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平成３０年第７回定例会 

（平成３０年１２月１０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、

９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。11番、中本正廣議員。 

○中本正廣議員 

 みなさんおはようございます。えー、12 月定例で１番目の質問という事で、かなり緊張しております

んで一つよろしくお願いします。まぁ寒くなりましたので今朝戸河内インターから見ると、山の方は白

いというようになってます。まぁあのーお風邪を召されないように気を付けて頂きたいというように思

います。それではあのー一般質問に入らせていただきます。まずはじめに浄化槽の管理についてという

事で質問を出しております。あのー公共下水道、集落排水と合併浄化槽の格差についての試算が報告さ

れていないのはなぜかという事。また町内企業に対する合併浄化槽設置に対する補助が無いのはなぜか

という事をお伺いしております。まぁあのーこの合併浄化槽の質問をしてちょうど私が 10 年前から

１番最初しましたけど、まぁようやく若干ではありますが、補助ができるようになりました。しかしそ

の中身はどのくらいかというのがわかっておりません。まぁ町に入ってくる国県の交付税のようである

ように私は感じる、感じているというような事です。まぁ格差ついては相当あると思われます。下水、

集落排水事業、今回も補正が出ておりますが、それに関わる金、事業費、修繕費、改修費について、合

併浄化槽設置者またし尿処理をされている方、これに支払っていることは同じようにこれに対して町の

税金等含めまして合併浄化槽設置の人とそれからし尿にしている人もこれに関わる中では税金で取られ

てるのではなかろうかというように思います。また町内業者の事業所についても、同じように町内の中

でその集落排水、下水に対して、応分の費用を賄っているんじゃないかというように思います。そうい

った中で、先ほど言いましたように、この試算をされてないのはなぜかという事と、それから町内企業

に対する補助が無いのはなぜかという事をお聞きします。 

○矢立孝彦議長 

 建設課、田中課長。 

○田中啓二建設課長 

 はい、えー、ご質問いただきました、えー、町の行いました公共下水道事業、また浄化槽に関するご

質問にお答えいたします。えー、町の実施しました下水道事業につきましてその状況をこれまでお示し

をすることができてないという事につきましては、大変申し訳なく思っておるところでございます。

えー町が行いました下水道事業、全体を調査してお示しをするべく作業に取り組んできたところでござ

います。えー実施いたしました下水道事業でございますけれども、農業集落排水事業が、５処理区、

５つの処理区、特定環境保全公共下水道事業が同じく５つの処理区、その他に個別排水事業としまして、

下水道の集合処理区域内に町が設置をしました事業がございます。えー農業排水集落事業につきまして

は、平成３年度から平成 14 年度にかけて、えー５つの処理区の事業を実施しております。また特定環

境保全公共下水道事業につきましても平成５年度から平成 23 年度にかけて事業を実施しておるところ

でございます。個別排水処理事業につきましては各集合処理区域事業の整備事業にあわせまして、事業

を実施しております。以上３つの事業の実績を確認をし、事業全体を整理してお示しするための作業に

取り組んできたところでございますけれども、それぞれの事業につきまして総括的に整理したものが無

いということがまずございます。従いまして各事業の年度ごとの事務書類でありますとか工事関係書類

を確認をして、集計をする作業を行ってきたところでございますけれども、町村合併前の関係資料が基

本紙ベースでございます。この紙ベースの資料の確認が非常に困難な状況という事がございました。そ

こでいわゆる、えー各会計事業の決算を表しました決算統計データを収集いたしまして、下水道事業の

事業会計別の歳入歳出でありますとか財源等整理してきたところでございます。以上のような状況で



- 4 - 

 

データ収集、調査に時間がかかったという事情がございます。現在取りまとめているものにつきまして

は、本定例会会期中にご説明をさせていただく予定としておりますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。続きましてもう１点ご質問頂きました企業に対する制度等についての件でございます。現在町が

行っております小型浄化槽設置整備事業、趣旨・目的でございますけれども、生活排水による公共用水

域の水質汚濁を防止することを目的としまして、専用住宅への設置補助という事になっております。財

源といたしましては、国県からの補助金を充てておるところでございます。県の補助金につきましては

広島県小型浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に基づきまして、県から町へ交付されております。この

要綱には専用住宅への設置に対する補助ということが規定をされております。また浄化槽設置に対しま

す国の補助制度のつきまして、昭和 62 年に個人の浄化槽設置費用の一部を助成する浄化槽設置整備事

業という制度が国において創設をされております。こちらにつきまして現在の町の補助金の国からの補

助を受けての財源という事になっております。浄化槽設置に対する国県の助成制度が生活排水を処理す

ることを目的に創設された経緯から補助対象が住宅専用となっておるものというふうに考えておるとこ

ろでございます。えー本町以外の各自治体の浄化槽設置補助制度のほとんどが、住宅専用という補助制

度という事もございます。ご質問いただきました企業に対する浄化槽設置に対する助成制度につきまし

ては国県の浄化槽設置に対する制度の動向を注視し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 

 中本議員。 

○中本正廣議員 

 えー、今定例会中に報告があるというように承ります。それでよろしいですね。はい、よろしくお願

いします。それからあのー、先ほど言いましたように合併浄化槽だけでなく、それからあのーし尿、ま

だ合併浄化槽できてないし尿の方、し尿収集している方というのが一般家庭であると思うんですよね。

これも同じじゃないかというように私は思うんですけどね。あのー合併浄化槽に補助があってし尿収集

した人には補助がないというのは、一般町民として考えたときには、これはちょっと格差が出るんじゃ

ないかなというように思います。その辺がどのように考えられるか。取扱い的にね。それからあのー先

ほど言われましたように生活排水でないと国の補助的なものが無いというのが、それはわかります。し

かし同じ町でありながら、かたや下水を使っている事業所、それから合併浄化槽を使わなければいけな

い事業所というのがあると思うんですよね。それは事業費と言いますか、その町に対する例えば税金と

か納めている同じような形のものでやってる中で国の施策が無いからできないというのは、それはちょ

っと違うんじゃないかなというふうに私は思うんですが、格差的にはですね。その辺をどのように捉え

られているか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 はい、ご質問のありましたように、あのー利用する立場、あるいは利用する利便性、快適性、そうい

ったふうな観点から考えたときにご指摘のように格差がいまだに数字としてあろうかと思っておるとこ

ろでございますが、先ほど課長の方から説明いたしましたように、今我々が小型合併浄化槽の設置につ

いて補助等々を取り組んでおりますのは、いわゆる水環境の保全という考え方の国県の補助金を町を通

してそれぞれのご利用の方々、設置の方々に、補助しとるという状況でございます。そういったふうな

状況でございましたが、今、今日やはり一般のそれぞれの生活環境を考えたときに、いわゆる快適性、

利便性という観点からご指摘のことは十分理解する必要があろうかと思います。そうした意味におきま

して、先ほど遅れております試算等々がですね、えーお示しできるような状況の中で次の財源の確保、

いくらばかりの財源がいるのかも含めて検討を重ねていきたいと思っておるところでございます。 

○矢立孝彦議長 

 中本議員。 

○中本正廣議員 

 はい、あのー検討重ねていただくという事で私はよろしいと思うんですが、ただあのー今までなかっ

たし尿だけを一般家庭でとられている方というのも、やはり同じ形だと思うんですよね。この辺の取扱

いはどうでしょうか。あのー私も若干的には補助は必要じゃないかな、いうように私は思うんですがね。

これ合併浄化槽設置してる人と同じような取扱いになるんじゃなかろうかというように思いますけど、

どうでしょう。 
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○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きましたような観点での調査をまだ十分いたしておりません。そういっ

たふうなことも含めて、この会期中に報告させていただく準備をしてまいりたいと思います。その後に

それぞれの財源の必要性等々を確認しながら、どういったことが町としてできるかを検討していきたい

と思いますが、いずれにしましても、今日現在の状況はいわゆる水環境を保全するというのが財源の大

きな観点でございます。さらにそれを利用する利便性を高めるという事になると、また違う考え方から

財源を確保する必要があろう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 

 はい、だいたい今の程度でいいんじゃなかろうかと思いますけど、ただあのー、えー、水管理という

のはやはり町民、それから事業者も皆同じだと思いますし、また法令に従ってやっていかないといけな

いという面もあろうと思います。まぁあのー、今から先、下水それから集落排水いろんな水道にしても

そうですけど、経費的なものはかなりかかってくるというのが現実でございます。まぁそういった中で

の、あのー予算どりと色んな計画というのは難しいと思いますけど、努力していただきたいなというよ

うに思います。それではあのー次の質問に入らせて頂きます。あのー町の福祉施策についてということ

で、えー出しております。高齢者比率がまぁ 50 パーセント近くなってきている、いう事になり、包括

ケアシステムの充実、基盤整備が重要と思いますが、現状についてまた今後の方針について伺いますと

いう質問にしております。ご承知のように包括ケアシステム構築については、医療介護の連携の推進、

認知症の対策、高齢者の見守り、支え合う地域づくり、生活支援介護予防サービス基盤整備といったこ

とが大事になってくると思います。今安芸太田町の高齢化比率は 50 パーセント近くになり、二人に一

人は高齢者です。ここにおられる方々も５年あるいは 10 年すると、その仲間入りになるというのは確

実だと私は思います。国も高齢化対策として包括ケアシステムの充実に力を入れているところです。町

としても包括ケアシステムの充実、基盤整備が重要と思います。そこで包括ケアシステムは、福祉課あ

るいは健康づくり課の担当と思いますが、年間予算はおおまかどのくらいあるのかと、おおまかでいい

です。簡単に。それから条例にもあると思いますが、包括ケアシステムは専門スタッフの常勤が必要だ

と思います。保健師、社会福祉士、ケアマネージャーの常勤が必要だと思います。現状から考えてみる

と、欠員の募集が必要ではないかと思います。募集はされているのかどうか。そして募集の内容はどの

ようなのかという事をお聞きしたい。それから、包括ケアシステムを進めていくためには横の結びつき、

特に連携が大事と言われております。そのためにはまず住民が分かりやすい、相談しやすい課にならな

ければならないというように思います。現在の保健師の活動についても、福祉課、健康づくり課の活動

内容は異なると思いますが、地域住民の情報の共有また連携ができているのでしょうか。ということで

すね。そういうことを考えるときに、福祉課、健康づくり課がどのようにしたら一番いいのかという事

をまず１回目に伺います。 

○矢立孝彦議長 

 福祉課、伊賀課長。 

○伊賀真一福祉課長 

 はい、それではご質問頂きました、まずはあのー予算の方から説明をさせて頂きたいと思います。

えー本年度の予算、現在の執行状況におきまして、まずあのー介護給付費の方がですね、現在の見込み

で申しますと今年度におきましては、11 億８千から 11 億９千万位のところで推移するというふうに見

込んでおります。えー介護予防事業、地域支援事業等にかかりましては、予算同額のだいたい年間で

６千万から７千万くらいの今のところ見込みをたてております。えー、地域包括ケアシステムにかかり

ます予算というのは、基本的には先ほど申しました地域、ごめんなさい、介護予防事業の中に含まれる

もの、又は福祉課とは別に健康づくり課の方で予算をしているものもございます。その金額等について

はちょっと手元にございませんので申し訳ありませんが、えーと数字をお答えすることは難しいんです

けれども、金額としてはそんなに多くはございません。えーと次のえーと地域包括支援センターにおけ

る、えー職員のことについてお尋ねを頂きました。現在、えー、地域包括支援センターにおきましては、

えー主任のケアマネージャー、それから社会福祉士、そしてケアマネと保健師を兼ねた職員が従事をし

ております。先ほど条例等にもございました、その有資格者を常勤でというようなことも条例等であっ
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たというふうにご質問の方頂きました。今現状におきましては、えー、主任ケアマネはおりますけれど

も、社会福祉士については在籍をしておりません。そのかわりと言ってはなんですが、生活保護業務を

５年以上経ったもの、同じ福祉課の中に居りますので、その職員が地域包括支援センターにおける社会

福祉士におきましても兼務という形でありますが従事をしております。また保健師におきましても、常

勤の臨時ではございますが、職務として保健師の業務にあたって頂いております。保健師という事にな

りますと、やはりあのー先ほどもご質問頂きましたように、福祉課の部門そして隣りの健康づくり課の

部門それぞれ業務内容は異なっておりますが、やはり総合相談の一つ窓口として、えーこの福祉課の所

に地域包括支援センターございますが、福祉課の方で相談に来られなくても、健康づくり課の方に相談

に来られても、その内容については福祉課の方にちゃんと報告も頂くとともに、対応すべき内容につき

ましては、保健師同士で協力し合ってですね業務にあたっております。その点については、あのーこれ

までもそれぞれの連携の中で業務を行ってきていると思いますし、これからもそのようにしていく所存

でございます。福祉課の方からは、募集、あっ、正規の保健師の募集につきましては、あのーまた追加

募集の方をして頂いております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 はい、あのー保健師の募集につきましては平成 29 年度、毎回欠員が生じたら毎年募集して採用して

おったんですが、29 年度 30 年度と募集をいたしましたが、29 年度は２名の応募がありましたがちょっ

と台風の関係で試験日が変わりまして、採用に、試験に至らなかったという状況。30 年度は募集ござい

ませんでした。で、現在定年等で不足しておりますんで、今 30 年度は 31 年度に向けて追加募集をして

おるところでございます。年明けましたら、応募がありましたら、試験をして面接をする予定といたし

ております。まぁ社会福祉士については、現在常勤がおりませんが、その体制につきましては次年度以

降検討してまいりたいと思います。いずれにしましても地域包括支援センターは包括ケアシステムの

１つの柱だろうというふうに思いますんで、そこらをどういうふうに充実していくかというのを福祉課

と健康づくり課との連携も含めまして十分検討してまいりたいと思います。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 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、福祉課と健康づくり課の連携という事ですが、えー現在あのー健康づくり

課では保健事業を行っております。で保健事業というのは大きく分けて母子保健、成人保健、老人保健

というふうに昔から言われていおります。ただしあのー老人保健の部分についてはですね、介護事業が

始まった中で介護予防という言葉が出てきた時点で、かなり重複している部分があります。そのあたり

をですね踏まえまして、えーどういう形であのー重複した部分をこなしていくかという事をうちの保健

師等々とも協議しながらですね、今後より良い体制を作っていけたらというふうに考えております。以

上です。 

○矢立孝彦議長 

 中本議員。 

○中本正廣議員 

 はい、あのー連携がとれてるというようにお聞きしたので、安心はしております。えーより良い住民

から見た時に相談しやすいような形に特にやって頂きたいというように思います。それから今の募集の

件ですが、えー、包括ケアシステムは、まぁ例えば先ほど言いましたように条例というのが入ってます

けど、専従ということになってると思うんですよね。だから兼ねる兼務っていうのは、それはなかなか

どう言いますか、言いにくいんですけど。まぁその中で募集、その中身が知りたいんですよね。保健師。

あのー募集要項の中には、インターネット見ると高卒以上となって出ておりますけど、あのーその中身

はちょっとわかりません。それから金額的にもわからないということで、私が聞いてる中では、高卒の

金額的なものが一応提示されたりしてるというような話は聞きます。しかし保健師は、保健師になるた

めにはというのは、まぁ保健師の方でないとわからないですけど、相当な高卒だけでなく勉強しなけれ

ばいけない。金額的にもよそとの比較的に見て安芸太田町はかなり低いというように聞いております。

中身的には 14 万５千か、くらいからというような話もちょっと聞いたりしておりますけど、よそは 20

万から 21 万とかいうふうになっております。その辺のところは実際的にはどうなってるのか。差支え

なければ。 
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○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 はい、あのー安芸太田町の採用試験の場合、一般行政職、保育士、専門職も含めまして、一応あのー

