがやってくれたらできるのか、それは誰にもわかりません。ただ

間違いなく何かの高い目標を持ってやろうとすれば、必ず人を巻き込んで色々な人と話し

合って、色々なアイデアを寄せ合って、それがまた力となってできる可能性はあります。

是非ですね、今多分安芸太田町の将来に対して考えてみれば、この観光事業をより一層す

ると、強くするという事が、一番ベストな考えだと私は思ってるんです。そのためにあま

り時間はありません。なぜかと言うと、本当に困っているところは、本当に真剣にやりま

す。だからできる。本当に困ってますか。何とかなるんじゃないのと思ってませんか。ど

うせ出れば１時間ちょっとで広島市内に行くしと。だいたい今評判になっている市町は、

簡単にはそういう楽なところには行けないとこばかりです。本当に困った、本当にアイデ

アがあって、みんなが団結してる。だから人が集まってやればできるという事を本当は証

明しております。是非ですね、机上の話でですね、こうやってこうやったらこうできます

という事、じゃあ何年かかりますかっていう。そんな話は私の人生では、ほとんど部下か

ら聞いてもそうと言ってるだけです。明日何を何ぼやんのというだけですね。１か月でそ

れをどれだけやるのと、えーそんなとこう思うかもしれませんけれども、案外人はそれで

動きます。一度ぜひですねもっと具体的にもっと数字を詰めて、一体何をすればこの町の

観光を、この自然の豊かさと、この素晴らしさを、広島の人に日本の人にわかってもらえ

るのか。ぜひやってもらいたい。そう思っています。で、第２のちょっと質問ですけれど、

えー、地域商社が同じく立ち上がってもう４ヶ月になります。町民は本当に期待しており

ますけれど、今現在で地域商社どういう問題を考えているのか、何がこの町の問題、また

将来はこうしたいと思ってるのか、ぜひ忌憚のない意見を聞かせてください。 

○矢立孝彦議長 

 一般社団法人地域商社あきおおた武藤事業本部長。 

○武藤克巳一般社団法人地域商社あきおおた事業本部長 

 えー、３番議員さんの観光に対するご意見、ごもっともだと思います。えーそれを実行

するべく地域商社としての責任を重く感じておるところでございます。あのー、観光領域

において町にとって何が必要か、何をやるべきか、私としては地域商社あきおおたの事業

計画に盛り込んだとおりでございます。今、５か月経過しておりますが、なんら変わると

ころはございません。お客様が笑顔になる心のこもったおもてなしで、町づくりに貢献す

るという経営理念、黒子に徹して事業者に儲ける力を発揮していただく仕組みを作る。経

営目標、これをしっかりと堅持していきます。えー、そして特に、今年度は組織作りが最

も重要だというふうに認識しております。えー従前にも述べさせていただいた脚下照顧、

これを内部の基盤づくりに充てて注力していくというふうに思っております。実行力、そ

して着実、地道な行動、強い意志、これは３番議員もおっしゃったとおり私もその通りだ

というふうに思っております。それに加えて、町としての観光に対する構想、これも地域

商社としてはしっかりと受け止めて具体的な実行プランに落とし込んでいきたいというふ

うに思っております。第二次長期総合計画における町づくりのリーディング施策を観光事

業領域においてどのように具現化するかという事が町の中で数年かけて議論されてきたと

いうふうに認識しております。それが結実したものが、昨年度より施行されている観光振

興基本計画であるというふうに認識しています。この中に町としての観光事業振興の構想

と施策があるというふうに思っております。健康のまち宣言をした町、豊かな自然のある

町、自然人情を活かしたヘルスツーリズム、これが３つの主要な行動計画の１つでありま

す。このヘルスツーリズムには民泊、森林セラピーを含みます。この事業単独で経済波及

効果も出していくという事は重要ではありますが、一方でこれが癒しの町、人情の町の旗

印となって、町のブランドイメージ向上に寄与するという事も計画がされています。また

この観光振興基本計画の推進の仕方として、産・官・学・民による町一体となった活動、

町のブランドづくりに貢献する戦略的な情報発信と拠点づくりが重要であるということが
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その中に明記されております。その中で地域商社あきおおたでは、観光事業領域について

は、この方針を受けて、活動を展開していきます。すでにしております。民泊、森林セラ

ピー共に事務局を担い、共に地域商社の事業部門として位置づけました。そしてまた情報

発信の強化としてホームページの充実、ＳＮＳの活用によるヘルスツーリズムに興味を持

つターゲット層への直接なアプローチを計画しております。また産・官・学・民、一体と

なった活動の具現化としては、これもまた地域商社の事業計画の中でお示しのとおりです

が、地域商社あきおおた推進協議会の設立を準備しています。観光事業者全体を取りまと

める組織は、残念ながらございません。ですが複数の団体に声をかけて協力を要請してま

いります。また町のブランディングを行う情報発信ができていることを基盤として官公庁

の進める地域ＤＭＯの登録を目指していきたいというふうに考えています。今期その準備

を行っていきます。これを通して適正なＫＰＩの設定、ＰＤＡサイクルをしっかりとマネ

ジメントの一部として確立していくという当たり前のことですが、これを確実に実行する

ことによって、観光事業マネジメント領域でも安芸太田町の信頼向上を図っていきたいと

いうふうに考えております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 平岡議員。 

○平岡昭洋議員 

 あのー、今聞きましてですね、私が聞きたいのはですね、あのー、どちらかと言うと、

具体的にもしこれがヒット作だというものがあればそれで結構ですけど、まぁ多分本当は

そんなことではないんだろうと思います。あのー、成功するとか成功しないということは、

本当は成功する全くプラスの素地があったから成功するわけでは案外にありません。先ほ

ど申したとおり、非常に不利な条件の所の方が、案外後で考えれば、うまくいってること

は多いです。人が何かを本当にやろうとすれば、できることはいっぱいあります。多分町

の方もですね、今、自分の能力の３分の１程度しか発揮されてないと思います。あと３分

の２残っております。それを引き出せば、ほんのあと 10 パーセントでも 20 パーセントで

も減らせばですね、色々な発想ができて、これは観光事業にも非常にプラスをもたらして

くれるんではないかと思っております。大変ちょっと口幅ったいことを申し上げましたけ

れど、期待しておりますので、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 

 以上で平岡議員の一般質問を終わります。１番、大江厚子議員。 

○大江厚子議員 

 こんにちは。大江厚子です。よろしくお願いいたします。今日は４つの質問項目を通告

しています。ちょっと欲張りすぎたので、あのー駆け足で質問するようになるかもしれま

せんがよろしくお願いいたします。まず第１番目に改憲に関する質問です。が、その前に

内容が関連していますので、昨日の津田議員の質問に対する教育長の答弁について、まず

質問します。津田議員は学校行事における国歌斉唱時の一般人かな、来賓も含めての態度

について質問され、二見教育長は、子どもの君が代斉唱時の声をほめられ、大人が子ども

に範を示していただきたいと答弁されました。日の丸を掲揚するあるいは君が代を斉唱す

るというのは単に見る、歌うの行為ではありません。そこには個々人の歴史観やそれぞれ

が貫こうとする思想、信条が込められているのです。戦中、君が代は天皇をたたえるもの

であり、天皇の名のもとに多くの若者が戦場に送られました。また、親や教師や住民は日

の丸の旗を持って振って兵士を戦場に送り出しました。こうした歴史から、どうしても日

の丸、君が代は受け入れられないという人がいます。また今日これらを使ってこの国を全

体主義へ、そして戦争へ導こうとする勢力へ抵抗しようとする人がいます。国は教育の場

に教職員に職務命令を出して従わせ、時に、従わない場合は処分さえ出しました。また子

ども達には指導という形で強要しています。この度の教育長の答弁は教育委員会の長が教

育現場の次には住民にそして社会全般に日の丸、君が代を強制しようという事であると私

は受け止めています。いかがでしょうか。またこの答弁は憲法 19 条の思想信条、思想及
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び良心の自由はこれを犯してはならないに反するものであり、さらに 1999 年国旗国歌法