高卒程度の町村会の試験を受験させております。そういった意味でちょっと誤解を生じるんですが、高

卒程度、まぁ、町村会の試験にも大卒、高卒用の試験内容があるんですが、高卒程度を採用しておりま

すもんで、そういった表現になっております。それで対応につきましては、言われるように高卒の場合、

うち今初任給が 14 万８千円くらいだろうと思いますが、大卒の場合、それから４年を経験させたと換

算して、あのー高卒の初任給が行政職で言う１級５号給でございます。大卒が１級の 25 号給を採用し

ておりますので、それなりに、あのー経験を踏まえた初任給にはしておるという事でございます。また

経験、あのー民間で保健師等、他の役場で保健師等を経験しとる者につきましては、その初任給にまた

経験年数を上乗せ、あのー加算して計算しておりますので、あのー、民間企業に比べれば初任給的には

若干低い部分がありますが、他の自治体と比較してそういう意味で低いというふうには思っておりませ

ん。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 中本議員。 

○中本正廣議員 

 あのー、募集する中で今足らないという事が現実になってる。それを他の市町と同じような形の中で

安芸太田町に来るというふうに考えられるかどうか。まぁ色んな専門職とした場合ですね。これ一般事

務とかその一般で募集するんであれば、それはそれでいいと思うんですが、専門職である中でですね、

実際的足らないというのが現実に起きてきてる。特に社会福祉士、保健師、あのー、管理栄養士もそう

ですけど、安芸太田には無いという中、色んなことで不具合的なものがあるんじゃなかろうか。やはり

募集にあたっては、やはり違う面を出さないと、この安芸太田町に来てくれるのは無いんじゃないかな

というように私は感じるんですけど、その所を実際的には保健師をここが安芸太田町が必要だという事

で、募集する意欲があるのかどうか。これは募集するのは総務課になるんですかね。担当課にしてみた

らたまらんと思うんですよ。人がいないという事はですね。専門職がいないという事は。そこらを加味

してどのような考え方かというのをね、これからの方向性をもしあればお知らせください。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 あのー、病院のお医者さんなんかは違う給料表を使っているいうような例はありますが、それが保健

師とか栄養士であるとか社会福祉士まで適用できるかどうかというのは、もう少し慎重な判断が必要だ

ろうと思います。やっぱり全体のバランスがございますので。それで今あのー毎年６月くらいから募集

を始めておりまして次年度の募集という形でしておりますが、今後募集方法について、あのー各自治体

とか中途の募集でありますとか、そういった広く情報を出して経験者等々募集するというような募集方

法について工夫をしてまいりたいというふうに思います。 

○矢立孝彦議長 

 中本議員。 

○中本正廣議員 

 はい、募集についてはよくわかりましたんで、その旨でやって頂きたいというように思います。えー

最後の質問になりますけど健康のまち宣言をしている町として、町としての考え方という事を伺いたい

という事で、えー、町民が健康でないと町の発展は望めない。今後の施策については伺うという事にし

ております。まずですね、介護保険の関係、先ほどちょっと介護の形の金額出ましたけど、介護保険に

ついては、あのー今から先皆さん方にはまだ思惑はないと思いますけど、これが高齢化比率が 50 パー

セントくらいに今なってる町でですね、やはりいつ自分がどのような状態になってくるかということは

考えなければいけない。これまであのーどう言いますか、何も病気をされてない方はそんなに感じてお

られないと思うんですが、えー、いざというときにという事を考えるとやはり健康がやっぱり一番だと、

健康でないと何もできないというのが現実だと思います。そういった中で、これまで安芸太田町内で運

動協議会のメンバーで亡くなられた方を思い起こすときに、自らの健康のため、自費を投じてまぁ月

２回の運動、月１回の月例ウォーキング、その他町内町外でのウォーキング大会に出るとか、日々のウ

ォーキングしたりとか、運動に関わることをやっておられます。この方々を、亡くなられた方々を見る
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のに、私が知る中では介護されている月日というのはあまりないというのが現実ではなかろうかと思い

ます。高齢化比率が 50 パーセント以上、二人に、先ほど言いましたが一人が高齢者と、健康な町づく

りが必要なことになっておりますけど、こういったことを考える中で、町の施策、これからのことで、

どのようにしていったら健康でおられるかということが一番大事だと思いますけど、このことをどうい

うふうに町として考えられるかをまず伺いたいと思います。 

○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、ご質問のとおりあのー町が元気であるということの要因にはですね、そこ

に住む方々が元気であることというのは絶対的な条件であろうというふうに考えております。えーこれ

はまぁ私が以前見た事ですが、車いすに乗っておられながらもですね、すごく元気な方がおられました。

えーその反面ですね、えーどこも体に不自由なところが無いのにすごくどことなくこう弱ったような方

もおられます。そのようにですね、健康っていうのは体のどういうんですか、体の不自由であるかない

かだけではないんだろうなというふうに思います。あのー誰もが年を重ね病気になったり怪我をしたり

不自由になることはありますが、体の状況に関わらず町民の方々が元気に過ごすにはどのようにすれば

よいのかを念頭にですね、各施策を検討して進めていく必要があるというふうに考えております。えー

本町では平成 26 年 10 月新町発足 10 周年を期に、「健康は町の財産であり、幸せの源です。心身とも

に健康に過ごすことは町民の願いであり活力ある町づくりに大切なことです。私達町民が手を携え、積

極的に健康づくりを実施し、幸せ明るい活力ある安芸太田町を築く健康のまちを宣言します。」と、宣

言をしまして、えー健診、運動、生きがい、食生活、健康寿命と地域社会などをキーワードに、健康づ

くりを進めてきました。えー本町の健康づくりの柱の一つである運動を促すために、えー本年度から

３年間の計画で実施している安芸太田地域ウォーク、地域応援ウォークについては、行政報告において

も報告していますが、全参加者 231 名の方がおられまして、その年齢構成を見ますと、20 歳から 92 歳

の方まで幅広い、えー参加を頂いております。で、参加者の年齢構成ですが、20 代の方が 15 名、30 代

が 38 名、40 代の方が 66 名、50 代の方が 49 名、60 代の方が 42 名、70 代の方が 18 名、80 代の方が

２名、90代の方が１名と計 231名の方が参加してくださいました。えー、健康関連行事においてですね、

参加者というか参加数が伸び悩んでいる成人期の方々が今回 76 名参加して頂きました。えー運動習慣

の動機付けがある程度達成されたのでは評価しております。今後ともさらなる事業の推進を図って参り

たいと思います。何か一つで健康づくりが可能なわけではなく、色々な観点からのアプローチが必要で

ありますが、健康づくりは基本的にはソフト事業であるという事を再認識しまして自発的な行動が大切

であることの観点から、町民の方々の力添えを得ながらですね、そのような行動を引き出すための働き

かけを進めますとともに、相談支援業務を充実させ、より相談しやすい体制の構築をあわせて進めてい

きたいと思っております。また保健事業の主要活動はですね、予防が主な活動です。住民の方々の健康

状態の把握に努め、予防接種などの方により定められたことのほか、疾病対策などの直接健康に関わる

ことに対しましても着実な指導助言を図り、今後とも必要とする方に対し、各制度に基づくサービスに

ついての周知を提供し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 

 中本議員。 

○中本正廣議員 

 はい、えー、合併の時にえー、健康のまち宣言をしたわけなんでございますが、それからというもの

の、今国県も健康づくりに対する予防という事で、一生懸命頑張っていると言いますか、あのー力を入

れているように私は思っております。で、町も健康づくりを柱というように先ほど言われましたけれど

も、柱にとっているのであれば、その柱的なものの施策っていうのが見えてこないと住民もそれに入っ

ていけないんではなかろうかと思います。まぁ今あのー運動協議会の中のメンバーがおられますが、そ

の中では認知症になってる人がいないんじゃなかろうかというように聞いております。ほとんどが 70

代後半だと私は思っておりますけど、えー、70 代が多いというように思っておりますが、それと町には

ぽっぽカードというのがありますよね。そういった形の中で町が主催する中で出席すると、そのぽっぽ

カードに、えー点数がつくというような形になっておりますが、まぁこれもあのー広島市あたりは運動

やってる主催団体とかそういったことがやると、その、それに対する参加については点数がつくという

ような形を作っております。安芸太田町にしてもやっぱり今ぽっぽカードくらいしかないと思うんです

が、そういったその施策ができないものかなというように思ったりします。まぁあのーここに行政の方
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たくさんおられますけど、私が知る中ではその運動協議会とかなんかにやってるような形のものを出席

されてるのは見たことはあんまりないんですけど、あのーできればそういった形の中で健康に対するも

のが行政の方からも含めてですね、やって頂けたらなというように思っておりますけど、そうすれば町

全体もそういった気合が上がってくるというように私は思います。そこらで今のぽっぽカードじゃない

ですけど、まだまだ町の施策としてなんかできるものがこの健康づくりに対するものの支援については

あるんじゃなかろうかというように思いますけど、担当課あるいは町長から何かありましたら力強い答

えをお願いしたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 栗栖課長。 

○栗栖浩司健康づくり課長 

 はい、ありがとうございます。えー健康づくりに対して、かなり力強い応援を頂いておって大変あり

がたく思っております。あのー、先ほど出ましたぽっぽカードですが３年間の事業として、えー今年度

最後というふうになっています。来年以降どのようにしていくかというのは、あのーただ今検討中です

が、あのー例えばあのー広島市との広域都市圏の関係でですね、そういうポイントカード、パスピーな

どに加算するとかいうような色んな方法でのポイントカードの提供ができるんではないかというような

話もいただいております。そのようなことをですね含めまして、皆さんがちょっとこうまぁあのー自ら

の健康ですから人からものをもらってするというものでは決しては無いんではありますが、やっぱりそ

れが何かの後押しになれば、そういうやってみようという後押しになれば大変それはそれと有意義なも

のだと思いますので、そのあたりのことを検討していきたいなというふうに考えております。えー、い

ずれにしましても、あのー先ほどの議員から指摘がありましたように職員もですねやっぱり同じ健康を

大切にしていかなければいけない人間の一人ですから、えーできるだけそういうものに参加して頂くよ

うに働きかけをしていきたいというふうに考えております。えー、いずれにしましても健康であること、

元気であることというのは、何より優先されることだというふうに思っておりますので、えーできる限

りそのような健康づくりというものに対して力を入れていきたいというふうに思います。それともう一

つは、健康づくりという、うちの健康づくり課という課の職務としてですね、健康を作っていくという

側面とですね、疾病対策という両方があります。で、まぁどちらも健康に関することではありますが、

集団的に昔行われていたような健康という考え方だけでは成り立たない状況が今日出てきてます。えー

色々なあのー個別のですね、本当一人一人に対してというような部分もたくさん出てきておりますので、

そのような体制が、というか対応ができる体制をですね作っていきながら、えーまた全体の健康につい

ては、あのー町民の方々の力をしっかりえー活用させて頂くと言ったら語弊がありますが、力添えを得

ながらですね、えー、どうにかこう皆さんでこうちょっとずつでも持ち上げていくというふうな形の体

制を作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 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 はい、あのー健康のまち宣言、えー、合併 10 周年を記念してから高々に宣言をしたところでござい

ます。えーそれが今現在どのように取り組んでいるかという趣旨のご質問だろうと思っておるところで

ございますが、やはりあのー運動もさることながら、やはり健康を広く考えたときには、やはり運動の

みならず、栄養の状況もありましょうし、休養、あるいはリラックスというような観点もあるものと認

識しておるところでございます。そういったふうな観点からですね、今新たに地方創生のような切り口

で、年を召されても、あるいは障がいをお持ちになられても、やはり居場所づくり、あるいは役割づく

りという観点も含めてですねトータルの意味での健康の町づくりをあのー進めてまいり、実を上げたく

今思っておるところでございます。そういった意味におきましても、運動クラブの連合会の皆様方のこ

ども 110 番あるいはヘルスマイスター等々のお力添えは無くてはならないものと認識をしておるところ

でございます。先ほどのような領域にも、更なるご活躍を期待しておるものでございますし、またその

働き掛けをしたく思っております。 

○矢立孝彦議長 

 中本議員。 

○中本正廣議員 

 あのー健康に対する意気込み的にはあまりちょっと 100 パーセントですれば 50 パーセントくらいか

なというふうに感じたんですが、まぁあのー健康でないと何もできないというのが現実だと思います。
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また、あのー、えー、今医学の方とかいろんな面で言われていますけど、あのー病気になる予防という

のは何が一番大事か、健康のためには何が一番大事かと言うと、昔は食べるものとか色々ありましたけ

れども、今は運動というのが一番に来てます。そしてまぁ食事療法もそうですけど、ありますが、この

食事療法についても、町には管理栄養士がいないというような形のものがまだ足らないというのがあり

ます。そういったことを含めましてですね、健康に対するものをもうちょっと自覚して頂いて、町の今

後の施策に活かして頂きたいということを申し述べて一般質問を終わります。 

○矢立孝彦議長 

 以上で中本議員の一般質問を終わります。８番、角田伸一議員。 

○角田伸一議員 

 えーおはようございます。８番角田でございます。ここにきてめっきりと冬らしい天気になって参り

ました。えー平成 30 年も今日を含め 22 日を残すところとなって参りました。この時期町におきまして

は、当年度事業の年度内の執行、また次年度の事業計画、予算の編成等、行政事務、事業が集中する時

期であると承知をしております。町長はじめ、職員の皆様に、安芸太田町の為、住民の為に、日夜ご尽

力を頂いていることに心より敬意を表します。早速ではございま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生涯活躍のまち形成事業について。安芸太田町生涯活躍のまち形成事業

につきましては、子どもから高齢者まで障がいの有無を問わず、誰もが主体的に活動できる居場所を構

築することを目的に、加計拠点、戸河内拠点、筒賀拠点、加えてサブ拠点を設けるという、拠点設定の

考え方となっております。加計拠点につきましては、温泉を備えた交流拠点の整備、戸河内拠点につき

ましては、既存施設の改修による活動環境の改善、筒賀拠点につきましては、整備の内容が示されてお

りません。このような現状を踏まえ次のとおり質問をいたします。１つ、筒賀拠点整備について現時点

でどのような構想をもっておられるのか。２つ目、加計拠点の整備は、これまで示してきた事業工程ど

おりに進んでいるか。３つ目、掘削した温泉は、加計拠点以外での活用が可能か否か。以上３点につい

て答弁を求めます。 

○矢立孝彦議長 

 企画課、二見課長。 

○二見重幸企画課長 

 えー、生涯活躍のまち形成事業につきまして、企画課の方から答弁をさせて頂きます。現在推進して

おります生涯活躍のまち形成事業につきましては、エリアと拠点という考え方を持っております。まず

エリアの考え方につきましては、えー、コミュニティの保全、維持、住民間の支えあいが可能なエリア

というのを設定しておるとこ、設定していきたいと考えております。えー、拠点につきましては、えー 

出番と居場所づくりという事をテーマとしまして、高齢者、障がい者、子ども等の対象の枠や支援の受

け手、それから支え手といった関係を越えて、えー住民参加の拠点運営を目指していきたいと考えてお

るところでございます。筒賀エリアにつきましては、えー、概ね旧筒賀村の範囲をエリア設定としては

どうかと考えております。えー、その拠点の位置や機能につきましては、えー公共施設の適正配置の考

え方も含めまして、現在内部で検討を進めておるところでございます。えー整備のアウトラインが整い

ましたら今後、自治振興連絡協議会のえー筒賀支部などを通しまして、地域の皆さんのご意見をいただ

く機会を設定したいと考えておるところでございます。えー既存の高齢者生活福祉センターひまわり、

あるいは福祉センター、ふれあいプラザなどの、それぞれ現在活用されております。これらの施設の機

能を融合させるような拠点づくりを目指したいと考えておるところでございます。えーそれから続きま

して、加計拠点の整備につきましてですが加計拠点の整備につきましては、９月の定例会の中でも報告

させて頂いたとおり、温泉掘削工事につきましては終了し、温泉をくみ上げるための動力装置の設置許

可申請を、現在広島県の方に提出をしている段階でございまして、えー12 月中旬に、えー広島県環境審

議会というのがございまして、そこで審議を経て、動力設置の許可がされる見通しでございます。この

許可によりまして温泉関連の施設の内容が固まって来るので、年明けからは着工の見込みとなっておる

ところでございます。えー本体、拠点施設の本体に関しましては、この拠点施設は障がい者就労継続支

援施設Ａ型の指定を受けることとしております。これの指定の管理を広島県の方でされておりますので、

これの事前協議を現在進めております。えー広島県内では昨年Ａ型事業所の大量解雇といった問題が発

生をしておりまして、このＡ型事業所の指定基準の見直し等を、えー行っておりまして、えーこの事前

協議に不測の時間を要したという事で少し遅れておるところがございますが、この協議もほぼ整ってき

て参りましたので、えー拠点施設の本体につきましても、えー年明けからは着工の見込みとなっており

ます。えー建設工事につきましては、えー来年 10 月には完了し、10 月末までにはプレオープン、その
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後本格運用の見通しと聞いておるところでございます。それから掘削した温泉につきまして、加計拠点

以外での活用につきましてですが、えーこちらにつきましてはまず加計拠点のＰＲに努め、町内の皆さ

んにしっかり加計拠点の温泉を利用してもらうことが優先であろうと考えておるところでございます。

その利用状況を見ながら、湯量等に余裕がありましたら拠点以外の活用についても検討していきたいと

いう事を聞い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 

 角田議員。 

○角田伸一議員 

 えー、まぁ加計拠点についてはですね、まぁあのー手続き関係、まぁ今までの示した工程より若干現

時点では遅れているというところもあるという事ですが、まぁ来年の秋にはオープンができるというよ

うな状況であるというように伺いました。まぁ安心したところでございます。えー、温泉につきまして

は、まぁあのー加計拠点の為に整備をしたものでございます。まぁ当然加計拠点での利用を一番に考え

るという事でございましょう。ただまぁあのー温泉の権利のこともありますが、余裕な部分があれば、

利活用の拡大を考えるべきだと思います。えー筒賀拠点の整備について、まぁ色々既存の施設のことも

あってですね、内部で協議中という事でございますが、まぁ側から見るとですね、やっぱり筒賀拠点の

コンセプトは未だ混沌としてはっきりとしていないという事だと思います。えー、加計拠点につきまし

ては新たな拠点づくりでございました。戸河内拠点の整備については既存の施設の改修であり、いずれ

も現行にプラスアルファのサービス提供をする事業展開であると思います。当然筒賀拠点の整備につき

ましても、住民が納得できるサービスが提供できる拠点の整備を考えておられることと思っておきます。

ただ、安芸太田町生涯活躍のまち形成事業の筒賀拠点の整備に関しましては、他の地域に比べて遅れて

おります。えー地域間の公平性を保ちながら、事業を進めるべきだと感じますが、町長はどう思ってお

られますか。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 はい、あのー加計、戸河内、筒賀とそれぞれエリアを設定して、いわゆる生涯活躍のまち事業に今取

り組んでおるところでございますけれども、いわゆるそうしたふうな中で、ハードの領域とソフトの領

域それぞれ整備をする課題があり取り組みを進めておるところでございます。えー加計地区におきまし

ては、新たなハードとか新たなソフトという事を進めておりますし、戸河内地域におきましては、既存

のハードを活用するという形で、今新たな段階に入ったところでございます。筒賀地域におきましては、

あのー色々生涯活躍のまちとストレートに一致するものではございませんが、それぞれ旧筒賀村時代か

らの施設がですねある意味整っておるということを思っております。そうした中でえー、担当の方から

は色々な計画を上げてくれとる所ではございますが、私の段階におきまして、やはり持続可能性とまた

ご質問にありましたように他の地域とのバランス等々を考えたときに、今一度既存のハードをですねも

う一度やはりこれからの将来に向けてチェックをして、それをあのー充分に活用するような方策を求め

るべきであろうと今担当の方にかえしておるところでございます。いずれにしましてもそれぞれの施設

の利活用を持って初めて町民の皆さんの福祉の増進につながるものでございますので、時間を置かない

ような取り組みをしていきたく思っておるところでございます。 

○矢立孝彦議長 

 角田議員。 

○角田伸一議員 

 はい、町長から時間を置かないように進めるという事でございましたので、そのように進めて頂きた

いと思います。それでは次の質問に移ります。えー、筒賀交流の森の管理運営について。昨年度指定管

理者不在であった筒賀交流の森につきまして、今年度は新たな指定管理者により、管理運営が再開をさ

れました。えー落石防止工事の為、道路の通行止め、また龍頭峡まつりの中止等、交流の森一帯の賑わ

いを取り戻すには受け入れる環境に恵まれなかった１年だと感じているところでございます。ここで次

のとおり質問をいたします。えー今年度の施設の管理、活用の状況について。２つ目、道路及び施設の

周辺の樹木が茂り、空間が狭められているような気がいたしますが対応は考えておられますか。３つ目、

次年度の交流の森一帯の活性化を望むに当たって、施設を活用した新たな取り組み、イベントの開催等

について、町として情報提供、アドバイス、意見聴取も必要ではないかと思いますが町の考えについて。

以上３点について答弁を求めます。 
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○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、えー、ご質問のあった項目、３点につきまして、ご説明をさせて頂きます。まず１点目、今年

度の施設の管理、利活用の状況についてでございます。今年度につきましては、議員ご指摘のとおり、

町道三谷龍頭線が落石崩落の危険性により一部通行止め等の影響等で、ご指摘のとおり龍頭峡まつりが

中止となりました。それ以外の有料サイトの利用につきましては、バーベキュー広場の活用が中心とな

り、冷泉汲み取り場から奥へ入峡されたお客さんは少ない状況でございました。この施設につきまして

は、広島横川スポーツカルチャークラブが指定管理者として、えー受託され、「なっぷ」という全国的

なキャンプ場予約サイトを活用した予約を、えー中途から始めたことで、人気も徐々に上がり、当サイ

トでは広島県内で人気度が 76 箇所中１位となっております。えーありんこのケビン利用も含めまして、

今年の利用は増えている状況でございますが、特に龍頭峡は静かで川がそばにある穴場スポットとして

の評価をされているところでございます。えー今年度上半期の利用状況ですが、４月から９月末までの

６か月間では、バーベキュー広場が 98 組 702 件、テントでの宿泊が 10 組 35 件。建設当初計画の年

1,300 人に対しましては 56.7パーの達成状況でございますが、えー、この先ほど申しました「なっぷ」

での紹介の遅れ、あるいは７月豪雨災害後の風評減が影響しているものと考えております。続きまして

２つ目で、道路及び施設の周辺の樹木が茂っている関係のことでございます。また、オートキャンプ場

の中に枯れ松が２本ございます。１本につきましては、中電柱の控え線にかかって食い込んでいた部分

の上を中電に切り落として頂きましたが、その下部分、それからもう１本が残った状況になっておりま

す。長い松でございますので、そのまま伐倒した場合に構造物を壊す恐れがある為、現在対処法を検討

しているところでございます。えー先月 11 月末で施設の関連機関が閉鎖しましたので、えーご指摘の

とおりちょうど道路上に覆いかぶさっている高枝部分の除去も含めまして、これから対処する予定とし

ております。なお周辺は民有林が多いので地権者等の了解を得ながら措置をしたいと考えているところ

でございます。３番目でございます。次年度の交流の森一帯の活性化についてという事でございます。

えーまずその前に９月補正予算で計上しました崖等の崩落調査の状況を近況をご報告いたします。これ

に関しましては、６月津浪の国道崖崩落のことがありまして町内の遊歩道にありますところについて調

査をかけております。箇所は龍頭峡の遊歩道並びにえー深山峡の遊歩道部分に入っているところでござ

います。深山峡につきましては、神山岩というのがありますが、そこと龍頭峡がなめら滝から奥の滝手

前までの間に危ない箇所が数箇所あるとの報告を現在受けております。８番議員さんもご記憶にあるか

と思いますが、えー旧村のときに一緒に外勤中にそういった現場に居合わせた記憶もございます。調査

につきましては継続中でございますが、浮き石につきましては、この 12 月以降の閉鎖期間中に除去す

る作業も含んでおりますし、対処法の積算、どういったら改修、あるいは安全が確保できるかという調

査費用も、えー事業の中に含まれております。12 月末で委託事業が終了しますので次回の定例会あるい

は臨時会の時に、議会の方にも対処法を報告する予定としております。続きまして施設活用につきまし

てですが、えーオートキャンプ場につきましては、最寄りにあったトイレを解体除去したことにより宿

泊での利用が敬遠される状況が利用者の方からあるというふうに聞いております。このため今年度は

バーベキュー広場のトイレを洋式化あるいは水洗化を図りましたことで、バーベキューサイトの利用が

増加傾向、併せてキャンプ利用もそこの場でしたいというようなニーズが先ほどの「なっぷ」も含めて

増加しております。また森林館裏のケビンにつきましては解体の予定としておりますが、下基礎を利用

した展望ができるバーベキュー広場にできないかというような事も含めて地権者、えー共有林の地権者

とも協議を重ねておるところでございます。森林館の研修室につきましては、企業研修や横川カルチ

ャーの方で関係がありますスポーツ団体のミーティングなどの利用が見込まれるため、現在活用を進め

ることとしております。森林館右側になりますレストハウスにつきましては、建築当時は問題が無かっ

たんですが、消防法等の改正により面積が森林館とあわせて広くなるといったことから、えー利用規制

があります。火災報知機の設置等々の新たなことがありますので、そういったものは市消防等と内容を

協議して有効活用を図りたいと考えております。民泊の教育旅行におきましては、龍頭峡の親水護岸の

安全性が優位であることから、アマゴのつかみ取りや渓流釣りなどの体験利用もできるという事で、年

間の中の行事で組み入れております 

またセラピーロードの指定区間でもございますので、より身近な体験コースとして活用する為にも、先

ほど言いました、えー安全点検のことも含めまして新年度に向けて検討するように調整をしていきたい

と考えております。以上でございます。 
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○矢立孝彦議長 

 角田議員。 

○角田伸一議員 

 えー、交流の森の管理について、えー不備な面またあのー危険箇所については把握をし、まぁ対応も

考えておるという事でございますから、まぁ一応安心はしました。えー交流の森の管理運営につきまし

ては、やはり適正な管理のもとに賑わいを取戻し、地域の活性化を創出するという事に尽きると思いま

す。期待を裏切らないようにして頂きたいと思います。それでは次の質問に移ります。河川の環境につ

いて。町内を流れる太田川及びその支流は、中国山地の豊かな自然環境資源として、また夏場の清流を

利用した賑わい創出の観光交流資源として重要な位置づけがあります。近年、夏の風物詩であるアユ釣

りの姿を見かけることも激減をしており、河川の情景も大きく変わってきております。葦の繁茂、樹木

の生育等で、水辺に近寄ることも容易ではありません。樹木等の繁茂地が、有害鳥獣の生息場所になる

こと、増水時における災害発生の起因や災害の助長になるのではないかという心配の声もあります。今

年度の新規事業、海岸漂着物等地域対策推進事業は、海ゴミの削減と地域の環境美化を図ることを目的

としたものでございますが、併せて住民に安心をもたらす効果のある事業であると思っております。こ

の事業の実施状況、成果について答弁を求めます。 

○矢立孝彦議長 

 住民生活課、上手課長。 

○上手佳也住民生活課長 

 はい、あのー河川の環境についてという事で、今年度の新規事業でございます、海岸漂着物等地域対

策推進事業についてのご質問を頂きました。えー、住民生活課よりご回答をさせて頂きます 

太田川上流域の清らかな河川環境は、本町におきまして将来にわたって守っていかなければいけない重

要な地域資源でございます。しかしながら、議員のご指摘にもございましたように近年水量の減少等に

伴い、土砂が堆積し、河川内に樹木や葦等の草が河川を覆う状況となり、有害鳥獣の生息場所となった

り、人が河川内に立ち入ることができず、クリーン太田川等の清掃活動が実施できないなど、河川環境

の悪化が課題となっております。また、大雨等で増水した際には、樹木等の成長による防災面において

の悪影響への懸念や、河川内に投棄をされましたゴミや植物等が、下流域の沿岸部へ流れ込み、近年深

刻な問題として取り上げられている海ゴミ発生の一因となっている状況もございます。えーご質問頂き

ました本年度実施の新規事業につきましては、このような問題を少しでも解消していくため、広島県海

岸漂着物等地域対策推進事業補助金を活用しまして、町内の河川環境美化に取り組み、下流域沿岸部へ

のゴミや植物等の流出を防止し、海ゴミの発生抑制を図ることを目的にするものでございます。事業の

実施状況でございます。えー、実施場所でございますが、町が管理する河川のうち、河川内での葦等の

繁茂や樹木化が特に著しい筒賀地区の三谷川に決定をしまして、まず河川内植物等の除去に係る工事に

つきましては、えー地域の方また漁協等関係機関への説明を行った上で業者選定を行い、河川内での作

業が可能となりました 11 月から工事に着手しており来年１月末までに完了予定の見込みでございます。

こちらの作業が完了しましたら、地域住民を対象としました環境学習会とあわせて河川内清掃活動を実

施いたします。これらの取り組みを通じまして、この事業が一過性のもので終わることなく、地域にお

きます環境美化意識の高揚と環境美化実践活動の定着化を図りまして、えー下流域沿岸部へのゴミや植

物等の流出を防止し、海域の美化に対する意識を一層高めていきたいと考えております。またあわせま

して、これらの活動の広報等積極的に行いまして、町内全域に河川環境保全の自主的な活動が広がるよ

う啓発を行ってまいります。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、安芸太田町の河川につきましては、まぁ管理区分のこともありまして、えー事業が実施できる