が制定された際、その当時の首相、小渕首相は、政府の見解は今回の法制化にあたり国旗

の掲揚等に関し、義務付けを行うことは考えておらず、従って国民の生活になんらの影響

や変化が生ずることにはならないと考えている旨を明らかにしましたと述べています。こ

の見解にも反しています。子どもたちの範となるべき行動は、何でしょうか。私は国や大

企業の腐敗、金が全ての新自由主義の追及をし、戦争反対を述べ、自ら意見を言い、行動

し、それを子どもたちに見せることこそが、大人のとるべき範と考えます。かつて戦争の、

あっ、教育の名のもとに、子ども達を軍国少年、軍国少女に作り上げ、戦争に行かせた当

時の教育者たちは、その無念さ反省を思い、再び戦場に教え子を送ってはならないと決意

しました。私は昨日の教育長の答弁を撤回していただきたいと考えています。えーと続き

まして、えーと、通告していました改憲について質問に入ります。えー先のアジア太平洋

戦争において、アジアの人々200 万人、２千万人以上の命を奪い、日本人も 310 万人の犠

牲者を出しました。太平洋戦争が終結したとき、労働者民衆は二度と戦争は許さないと決

意し、憲法９条を手に職場や街頭で戦争の反対の行動をおこし、実際にこの国の本格的な

賛成は阻んできました。しかしその憲法が今変えられようとしています。安倍首相は８月

12 日、山口県下関市内で開かれた長州正論懇話会の設立５周年記念会で講演し、自衛隊の

憲法９条明記を盛り込んだ憲法改正案について、いつまでも論議だけを続けるわけにはい

かない、自民党として次の国会で提出できるよう取りまとめを加速すると述べ、秋に予定

されている臨時国会への提出を明言しました。現９条の条文は、日本国民は正義と秩序を

基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行

使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。２項、前項の目的を達

する為、陸・海・空軍そのほかの戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない

とあります。この９条は憲法前文である、えー、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起

きることの無いようにすることを決意し、と一体となったものです。自民党案はこれに

９条の２という新たな条文を設け、前号の規定は我が国の平和と独立を守り、国及び戦争

の、あっ、国民の安全を保つために必要な自衛の措置を取ることを妨げず、そのための実

力組織として法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督

者とする自衛隊を保持する、を新設し、自衛隊の保持を明記しようとしています。過去日

本は自衛のための戦争と称して、侵略戦争を引き落とし、多大な犠牲を生み、原爆へと行

きつきました。この間、国はいくつかの戦争体制づくりの法律を制定し、また山口県や秋

田県へイージスアショア配備、水陸機動隊いわゆる日本版海兵隊の発足、自衛隊オスプレ

イ配備計画、護衛艦いずもの空母改造等々が計画されています。そして防衛費減、ＧＤＰ、

１パーセント、５兆 1,911 億円にもなりますが、それを倍の２パーセントに引き上げるこ

とが検討されています。まさに戦争できる国への体制づくりです。町長はこの間の改憲の

動きについて、どう考えますか。２、ひとたび戦時体制に入れば、地方自治権は大きく制

限され、中央集権化が強化されることは、過去の歴史からも明らかです。先のアジア太平

洋戦争では都道府県や市町村は戦争遂行の末端組織としての役割が兵事係、兵隊の兵、事

件の事ですが、兵事係の職員に課せられ住民を戦場に送り出す任務を行いました。地方自

治の大きな役割は、住民の命と生活を守ることであり、平和であることが住民福祉の基本

中の基本です。安芸太田町は合併の翌年、2005 年に安芸太田町非核平和宣言を発しました。

平和実現の為、平和のみに宣言のみにとどまらず、改憲に自治体の首長自らが反対してい

くべきと考えますがいかがでしょうか。 

○矢立孝彦議長 

 えー通告外質問がございましたけれども、この答弁につきましては執行部の裁量の範囲

で行って下さい。二見教育長。 

○二見吉康教育長 

 えー、昨日の私の答弁についての更なるご質問でございますけれども、昨日少し振り返

ってみますと、えー、教育基本法の理念の実現という事で話が始まりまして、教育基本法
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の理念とは民主的で文化的な国家を実現し発展させること、世界の平和と人類福祉の向上

を図ること、そのために公共の精神を重んじ、人間性と創造性を進め、伝統の継承、文化

の創造という事を実現することが必要であるというふうに述べたわけですが、そのことを

より発展させれば、郷土を愛し国を愛す、つまり郷土や国に対して誇りを持つ心を育てる

には、家庭や地域の大人の姿を見せることが、大切でありそれを子どもたちは学んでいく

んですというふうに述べさせていただきました。次に国旗国歌の問題でございますけれど

も、入学式や卒業式などにおいては学習指導要領ではその意義を踏まえ、国旗を掲揚する

とともに、国歌を斉唱するよう指導するものとすると学習指導要領に述べております。学

習指導要領は学校教育法に基づいて、学校教育法施行規則によって作られたものが学習指

導要領でございますので、法的な根拠を持っております。従って、学校職員は公務員であ

り、法の下に仕事をしていくわけでございますから、法的根拠をもつ学習指導要領に基づ

いて指導を行うというのは当然のことでございます。そういう意味で述べさせていただき

ました。最後に先般７月でございましたか、東京都の教職員の不起立問題から裁判になり、

最高裁で判決が出ましたが、その時の、すみません、あっ、はい、不起立問題についての

判決ですが、このように述べている部分がございます。式典の秩序や雰囲気を一定程度損

なうもので、生徒への影響も否定できないと指摘をして、それまでの１審２審の判断を覆

しているところでございます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 えー、質問事項に安倍政権による改憲、８月 12 日に講演会をされたという事でござい

ますけれども、その講演の内容は承知しておりません。が、しかし、現政権におきまして

憲法を改正したいとの動きは承知しているところでございます。そのことについての質問

をこの議場で町長として答える事に関しましてですね、私自身幾分かの制約をもっとるこ

とをご理解いただきたいと思います。憲法、二つ年上で 71、71 年になろうかと思うとこ

ろでございます。この戦後の 71 年の日本を振り返ってみた時に、何よりも今日世界各地

であれほどの数の紛争がある中で、そうしたことに巻き込まれることもなく、計画どおり

の経済成長ができ、今の日本が反映しとるのもこれは憲法の国のあり方を示しとる大きな

方向性の一つだろうと思っておるところでございます。そうしたふうな現憲法を改正する

という事になりますと、やはりそうしたふうな歴史的な評価も当然必要だろうと思います

し、また一方では先ほどちょっと触れましたが、今日の日本を取り巻く国際情勢、えー、

とりわけ、えー、南シナ海、東シナ海等々の状況を考えたときに、また一つの新しい考え

るべき事項があるのではないかと思っておるところでございます。まぁそうしたふうなこ

とを、憲法改正になると国民投票という一つの過程を経る必要がある、国民投票となると

やはり国民的な議論がですね、もっともっと私はなされるべきものだと思っておるところ

でございます。冒頭申しましたように、この是非についての明確な答えは控えさせてもら

うところでございますが、日本国憲法の不戦また平和主義それとまた一方ご質問にありま

したように憲法９条という事になりますと、外交あるいは防衛というような領域になろう

かと思います。いわゆる国の専権事項でございますので、えー、地方自治体の長としての

答弁はこれまでにさせていただきたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 大江議員。 

○大江厚子議員 

 はい、まずじゃあ、教育長の方からですが、では、学校行事に関して日の丸あるいは君

が代を、まぁ、特に君が代ですよね、不起立、歌わないという一般あるいは来賓の方に対

して、えー、強制はしないという事ですね。はい、それをもう１回再度尋ねます。 

○矢立孝彦議長 
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 大江議員に申し上げます。えー、大江議員の質問につきましてはですね、通告内容の範

囲を超えています。従って注意をします。 

○大江厚子議員 

 はい、えー、では今のは撤回します。えーと、さらに、えーと、町長のあのー答弁につ

いてですが、えーと、さっき具体的にあのー先の戦争で、えー、町村、市町村の、えー、

職員が兵事係として任務をさせられたという事がありますが、その内容としては徴兵検査、

えー、しょう兵、まぁ赤紙を、具体的には赤紙を配るという事ですね。それから志願兵の

募集、戦死者の家族への告知、それから徹底した思想信条調査も含めた個人調査、それか

らえー、徴兵のまぁ根拠となります在郷軍人名簿の作成等々があります。もしそういうこ

とになりますと、このような任務を職員に職務命令として発するのが首長です。このよう

な命令を再び出すことがあってはなりません。職員に戦争遂行の役割が二度と担わせては

ならない、赤紙は二度と配らない、配らせてはならないと考えます。町長は今も言われま

したが、外交と防衛は国の専権事項と答弁されます。政府の誤った行為によって再び戦争

の惨禍にさらされないように、首長の、えー、町の町長としての責務としてえー、改憲は

反対ということを声をあげていただきたいというふうに思います。もちろん、あのー、議

員としてもやっていくべきことだというふうに思っています。いかがでしょうか。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 あのー、今、先の大戦の反省を踏まえて、現在の日本国憲法が制定されているとの認識

を持っております。先ほどのお話は、戦前のいわゆる帝国憲法の法律の下で、末端地方自

治体もいわゆる戦争に一つの役割を担っていたというご指摘でございますが、そうしたこ

とがあってはならない、これは私も声を大きくして申すことはできます。そうしたふうな

ことの表明の一つとして、今議会にもご質問いただきましたけれども、８月 15 日の平和

祈念式典、戦没者の追悼というところでですね、町の姿勢、あるいは町民のみなさんにそ

の方向性についての啓発、お伝えをさせていただいておるところでございます。 

○矢立孝彦議長 

 大江議員。 

○大江厚子議員 

 はい、この度の改憲には９条の追加に加えて、緊急事態条項、いわゆる戒厳令ですよね、

それが加えられるのではないかという危惧もあります。えー、いったんそういう状況にな

りますと、もう地方分権どころか中央集権、えーあらゆる権限が内閣総理大臣に集中する

という事になりますので、えーと私は本当に反対していきたいと思います。次に質問事項

の２番目、７月豪雨災害と今後の対策について質問します。７月の西日本豪雨に対する甚

大な被害また昨日からあります台風 21 号による被災には本当に心が痛みます。改めてお

見舞いを申し上げます。えー、当町では甚大な被害は免れましたが、他地域では未曾有の

被害が発生し、今なお多くの住民が厳しい生活を送っておられます。あれほどの被害が出

た原因をどうとらえていますか。 

○矢立孝彦議長 

 総務課、栗栖課長。 

○栗栖一正総務課長 

 はい、７月豪雨災害のまぁあれほどの被害、他市町で被害が大きな被害が出ましたが、

その原因をどのように捉えているかというご質問です。まずあのー、最大の要因というの

はまずもう皆様わかるかと思いますけれども、過去に例のない豪雨というのがもうはっき

り明らかです。これはあのー具体的には広島県内の観測地点の 405 地点ありますけれども、

このうち 184 地点で 100 年に１度クラスの頻度の雨が降ったという事です。特に呉あたり

は 200 年に１度しか起こり得ないだろうと言われていた大雨が降ったという事です。これ

がまず大きな要因であろうというふうに思っております。もう１つは、避難行動の遅れ、
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今回も一般質問等で町の対策もご質問いただいておりますけれども、避難行動の遅れにあ

ることは間違いないと思います。これはこれまで説明をしてきておりますので詳細は省き

ますが、いずれにしても住民の皆さんの避難行動の遅れもありますでしょうし、えー、自

治体側の避難指示、避難勧告のタイミングの問題、これも先ほどご質問いただいた際にも

お答えしましたが、今広島県広島市においてもこの避難行動の遅れは今後どのように対応

したらこれの克服を図れるかという事を調査を始められました。えー、こういった避難行

動の遅れというものも１つの要因と、大きく２つ捉えております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 大江議員。 

○大江厚子議員 

 はい、えーと、まぁ新聞等々で読むに今回のこの広い範囲に及ぶ災害は、そこの地域地

域で原因は色々あったように思います。例えば土砂崩れとか、土石流による砂防ダムの破

壊、緊急放流による河川の氾濫、あるいは決壊、農業用のため池の決壊等々がまぁ挙げら

るというふうに言われていますが、一様に言えることは、昔より重要な国、地方自治の政

策課題であった治山、治水が今おろそかにされているという事だと思います。かなり以前

から集中豪雨はもとより、集中豪雨はもはやいつでもどこでも起こりうると警告されてき

ました。にもかかわらず、国は十分な予算措置をすることなく、毎年大切な命が奪われ、

平穏な生活が奪われています。国の治山治水予算は、まぁ私はっきりしたことはこれが正

しいかどうかわからないんですが、私が調べたところでは約８千億、９千億でしょうか、

間違っていたらご指摘ください。防衛省が今先ほど言いました秋田県、山口県に設置しよ

うとしている地上配備型迎撃システム、イージスアショアの購入費用は本体と関連設備を

含めて約６千億円以上になろうと試算されています。私たちの血税が命や生活を守る為で

はなく、戦争体制の為に使われているのです。また一方、合併や行政職員の削減、非正規

職化等で災害に対する備えや対応が十分にできないという現状があるのではないでしょう

か。これらについてどうお考えでしょうか。また、これも通告外と言われればそうですけ

ど、疑問もあります。以前私はＪアラートについて質問しましたら、気象庁から送信され

る気象関係情報の伝達手段の目的の一つというふうに説明されました。今回Ｊアラートは

使用されたのでしょうか。このＪアラートは 2011 年全国の都道府県や市町村において国

費 92 億円以上の予算をかけて整備されました。もしこの度使用されなかったのであるな

ら、なぜ使用されなかったのでしょうか。Ｊアラートは何のために整備され先日も訓練が

ありましたけど、なぜ年に数度、一斉訓練が行われるのでしょうか。またあわせて当町の

災害対策の反省と市町の甚大な被害を教訓として、今後どのような対策をさらに充実させ

ていくのかお答えください。えー、広島県も相当な被害が出ましたが、お隣の岡山県倉敷

市の真備町も本当に相当な被害が出ています。河川の決壊について被災した住民が８月罹

災者の会において、罹災者の会を組織され、その中で、川の中の木や草が流れを妨げた事

が、堤防の決壊を招いたなどとして、国などに損害賠償を求める訴えを起こす方針でいま

す。当町では６月にがけ崩れが発生し、国、県の対策の不備として要望を町、議会をあげ

て提出されました。国のやるべきことは、他国からの攻撃という脅威をあおって、軍事予

算を増額するのではなく、真に脅威となる自然災害にこそ予算を、予算や人を充てるべき

と思います。科学技術立国を標榜するなら、その分野にこそ予算を投入すべきです。地方

自治体はそれにこそ力を入れて要望すべきと考えます。また町として河川や急傾斜地の管

理はもちろんですが、他の議員からも出ましたが、各自治会において災害における避難場

所の整備や、避難経路、要支援者への方々への援助等を具体的に検討し、真に使える地域

防災計画を作成すべきです。また災害が起きた直後は混乱の中でなかなか外部からの支援

を受け付けることが困難である為、あらかじめそういった場合を想定して、シミュレーシ

ョンを繰り返しておくことが必要と考えます。これら対策には、災害対策の専門知識が必

要であり、またなおかつ地域に精通した人が必要であると思います。そういった存在を設

置するという事を考えておられますでしょうか。以上です。 
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○矢立孝彦議長 

 総務課長。 

○栗栖一正総務課長 

 はい、えーと私の方から、あのー、Ｊアラートのご質問がございました。えー、今回の

ような災害の時になんでＪアラートを使わなかったのかという趣旨だと思います。Ｊア

ラートは、えー、先般ご質問いただいたときにも申し上げましたけれども、大規模地震で

あるとか、外国からミサイルが飛んできたとかいった、広範囲にわたる危機の際に使用す

るものです。今回えー、まぁイメージするとすれば今回県内では大雨特別警報が安芸太田

町を除く全市町に出ました。ただこれは広島県の特定エリアに限定するものです。こうい

ったもののためにＪアラートはもともと国のシステムですが、使用するようには仕組みが

できておりませんし、えー、もともと内閣府等がこのＪアラートの発動をしますので、例

えば気象庁等もそうですが、一部限定のエリアではこのＪアラートの仕組みは使われない、

逆に言えば、それぞれの市町は防災行政無線等を持っておりますので、それで十分代用で

きるというふうに思っております。それからえー今回の他市町の被害を基に今後の本町の

まぁ反省点もというご質問でした。あのー今回の被害においては、あのー、反省点として

ございますのは、先般８月 10 日に開設された臨時会の時に報告書の方は提出させていた

だいておりますけれども、避難、やはり避難の行動に関する部分です。えー、３番議員さ

んの方でも言われましたが、今回初めて合併以来初めて、全町に対して避難勧告、という

事を行いました。で、もともとは、えー、立岩ダムの洪水量以上の放流を受けて、吉和郷

であるとか上本郷とか、地域をして指定して避難勧告を出したんですが、その後の降雨量

で全町一斉に土砂災害警戒情報が出ました。えー、あと１時間２時間以内に土砂災害起こ

る危険性が高まったという事です。で、本来であれば地域地域の避難場所をちゃんと指定

して、えー避難勧告を出すべきでしたが、この際避難場所の具体的な指示ができませんで

した。これは逆に受け手の方とすれば、どこに逃げりゃあええんならと、山が危ないんか

い、川が危ないんかい、という事にもなります。こういった点で、えー反省をしておりま

す。これがまさに検証というところでございます。あのーそれから教訓というところです

が、あのー、やはり、他市町の様々取り上げられとる今避難行動の遅れの部分、これは先

ほど来繰り返しになりますけれども、充分私どもの町でも 53 箇所 356 人の方が７月６日

に避難をしていただきましたが、果たして本当にその場所が安全であったかとかいう事も

含めて、今後十分検証したいというふうに思っております。それから避難、災害時の要援

護者の方、それから、えー、避難経路等についてもご質問いただきました。えー、今回の

ような大きな大規模災害の場合、他市町のような災害が起こった場合、避難経路そのもの

の安全確保が非常に厳しいというところがあります。そうするとこのために大規模な改修

もできませんし、新たな道をつけるという事も現実的ではありません。従ってやはり結論

としては、早めに避難をいただく、安全なうちに避難をいただくというのが結論になるか

と思います。はい、私の方から以上とさせていただきます。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 はい、えー防災に対するハードの整備が遅れているというご質問をいただきました。

我々の方でももっともっと防災に関わるハード整備については国県の方へ要望しとるとこ

ろでございます。以前にも説明したことでございますけど、国の方のやはりそういったふ

うな関連予算がかつての３分の１に縮小されておるという状況も一つ制約の中の一因だろ

うと思っておるところでございますが、そうした中で、全てのことがいっぺんにできない

という事で、やはり我々も優先度を設けてそのことについて重点的に要望していく。で、

全てのことがハードでカバーできない以上、早めにソフトの領域で避難等々の対応策をで

すね住民の皆さんと一緒にもっと進めていきたく思っておるところでございます。それと

もう一つあのー、そういったふうな災害のシミュレーションをする専門の職員はどうかと
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いうご質問があったように思うところでございますが、あの我が町の今、担当してくれて

る防災担当者がですね、あのーどこの町へ行っても十分なシミュレーションができるレベ

ルの職員がやってくれとると思っております。 

○矢立孝彦議長 

 大江議員。 

○大江厚子議員 

 はい、ちょっと４つも欲張ってしまったので急がないといけないんですが、えーと、あ

のー、そうですね、あのー、災害担当のあのー職員さんのあのー技量というか、素晴らし

いものがあって、それで信頼しています。えーと余談ですけど、私が以前テレビで、あ

のー、もうずいぶん前ですけれども、避難に関してどうやったら、えー住民の方々が避難

するかというときにね、えっと、昔の話なんですけど、えーと、消防、消防というか、本

当に昔の話なんですけど、なんか叩いて避難してくださいとか言っても、なかなかしなか

ったんだけど、そうやって叩いて避難してくださいって呼びかける人がもう自分は逃げま

すって言って、真っ先に自分が逃げたら他の住民もね本当に危ないんだという事で逃げた

という、あのー、話があったんですね。まぁえーと消防団とか役場の人は真っ先に逃げる

ことはできませんが、やはりその日ごろからの信頼関係とその訴える切実さみたいなもの

が、それとまぁ住民の心構えとか意識がね、やっぱり大切じゃないかというふうに思って

います。えーと、そうですね国への要望は議会を上げてぜひやっていきたい、やっていか

なくてはいけないというふうに思っています。では次に３番目の会計年度任用職員の制度

についてお伺いします。えーと昨年私は一般質問でも安芸太田町非正規職員の現状につい

て質問をしました。今回は会計年度任用職員の制度の導入について質問します。昨年 2017

年の非正規職率の、あのー、全ての労働者の割合は 37.3 パーセントと３人に１人強が不

安定な労働条件の中で働いています。自治体労働者も総務省 2016 年の調査結果によれば、

正規職員の、えー、非正規職員の割合が 30 パーセント以上の自治体は何と半数以上とな

っています。官製ワーキングプアと言われるほどの問題となってきました。当町も役場職

員、これは保育所も教育関係者も含みますが、非正規職率は昨年 36 パーセントくらいで

はなかったかと思います。このような現状の中で、法の整備、一時金支給、非正規職員の

待遇改善、雇用の安定などと、あたかもより良い労働条件を整備されるかのように宣伝さ

れながら実際には現状を追認する形で 2017 年地方公務員法と地方自治法が改定され、

2020 年４月から自治体の非正規職員に会計年度任用職員制度が導入されることとなりまし

た。この制度について町はどのように捉えていますか。当町もこの制度を導入する考えで

いますか。本来地方自治体職員の就業形態はどうあるべきと考えますか。以上お願いしま

す。 

○矢立孝彦議長 

 総務課長。 

○栗栖一正総務課長 

 はい、えー、会計年度任用職員についてご質問をいただきました。あのーまずこの会計

年度任用職員の導入の経緯ですが、先ほど少し触れていただきましたけれども、地方公務

員の臨時、非常勤職員については、現在増加の一途をたどっております。先ほどご指摘を

いただきましたが、安芸太田町においても約 36 パーセント近い職員が非正規雇用職員と

いう実態がございます。一方で非常にえー、現場では重要な担い手となっていることも間

違いありません。このような中、臨時非常勤職員の適正な任用、勤務条件をえー、確保す

ることが、えー、求められておりますし、えー今回えー地方自治法の改正に至ったもので

あります。内容としましては一般職の会計年度任用職員制度を創設して、任用、服務規律

等の整備を図るとともに、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化を行

って、会計年度任用職員制度への必要な移行を図るというものです。併せて、会計年度任

用職員については、期末手当の支給が可能になるという事にしております。地方公務員制

度の改正によって平成 32 年度から導入されるということが決定しております。この制度
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につきましては、本町においても当然に導入するということで今検討を進めております。