範囲は限られていると思いますが、この海岸物、海岸漂着物等の地域対策推進事業の継続ですね、今後

とも考えておられるのかどうか、この点についてお答えを願います。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 はい、あのー町内の河川につきましては太田川は国管理で河川事務所の方で管理をし、町としまして

も、あのー河川内の環境整備について引き続き要望しています。幸いにも今の安芸太田にある河川事務
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所の出張所長さんが非常に熱心な考え方を持っておられまして、上殿でありますとか加計中学校の横で

ありますとか、結構あのー草を刈り浚渫をしていただいておるところなので、引き続き連携をして、あ

のー抜本的な解決について努力して参りたいと思います。で、県河川の管理につきましては、県はあ

のーある程度河川にものがたまった時に、あのー率を決めて浚渫をいたしております。この契約が平成

32 年度くらいまで今の契約でございますんで、次期計画の策定に向けて積極的に要望活動を続けて参り

たいと思います。それで今回の河川漂着物の海岸漂着物の事業につきましては、環境省の補助事業でご

ざいまして、来年度も補助事業ございますので、手を上げる予定ではおりますが、名前にありますよう

に、主が海岸漂着物というものでございまして、今年度担当課であります住民生活課の方が県と積極的

に交渉してもらって今年度は事業採択になりました。で、当初 700 万円の予定で予算を上げておりまし

たが、最終的な採択が 200 万位に減額になった経緯がございますが、坂町等々海岸部の本年度の土砂災

害の影響で事業ができなくなったという事で、再度安芸太田町の方へ予算がまわってきたという事がご

ざいますんで、来年度も今年度並みの予算要望しますが、採択についてどの程度になるかというのはち

ょっと不明なところがございます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 角田議員。 

○角田伸一議員 

 えー、まぁこうした事業がまぁあのー普通河川だけでなしに県管理の河川においても樹木等の取り払

い等が行われているという事で今後ともですね、こういう事業、拡大実施していただきたいと思います。

これ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。３番、平岡昭洋議員。 

○平岡昭洋議員 

 みなさんおはようございます。私、あのー午後１番と聞いておりましたので、余裕を持って朝は過ご

しておりましたんで、えー先ほど隣の議員から、もしかしたらと言われてドキドキしておりまして、ほ

とんどちょっと心づもりが無いんですけれど、始めはちょっと余談を申しますと私あのー毎年日本各地

の被災しているところを少し慰問も兼ねて色んなことをやってるんですが、えーたまたまこの前、ちょ

っと長崎の方に行くことがあってその後まぁここまで来たんだからといって、島原とか天草とか行きま

して、あのーまぁ特に島原の文化遺産にえー世界遺産になった教会をどうしても見たくて、まぁ参りま

したんですけれど、まぁあのー本当にえー島原という始めて行きまして五橋はあるなとは思いましたけ

れど、そこはまぁ漁村のところにぽつんと教会があると。どこの漁村もそうですけれど、えー今人が少

ないですけど、まぁやはり狭い土地の関係で、家は密集してる。いきなりあのー世界遺産になったんで、

そこに本当にあるかというとこに本当にあるんですね。私初めて見たのが、えー教会の中に畳があると

いう、そういう畳があるような礼拝堂って見たことがなかったんでちょっとびっくりしましたけど、ま

ぁそれ以上にそこまで来たんだから何とか食事をしたいと思って買い物もしたいと思って、えーそこら

あたりを回ってみたんですが、密集した家並みはほとんど人影が無くてですね、まぁ何か干し物みたい

なお店みたいなのがあったんで、えーここは多分やってないんだろうと思って通りすがりに歩いてると、

いきなりあのーガラッと開くと。そこからおばあさんが出てきてですね、えー干し物を売って頂いたん

ですけど。えーおばあさんが言った言葉がちょっとびっくりしたんですが、ついでにできたらここまで

来たんで、おいしい魚でも食べたいんで、何かそういう食事をするところは無いですかと聞いたら、い

やここにはありませんと。もし本当においしい魚を食べたいんなら、お魚はここでとっておりますけれ

ど、もっと町の方に行ってくださいと。要するにおいしいものは町に出していると、ああそうかと。ま

ぁ後２件くらいの所にも行きましたけど同じように歩いてると、おじいさんおばあさんが出てきて、ず

っと１時間くらい色々なことでお話もしましたけれど、えーやっぱりどうしても食えないんだと。だか

ら私たちがもう最後かもしれないねと、何ともいえないあのーしみじみとしたあったかい思いは受けた

のに逆に考えたら 10 年後 20 年後はこの世界は無くなるのかなぁと。非常にあのー逆に考えればまぁ我

が町はまだそこまでは無いとしてもですね、文化とか歴史とかというのはこうやってもしかしたら消え

ていく可能性もあるなぁと。えー少し思ってですね、まぁ自分の今の議員という立場で、できるならと

いう思いも強くしてまいりました。まぁちょっと余談になりましたけれども、第１番目の質問に入りま

す。えーと議題は儲かる観光事業への戦略はあるかという事です。えー広島県北の中でもですね安芸太

田町の最大の売りは四季折々の豊かな自然をバックとした観光ツーリズムだと思っております。今年も

町外からたくさんのお客様が来町され町民の献身的なお手伝いもあって様々なイベントが盛況裏に開催
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されております。しかしこれらの観光イベントによってどれほどの収益と雇用がこの町にもたらされて

いるのでしょうかというのが一応今回の質問なんですが、これはあのーえー議題に取り上げた理由とい

うのはですね、まぁあのー私どもの町でも当然もう何十年も前から子どもさん達がいてその人たちがい

ればそのままここで生活しとればですね、まぁあのーどの町も同じだと思いますけど、過疎になること

は無いと思いますけど、まぁもし親がですね我が子はかわいいと、何とかえー将来の幸せを祈ってです

ね一生懸命育てて一生懸命勉強せいよ勉強せいよと言ってですね、子どもがそれにこたえて勉強してで

すね、まぁそれなりの高学歴を持ったとして、実際にこの町でじゃあ仕事をしようと思ったら仕事場が

ない。現実はですね、勉強すれば勉強するほどこの町を離れざるを得なくなるというような悲しい現実

があるような私は気がしております。もし観光事業、こういうものでですね、生計がもしたつという事

であれば、一部のこの町の若者は、この町に残ってこの町で生活できる可能性があるのではないか。ま

た若者やこの町の自然に対するシンパシーを持ってる新しい人材もですね、町に呼び込めるんではない

のかと考えてるんです。もし若者とか新しい人材が町に入ってくれば、当然町内も活気づいて色んな仕

事がある程度生活生計をたてていけるという事からですね、徐々に町の中身も変わってくるんではない

かと思っています。えーそのためには、今現在これだけの観光客がお見えになっているにも関わらず、

何となく私自身から見ると、それが町内全体のうるおいに繋がっていないという思いがあります。では

いったいどうしてそうなのかという事をやはり考えますと、例えば今現在観光されるお客さんがですね

高い高速料金を払って、この町内に訪れて、そうして真っ先に降りて目に飛び込んで来るのは、コンビ

ニ。もう一つはどちらかと言うと町内の生産者にはほとんど恩恵のないような商品を扱っているファー

ストフード的な商品のお店。まぁ私にはそう映ります。当然今の世の中は、なかなか消費者の財布のひ

もは固いと言われておりまして、なかなかそう簡単にはものを買ってくれないんだよと、いうように言

われておりますが、まぁ私はちょっと長いことえー金融の仕事をしておりましたので、そういうことは

ある程度はわかってるつもりですけど、今現在日本の個人の金融資産というのは約 1,830 兆円あると言

われております。金融資産というのは当然不動産とかそういうことを外す、いわゆるすぐにお金にでき

るというものですね、まぁ預貯金とか現金とかいうものです。そのうちの約 52 パーセントは日本は驚

異的に預金をする国民なんですね。だいたいさっき言った預貯金と現金なんです。だから自分の財産の

半分はいつでもすぐに金に換えられるものを日本の個人はお持ちと言われております。ですから 945 兆

円余りがいつでも金に換えられる預貯金、現金。で、なおかつ私が５年前にその話をしたときには、約

860 兆円から 70 兆円でしたから。今９百、4、50 兆円という事は、年々それは増大しております。今世

の中は人口が減って全体的には人口が減って大変なんだよと言っていると、預貯金の量はその逆方向に

向かってどんどん増えつつある。ですから財布の紐が固くて本当に金を使わないのか。まぁここにいら

っしゃる皆さんもそうだと思いますけれども、もし旅行に行かれた場合に本当に行って 1,000 円とか

2,000 円しか使わないのか。多分行かれたら少なくてもえー万というお金を旅費以外にも使う可能性が

十分にあると私は思うんですけど。私個人から見ればですね、えー、安芸太田町にお見えになる客様は、

実際には財布の紐が固くて使わないのではなくても、使いたくても楽しく使えるものが無い、場所が無

い、提供が無い。実際はどうもそうはないかと思うことがあります。食事をとろうにも、まぁ少しくら

い贅沢に飯でも食おうやと言っても贅沢に飯を食うにはどこに行ったらいいかわからない。その情報も

はっきりしないと。おみやげ屋も、あのー、いこいの村に行きましたけれど、当然指定管理の関係もあ

りますけど、お土産物で安芸太田産がまず無い。ほとんど島根県産。まぁあのー色々あのー別に批判を

しようとかそういう事ではないと思うんですね。当然そのえー収益、一生懸命努力して、お客さんが 50

万人お見えになった場合に1,000円使っていただければ５億円、2,000円使っていけば10億円です。当

然 5,000 円、10,000 円使っても、もっともっと。同じ努力をしてもですね、どれだけの収入があるかで

その様子は全く変わってきますし、もしそれだけ儲かるという事であればですね、当然雇用も促進され

新しくあそこで商売してみようという方も外部から入ってくる可能性も十分あります。その点について

非常に今心残りを感じておりますんで、えーまぁ観光、儲かる観光事業、まだまだいくらでも改善の余

地はあるんではないかと、そういう考えをぜひお聞きしたいと思ってこの質問をしました。お願いしま

す。 

○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、３番議員さんより儲かる観光事業への戦略はあるかという事でのご質問を頂いております。ま

ず冒頭今年度の状況を復唱させていただきます。６月におきまして津浪地区のがけ崩落事故、また７月
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６日７日にかけての豪雨災害、あるいは相次いで襲来しました台風などで、６月から８月にかけて本町

を訪れる観光客数はえーかなり減っております。宿泊キャンセルから合宿の中止など、えー宿泊日帰り

を問わず盆前からえー例年の半分、あるいは３割減というような状況であると町内施設からも報告を受

けております。そんな中ご質問の中でも触れられました様々イベントについては概ね開催でき、えー戸

河内ふれあい祭りでは、花火大会が市内で中止になったことも受けて、かなりのお客さんがこちらに参

られました。また秋からのイベントにつきましても好天に恵まれましたこと、また紅葉の色づきがよか

ったという事もありまして、五サー市あるいは吉水園の来園も４日で１万人を超えるというような状況

でございます。ただし色づきは良かったものの落葉が早く三段峡につきましての来客数は平年並みとい

う事で、町の方で注意しております交通渋滞の対策も早めに切り上げるような状況でございました。ま

ぁこういった中ではございますけれども、えー平日も含めて最近の動向は外国人の観光客が増えており

ます。一昨年昨年と１万人の来客で見ておりましたが、今年の４月から 10 月までの外国人入込のデー

タを見て見ますと１万５千人の方がいらっしゃっております。英語圏が大半となっておりますが、韓国

圏、中国語圏、フランス語圏の方が多いと聞いております。えー高速バスから下車される三段峡入口で

お客様の半分以上が外国人であったという日もございます。さてご質問の本題であります収益雇用につ

いてでございます。まずイベント等における収益につきまして、バザーの売り上げが目安となるかと存

じますが、えー消費額としましては観光客一人あたりで概ね 1,300 円がイベント会場での平均消費額と

なっております。当然日帰りでイベントに参加される傾向が強く、宿泊とセットでという事はなかなか

キャパ、宿舎のキャパもございますので、少ない状況でございます。えー高速バスで朝着いて、夕方に

は市内へ帰られる外国人の方もいらっしゃるということでございます。またイベントの収益につきまし

ては、つきましても、バザースタッフの方が現在はボランティアが大半であるという事で売り上げに関

しましてはありますけれども、えー総人件費に換算しますと実質はそんなに黒字にはなっていないとい

うふうなことになろうかと思います。またイベント会場周辺の商店街からの聞き取り調査によりますと、

正直なところ平日、イベントが無い日との売り上げはそんなに大差が無かったということもございまし

て、えー議員からもご指摘もありました町内全体が潤ってないというご指摘にもつながってるのかなと

いう事でございます。イベントにおける町内の商店街あるいは飲食店街のＰＲがもっと必要であるとい

う意見もイベント関係者の方から頂いているところでございます。えー本年度開催しました 15 のイベ

ントの合計で３万５千人、町内でのお買い物も含めまして、試算でございますが、8,800 万円の消費額

をイベントによる経済効果として見込んでおります。えー年間では 50 万人を超える本町への来客があ

りますので、えー議員からもえー事例がございましたけれども、だいたい 1,600 円くらいでございます

ので、８億円は毎年、観光消費額として計上しているところでございます。これは聞き取り調査等も含

めた実数となっております。次に雇用の面に関しましてですが、スキー場での雇用は、冬期間に限られ

るというような事もございますけれども、町内の宿泊施設における通年雇用もございます。えーちょっ

と全国的な雇用状況を参考までに申し上げますと、統計資料では 2000 年から 2015 年までの雇用状況で

一番多いのが医療・介護・福祉業務だそうでございます。対比で 120 パーセントの充足となっているそ

うです。2000 年から 15 年を比べた時という事でございます。サービス業につきましては前期が 134

パーセントまで上がりましたが、下期では 88 パーセントまで落ち込んでおります。えー建設業は公共

事業の目減り等で前期が 87 パーまで落ち込みましたが、震災等の影響もあり、下期では 100 パーまで

回復。加えて本題である観光に係る宿泊業・飲食サービス業は前期が 99、下期が 103パーと上昇してお

りますが、就職者全体数の比率で申し上げますと、例えば 100 人就職した先が観光サービス業であった

のが 5.7 パーにすぎません。賃金ベースでも低い位置にあることから依然として人手不足に見舞われて

いる状況でございます。先ほど申しました医療・介護が 120 パーセントでも、えー正直不足していると

いうニュースを聞く中では観光業につきましても、えー厳しい状況が見えるかと思います。町内の施設

におきましては、地元の方をスタッフとして雇用している事業所が大半ですが、この夏の風評被害等で

なかなか厳しい状況もお聞きしております。逆に繁忙期には町外からもスタッフを雇用されているとい

う状況も聞いております。町内雇用の総数につきましては、えー兼業的な雇用もありますので、全数を

把握することは難しいのですが、指定管理施設においての集約をしましたので報告いたします。11 施設

の合計で 60 名、このうち、えー正規雇用が 26 名、臨職さんが 34 名の雇用となっております。参考ま

でにスキー場の方は、正職が 12 名、これは年中夏の体験も含めての雇用で、臨時職員が 120 から 140

名、これが冬期間の雇用というふうにお聞きしているところでございます。えー先ほども申し上げまし

たが、えー外国人観光客は、えー全国各地、訪れられた島原でもそうであったと思いますし、えー関東

圏関西圏でもかなり増えている状況でございます。最近は、えー口コミ情報どころか、えーフェイスブ
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ック色んなＳＮＳでインスタグラム等も含めて、観光現地から情報発信される外国人のお客さんが増え