この制度の導入によって、厳しい財政状況の中ではありますけれども、臨時及び非常勤職

員の待遇改善が図られまして、モチベーションのアップであるとか、そういった適正な任

用・勤務条件が確保されることを考えると、行政サービスの質の向上にも繋がるというふ

うに思っております。以上です。失礼しました。就業形態、公務職場に求められるべき就

業形態がどうあるべきかということでございますけど、いずれにしても公務職場に求めら

れるのは最小限の経費で最大限の効果を生むべく、えー、効率的な行政運営の元に、就業

形態が維持されるべきものというふうに考えております。一方で労働三権が付与されてい

ないというような事もございます。勤務条件、勤務労働条件については、その代償として

行われる国の人事院勧告であるとか都道府県人事委員会の委員会の決定に本町の場合は依

拠しておりますんで、こういったもとに、えー、労使協議の元に就業形態を協議のうえ整

えていくという事が望まれると思います。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 大江議員。 

○大江厚子議員 

 えーと、2020 年から当然のごとく導入という事で、もう準備が始まっていると思います

が、えー、実態はともかく、これまで自治体職員は常勤が基本でした。非常勤はあくまで

例外でした。しかしこの制度で改めて、えー、非正規職を固定化しようという事だという

ふうに考えます。本来正規職員で、正規職員として雇用すべき職員を非正規職員に置き換

え、公然と恒常的にまた本格的な業務に充てることができるように、また正規職員の削減

化が進むようにという事が目的としてあるように思われます。先ほど非正規職員の雇用の

安定化とか、まぁ色々メリット的な事を言われましたが、実は会計年度任用職員の問題点

はたくさんあります。まず期間が１年の任用であるっていう事です。そして試験を、その

都度試験を受けなければいけないという事ですかね。そして毎年４月から１か月の試験期

間が設けられる。また人事評価の対象となる。そして１年が任用期間限定ですから、雇止

めの可能性があるっていう事が指摘されています。また、そうであるのも関わらず、労働

契約法やパート労働法の対象にはなりません。ですから、今年から５年ルールというのが

発生しましたけど、無期転換５年ルールも適用されないという状況におかされると思いま

す。つまり無権利な労働者が発生するという事です。また、非正規職員はえーとパートと

それからフルタイムに分けられるという事ですよね。フルタイムはまぁ期間１年間であっ

ても一応の保障をされる。しかしパートタイムは保障がない。そこで分断が起こる。そし

てえー、事もあろうにパート型は兼業してもいいですよ、兼業自由化という事が認められ

る。つまり低賃金を固定化するという事につながります。このように会計年度任用という

弱い立場の職員を評価や人事で縛り、例えば理不尽な事、納得できない政策についても、

異議を唱えることが難しい状況を職員に強要することになると考えます。いかがでしょう

か。本来、自治体職員は、あるいは自治体職員に関わらず、全ての労働者は細切れの採用

や人事評価で、労働を脅かせることがあってはならないと考えます。職員相互の信頼関係

を築きながら、研鑚をつみ、経験を通して、自治体職員が自らの仕事に誇りを持てるよう

になる環境こそ、職員に保障すべきです。職員もまた住民の声を聞き、住民と共に、住民

の命と生活を守り子供たちの未来を希望あるものにする政策を作り上げていく努力をすべ

きと考えています。いかがでしょうか。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 はい、あのー会計年度職員について、当初国の言い分と申しますか、は、各自治体にお

いて、一般職に属するものが非常勤特別職で雇用されていると、そうすると非常勤特別職

には、休暇なんてございませんので、それで勤務しやすいだろう、そういった実態を是正

するんだという事で会計年度職員の制度を打ち出すという考え方でございました。あのー
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役場の場合は効率化が必要ですので、やはりあのー本来正規職員だけで運用していく必要

が、これ本来だろうと思いますが、今の業務の多様化とか専門職の不足等々で安芸太田町

においても非正規の方に仕事をしてもらっているという状況でございます。で、国が方針

をある程度示しとるんですが、まだ細かいところが相当まだ国やら都道府県から情報が来

ないという事なんで、安芸太田町として、色んなトータルでの財政もありますし、その数

も多いものですから、どういうふうな対応をすべきかというのをもう少し準備を今かかっ

ているところでございます。で、平成 32 年度、2020 年度からの導入でございますんで、

遅くてもその前の 12 月、１年ちょっと前でございます、その 12 月には関係条例でありま

すとか、関係規則を色々議会の方へお願いするようになろうと思いますんで、また、あ

のー、もう少し時間がありますんで、その辺を十分精査して、あのー、議会の方へ、それ

と形態について、あのー、内容を示してまいりたいというふうに思います。どうしても今

まであのー、正規職員の数の陰に隠れとる職員でございますのでなかなか表に出てこなか

った職員で、町の人事運営としても大事なことでございますんで、もう少し研究をさせて

もらいたいと思います。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 大江議員。 

○大江厚子議員 

 えー、以前副町長はあのー職員は大切な人材であると、大切に育てていきたいというふ

うに答弁されたことがあります。えー、コマ切れの採用ではとてもそういうことはできな

いと思います。私は全ての労働者、自治体職員は正規職で、えー任用、雇用、任用すべき

と考えます。えーとそれにしてもこの件につきましては、また刻々情報をいただきたいと

いうふうに思っています。それからえー、本当に無権利の状況になりますので、これはま

ぁここで言うべきことではありませんけど、労働組合の方の対応も必要かというふうに思

っています。では最後の質問、住民の要望についてです。これは吉見議員と全く同じ質問

でしたので、えー最初のえー、事はもう割愛します。それで、えー、その吉見議員の質問

を受けての答弁を受けたという事で、えー私のえー、考えとさらなる発展した質問をした

いと思います。えー、まぁ自治体とか当事者団体から様々な要望や請願書が行政へ出され

ているというふうに思っています。例えば、まぁ身近なことで言いますと、土居の自治会

の集まりに行くと、いつも行政への不信感が噴出します。えー、土居であれば、消防屯所

の建替え、これはもう５年も前から言ってたというふうにみんなが言っています。それか

ら道路整備の件、避難所の件等です。また教育委員会で言えば、７月に教育委員会へ住民

から 2019 年度使用の中学校道徳教科書の採択に関する要望、あるいはその教科書採択時

の教育委員会会議の公開、傍聴を求める要望書が提出されています。昨年も教育委員会に

同じような趣旨の要望書が提出されました。しかしこの件について教育委員会議において、

充分な時間をかけて論議されているとは思えません。またある住民からは加計学園岡山理

科大への委託事業、好適環境水事業の進捗状況を定期的に町民に報告してほしいという要

望も聞いています。これらすべては生半可な気持ちで要望を出しているのではありません。

住民の命や生活に関わること、あるいは子供たちの人格形成に関わること、税金が適切に

使われているか等、切実な要望です。また住民に情報や政策策定過程を公開することは、

住民自治の基本でもあります。様々な要望をまぁ放置はしてないかもわかりませんけど、

そのままにしていること、あるいは明確な理由や基準を示さないまま処理されていること

がもし常態化されているとすれば、住民の行政に対しての不信感、その先のあきらめにつ

ながります。住民がこの町をこの社会をより良くしていこうとする気持ちをなくしたら住

民自身がこの町の主人公だという意識が持てなくなれば、どんな立派な施設を建てても、

どんな立派な住民サービスを行っても、人の気持ちは離れていきます。住民からの要望を

真摯に受け止め、情報を共有しともに解決していこうという姿勢こそが協働の町づくりの

第一歩と考えますがいかがでしょうか。 

○矢立孝彦議長 
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 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 あのー現在の要望書の取扱いについては昨日総務課長がお答えした通りでございますが、

あのー、全く言われることが当たり前でございまして、できること、できないことにしろ、

やはり町長申しましたように、要望書は確実に返していくことは基本だろうと思ってます。

そういった意味では今総務課の方で昨日言いました、パソコンなんかを使ったシステムを

使ったファイルしとると忘れますんで、それを見える化しようという取り組みを今後徹底

してまいりたいと思います。あのー、このことはどこの自治会に振興会に行っても前に出

した要望どうなっとるかと言われるのはたんびに言われることでございますんで、この改

善に向けて努力してまいりたいと思います。 

○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、えーと、教育委員会における要望、請願の取扱いということで教育委員会議にお

いて議論されて数が、少ないというようなご指摘であったかに思います。えー、我々事務

局といたしましてはですね、えー、まぁこの要望、請願等、ございましたら、事務局の方

で精査をさせていただき、必要な内容につきましては、やはり教育委員会議、教育委員さ

んにお諮りをして、教育委員会議で最終的にえー決議していただくという方法を手法を取

らせていただいております。で、まぁ、当日の会議につきましてはですね非常にまぁあ

のーたくさんの盛りだくさんの会議事項ございますので、事前の秘密会議の所でも一応話

はしております。で、まぁそうした中身の部分でご協議いただいてる部分でございます。

またですね、やはり教育という観点、視点を持ってですね、この要望請願につきましては、

あのーお受けをさせていただいているんですけれども、やはり内容的には非常に政治的な

内容のもの、これ過去の話でございますけれども、あのー政治的なあのーまぁ政権のあ

のー一部批判であったりとか、まぁそういったような中身の請願要望に関しましては、や

はりあのー公開しながらその請願要望についてですね返答するといったことは控えさせて

いただき、えー、まぁ、回答すべきでないというふうに判断したものにつきましては、事

務局の方で、えー回答しなかったという形のものもございます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 大江議員。 

○大江厚子議員 

 えーとどこでね回答すべきかすべきでないかとか基準が、とか見通しがねやっぱり必要

だと思うんですよね。あのーブラックボックスの中で物事が決められるというのが、やっ

ぱり一番不信感を生みやすいと思っていますので、その辺を明らかにしてほしいという事

と、やはり情報公開、傍聴というのは基本中の基本だと思います。住民を信頼してやはり

えーと傍聴の機会はねやっぱりすべてにあのー提供していくべきだというふうに思ってい

ます。えーと、あのー多岐にわたって、えー、最初の事前通告もしないままの失礼な質問

だったかもしれませんけど、私達、まぁ私を含め、私の仲間はえー戦争は絶対に許さない

という事を信条にやっています。あのー、そこをね、ぶれることなくこれからもやってい

きたいと思いますし、質問もさせていただきたいと思います。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 以上で大江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３時２３分 

                  再開  午後３時３５分 

○矢立孝彦議長 

 休憩前に引き続き一般質問を続けます。11番、中本正廣議員。 

○中本正廣議員 
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 はい、11 番中本です。最後の質問になりました。えー、最後の質問になったんですが、

充分待機しておりまして、えーしっかり勉強しときましたんで、と言いながら質問事項ほ

とんどが議員の皆さんやられましたんで、えー、かなり省略していただいて結構です。特

に町長におかれましては後ろを向いて言わずに前で、自分で答弁していただくよう願って

おります。えー、１番最初の通告によりますと、あのー、災害対策についてという事で、

えー、近年の異常気象による集中豪雨等災害に対する備え、予防、対策についてという事

で、通告しております。御承知のようにこの７月５日から始まった今の西日本豪雨災害、

そして昨日の台風 21 号につきましても、えー死者が出てかなりの被害をされております。

まぁこの方々にご冥福あるいは早い復興を願っている次第でございます。この中で、近年

にないと、そして 100 年に１度、あるいは 200 年に１度という大きな災害でした。これも

観測史上初というような形のものができております。まぁこれに対応するというのはなか

なか難しいことですが、それに対して町としてですね、備え、予防、対策、あるいは避難

勧告について、どのようなことを持っておられるかというのが私の質問です。ただこれに

ついては何人かの議員さんもほとんどされておりますので、えー、深くは追及しませんけ

ど、ただ、避難勧告につきましても、住民が分かりやすい、行政用語で無いようなどう言

いますか避難の仕方っていうのが一番大事ではなかろうかと思います。特に行政用語で言

いますと、えー、なかなか住民には伝わらないという、議会用語もそうですけど、そうい

ったことが住民に分かりやすいような言葉で何とかできないかなというのが一番だと思い

ます。今回の７月５日の災害につきましても、先ほど総務課長の話では 53 箇所ですかね、

500 人以上の方が避難されてるという事、それについてはやっぱり消防団の人、あるいは

民生委員の方、大変ご苦労だったなというように思います。私も津浪の避難場所として津

浪、元の体育館、津浪小学校の体育館に行きました。そういったところでは、あのー、ど

ういいますか、体育館ですので下が板張りということ、避難したときに持っていくものが

まだやっぱり十分どう言いますかわかっていないというのがあるし、板張りの中で何もな

いところで避難していくというのもなかなか大変なことだなというように思いました。そ

れとやっぱり防災無線がないというのがありますね、中に。避難場所においてはやはり防

災無線がやっぱりどうしても必要じゃないかなというようにも感じますし、あのーそこに

座るといっても、板張りの所に、どう言いますか、避難勧告とれるまで座っておるという

のもなかなか大変なことであるし、やはり避難場所として指定してあるところについては、

ある程度のものは準備しとかなければいけないんじゃないかな、そういったへんが、あ

のー、備えというところに、もう１つは入ってくるんじゃないかなというように思います。

あと予防というところにつきましては、あのーこれ建設課長に聞かにゃあわからんと思い

ますけど、えー、本流太田川に今、安芸太田町は全部本流が太田川というようになってる

と思うんですが、それの中の支流、これが安芸太田の中で何箇所支流があるか、というの

がまずお聞きしたいと思うんで、それも含めて。えー、太田川へ流れてくるまでの支流、

これはどういう事かと言いますと、この前も川登の災害地見に行きましたけど、かなりの、

えー、立木が流れ込んでおります。これが支流の場合は、えー、今からこれを今回、それ

から 21 号、その前の７月５日の豪雨災害の時も安芸太田町はその被害にあまり合わなか

った。またそういった面の雨量がこちらに来た場合は、多分その山のスギ、ヒノキ等がか

なり川の中へ流れ込んでくるんじゃなかろうかというような懸念がされます。この支流は

どのぐらいの数あるんだろうかというのが一番自分が思うところでございます。そういっ

たところで、最初お答えいただきたいのは、この支流がどのくらいあるかという事と、そ

れから避難場所においてのその防災無線あるいは今度そのある程度の備えと言いますか、

これは水とか色々なことを備えておくというのはなかなか難しいとは思いますけど、ただ

そこに床張りの所に居るとかいう、まぁ集会所なら別ですけど、床張りの所に居るという

のはなかなか大変なことだと思いますんで、そういった処置ができるかどうかというのを

まずお聞きしたいと思います。 

○矢立孝彦議長 
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 田中建設課長。 

○田中啓二建設課長 

 はい、太田川の支流という事でのご質問でございます。太田川につきましては河口から

戸河内の明神橋のとこまでを国が直轄管理しておるところでございます。えー、それから

上流、吉和側にかけましては、県が管理しております。えー、太田川の本線以外の支流と

いう事でございます。県管理河川が、えー、８つございます。えー、柴木川、板ヶ谷川、

筒賀川、滝山川、西宗川、丁川、あと松原川でございます。これ以外の太田川のいわゆる

支流でございます、いわゆる普通河川というものでございます。えー、普通河川におきま

しては町で管理することになっておりますけども、普通河川の台帳というものはございま

せん。えー、いわゆる規模の大きいものから小さいものまで、えー、国管理、県管理以外

のものは、いわゆる普通河川という事になっております。えーその普通河川におきまして

いわゆる砂防指定地というものもございます。これが昨日の一般質問で答弁させていただ

きました、77 の河川が砂防指定地ということになっております。えー、普通河川の台帳ご

ざいませんけど、普通河川の底値が、えー、砂防指定の底値が普通河川という取扱いとい

う事になっております。えー普通河川の台帳整備という事につきましては、なかなか数の

把握から始まって大変難しいのではないかいうふうに今現在は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 

 栗栖総務課長。 

○栗栖一正総務課長 

 はい、えー、町の災害対策の部分でご質問いただきました。あのー安芸太田町で 14 人

の方が亡くなられた昭和 63 年７月豪雨災害からちょうど今年 30 年という年になりました。

えー、今回ご質問いただいた意味もこういったものもあるんだと思うんですが、あのー近

年、えー、議員言われましたように、想像を超えたゲリラ豪雨であるとか、数百年に１度

の頻度で発生するような雨が降ると言ったことで、こういったゲリラ豪雨、地震、従来の

常識とされた防災対策ではもう不十分といわれる現実に直面をしております。こういった

中で今回のご質問の中にある、えー、避難勧告を今回発令したわけですが、津浪地域には

津浪体育館というところで指定をさせていただいておりました。で、確かに下が板張りで、

これを夜間そのままお過ごしいただくには非常に御不自由をかけたなというふうに思って

おります。実は町の方では、えー、マットを持っておりました。で、私どもの配慮が行き

届かなかった点がございますけど、そういった板張り等で睡眠、休むことができないとこ

ろについてはマットを持っておりますので、こういったところには事前配備をさせていた

だきたいと思います。それから避難場所の防災無線がないという事は、これは私どもの誤

りでありますので、こういった再度全ての避難施設の防災無線の有無を確認して対応させ

ていただきたいと思っております。いずれにしても、あのー、異常気象、年々我々の想定

を超えて発生をしております。経験のないゲリラ豪雨を目の前にして的確な避難情報をど

う出していくのか、なかなか明確な結論、先ほど来申し上げられることができませんけれ

ども、簡単ではないと思っております。国、県それから住民の皆さん、自主防災組織の皆

さんと共有しながらよりよい結論を出していきたいと思っております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 中本議員。 

○中本正廣議員 

 はい、えー、今の件につきましても、今総務課長言われたように、想像を絶すると言い

ますか、想定外というのが今いつ起きてもおかしくないような状況になっております。そ

ういった中での対応というのは大変なことだと思いますし、あのー、役場の方々あるいは

消防団の方々っていうのは、その対応に対することは本当に頭が下がる思いでございます。

そういった中で、あのー、今言われましたように、無いところには今の防災無線をやって

頂ければ、居られる方も色々逐次情報が入ってくるという事で、安心面はあるとは思いま
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す。あのー、床面についてのマットがあれば、それは十分楽なことになりますので、そう

いった処置は、もしそういう事があれば、事前にわかればやっていただきたいというよう

に思います。もう一つあのー、支流がいくつあるかと聞いたのは、今 77 というような話、

県が８つという事ですけど、その支流の中のやっぱりその沿線、沿線と言いますか、あ

のーラインの中には、やっぱり今頃、スギ、ヒノキというのが植林がかなりあると思うん

ですよね。そういった情報的なものも含めて調べておかないと、避難勧告する場合になか

なか難しい、想定外の雨が降るときには、そういったことが一番危ないことになる。そし

てその支流の中には、多分橋があるというのが、ほとんどありますんでね、ところどころ

に。それがせかってくると、この前テレビ放映でありましたけど、一挙にこう出てくる、

土石流みたいな形になってくるというのがありますので、そこまでの点検的なことも情報

というのはやはり行政的にはやっぱりやっとくべきでなかろうかと。そのことがあるので、

やはり避難勧告、避難してくださいというのを明確にできるような形を作っておかないと、

やはり住民の安心、安全という事にはならないんじゃなかろうかなというように思ってお

りますんで、まぁその辺も踏まえて今からの防災、備え、予防について対策についても考

えていただきたいというように思います。もう１つはですね、やはりこの災害の時に、こ

れは前々から私も言ってることなんですけどドローンが整備してないというのが。まぁ、

あのー、恐羅漢でもありましたが、雪山に例えば上がるにしても 100 メートル上がるのに

雪の中かき分けて上がるのは、相当な時間がかかります。しかしドローンでやれば、どう

言いますか、その範囲、何キロかっていう範囲があります、できる範囲が。それを映像で

とらえられるというようなものもあるので、そういったことは早くこう町として取り組ん

でいただくという事をしないと、あるいはこの今の災害、河川なんかでも、川べりにその

中を見ることができない、のぞけば危ないというときにですね、そういったところを調査

もできるという事で、やはりそういったドローンを使った、えー、どう言いますか、今は

映像がはっきりして出てくる又はあのーかなりの風の中でも性能がいいのは飛ばせるとい

うのもありますし、あのー、そういったものを有効利用できるような形で、そういった配

備をしていただいたらなと。これは、あのー、どこが持つかという事にはなかなか難しい

と思いますし、またあのー、どう言いますか、操作もかなり熟練しないとできない面もあ

るかもわかりませんし、最近はあのーパソコン等で流せばそれできちっとその位置はきち

っと行ってくれるというような形のものもあります。そういったものも含めてですね、

えー、災害に対する予防、備え、対策、備えをやって頂きたいというように思います。こ

れについてもし何かありましたらご答弁いただきたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 総務課長。 