ているというふうに聞いております。まぁそういったこともあわせて、えー本町では地域商社との情報

連携しながら、時折々の、えーイベント情報あるいは紅葉情報、そういった交通面での支障等の情報も

速やかに伝えるようにしているところでございます。町内では７箇所のフリーWi-Fi もあるところでご

ざいますし、先ほど申した数字も含めて利用者が増加傾向にあります。一方多言語が話せる通訳スタッ

フが乏しいと、道の駅にも一人しかおりません。現地の方にも少ないという事もありますので、新年度

に向けては、そういった同時通訳機能のある機器でありますとか、IT 危機を活用した上でインフォメー

ション機能を充実し、えー外国人観光客を長期期間の滞在をして頂くように、あるいは観光消費額の増

加につながるように、えー新年度に向けて検討を進めている状況でございます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 平岡議員。 

○平岡昭洋議員 

 あのー１番考えていることはですね、まぁせっかくお見え頂いたお客さんがですね、まぁ私もあのー

旅行に行きましていつも思うんですけど、あのー無理に買わなくても本当はいいんですね。でも旅行に

行くというのはやっぱりなんか楽しみで買う。楽しみで何かそれをやると別にどうしても今の時代です

から、えーなんかどうしてもほしいものなんかあまりないんですね。だけどそれをやっぱりブランドな

んかはそうかもしれませんけれど、えー思わず買ってしまうと。そういう仕組みをぜひ考えてもらいた

い。1 つはまぁお土産物をもっともっと考えてもらいたい。で、もう１つはやはり食事ですね。まぁあ

のー食事をするのはやっぱり楽しみというのがある。じゃあ安芸太田町に行ったら何を食べられるんだ

というのがあるのかと言うと、いや何を安芸太田町は食べられると言われてもというイメージですから、

私は今答えられないんですけれど、今こういうものを考えて、こういう１つの食事を１つのブランド化

して、安芸太田町で売り出そうとしていると。これはコストがこのくらいで、このくらいの価格設定を

したら結構利益が取れるのではないかとかですね。そういう発想でものを考えて何かやってらっしゃる

か。まぁそれをちょっと聞きたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 一般社団法人地域商社あきおおた事業本部長。 

○一般社団法人地域商社あきおおた武藤克巳事業本部長 

 えーとあのー地域商社の方で今、あのー議員ご質問のありました新たな食事の開発というところに取

りかかり始めたところでございます。１点ご紹介いたします。えーとまだ試作でございますけれども、

本町の特徴ある産品としての祇園坊柿、これを使いましてですね、都内のあるレストランにですねメニ

ュー開発を開始して頂きました。あのーえーまぁサラダでありますとか、えーあるいはそれを使ったで

すね、えーあのー何て言うんでしょう酒のあてと言いますか、他の商品と組み合わせて祇園坊柿のおい

しさをですね新たに発見するというような事を開始をしたところです。で、これからあのーその評価を

いたしましてですね、事業者の方々と本町においても同じようなものができないかというような事の検

討をし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 

 片山商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 おみやげ、食事も武藤さんの方からありましたけれども、おみやげ品につきまして、まぁ色々と検討

を重ねておりますし、商社も含めてですが、カープ坊やとのコラボグッズも含めてですね、道の駅に寄

って、お子様連れのお客さんでも楽しめるようなグッズ開発を日々検討しているところがございます。

それから食事に関しましては、安芸太田町の観光マップっていうのがあってそれにも盛り込んではある

んですが、民間の方からの意見もありまして、グルメマップというのをですね、ぜひ民間で手作業で作

りたいという事があって、それの印刷支援をしてくれないかというような相談も今受けていることでご

ざいますので、そういったことが、イノシシ、ジビエも含めまして、えーそういったものが、えー食事

が楽しめるというような事も検討していきたいというふうに考えております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 平岡議員。 

○平岡昭洋議員 

 まぁ私長く民間に居りまして毎月毎月どうやったら収支が黒字になるかを必死で 30 何年間やってお

りましたんで、儲からないものは悪だとくらいに考えるちょっと性格がありましてですね、まぁよく思
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うんですけれど、まぁどんな事業もそうですが、どっから金がくるか、誰かが稼いでるから金が来るん

で、勝手に来るようなお金は無いんですね。誰かが一生懸命儲けるという事をやってるんで、お金が手

当てで出ると。この町もそうだと思う。この町そのものが本当に儲かるんだと、ここに来れば生活が成

り立つんだという勢いと、何か仕組みがあればですね、もっともっと違うものになると私は思っており

ますんで、ぜひそういう考えを持ってですね、いかにせっかくお見えてあのーくださったお客さんがも

っと気持ちよくお金を使える、もう財布の中には万円札が多分いっぱいあるはずです。だけどお買いに

なるのは 200 円だ 300 円だというものではですね、やはり一生懸命やってもなかなか報われない。えー

ぜひ考えて頂きたい。以上でこの質問は終わります。じゃあ次の質問に入ります。えー次の質問はあ

のー好適環境水支援事業についてということです。まぁあのー安芸太田町ではまぁ私もはじめ、あー夢

があるのかなぁと、えー６年、５年か６年前にえー道の駅で水槽を見たときには、そういう事業ではな

いのかなぁと思っておりましたけれども、まぁ実際あのーこの前視察で、えー岡山理大に行きまして、

えー現状を見てまいりました。私はこういうものの専門家ではありませんので、えーそれがどうなのか

ということを言いきれるものではありませんけど、まぁ単純に直感的に申し上げて、えーここに書いて

ありますんで好適環境水支援事業の打ち切りを提案いたします。えー将来の安芸太田町での商業化を目

指して岡山理大との好適環境水支援事業に町はこれまで多大な投資をしてきているが、現在に至っても

事業化できる目途も構想も無いように思われます。投資には失敗はつきものです。この際、潔く、この

支援の打ち切りを提案したいと、まぁこういうことで一応通告いたしました。なぜ私はこういうことを

申し上げるかと言うと、まぁさっき言った私はあのーずっと仕事をしておりまして、証券で株式等を取

り扱っておりましたんで、まぁお客様からえー自分の手持ちの株をどうしたらいいのかというご相談は

山ほど受けております。まぁ何万回もそういう話を受けておりまして、まぁ私は個人的には基本的には

保有すればいいですよという答えをしていることがほとんど８割から以上なんですけど、ただ１割から

２割くらい、それはすぐ売りなさいという事があります。なぜかと言うと、皆さんは証券のことはまぁ

あまりお分かりにならないけど、証券にも価値というものがきちっとあるんですね、本当は、理論的な。

その理論的な価値を上回ってもし購入してるとすれば、その会社の将来性があまりなければ、当然保有

する理由は無いからです。えー好適環境水に関してみると、えーまぁ私が聞いた、もし将来この町に導

入してなにか起業でもなんかしてやるには投資コストとそれをもし町のなんかとして名産物として、

えーお客様に提供するとして、コストパフォーマンスはどう考えても今聞いておる限りのヒメマスでは

あわない。まぁそれであればですね、まぁ私から見ると投資には失敗がつきものですから、いつもそう

なんですけど、証券で大損をした、大損をしたといって大騒ぎしている方は、何で大損しているかとい

うと、投資ではなくて投棄をした人なんですね。価値に合わないで株価だけで買ったと。どう考えても

買う値よりは高い値段で買えば下がるに決まってるわけですから、当然その価値よりは高い値段の方が

勝ってるから今やっぱり保有するようにないという事を申し上げるわけですけど、投資と投棄を間違え

てる。ただえー私ども安芸太田町のこれが支援事業だと、もう支援するという寄付という的な感覚であ

ればそれはこれでいいです。だけどもし将来この町に役立てたいんだと、投資したものはいずれ回収し

たいんだという思いがあれば、今私が判断する限りは、難しいと。まぁそうでないと意見が当然担当者、

行政にはあると私は思いますから、それはそれで当然私の不明の至りだと思って受けますけれど、どこ

がえーこれ将来的にえー可能性があるのか。そういうことをきちっとして、また将来それが、またそれ

を本当にそう思い込んで本当にやって頂いて、それが、えーよしんば失敗したとしても、そう思うこと

に対して何もとがめるつもりもないですし、問題はありません。だけど何もないという、ただ投資をし

たからそのまま何とかせにゃいかんということで継続するんであれば、またえー、しょう事無しにです

ね、継続的にどこどこに説明してますよという行動なら、いらないんではないかと思うんですね。まぁ

そういう事から、えー現在の今町の見解を聞きたい。 

○矢立孝彦議長 

 企画課、二見課長。 

○二見重幸企画課長 

 はい、好適環境水の事業について答弁を申し上げます。えーこの好適環境水の事業につきましては、

あのー先ほどの質問にもありましたように、町に来られたお客さんがなかなかあのー食べる食事がない

とか、それから雇用の場もどうしても少ないといったような問題をなんとか解決していくということで、

えー始めております。えーこの陸上養殖の共同研究でございますが、加計学園とえー共同研究契約とい

うのを締結しまして、平成 28、29、30 年度の３年間、えー事業を継続しております。こちらにつきま

しては地方創生推進交付金という財源を活用して実施をしておるところでございます。えー１年目は、
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えーヒメマスをえー242 尾導入して 503 日間飼育をしております。それから２年目３年目は、えー水槽

を大きくしまして、えー1,500 尾を現在飼育をしているところでございます。えーこの２年目３年目で

大型の水槽で試験養殖を行いまして、１リューベあたりの生産高あるいは生産コスト、施設整備のコス

ト等の試算ができるデータが蓄積をされておるところでございます。えー現在大学と共にビジネスプラ

ンの立案作業に入っているところでございます。この共同研究は、平成 30 年度今年度でいったん区切

りをつけることとしております。えー今後はこの研究データ、ビジネスプランやデータを活用しまして

地域雇用や地場産品の創出に向けて事業化の可能性のあるこういう企業に、えー働き掛けをしてまいり

たいと考えておるところでございます。えー各分野において、えー大学等の研究機関あるいは企業との

連携は本町の課題解決に向けて重要な施策手法であると考えておりますので、えーそういう大学との連

携あるいは企業との連携を今後も推進してまいりたいと考えております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 平岡議員。 

○平岡昭洋議員 

 まぁあのー町の考えは今お聞きして、まぁ多分そうおっしゃるだろうと思っておりましたんで、別に

いいとは思っておりますけれど、あのー私他の議員の方もし見られた方はどう思ったかはわかりません

けど、まず１つはヒメマスを食べる文化がこのあたりには全くない。で、ヒメマスが、いわゆる、フグ

だとかなんか他の色々な魚のように珍しくあってなおかつ海の魚というイメージもない。どちらかとい

うと私はヒメマスだったら川でも育つんじゃないかと、別に好適環境水でなくてもいいんじゃないかと

いうようなイメージがある。で、もう１つは、例えばフグとかウナギを食べるんだったら、そうだねと、

ウナギ、フグじゃあ２千円か３千円かと、こういうイメージを普通に皆さんはお持ちだと思うんですけ

ど、もっと高い値段も。ヒメマスがいくらなのか全くわからない。いくらで食べるのが適正なのか、も

う消費者側に全くその商品に対するコスト意識がない。まぁそこまでもう考えてやってらっしゃると思

うんですけど、それに対して設備投資が 10 億円近くもかかるとして、じゃあいくらで売ったらこれは

ペイするのかと。まぁ当然そういうことも考えてこれからの商業化をされるんだろうと思うんですけど、

まぁ私は直感的にこれはペイできないと。プラスじゃあ広島県の中心の方にヒメマスが食べられますよ、

じゃあヒメマスを食べに行こうかというような気持ちになるのかと。私の思い込みかもしれませんです

けど、どうもそういうような色んな観点から見て当初私が一番初め全く知識の無いときに聞いとった海

の魚がなんでも作れるんだと、この水でというような事を初めに聞いて、そりゃあすごい話じゃないか

と、だったら面白いねと思ったんですけど、どうも今あたりはヒメマスに絞っているという事らしいん

で、まぁそれであると商品的なコストパフォーマンスは無いと考えてます。それを本当にいろんなとこ

ろに行って説得してじゃあこれが起業化できる目途ができる、商品化できる目途ができるものに仕立て

上げられるという事であれば、私は別に反対はいたしませんけど、えーその点についてはいかがでしょ

う。 

○矢立孝彦議長 

 企画課長。 

○二見重幸企画課長 

 はい、えー、あのーご質問のえーヒメマスに限らずですね、あのー養殖というのはですね、あのー今

回の臨時国会の中でも漁業法という法律が改正になっておりまして、えー養殖業を活発化させていこう

というような部分でその漁業権をあのー地元の団体だけでなく、企業が参入してきても養殖ができるよ

うに、これ海岸端の話なんですけれども、そういうふうに養殖業というのが、えー世界的なその海産資

源を保全しようという意味では、養殖業を活発化していこうという世界的な流れはあると思っておりま

す。そういう中で安芸太田町でその養殖がえー適しているかどうかという事にはなるんですけれども、

そういう意味では企業の目もそういう養殖に関して向いてくる時が来てるんじゃないかと考えておると

ころもございます。そういう意味でこの先ほど申し上げましたビジネスプランというのをしっかりと練

りまして、えー参画の可能性がある企業の方にできるだけ働き掛けて参りたいと考えております。以上

です。 

○矢立孝彦議長 

 平岡議員。 

○平岡昭洋議員 

 あのーチャレンジされることは本当に良いとは私は思っておりますんで、別にそのことについて反対

するものではありません。どちらかと言うと今でしらたサバだとかですね、えー頭にピッと来るのは、
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まぁもしこの地方でしたら今もうすでにやってらっしゃるモロコとかですね、こちらの方が私どっちか