○栗栖一正総務課長 

 あのー、災害対策に予防も含めてドローンを活用できたらという事でした。あのー、ド

ローンの有効性については、私どもも理解はしているつもりですが、なかなか資格者の確

保であるとか、そういった点が難しゅうございました。実際には現実に安芸太田町消防団

の中に、ドローンを飛ばせる資格者がすでにまぁおりますので、緊急時にはお願いすれば

いいかなというふうに甘く考えてるところも正直あります。ただ、この今年、もう既に立

ち上がったと思いますが、町内の事業者の方が、ドローンの資格取得の講習ができる会社

を立ち上げられました。こういったものをもし活用すれば、えー、ドローンの資格者も増

えますし、いざという時の災害対策、例えば先ほど言われましたような、特に土石流県経

由の上流部の倒木の状況であるとか、そういったものも確認等ができるかと思いますんで、

防災対策につながるかと思います。これについてはちょっと導入の方も検討させて頂きた

いと思います。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 中本議員。 

○中本正廣議員 
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 えー、それでは次の質問に入らせていただきます。えー、福祉についてという事で、地

域包括ケアシステム構築に向けての現状、課題、今後の方針についてと、今の災害と同じ

ような簡単な名目にしております。地域包括ケアシステムが適正に運用され高齢者が住み

慣れた地域で安心して生活できることを目指しているというように私は思っております。

まぁその中で現状はどういうようになっているのか、そして課題は、今後どのような形で

やろうとしているのかという事を、まず聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 伊賀福祉課長。 

○伊賀真一福祉課長 

 はい、それでは福祉課の方から地域包括ケアシステム構築に向けた現状、課題、そして

今後の方針についてご説明をさせていただきたいと思います。議員からも最初述べられま

したように、地域包括ケア支援システム、それをもう少しまぁ少し言葉を変えて言うなら

ば、高齢者が住み慣れた地域で、地域の方々に見守られながら、できる限り働き続け、そ

して健康寿命を伸ばしながら、生活できる社会システムのことだというふうに考えており

ます。えー、現状等についてですね、あのー、報告する前に、これまでの経緯といたしま

して、平成 25 年の３月にえー、安芸太田町におきましては、地域包括ケアシステムの構

築の計画というものを策定して以降、第６期の介護保険事業計画またそして今回、３月に

策定いたしました第７期の介護保険事業計画におきましても、この地域包括ケアシステム

というものを、構築という段階から、もっともっと進めていこう、深掘りし、さらに推進

していこうというふうな計画を立てて現在それぞれ取り組みを進めているところでござい

ます。現状について、えー、その計画の中、たくさん項目等ございますけれども、特に医

療、介護の連携、そして認知症の対策、えー生活支援や介護予防サービスの基盤整備、そ

して介護予防というこの４点についてですね、現状と課題について説明の方させていただ

きたいと思います。医療、介護連携等につきましては、特に病院で入院し、退院された方

についての在宅生活に向けた支援カンファレンス等について、えー、安芸太田病院の地域

医療連携室の方にもですねご協力をいただきながら、それぞれ個別のカンファレンスとい

うものをずっとこの間取り組んでるところでございます。えー、ただ個別のカンファレン

スというものは取り組みを続けておるんではございますが、えー、在宅医療の推進であり

ますとか、またそれと介護との連携という部分については、まだまだ課題が多いというふ

うに考えておるところでございます。続きまして、認知症の対策につきましては、認知症

の方を見守っていらっしゃる家族の方に寄り添うという事を、１つ目的として、えー、介

護者の集いというものを現在毎月、あのー、開催をし、えー、４名から６名のご家族の方

にお集まりいただいて、色々お話を伺ったりというような取り組みも行っております。ま

た認知症というものを正しく理解していただくための、認知症サポーターというものもで

すね、今年度になりまして、安芸太田中学校の方のご協力をいただき、22 名の生徒さんが

その認知症サポーターの方にも登録をしていただき、本町におきましては、407 名の方が

現在認知症サポーターとして登録をしていただいてるところでございます。あのー本町、

この第７期の介護保険の事業計画を策定するときに、えー、行いました、日常生活圏域

ニーズ調査の結果をですね、国が示しました調査分析基準などに照らし合わせて、指標を

評価したところによりますと、認知症のリスクであります、その物忘れというのは 65 歳

以上ですでに４割の方が自覚しておられ、高齢化によりこの認知機能の低下というものも、

益々高くなってきているというふうに思います。これまで以上で認知症に対する正しい理

解、知識の普及、また啓発を進めていくこと、そして認知症になってももっとやっぱり地

域で見守られながら、安心して暮らせるその地域づくりというものをどんどん継続してい

くというのが認知症対策における課題というふうに考えております。えー、生活支援、介

護予防サービスについてですけど、あのー平成 29 年７月から要支援１、２の方に関する

デイサービスまたヘルパー、訪問介護等については、介護給付の方から地域支援事業、町

が独自でまぁ行うことができるサービスへと転換してまいりました。現在７月末時点であ
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りますが、要介護認定の認定者 770 名いらっしゃいますけども、このうち要支援１、２と

認定されている方は 178 名いらっしゃいます。この 178 名の内実際にホームヘルパーまた

デイサービスをご利用になっている方は、えー実際には 65 名という事で、えーと割合で

申しますと、要支援者の認定者のうちの 36.5 パーセントにしかなりません。まぁそのほ

かの方と申しますのは、例えば住宅を改修したり、福祉用具を購入されたら、もうあと特

にサービスをご利用になっていらっしゃらない方、また認定は受けたけれども、それこそ

お守り、何かあった時のためにということで、認定を受けていらっしゃる方もやはりいら

っしゃいます。こういう中でやはりあのー、もっともっとその地域において、その介護

サービスのみだけではなくて介護保険を外れて生活支援、もっとどういうふうにより細か

なことについてですね、あのー助けが必要なのかという、どういったサービスが必要なの

かということを町としてもまたサービスメニューとして介護保険外のサービスメニューと

して作成していきたく、今地域生活支援コーディネーターというものを設けてですね、今

年度になりましてようやくですが、協議体というものを設け、実際に実働される事業者の

方、また社協の職員さんを含めて、協議体を設置し、生活支援でどういうふうなサービス

が必要なのか、どういうふうなサービスができるかという事を今検討をしている段階でご

ざいます。介護予防という事になりますと一般的なあのー口腔機能、また運動機能の向上

にあわせて、住民自らがこういうふうな予防運動をやりたい、体操したいという団体を今

作っておる最中でございますが、本年度になりまして一応６団体、新たに住民が運営する

通いの場というものが出来上がりました。これにつきましても住民さんだけが運動するの

ではなくて、町の保健師また地域包括支援センターの職員も立ち上がりに支援するととも

に、あのーお忙しい中ではありますが、えー安芸太田病院のリハビリの専門職の方にもお

手伝いをいただきながら、その輪づくりについて現在進めているところでございます。あ

のー、今後の方針、まぁ方向等につきましてですけれども、やはりあのー高齢化、過疎化

が進む本町においては、総人口もさることながら、やはり高齢者の方もちょっとずつやっ

ぱり少なくなっていくというふうに、まぁ介護保険の事業計画を策定した段階では推察を

しております。本町において、やはり介護保険だけ、またその介護保険の中でも特に施設

サービスだけという事であっては、これからの制度そのものを存続させることにもやはり

限界があるというふうに思っております。こういう特徴を持つ本町においては、やはり人

口が少ないからこそ、可能になりますものは何かというものを、その実態把握に基づいて

地域のあらゆる物的資源でありますとか人的資源を活用した有効なネットワークそして体

制を作ることこそが大事だというふうに思っております。そのためにも、やはり私どもが

今思っておりますのは、介護予防の推進と健康づくりという面を１点にあげさせていただ

きたいと思います。えー現在厚生労働省におきましても介護保険の介護予防事業と生活習

慣病の重症化予防という医療保険の保険事業を一体的に進めたらどうかというような模索

もされておりますが、本町におきましても、やはり介護保険だけではなくて、その介護予

防におきます健康づくりといった部分、例えばえー国保なんかのですね事業も使いながら、

もっともっと介護予防の方にも取り組みを進めていきたいというふうに考えております。

またこの地域包括ケアシステムを進めていくため、また、えー、病院、医療とのその連携

を深めるためにはやはりその中心的な役割を担うのは、あのー色々なサービス、横との連

携をつなぐためのコーディネート機能を果たすべき地域包括支援センター、このセンター

そのもののやっぱり機能の強化というものが大事だと思います。いつぞや議員の方からも

ご指摘をいただきました地域包括支援センターにおける体制、えー正規職員等々の問題も

あると思いますが、とにかく今ある現時点での職員、横の健康づくり課とも連携し、工夫

しながら、地域包括支援センター、その包括の持つべき総合相談機能というものをしっか

り果たしていきたいというふうに思っております。また、あのー、最後になりますけれど

も、あのー、地域包括ケアシステムこのものをやはり進めていくためには、横とのやはり

結びつき特にその連携というのが本当に大事です。ですから今現在も各事業所の方、また

あのー病院の方とも機会があるごとに会議等を開催し、お忙しい中ではありますが、集ま
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っていただいて、情報の交換等を行っておりますが、これからもその連携という部分では