いって事業化してもし事業を自分でやろうと自分で金出そうと思ったらまぁそちらだったら可能性があ

るなと私は個人的に思います。だけどまぁ色々ノウハウを将来得るためにも、えーそういう事のいるん

だという事であれば、それは私はあえて拒むものでもありませんし、きちっとそれについての、どうで

あったかという事をですね、何事もそうなんです。失敗というのは、失敗という事をきちっとやらない

と失敗にならないんです。成功はもう誰でも言いますけど、失敗というのは本当に教訓があるんで、失

敗が失敗で無いように、いつの間にか片づけられてしまうと、誰も失敗してないままに、ただ気落ちす

るだけです。ですから私はここでぜひもう１回きちっと見直してですね、どうするのかという事を、

えー行政の中でこの商品について、もう１回再確認していただきたい。この話題については以上にしま

す。えーあと 15 分でございますんで、ちょっと昼飯まで頑張っていきますので。えーあのー３番目の

質問ですけど、今年度は安芸太田病院が通年でどうも赤字になるんではないかというように聞いており

ます。まぁその要因は私が考える限り明らか。要するに過疎化が進んでいるこの町では、若者も当然ど

んどん少なくってますけれど、お年寄りも同じように少なくなっております。お年寄りが一番病院を使

われる可能性が高い。そのお年寄りも毎年毎年減少しております。当然町としては社会福祉という観点

から、単に赤字だからと言って私自身もですね、それが悪いんだということを言ってるわけではありま

せん。むしろまぁ医療サービス、この前私はたまたまもう９月の定例前ですけれど、もうお腹が痛くて

お腹が痛くて七転八倒して３時間我慢してどうにもならないので必死で車で運転して安芸太田病院に行

ったこと、まぁ結石だという事なんですけれど、まぁケロッと治っておりますけれどもね。その時に 30

分で行けたことがですね、もう本当にあのー病気になったら病気の人の気持ちがよくわかるっていうの、

よくわかるんですよね。もう人生終わったと思うような、そんな思いがちょっとしましたけれど、ただ

本当に病院に行けたことは救いに感じましたんで。まぁその近くにですね、そういう医療サービスが無

いところなんかに誰も住みたくないというのも当然町民の考えだと思います。ですけれど、この赤字は

この単年度だけなのか。もしかしたらこれから１年、２年、３年、５年、10 年経てば経つほど雪だるま

のように膨らんでですね、いつの間にか町の財政を非常に圧迫するものではないかというような私は懸

念を抱いております。いや、もうそれは必要悪なんだと。どうしても住民福祉のために医療は私どもは

守るんだという覚悟があって、その後の他のものから私はこの財源を作るんだと、医療は少々赤字でも

持ちこたえるんだという考えなのか。それともやはりある程度きちっと見直して今のこの町にあった持

続可能性の高い医療システムを作りたいのか。その辺のところも含めてですね、今後の町立病院の経営

の動向、どうなるのか。それとまた行政としての、この住民医療サービスの考えについて聞きたい。 

○矢立孝彦議長 

 病院事業、菅田病院事務長。 

○菅田裕二病院事務長 

 はい、えー地域医療をどのように考え、継続的に赤字経営となった場合の対応という質問に対しまし

てお答えをさせて頂きたいというふうに思います。全国の自治体病院は地域医療の最後の砦として地域

に必要な医療を提供し、住民の生命と健康を守り、地域の健全な発展に貢献することを使命としていま

す。しかしながら、国が平成 25 年社会保障制度改革を掲げ、世界に類を見ない少子高齢化の進行に対

し、必要なプログラムを設定し、以後様々な制度改革を実行しております。地域医療構想による病床の

機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医師確保、医師偏在解消による地域枠入学制度と地域医療支

援センターの設立などでございます。しかしながら膨大する医療費を抑制する目的であるこれらの改革

が、患者中心の医療からかけ離れたり、医療現場の気概を失わせたりするものであってはなりません。

そうした中、安芸太田病院においても町内唯一の病院として住み慣れた地域で生活する為の医療、救急

医療等を実施しております。平成25、26年度に実施いたしました病院改築後、27年28年度においては

黒字決算ではありましたが、平成 29 年度は赤字決算となっております。患者数においても一部増加し

た年もありましたが、全体的には減少をしております。入院患者における本町の患者割合は約 82 パー

セントですので、町の人口動向を見ましてもご指摘のとおり減少していくことは予測できます。平成 29

年度一般病床及び療養病床における延べ患者数は３万１千 329 人で 2025 年の人口推計による入院患者

を算出した場合、他の市町の病院における患者は増加するものの、本病院は減少となることが予測され

ます。また慢性的に患者の少ない認知症治療病棟においても何らかの対応は必要であり、これからの病

床数のあり方を議論する必要があります。これらの要因や収益が減少するからといって、全てを縮小す

るというわけにはいかないところが地域医療ではないかと考えております。病院の現場を見てみますと、

医師不足による宿日直や時間外勤務の増加、国の求めている現状とは程遠く、町内の診療所の減などに
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より医師一人あたりの患者数は増加傾向です。救急対応、入院外来患者の対応、介護保険認定審査会を

はじめとする各種審議会への参加、産業医学校医の対応等求められる需要と現状の医師の人数では対応

することが困難となってきております。安芸太田病院の地域医療の内容につきましては、先ほど申し述

べましたが、まず守らなければいけないのは 24 時間 365 日対応できる体制を構築すること。地域包括

ケアシステムによる地域で生活できるための医療を提供することです。そのためには充足できていない

医師をはじめとする医療スタッフを確保する必要があります。また病院完結型医療から地域完結型医療

への転換が必要です。広島市北部から本町までの一帯を地域として捉え、高度急性期及び一部の急性期

は広島市安佐市民病院にお願いし、本病院は準急性期でありますとか回復期に特化した病院を目指す事

が機能分化に繋がります。このことは高度専門的な手術は紹介状により専門病院にお願いし、リハビリ

の為、在宅復帰に力を入れるように方向転換も必要です。回復期といっても安芸太田病院が手術をしな

いというのではなく、これまでと同様に救急患者を受け入れ、緊急的な肺炎患者の受け入れでございま

すとか、骨折等の手術を行う。さらに安佐市民病院からの医療資源であります医師の派遣でありますと

か、その他スタッフの人的な交流や研修等の相互の関係を強くしながら住民の皆様にとって安芸太田病

院が魅力的な位置づけとして、さらに地域医療を守りたいと考えております。外来部門であります不採

算な医療や透析治療も行いながらこれからの科目については派遣をして頂いてる広島大学各医局と協議

する。また、本町の高齢者の住まいの確保に関する調査や介護需要や基盤整備などそれに伴う保険料の

あり方も視野に入れ、本町の医療のあり方について総合的に議論すべきと考えております。国では医療

から介護への転換を進め、施設改修に関する財源も確保していること。しかしながら介護保険料は市町

ごとに設定しますので安易な転換はできません。病院の時期改革プランの変更は平成 33 年度からです

ので、病院改革プランと第８期介護保険事業計画と連携をいたしまして、これからの人口動向を注視し

ながら議論を進めたいというふうに考えております。人口減少でございますとか、これまで申した現状

を踏まえ、ある程度のダウンサイジングはやむなしとしながら経営は良くなる。そのような仕組みづく

りを作っていきたいと考えています。さらに住民の皆様方から信頼をして頂き、気軽に受診をして頂く

よう努力してまいります。町の病院は必ず残さなければなりません。経営がよくないことで住民の皆様

が不安にならないよう一体となった病院経営に努めていきたいと考えております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 平岡議員。 

○平岡昭洋議員 

 えー、まぁこの質問をしましたのはですね、えーまぁ何の事業でもですね、ある程度の先の予想がつ

くことがたまにあります。たぶん病院事業でこの町の人口とかまぁある程度考えると、相当厳しいもの

になると私は思っております。なぜこの質問をしたかというと、今あえて行政として、ここ 10 年間、

病院、町営の病院事業がどういう収益となるのかを、なるたけ手前味噌ではなくて予想してですね、そ

れに対してどう考えるのかという話し合いをもって頂きたいと私は思ってるんです。当然、あのーこの

前もえー民間の病院が無くなったということで、町内で大騒ぎにも一つなっております。医療というの

は非常に微妙な問題があってですね、赤字だから悪い、赤字だからすぐやめてしまえというわけにはい

かないです。だけれど、長い目で見て継続できるもの、逆にこうだからこうだと住民にある意味の胸を

張ってですね、住民の協力もお願いするという計画を立てないとですね、10 年後になって、いやー、こ

れはあの時から継続してどうにもならないと、予算の中でこちらの赤字が大幅にあって他に回せないと、

言うのは簡単ですけど、大体 10 年前にそういうところはやってない、きちっと。そこできちっとやっ

て何をどうするかとやれば、少しでもですね、えー物が見えてきたり、新しい出発点もあると思うんで

す。やはり何事もそうですけど、いい事は別にそれほど何も、えー考えなくてもいいですけど、悪い時

こそそれをたってやると、それをきちっと踏まえてやればですね、変わっていく可能性、まぁあえて今

申し上げたいのはですね、この時点でいったい将来において、この事業はどのぐらいの収益になって、

これがなるのかっていうことは、あえて見直してもらいたいと私は思ってるんです。そうすれば、じゃ

あいいや、これは赤字はしょうがないんだとわかれば、じゃ一体そのこの赤字部分はいったい何で、ま

ぁ私どもの昔からの言い方で言えば稼ぐかと。そういう腹積もりもできます。 

○矢立孝彦議長 

 平岡議員、簡潔に。 

○平岡昭洋議員 

 わかりました。まぁいうことなんで、ぜひあのーちょっと時間のこともございますんで、あのーこれ

以上しませんけど。ぜひ考えて、お互いあのー私ども、えー住民を代表しておりますけど、決して行政
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と戦おうと思って言ってるわけではありません。一緒に良くしていこうと思って申し上げてますから。

ぜひその点を真摯に考えて検討して頂きたい。以上です。どうもありがとうございました。 

○矢立孝彦議長 

 以上で平岡議員の一般質問を終わります。しばらく休憩します。午後１時半から再開をします。 

 

               休憩 午後０時１６分 

               再開 午後１時３０分 

 

○矢立孝彦議長 

 はい、えー、休憩前に引き続き会議を再開します。４番、冨永豊議員。 

○冨永豊議員 

 えー午後のトップでございますので、４番冨永でございます。よろしくお願いします。それでは早速

ですけど始めさせていただきます。2014 年、あっ、今回の一般質問の私が通告しておるのは地方創生の

取り組みについてという事で何点か、あのーあげて質問させていただきます。2014 年９月政府は 11 月

に、まち・ひと・しごと創生を成立させ、地方創生政策がスタートした。本町はまち・ひと・しごと創

生に関わる施策について 2015 年度中の総合戦略策定を示し推進しています。過去にも同様な地域政策

は国は行ってきた。過疎問題を契機とした昭和 47 年、8 年頃の列島改造、昭和 50 年ごろの田園都市構

想、そしてまた昭和から平成に移るころのふるさと創生がありました。本町にとって地方創生、今まで

と何が違うのか。全く違う。今の日本の現象を例えて静かな有事といった表現の一説の本がありました。

それから考えると国家の定義の１つに、国民を有することを具備したものが国家、今回の地方創生政策

は、人口減少を契機としてることから考えると、地方が滅び国家が滅び、有事である考えに至ることで

す。それぐらいの危機感であると思っています。その中で浮かび上がらせていく政策の１つに、産業政

策などさることながら、子どもを産み育てる日常の暮らしに安心を与える直接的な環境の充実が極めて

重要で成功と失敗の分岐点、分水嶺かと思っております。以上のような思いの中、質問は大きく２点で

す。１点目は地方創生の契機とした人口ビジョンについて、出生率を考えれば、若年女性に対する 20

歳から 39 歳ですよね、対する支援策の現状についてお聞きします。２点目は総合戦略で示されている

目標である基本目標の１で示されておる都市部との商いの活性化の町内産業連携の推進で、外貨を稼ぐ

本町の代表的産業である観光産業でお聞きいたします。次に基本項目３で示されておる各世代にとって

暮らしやすさの向上で、第３次産業、介護・福祉部門に視点を当てての人手不足の見通し、本町の経済

循環に与える影響などの対応策についてお聞きいたします。それでは１点目の人口ビジョンに対する取

り組みについて。本町は継続した町として大事な一つに結婚、出産、子育ての直接的環境が安心感とし

て受け止めることができる暮らしです。その施策を考えるに当たって、２つの前提を申し上げ聞いてま

いります。その１つが子ども子育て支援制度です。これに基づき、平成 27 年度から平成 31 年度までの

計画期間とし、安芸太田町子ども子育て支援事業計画を策定しています。子ども子育て支援制度が求め

た制度改革の柱の１つが、教育と保育と一体的に行う施設、認定こども園の存在を浮かび上がらせた。

本町には認定こども園２箇所、その他保育所が２箇所、幼稚園が１箇所です。２つ目の本町の将来の人

口ビジョンにして平成 30 年推計目標人口 5,800 人と設定してます。長期ビジョンで平成 50 年度推計値、

目標人口５千人で推計している。これには高い合計特殊出生率を仮定してます。その中で重要な位置づ

けとして、20 歳から 39 歳の若年女性の人口を地域の将来を決定づける、しようとしておる。長期総合

計画において住民が最も求めていることは、子育て環境や教育環境の充実を高い考えで将来の姿で求め

ている。以上のことを前提で現状を問題点を挙げ意見をお聞きいたします。まず子ども子育て支援制度

に伴った安芸太田町子ども子育て事業支援計画が、27 年３月に公表されている。その内で２件について、

１点目は病児病後児の保育事業についてです。病気や、病気の回復時の為に集団保育が困難な家庭に介

護士が一時的に保育する事業です。27 年度から 31 年度まで、それぞれ見込み量をあげながら、確保策

についてはゼロであげ、過不足マイナス、マイナスで計画されている。実態はどうなのか。自己解決な

のか、検討中なのか、現状の受け止め、今後のあり方について考えをお聞かせ下さい。２点目、乳児家

庭全戸訪問事業について。乳児の家庭に保健師などが訪問し情報の提供、親子の心身の状況や、養育に

ついての相談対応や助言を行う事業です。現状の活動の検証として、どのような受け止めをされている

のか説明を願います。次に認定こども園の管轄について。子供子育て支援制度の１つの目玉は就学前教

育を取り入れたことです。幼児教育の最も重視される部分は、健全な人間性を育む、直接的な教育の結

果である、スキルの発達と言われる。現状の町長部局の組織体制の運営で、現場を動かす、指導するこ
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とができるにかという思いを持たざるを負えない。口幅ったいことを承知で結論から申すと、現在のタ