ですね、これまで以上に密に取りながら、進めていくことで、より地域包括ケアシステム

というものを展開していきたいというふうに担当課では思っております。福祉課からは以

上です。 

○矢立孝彦議長 

 中本議員。 

○中本正廣議員 

 えー、あのー、今後の課題というものがあんまり見えにくかったんだけども。えー、地

域包括ケアの構築というのは、高齢者が生き生き暮らしていくための健康づくりと介護予

防の促進という形のもの、高齢者を見守りあう地域づくりとかいうようなことよね。在宅

医療とか介護連携の推進とかいうのが主なものになってくると思うんです。あるいは高齢

者のフレイルですか、あのー加齢とともに心身の活力という、筋肉や今さっき言われた認

知症が低下してくるというようなことの中で、あのー、地域ケアマネジメント会議という

のがよそでちょっとあるようなことを聞いてるんだけど、これはさっき言われた連携とい

う中のことだと思うんだけど、医者とか看護師、ケアマネージャー、社会福祉士とか保健

師とかいうものの会議が結局連携の中でやってるという意味のことですかね。そういった

ことがきちっとできた中での、どう言いますか、えー、包括ケアシステムが構築していけ

れば一番いいというように思うんですけど、ただその中でね、やっぱり安芸太田町の中、

全体の中で、えー、社会福祉協議会の運営の状況は今どのようになってるんだろうか。ま

ぁ町からもかなり出てるんじゃないかと思いますけど、補助金的なものですか。そういっ

たことが将来見据えて今順調にいってるのか、またどのように将来的展望と言いますか考

えておられるかっていう事を、これは福祉課長が答弁するべきか、町長が言うべきかとい

うのはちょっとよくわからんのだけれども。福祉課長は答弁あればしてもらって、後は町

長が答弁してもらったらというように思いますんで、よろしく。 

○矢立孝彦議長 

 福祉課長。 

○伊賀真一福祉課長 

 はい、えーと、社会福祉協議会の方に補助金等色々と支出しとる関係上、私の方からま

ず答弁の方をさせていただきたいと思います。えー、現在社会福祉協議会におきましては、

えー、特に町の地域福祉の部分、それからまぁあのー介護保険事業におきます、えー、介

護サービスの事業等々について、その役割を担っていただいているところではございます。

えー、毎年その実績報告等を見させていただく中ではやはりサービスのメニューによって

はかなりしんどい思いをされている部分もあります。これはあのーまぁ社会福祉協議会だ

けではなくて、介護保険事業者においてもやはりあのー、報酬、介護報酬のあのー改定等

に伴う、だんだん基本報酬よりも加算による報酬がまぁ、によって単位が取れるというよ

うなシステムが変わったことでありますとか、また全体的にそう申しましても需要という

か、介護サービスを受けられる方の数が少しずつやっぱり減っているというのも、えー、

社協さんが苦戦されている部分に限らず、やはり少ししんどい思いをされている部分もあ

るというふうに私の方は認識をしております。ただ介護サービスもそうなんですけど、本

町におきますその地域福祉、特に人と人とのつながりあいとかいう部分においては、私ど

もよりもやはり社会福祉協議会さんの方がですね、そうは申しましてもやはり横とのつな

がりというものも多々持っていらっしゃいますので、私どもは逆にそういったところを

色々力をお借りしながら、これからも福祉の増進に努めていきたいというふうに考えてい

るところでございます。私の方から以上でお願いいたします。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 
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 はい、包括ケアシステムという事になりますと、まずは何よりも、保健、医療、福祉そ

れぞれの関係団体の連携が何よりの効果を上げることの手法の１つだと思っております。

それの役割の１つになっていただいておりますのが、社会福祉協議会でございます。社会

福祉協議会の中にはやはり収益を上げる事業とまた町の方から委託あるいはお願いをする

社会福祉本来の業務になります。収益事業の方が先ほど課長が申しましたように私も先日

ひまわり等々、現場を見させていただく中でですね、やはり当初の計画されとる利用者が

確保できないというような事を耳にしておるところでございます。という事は、同じよう

に民間の方でそういったふうな機能になっていただいておりました清水先生のところ、あ

るいはデイサービス等々でしたら寿光園さん、そういったふうな町全体のいわゆる福祉領

域のサービス提供対象者がどういったボリュームに今なっとるのかという事もですね、

１つはチェックする必要があるのではないかと今思っているところでございます。そうい

ったふうなそれぞれの状況を踏まえながら、より冒頭申しましたように保健、医療、福祉

の連携をですねとっていく。とっていくのには、これは何よりもコミュニケーション、や

はり現場の担当者同士がどのようにつながっていくか、あるいはどのようにこう同じテー

マ、同じ対象者に対する同じテーマを持って、会議を開くというか、顔と顔を合わせたと

いうのが１つの手法の大きなところだろうと思います。今日の状況は直接顔合わせのみな

らず、やはりインターネット等々の新しい仕組みを使いながら、１人の対象者をみんなで

支えていくという仕組みづくりが今求められているものではないかと思っております。 

○矢立孝彦議長 

 中本議員。 

○中本正廣議員 

 えー、社協の問題、まぁあのー町からの補助金等が出てる中でのやっぱり収益がどうい

うようになってるかというのが、やっぱり問題になると思うんですよね。介護保険料によ

ってずいぶん変わってくるというのが実際の中で、法的なものがどんどん変わってきてい

るものでなかなか難しい面があると思います。そういった中でやっぱり基金がどのように

なって今現在がというのもあると思います。それと 2025 問題ですかね。そこの中に入っ

てくるという事になると、そこの段階を超えると、一気にそのなかなか難しくなってくる

というのが、この保健、福祉の問題だと思います。そこらを踏まえてですね、町がどのよ

うな腹入れをしてやっていかにゃいかんのかなとういうのをやっぱり本当は聞きたかった

んですけどね。そういうところでもしなんかあれば、お答え願いたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 先ほどサービスの量を今日の状況で把握する必要があると申しましたとことあわせてで

すね、やはりサービスを提供する側の人材の確保という事も、大きな課題としとるところ

でございます。えー今年度はそれぞれの福祉サービス事業所の皆さん方と一緒に人材確保

の取り組みの予算をいただいておるところでございます。新しくこの職場へ入っていただ

く方の研修に対する費用を負担をしよう、また研修に対する時間が現場から離れるそのと

こもですね、やはり経済的な補てんをすることによって新しい方が勉強するチャンスを確

保していただけて次を担う人材のことをですね、確保するような取り組みをしておるとこ

ろでございます。まさに 2025 の時代になったときにみんなが 75 歳になってお世話をして

いただける方が大変不足するというような事をですね、ぜひとも避けるようなことを今日

の状況から検討していくべきだと捉えております。 

○矢立孝彦議長 

 中本議員。 

○中本正廣議員 

 福祉については大変厳しい問題があると思います。まぁあのー安芸太田町の中でも社会

福祉士、それから管理栄養士というものを、それから保健師につきましても数がまだ足ら
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ないんじゃないかなというように思っておりますし、そういった募集するあたりについて

もね、やっぱり十分なあのー配慮した中の募集をしないと、やはり今の情報化の中ではな

かなかそういった人材が集まらないというのが現実がありますんで、その辺もよく加味し

てやっていただきたいというように思います。それではあのー、最後の問題になりますけ

ど、県立加計高等学校の支援についてという事で出しております。本町の現在の出生数か

ら見て将来の生徒数が心配であるが、安芸太田町として今後の手立てはどのように考えて

おるかという事で出しております。加計高校については、昨日来、質問がありましたので

重複することが多々あると思いますけど、えー、まぁ若干変わったところで質問したいと

思いますんで、一つよろしくお願いします。えー、ご承知のように今の出生から見ますと

ですね、平成 27 年から加計高校は中学の卒業生と言いますとだいたい 47 名の卒業生がい

て、27 年からずっといくと、47、56、35、37、44、31 年度来年が 44 人の卒業生になると

思うんです、中学校はですね。で、32 年、33 年ごろになると 35、29、31、32 とだいたい

30 人程度の卒業生になってくると思うんですよね。その中で加計高校にあるいは入学して

いくという中の地元率的なことを考えてみると、大体地元率が低いとその県としてもやは

り一番問題にしてるというところで、今までだいたい 60 パーセントを越えてるという、

まぁ 29 年度が 51 パーセントで一番低いんですけど、その前は 75 パーセントで、去年が

60 パーセント、地元率的にはなってるという事なんですよね。地元率が 50 パーセント以

上下がると、やっぱり県としても問題視されるということが一番あると思います。それと

ですね、あのー、地元に高校が無くなるとなれば、これは大変なことになると思うんです

ね、地域に無くなるという事は。広島県はあのー、県立高等学校の配置希望についてとい

うことでだしておりますよね。学校活性化地域協議会を設立して今現在設立してあると思

いますけど、えー、活性化を検討するとなっております。この３年間活性化策をこの中で

決まった活性化策を実施後２年連続して 80 人未満の学校については、切った場合、近隣

の県立高校とのキャンパス校となると、あるいは地元の中学校と緊密な連携による一体的

な学校運営ですか、そういたこと。もう１つは統廃合、あるいは町立の高校を作るという

ような形になってくると思うんです。この中で、但しという文言があるんですけどね、こ

れ教育活動及び部活において充実した活動を行うための地域支援体制が整っており、これ

らの支援を受けながら、ここからが問題なんですけど、全国トップレベルの特質べき実績

をあげ将来も同様の成果が見込まれる学校については別途検討する、別途検討ですからね

まだ、そういった状況にあるという事なんですよね。だからすごく今の加計高校において

の問題的なものは多々あると思うんです。学校としてはですね、私はよくやってると思う

んですよね、いろんな面で。あのー、みなさんご承知のように、地域に出てやる、そのど

う言いますか、地域と一緒になってやる、これ年間約 30 くらいの、どう言いますか、行

事に出ておられます。だいたい安芸太田町で行事やった場合は 99 パーセントくらいの協

力をしてるというように言われております。そういった中で、あのー、議会が研修会とい

う事で、県の教育委員会との会合を持ちました。その中で言われたことは、高校としての

特徴があればいいんだという事ですね、１番は。それは学校の教育については学校がやっ

てくれなければいけない。しかし地域がどれだけの応援ができるかというのも１つはある

と思うんですよね。これは今加計高校で一番に特質的にあるのは、ライフルなんですよね。

それとあのー、えーと、菌類ですか、菌類の研究とかいうのをやってると思うんでそうい

ったものの特殊なものが飛び出たものが出てくれば、それの中に当てはまってくるという

事が一番だと思うんです。ただやはり生徒数についてはやっぱり 80 人を割らないという

事が一番の基本だと思うんですよね。そこをするために、安芸太田町がどれだけのことを

するかというのがやっぱり一番だと思うんです。で、高校の中ではやっぱり国公立大学の

入学がかなり昔より違って増えてきたという事、それから地域環境保全功労者として環境

大臣から表彰受けたりとか、グローバル未来塾の参加とか、海外留学とか、国際交流、ハ

ワイ、フィリピン、ベトナムとかまぁ色々やりますけど、行事としても非常に学校として

は頑張ってると思うんですよね。それをやはり町として、応援するというか支援するとい
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う施策がないと私はいかんと思うんですよね。今の卒業生が全部入学したところで足らな

くなるわけですよね、実際のところは、今から先の分については。やはりそれを増やす手

立てを考えにゃいかんというのがやっぱり一番だと思うんです。その手立てとしてはやは

り今、川・森・文化センターで行ってる寮の問題、全国からでもこれは海外からも集める

というように校長先生言われとるけど、それをできるような学校にするためには、やはり

受け皿がきちっとしてなければいけないというのが一番だと思うんです。加計高校を残さ

にゃいかんというのが地域であれば、町としてもやはりそれだけの腹入れをして、やるべ

きじゃないかと思うんですけど、その辺のところをお伺いします。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 はい、あのー、加計高校の支援という事でご質問いただきました。まさにこれ加計高校