イミングで専門性を求める組織体制の移行です。管轄を教育委員会の組織運営に移行すべきと思ってお

ります。なぜ組織の移行か。住民のアンケートを求める子育て環境や教育環境の現状不安、子ども子育

て支援制度の目的を考えると次のことに至る。これらを達成していくには、専門的あるいは長い歴史か

らの人材育成の研究を重ねた取り組み、情報の質、量から主体的動きができる。また義務教育へ繋がる

一体的な取り組みが保育者の信頼につながる。そのためには教育委員会を構成する組織や運営のもとで、

それぞれの組織の運営の検証、評価が行われていくことがふさわしいこと。人材育成が問われる今、長

期的視点で人を育てることの大切さ、しっかりと受け止めた対応を要望します。２つ目は支援策の情報

発信から収集です。縦割り組織です。旧態依然です。ワンストップで包括サービスの提供が行われるこ

とを強く要望します。現在、子ども子育てに対する情報発信、収集１つとっても、健康づくり課、児童

育成課、教育委員会学校教育課、住民生活課それぞれが行っている実態は誰のための仕事なのかを考え

させられます。静かな有事と言われる少子化の問題の中で、このような実情は問題意識の欠如、危機感

のなさ、現状の受け止め、説明を求めます。医療情勢などでお聞きいたします。2018 年度から子ども医

療費を市町村の単独事業として助成した場合、市町村国保、現在は県への国庫補助が、小学前、入学前

の未就学児に対する減額されないことと聞くところである。これについては確認を求めます。であるな

らば、この際、乳幼児に対して現物給付で医療費の自己負担を制限をなくすべきと考える。また、本町

は乳幼児に対する、まだ 15 歳以下の子どもに対する診療サービスの提供が無い為、市内の病院へ駆け

込む実態です。特に産褥期における診療時間外については日常の生活で危機感があり、不安である。そ

の実態を、事態を考えると、真摯に厳しい受け止めについて意見をください。また現状で緩和策として

相談などに対してどのような対応がなされておるのか併せてお聞かせください。最後２、子ども子育て

支援制度が求めている精神から評価としての意見を持つと、現状の取り組みソフトでは距離を縮めるシ

ステム設計が必要と思います。少子化の要因へしっかりと目を向け、本町が小さな命から育てきる、主

体的な取組で流れを変えていく気構えが問われている。人口ビジョン掲げる取り組みという事は、それ

に一段質の高い、さらに一段質の高い行政サービスの提供の追求です。ご意見をお聞かせください。以

上が人口ビジョンが目指すポイントの１つ、結婚・出産・子育てをする環境の整備の質問です。次に基

本目標の１で都市部との商いの活性化と町内産業連携の推進で、観光産業に基づいてお聞きをいたしま

す。最初に観光振興基本計画に基づく推進体制の現状についてお聞かせ下さい。今観光を推進していく

ことが地域の活性化や経済の影響が大きい中、本町観光協会が解散した現在、観光の調査、分析、研究

を行う体制の現状について説明ください。ＤＭＯの組織の立ち上げについてチェンジしたことの役割を

担い地域の稼ぐ力を引き出す、観光地域づくりのかじ取り役として多様な関係者と協働しながら、明確

なコンセプトに基づいた観光づくりを実現することの重要性について、地域商社立ちあげに際し、説明

を聞いてきた。ＤＭＯの立ち上げの状況について説明ください。鉄は熱いうちに打たなければならない

のではないか。その状況に陥ってるのではないか。中間報告においてそのように受け止めております。

現状の認識不足ではいけませんので、再度具体的なこととしてＤＭＯ組織の形成確立についてお聞きい

たします。地域商社とＤＭＯ組織の関係はどのような考えであるのか。組織体制はどのような活用とな

るのか。地域商社とは別組織の法人化の考えなのか。このような動きは中間報告では見えてこない。考

えをお聞きします。次に観光産業の役割である経済の牽引について。観光産業が本町の雇用と所得を創

出し、経済の活動規模が増大拡張させている権役、権威的役割をなすためには、小項目である入込客数、

観光消費額、来訪者の満足度の目標値が、目標数値が上回ることが必須です。達成するための原動力の

コンテンツについて現状はどのような捉えであるのか説明ください。ｅコマースの取り組みについて、

単にインターネットでの物販ではなく、市場へ認知度を広げ、マーケティングとしての情報の集積で、

ブランディングへのつながりである取り組みの現状についてとらえをお聞きいたします。次に総合戦略

の観光部門の中間報告についてお聞きいたします。29 年度 29 年度の総合戦略で観光振興の施策評価の

整理は、１つは住民の多様な関係者の巻き込みが不十分。２つ目には観光客に関するデータの収集分析

が不十分。３つ目はプロモーションなどの事象が不十分と整理される。これらの課題への今後の対応策

を改めてお聞きしたい。観光に求める稼ぐことは深掘りすると一人あたりの消費額を上げる、そのため

にはコンテンツの分析と評価をしっかりと捉えたブランディングを求められる。今後どのようなことの

対応策がスケジュール感をもったプロセスで行っていくのかお聞かせください。市場は稼ぐごとに動い

ています。経済の持続活性化対策は金融への打ち込みが６割から７割と言われる。打つ施策がタイミン

グを失った二階から目薬にならないよう申し上げ改めてお聞きしております。基本項目３で、各世代に

とって暮らしやすさの向上についての中で、第３次産業の介護・医療・福祉部門の生産性が経済循環に
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与える影響についてお聞きいたします。本町における生産額構成比を比較すると、基幹産業と考えられ

てきた１次産業２次産業の減を政府サービス関連産業による公的需要によって賄っている状況である。

第３次産業生産額でみると全体の８割で本町における経済循環の資力を示している。サービス業は観光

業などを除けば、大部分が本町における住民や企業向けサービスの提供する産業である。町内の人口が

減少すれば市場は縮小する可能性は極めて高い。平成 27 年度において産業就業者数は、第３次産業が

65 パーセント、生産年齢人口の 431人が第３次産業部門の医療・福祉部門での就業者である。第３次産

業部門から割り出して言えば８割以上である。そのような状況の中、まずは第３次産業が本町における

経済循環に対する捉え、どのような考えでおられるのか意見をお聞かせください。次に介護事業経営の

状況について。基本的には介護保険サービスの中で、介護予防サービス、在宅介護サービス、施設介護

サービスのそれぞれについて、企業利益、人手不足、時給関係などの現状、今後の見通しについての状

況把握をお聞かせください。またどのような対応策が必要であるのかお聞かせください。今後介護職の

給与改善の見通しはどうなのか、付け加えて説明ください。次に離職率について。離職率が高いと言わ

れる介護職で理由としてあげられること、例えば考えてみると労働条件の問題なのか、労働時間、給与

の問題なのか、働きたい時間帯として労働環境になっていないのか、人間関係の問題なのか、将来への

不安なのか、利用者から受けるハラスメントなのか、以上のようなことが離職の原因、採用難となる原

因の１つに労働環境があげられる。状況の把握はどのような捉えであるかお聞きいたします。自治体の

チェック対応について、一方でサービス提供のメニューが多くなり、利用者がサービスを使いすぎてい

ないかの理由から自治体がチェックする仕組みがあります。その対応状況について説明ください。最後

に申し上げたいことは第３次産業の政府最終消費支出部門である医療・介護・福祉などについては４割

という生産額です。本町は長年にわたって、所得雇用の創出の主力を建物建設、インフラのコンクリー

ト事業と企業誘致を求めたことが公共事業であった。今後は災害などに対する事業、域内の流通経路の

事業など拡充策はさることながら、少子高齢化事業が安全で安心な暮らしの基盤の充実強化の必要性が

公共事業としての考えで、数字で表れてきている。この部分が人の問題、従事者の生活環境の問題、労

働環境の問題などがリスク要因で、労働生産額が減少することは本町全体の経済の循環として考えれば

衰退への道です。今後に望む事は、リスク要因には歳出で環境整備を行い、生産額にはしっかりとした

マーケティング活動でデータ分析を注視し、イノベーションに挑戦しながら、施策展開をして、所得と

雇用を創出していくことを求めます。以上でございます。お願いいたします。 

○矢立孝彦議長 

 えー、質問項目が多岐にわたっておりますので、執行部には順次質問要旨に従ってご答弁を求めます。

児童育成課、園田課長。 

○園田哲也児童育成課長 

 はい、えー、ご質問にありました、えー１番最初の項目、子ども子育て支援事業に係る児童育成課が

担当している、えー部門についての回答をさせて頂きます。まず安芸太田町子ども子育て支援事業計画

については、平成 24 年に制定された子ども子育て関連３法に基づき、平成 27 年４月から子ども子育て

支援新制度が本格施行され、本町においても子ども子育て支援事業計画を策定し、様々な施策を通じて、

子どもを安心して産み育てられる環境づくりを推進をしているところでございます。その中でご質問に

ありました病児・病後児保育事業のことにつきましてですが、病児・病後児保育事業につきましては、

保育所や小学校に通っている児童が病気回復期に保育所などの集団生活が困難な期間、当該児童を一時

的に専用の施設で預かるという事業でございます。この事業につきまして、えー計画策定時の調査にお

きまして、一定のニーズ、要望があったというところは、子育て計画の中にもうたっておるように把握

をしているところでございます。しかしながらこの事業を行うには本町の規模では常設の施設運営は大

変難しい状況にあります。病児保育においては、他市町では小児科への併設により運営されております

ので、小児科の無い本町では困難な状況となっておるところでございます。このため現在広島市を中心

とした広域都市圏の取り組みによりまして、相互利用の協定を締結いたしまして、近隣他市町の施設利

用が可能な状況として対応をさせていただいてるところでございます。続きまして子ども子育て支援事

業の認定こども園の管轄についてというところでございますが、保育所・認定こども園の権限等につい

ては法令に基づき、市町村長が行うものとされていますが、児童福祉法においては管轄する福祉事務所

の長、又は当該市町村におかれる教育委員会に委任することができるとの規定もあります。また子ども

子育て支援新制度における教育委員会の役割については地方公共団体の長が一体的に所管する中で、学

校教育を所管し、専門性を有する教育委員会の意見を聞く、助言、援助を求めることができるものとさ

れております。お尋ねの管轄の件につきまして、県内他市町の状況では、大崎上島町において今年度よ
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り認定こども園の施設型給付費、入所調整などの事務を教育委員会主管事務としているところでござい

ますが、一方で施設の監査権限や一時預かり事業については引き続き町長部局で行われており、またこ

の施設は私立で運営に直接かかわっているのではなく、移管して間もないこともあわせて、現在のとこ

ろ事務移管のメリットについてはわからない状況でございます。本町でのえー対応についてですが、

様々な事例を調査し、どの方策がより就学前児童への保育・教育を推進することができるのか、また他

の児童福祉事業との連携なども含めて検討する中で今後の課題とさせて頂きたいと考えているところで

ございます。ただし、この度の、えー就学前保育・教育のあり方検討委員会での報告にもありますよう

に、これまで以上に町長部局と教育委員会が連携してより良い保育・教育環境の推進を図る必要がある

と考えているところでございます。えー続きまして子育て支援策の情報発信につきまして、それぞれの

担当課において様々な施策が行われておるところでございます。情報発信につきましては、これまでも

広報活動、子育て支援センターなどを通じて周知を行ってきましたが、不十分な面もあったものと思わ

れるところでございます。えー子育て支援の相談を受けるワンストップ事業といたしましては国におい

て子育て世代包括支援センター、県においてひろしま版ネウボラなどの取り組みが各市町で行われてお

り、安芸太田町において、どのような対応ができるのか、それぞれの課が横断し情報共有、検討を行っ

ていきたいと考えているところでございます。えー最後に今後のえー評価としてのえー現状、システム

等の設計についてでございますが、えー安芸太田町では、えー国の方の針にもありますように、えー子

ども子育て支援事業計画を策定しており、今年度ニーズ調査事業、また来年度においては、えー平成 32

年から 36 年度の新規事業の計画を策定する予定でおります。えーこういうことも取り組みの中で、

様々なニーズを調査いたしまして、今後の子育て支援における、どういうことが町でできるかという計

画の策定を行っていきたいと考えているところでございます。以上、児童育成課からの回答でございま

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、えー、失礼します。えー子育て支援で健康づくり課が、えー所管しているものについてお答え

します。えー子育て支援については、えー近年、国・県とも総合的な支援体制の構築を図っているとこ

ろで、本町では妊娠の届出を受けた場合、母子手帳を交付するとともに、えー保健師による訪問を行っ

ており、出産された場合については全ての方を対象に訪問を実施しております。えー乳幼児の健診につ

いては、乳児健診前期、後期、１歳半、２歳半、３歳半と実施しており、予防接種についても接種券を

交付し接種を促しているところで、また発達障害などの相談、子育てに対する不安解消への支援を含め、

おひさま相談を実施しております。また平成 30 年度からは出産に関する不安解消などを目的に助産婦

による産前産後サポート事業を実施しております。しかし今日では健康面の問題だけではなく、夫婦間

の問題、経済面への不安、また子どもをもうけることへの問題など、複雑な要因が絡む事例があり、相

談や支援の内容も多岐にわたっているのが実情です。子供をもうけることから子育てに至っては、デリ

ケートな問題が多々あり、相談者の方々との信頼関係をまず築くことから支援が始まっており、支援体

制も健康面での相談・支援、又各種問題に対する相談・支援をセットで行う必要があり、チームでの対

応が必要となっています。これらの問題はデリケートであるがゆえに相談しにくい側面が多々あり、相

談者の方もどこに相談したらよいのかわかりづらい状況と認識しております。このため子どもをもうけ

ようとする夫婦から妊娠期、子育て期までにわたる切れ目のない相談支援体制を構築するとともに、ひ

とり親家庭、問題を抱えている妊婦、また配偶者虐待、児童虐待などの対応を総合的に行え、相談しや

すい体制を構築していきたいというふうに考えてます。えー県では、あのー妊娠からという言い方をし

ますが、えー安芸太田町では産後数が大変おちとる、出生数がおちとるということも含めまして、えー

子づくりから、えー支援し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 

 住民生活課、上手課長。 

○上手佳也住民生活課長 

 はい、住民生活課の方から、えー子育て世帯の医療費助成ということでご質問いただいておりますの

で、こちらの方からご回答の方させて頂きます。まずあのー２つご質問いただきました、あのー国保の

ですね補助金の減額についての扱いがどのようになっているかという事でございます。あのー未就学児

の、えーこの町単独、あのー福祉医療制度についての減額制度につきましては、平成 30 年度よりこち

らの減額の措置は撤廃をされました。しかしながら、以前として、えー就学時後のですね、あのー子ど
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もさんに対する医療費の助成につきましては、引き続き減額措置が続いているという状況でございます。