の存続というテーマで我々が取り組んでおることでございます。今色々な手立てをしなが

ら、先の質問でも答えさせていただきましたように、1,900 万円を超えるような町費を持

って加計高校の側面支援をした。これは県内ではちょっと飛びぬけた額であろうと認識し

ております。一方では、全国的な募集をするという観点からすると、島根県ではまだもう

少し額が大きい支援をしておられて、その支援の中身には、県自らがですねいわゆる教育

領域を超えた側面支援をするというような予算も組まれているというような事も聞いてお

ります。そういうふうな学校と全国から中学卒業生を多大に募集する、お互いに取り合い

こするというような状況の中では自ずと比較をされることになります。その比較される一

つの項目に寮の整備状況が先の質問で聞いたところでございます。そうしたふうな大きな

課題を克服しながらですね、ぜひとも加計高校を地元に残していくという事で地元の中学

卒業生の勉強する機会を確保したいという取り組みを今しております。その中でライフル

のお話を聞いたところでございます。我が町の筒賀財産区の域内にえーアジア競技大会で

使用した施設があると、その維持管理についてもですね、色々な課題がある中ではござい

ますが、広島県、あるいは広島市、ライフル協会ともどもにこの維持に努めておるところ

でございますし、そうしたことで、全国の高校のライフル射撃競技大会が 13 回ほど続け

て今開催されておりますし、今後もその会を、競技会を筒賀財産区のライフル射撃場で開

催していきたいという意味で、地元での実行委員会の会長を町長が引き受けさせていただ

き、またそこへですね、先ほどの金額と違うところの財政的な支援をしておるという事で、

ライフル射撃競技においても、全国レベルの成績が出ておるところでございます。そうい

った意味での全国レベルのことの取り組み、それと先の質問でも答えさせていただいたと

ころでございますが、今、森林環境税という新しい財源が確保できて、その財源を基にや

はり取り組まなくてはならない幅広い森林領域の業務でございます。そうしたふうなこと

を考えたとき、そこへ担い手の確保という事が我々の次の課題ではないかと認識しており

ます。そういった意味におきまして、加計高等学校の中にですね、新しく林業科を設ける

ことはこれハードルが高いことですが、やはり色んな校長先生の配慮の中で学習する時間

を確保する意味での林業、コースを、ぜひとも実現をしていただきたいという側面的な支

援をですね、今取り組みを始めようとしているところでございます。これには地元の森林

組合、あるいは地元の林業施業者の現場での技術習得、それとあわせて何より学校でのカ

リキュラムにおける指導する教師、この確保が何よりだと思います。現に広島県では林業

を教える県立高校がございません。という事は逆に指導する教師もですね今おられるのか

どうなのかという心配な領域もございます。そういったふうなことを 1 つ 1 つ克服しなが

ら全国には届かないとしても、広島県中山間地、林業地帯からですね、ぜひとも林業を目

指す子供たちの受け皿になる学校になればより魅力が高まるものだと今取り組みを始めと

るところでございます。それとやはり地元の出生数、いわゆる子育て環境の整う地域づく

りをし、若い方々の定住促進もですねあわせて取り組んでまいります。 

○矢立孝彦議長 
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 中本議員。 

○中本正廣議員 

 はい、あのー特質した学校という事でですね、やっぱりライフルっていうのは、今高校

入ってライフルというのがあるんですけど、やはりあのー私が思うのはその年齢制限とか

色々あるのかもわかりませんけど、中学生ぐらいからそのそういった形の中に、えー、ど

う言いますか、できればその今高校にそういった施設があるので、そういったことを中学

生ぐらいからいけるような形を作っていかれないかなというのが、1 つの部としてですね。

そういったことをやっていくとやっぱり全然違ってくると思うし、全国レベルになるよう

な形のものをやっぱり側面として指導するあるいは指導者を招くとか、あのー野球でもそ

うですけど、監督によって全然違ってくる全国レベルになってくるというのがありますし、

やはりそこらはやっぱり地域をあげてこう考えていくということを考えていかなきゃいけ

ないんじゃないかなと。先ほど町長が言われましたよね、1,900 万出してる、突出してい

る、よそにないくらいやってるという事が言われてる中でね、言われてるけど、島根県あ

たり、さっき言われましたようなことの中ではですね、あのー個室については、バス、ト

イレ、調理器具、エアコン、ワンルームの一人部屋、部屋代なし、というのが２校ありま

す。島根県でね。まだあのー寮費と言いますか町から補助があって３万円位というのも、

３万円のもありますけど、あのー例えばその町に住所を移してくれると、１万円補助する

とかっていうような項目もあったりとか、やはりあのー今は川森でやってるような個室で

ないというのは、もうはなから無理じゃないかと思う。だから、早くその個室のペースに

なれるようなぐらいのどう言いますか補助、その今このさっき言われた森林環境税の形で

林業コースっていうのは私なかなか難しいと思うんですよ。で、この今森林環境税の金が

あればですね、それを足してでもね、個室を作るべきじゃないかと思う。そういった施設

を作らないと、一番最初の例えば町長は自分の子どもが行くと言ったときに、今の二段ベ

ットの中におってというような事じゃ、そりゃあちょっとなかなか難しいですよ、今の時

代。私らの年代ならそれはわかるんですけど。やっぱり住環境そろった中でものをやって、

作っていかないといけないというように思います。ですので、まぁすぐ来年度からという、

新年度予算で組めるような形のものができるかどうか、ちょっと早急ですけど、そのくら

いの気を持ってやらないと、この加計高校危ないですよ、実際のところは。もう来年度か

ら 30 人くらいしか卒業生がいないわけですから、それの地元率と言いますか、それが 60

パーセントくらいにすると人数的には 10 何人しか入れないという事になりますんでね。

そうするとかなりの人数足らなくなってくる。ところが町として本腰入れて考えていかな

いと、もう目に見えてくると思います。もうあと５年先には。その辺の気合いがあるかど

うかちょっとお聞きしたい。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 あのー先ほど来、答弁しておりますように、寮というのも学校を選択する１つの大きな

要因になっとる今の状況というのは認識しておるつもりでございます。そういった意味に

おきまして、現在の川・森・文化・交流センターを活用しての、相部屋での対応というの

は時代を遅れとるというご指摘もごもっともと認識しております。であのー当面はですね、

川・森・文化・交流センターにまだ和室の研修室があります。そこらを改修することによ

って、個室化をですね、全て一律の個室化という事にはまた難しい、平面的なことを考え

たときにあろうかと思いますけど、まずそのことを取り組んでみたいと思います。将来や

はりあのーその運営、寮を作ることはできるんですが、これを運営することの費用だと思

うんです。そういったふうなとこを考え、要するにまぁ地元の力をお借りしたいというよ

うな思い、また一つは今、川・森・文化・交流センターを運営しとる会社の力をですね、

要するに効率よく使いたいというような考えのもとにですね、先ほど言うように、ごりん

の里の改修を含め、寮のことについては考えて参りたいと思います。 
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○矢立孝彦議長 

 中本議員。 

○中本正廣議員 

 えーこれについては、あのー、学校活性化地域協議会っていうのがあります。それの中

での町との協議を十分とって頂いて、そしてこれは学校はやっぱり認識してもらわにゃ一

番いけんわけですけど、やはり生徒から見て、加計高校へ行きたいというような形のもの

の教育内容というのも大事だと思いますし、それにはやはり付随している寮の完備が一番

大事になってくるというように思いますんで、そのへんも含めてですね、あのー協力でき

るところはしっかり町をあげて協力すべきじゃないかというように思っておりますんで、

その辺も協議会との協議あるいは学校との協議、安芸太田町の協議というのを十分に連携

を取っていってやっていただきたいというように、あのー、そうすべきじゃないかという

ように思っておりますんで、その辺がもう１回最後にありましたらお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 教育委員会、二見教育長。 

○二見吉康教育長 

 はい、えー、まず、あのー、加計高校へ進む子供たちの確保という点、１点。今後約 30

名程度しか卒業生がいないという中で、県が示す 81 名以上の確保という事になりますと、

計算いたしますと１学年27名ずつと、30名の卒業生から各学年20名ずつ送っていっても

60 名しかいないと。そうすると残り７名ずつを町外から求めていくという事がぎりぎりの

計算式になろうと思ってます。言うのが、30 名全員行ってもというのがありますけども、

これまでの安芸太田町の長い歴史の中での加計高校と中学校の関係で言えば、６割から

７割くらいがやっぱりこれまで歴史でございますので、進学進路につきましては、それぞ

れの保護者や本人の希望もしっかりと聞き取りながら、判断を迷っているものについては、

加計高校の良さをしっかりと紹介をしていくという方のそういう進路指導も必要かと思い

ますが、あくまでも子ども達、保護者の希望を叶えつつ、加計高校の人数をどう確保して

いくかという課題だと思います。そういう点であのー、現在連携型の中高一貫校の県教委

の指定を受けとる学校でございますので、こういう学校については、連携枠という入試に

おける人数の先取りをしていく制度ができております。ですから加計中学校や安芸太田中

から、加計高校で勉強したい子どもが早い段階で志望の意思表示をすればするほどですね、

その連携枠を広げることができると。そのほかにも、選抜Ⅰといういわゆる推薦枠、それ

から一般入試枠いうのもございますが、えー、地元高校へ行きたい子どもは早くその意思

表示をしてしっかりと入学するまでに勉強をして進むんだという事が一番連携する学校と

しては望ましい姿だと思いますので、そういう点も含めて、望ましい進路指導をさせてい

きたいと思っています。もう１点は、まぁこれまでも中学生の時からライフルを持って加

計高校で土曜日、日曜日に練習をするという中学生もおりました。そういう中で実際に、

ライフル射撃部に入って今回もですね、それなりの成績をあげてくれてるというのがあり

ますので、引き続き小学校段階から、えー、度々重ねてライフル競技の経験をですね体験

させて、興味付けをしていくということも並行してやって参りたいと思ってます。以上で

ございます。 

○矢立孝彦議長 

 はい、以上で中本議員の一般質問を終わります。以上で通告による一般質問は全て終了

しました。これで一般質問を終わります。以上で本日の日程は全て終了しました。本日は

これで散会します。 

○伊藤真由美議会事務局長 

 ご起立願います。一同互礼。 

                  午後４時３０分散会 

                                                 

 