えー、本町の子育て世帯の医療費制度につきましては、えー平成 18 年８月に所得制限の撤廃、また対

象年齢を未就学児から小学校６年生までに拡充をしまして、さらに平成 25 年８月、対象年齢を 18 歳ま

でに拡充し、えー県内でも早くから制度の充実を図りまして、子どもの健康保持、子育て家庭の経済的

負担の軽減に取り組んでいるところでございます。えー町のこの制度における自己負担についての考え

方でございます。えーこの制度を持続して安定的に実施をしていくという考えのもとで一定の負担を頂

いております。えー負担の内容でございますけれども、自己負担につきましては、医療機関ごとに入

院・外来ともに１日 500 円を限度とし、１ヶ月当たりの上限回数の方を設定しております。えーまた調

剤は無料という事で負担を頂く金額は低く抑えておりまして、現在の町の方としてのこちらの自制度の

評価でございますが、現行の助成内容で制度の役割は果たせているものというふうに考えておるところ

でございます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 一般社団法人地域商社あきおおた、武藤事業本部長。 

○一般社団法人地域商社あきおおた武藤克巳事業本部長 

 えー、それでは都市部との商いの活性化と町内産業連携の推進に関して、特に観光産業についてのご

質問を受けております。地域商社あきおおたとして、えーお答え申し上げます。えーまず地域商社の観

光産業に対しての支援活動についての現状認識でございます。えー、指定管理業者として道の駅の運営、

それから町からの委託を受けてのヘルスツーリズムの協議会運営、えー田舎体験協議会についての事務

局業務、これらについてはですね、業務の質の改善、ほぼ予定通り進行しておると認識しています。

えー一方、観光振興基本計画の実現の中でも重要でありますＤＭＯ、ｅコマース、これについては、こ

の後述べますが、総じて現在ようやく緒についたところでございます。特に人づくりに関しては立ち遅

れておりまして、えー全国公募を使用してキーとなる人材を現在募集中であります。えーそれでは地域

ＤＭＯの登録及びその活動体制づくりの進捗状況をご報告申し上げます。ＤＭＯの満たすべき機能は

３つあると認識しております。１つに、観光地域づくりについての多用な関係者との合意形成。２つ目

は、ブランディング戦略の策定、ＫＰＩの設定、ＰＤＣＡサイクルの確立であります。３つ目に事業者

との調整の仕組みづくり及びプロモーションであります。まず１つ目の点についてですが、これは町と

しての長期総合計画及び観光振興基本計画の中で、観光事業に関する基本方針、施策は、明確にしてま

いりまして、その策定の過程で多様な関係者との合意形成はできているというふうに認識しております。

ポイントの２番３番にありましたブランディングとプロモーションについては、このあと述べさせてい

ただきます、ｅコマースを含みます一連のホームページ再構築事業の中で進めてまいります。課題とな

りますのは、事業者との調整の仕組みであります。観光協会解散後、観光事業者を取りまとめる組織は

ありません。しかし、複数の主要な事業者、団体を巻き込んで、地域商社推進協議会がうまくその役割

を果たすべきでありまして、今期中にその仕組みを作って参ります。次にｅコマース構築事業への取り

組みです。進捗をご報告いたします。インターネットで商品購入、体験型観光の予約ができるｅコマー

ス、いわゆるオンラインショッピングは、それだけでもお客様の利便性に応える重要なことではありま

すが、このたび地域商社あきおおたとしましては、このｅコマース構築と同時に、安芸太田の魅力の発

信源になるようにホームページ全体を作り直すことをしていきます。今期の事業として３月半ばの完成

予定であります。ブランディングの基礎となるターゲット層の設定、町の魅力の伝わるようなキャッチ

コピー、ロゴマーク、全体デザインもこの中で作り上げていきます。また商品紹介あるいはその裏にあ

る物語を伝えるような特集記事、これらについては継続的な更新が重要となりますが、来期以降も職員

でできるように、今期の開発事業に中で技術の習得をしてまいります。地域商社の役割であります町全

体の経済の牽引ですが、実現のために大切なのは事業者の方々に対して、期待を越えるスピード感とス

ケジュールの提示など、いわゆるコミットメントであると認識しています。地域商社の構築する地域Ｄ

ＭＯ、ｅコマースなどの仕組みと、スピード感のある活動が相まって、事業者の稼ぐ力を向上し、ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略のＫＰＩ評価にも貢献をしてまいる所存でございます。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 福祉課、伊賀課長。 

○伊賀真一福祉課長 

 失礼いたします。えー福祉課の方から第３次産業の介護福祉について、質問いただきましたことにつ

いて、お答えをしたいと思います。まず１点目の介護・福祉部門が与える経済循環への影響についてで

ございます。えー経済、地域経済分析システムＲＥＳＡＳで公表をされております安芸太田町のデータ
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を見ますと 2016 年平成 28 年度におきまして、企業数で申しますと 407 社の内、医療・福祉部門が 20

社、これが 4.91 パーセントにあたります。従業員数は 2,005 人の内、医療・福祉部門が 370 人、これ

が 18.45 パーセントにあたります。売上高について見ますと、175 億 7,100 万円の内、医療・福祉部門

が 20 億 7,200 万円、これが 11.79 パーセントというふうに占めておりまして、本町でも主要産業の 1

つ、大きな経済循環の主力であると考えております。高齢化が進む中、医療・介護分野での地域経済に

及ぼす影響は今後もさらに大きくなるため、各介護事業者ともさらに連携を強め、人材不足によって経

済循環が滞ることの無いよう取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております。続きまして介

護事業の経営状況についてお答えをいたします。まず施設介護サービスにつきましてですが、町内には

特養と老健あわせまして３施設ございます。施設の方にはやはり要介護度の高い高齢者が利用されてお

りまして、介護給付費等の介護報酬、高くまぁ設定されておることもあり、事業収入等も大きいと思い

ます。その反面、やはり設置基準に則した人員の確保、さらには施設の整備等、事業に対する支出も相

当多いと思われます。各事業所とも一定の収益を上げるべく、努力されているということが伺えます。

高齢化、過疎化の中では家族に介護を求めるという事も難しく、施設での介護を求める声も依然として

大きゅうございます。ちなみに平成 30 年 11 月１日時点での入所待機者、これは特養、老健等とも含め

まして町内の施設においては今現在 180 名いらっしゃいます。各施設ではやはり慢性的な人材不足とな

っている状況で、年間を通じて職員募集を行われているなど、介護士の人材確保にも苦慮されていると

いうふうに受け止めております。続きまして、在宅介護サービスについてでございます。町内には在宅

介護の事業所がデイサービスや短期入所、また小規模多機能等含めまして、11 事業所ございます。特に

訪問介護でありますとか、また通所介護などのサービスにつきましては、やはり要介護度のまぁ中度・

軽度といった方が多く利用されている状況にあります。訪問介護サービスまたは通所介護サービスは特

に在宅生活を支える重要なサービスではございますが、制度改正に伴う介護報酬の一部減額やまた細分

化等々により事業所にとっては収益が期待できないサービスとなっております。また利用者にとっても

使い勝手の悪い面もありますので、利用者が、利用数が伸び悩む要因にもなっていると思われます。

１日当たりの平均利用者も少なくなっていることから、やはり利用定員の原因でありますとか、サービ

スを広域型から地域密着型への転換、さらにはそのサービスメニューそのものの見直し等の検討も必要

ではないかというふうに考えております。続いて介護予防サービス等についてご説明いたします。本年

10 月末現在で要介護認定を受けていらっしゃる方が 768名いらっしゃいますが、その内要支援１、要支

援２の認定を受けていらっしゃる方は、173 人、その中で地域支援事業に移行した介護予防の訪問介護、

介護予防の通所介護を利用されているのは、66 人という事で、実際に要支援の認定を受けていらっしゃ

る方の 37.5 パーセントにあたります。制度の改正によりまして、全国一律でありました基準または報

酬とは異なって、介護予防に係る訪問介護や通所介護については、市町が基準や単価を設定することが

できます。既存の介護事業所を利用したサービスに加え、ＮＰＯ又は住民団体等によります多様な介護

予防の展開も可能となります。内容もより自立支援に向けたものとなる為、費用の方も高額には設定し

ておりません。そのこともあって介護予防事業のみでの事業経営にはなりにくいというふうに考えてお

ります。えー給与改善の見通しについてのご質問もございました。平成 30 年度介護報酬改定におきま

しても、各サービスごとに介護職員処遇改善加算というものが設定されております。介護職員等の給与

改善がその加算によって図られておりますが、国では介護離職ゼロを実現するための新たな政策といた

しまして、勤続 10 年以上の介護福祉士の給与を月額８万円アップするというようなお話もありますが、

これは定かなところではございません。今後の動向について注視していきたいというふうに考えており

ます。いずれにいたしましても従事される介護士の処遇改善とあわせ、これから介護を目指す、介護士

になる人材の育成、支援が大事である為、町内の介護事業者間における情報共有や連絡の調整を十分に

行うと共に、本年度本町が行います介護人材確保育成支援事業、これは就労された方への報奨金また資

格等を取られた方への一部の助成等々ございますけれども、そういったものを利用しながら、介護人材

育成の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。３点目の質問にございました介護・福

祉事業の離職率についてでございます。本町における介護事業所での昨年度の離職率というものを調べ

てみましたら、7.14 パーセントでございました。離職の理由また離職後の再就職先等につきましては、

まぁ自己都合等色々考えられると思いますけれども、保険者として確認したものが無い為、今後調査を

していく方向で検討したいというふうに思っております。最後の質問にございました、自治体のチェッ

ク体制でございます。町ではこれまでも介護保険を運営する保険者といたしまして、介護支援専門員が

作成したケアプランというものが、ちゃんとケアマネージメントのプロセスを踏まえて、自立支援に資

する適切なケアプランとなっているかどうか、また必要以上のサービスを提供するようなプランになっ
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ていないかなどについて、共に検証、確認するケアプラン点検というものを実施をしております。本年

度につきましても町内にございます５事業所すべてをチェックいたします。さらには介護保険法の規定

に基づきまして県の担当課と共同いたしまして、えー施設の方に赴き、実地指導を行っております。こ

れは運営規定がちゃんと遵守されているか、また介護報酬の支払いが間違っていないか等を確認するも

のです。本年度におきましても、今年度は一応３事業所を計画しておるところでございます。さらには

国保連合会とも連携を取りまして、医療情報と介護情報を突合させて重複請求がなっていないか等々の

チェックも行っております。えーこれにつきましては、縦覧点検というものでございますが、ちなみに

昨年度の点検によっての効果額については 63,680 円でございました。このようにえーと、今後ともで

すね、あのー利用者の方に過度なサービスが提供されることが無いよう保険者としても介護給付費等の

適正化に向けて努力をしてまいるところでございます。福祉課からは以上です。 

○矢立孝彦議長 

 冨永議員。 

○冨永豊議員 

 あのー子どもの支援ですよね。これまぁ色々あのー、例えば医療助成についてもですね、本当はどれ

だけ今かかってるのか、産褥期でどれだけかかっておるのかという事をね出して本当に今後安芸太田町

の整備環境からいったら子どもに対する医療っていうのはできてないわけだから、じゃあ市内に行くの

をどうするのかだとか、検討したよというもののね、あのーそういうふうなところまで突っ込んだ考え

方を示さなければ、こういう場では、あぁと納得できない、今では 500 円についてもね、検討したらど

のくらい、例えば300万400万かかると、産褥期において、そうするとその300万あるいは600万かも

わからない、そのことが本当にできるのかできないのかっていうこと、それはね、どうしてかといった

ら先ほど言ったように、この問題有事という考え方でいくという事の、あのー腹にすえとるもんがね、

やっぱり軽いのよ、だと思うんですよ、私はね。そうすると、財政を見る場合にサービスってどうなの

か、足りてるのかどうなのか、他町村と比較したときに、子育てに対する施策というのは安芸太田町は

負けないくらいのものをやっとると、まぁある個別的に聞いたときにはありますよ、それは。しかしま

だそういうものじゃ足りないんだという事だろうと思ってるんですよ。それはどうしてかと言ったら、

先ほどあのー健康づくり課長が言われたように、あのー保健師の内容をどういう受け止め方しとるかっ

て聞いたら色々問題あるというふうに聞かれた、夫婦間の関係だとか、経済面とか、そういうところが

保健師としての大きな私は役割、制度はこういうものがあります、わかりましたと、いうんじゃなくて

本当に産褥期における問題っていうのをまだまだ掘り下げていけば、まだあるんだと思うんですよ。そ

こから本当にやるべきことが出てくるんだと思ってるんですよ。ただ今制度にどちらか言うたら、ニー

ズの声よりか制度の基づいたサービス提供をしとるということ。で、そのサービス、支援制度を今度は

改革しなきゃいけないんだっていうとこでくるわけ、安芸太田町の場合は。標準規模から示しとるのが

今の支援制度だと思ってるんですよ。じゃあその標準規模の実態のないものはどうするかということの

掘り下げていって議論していく中から、本当に支援が必要なものが出てくるんだと思ってる。それは今

の支援ではいらないいう支援もあるかもわからん。というふうに思ってるんでね、そこらもまだまだそ

の有事であるということの気構えを持っていただいて、支援制度、あのー、子どもの結婚から子育てか

らいうものは、安芸太田町としては万全の態勢で臨むんだというところまでのビジョンをまず考えてみ

るという事だろうと思ってるんですよ。そこに予算が付くかどうかなんだよ。今の産褥期に市内の病院

に行くにしても、今は極端に言えば自己解決なんですか、近隣町と提携しておりますっていうことを、

じゃあ産褥期の保護者の方が聞いたときにそれで納得する内容なのかどうなのかっていうこと。あー、

分かりましたって言ってそれで終わってるんだろうと思うんですよ。それじゃいくら経っても国の制度

に基づいたものしか出来上がってこない。それが足りとるのか足りないのかわからないですよね、その

サービスは。と思って、もっと掘り下げて頂きたいんですよね。本当に保護者の方が困っとる内容のも

のがどこなのかっていうことですよ。それは難しいんだけど、そこまでやっていくようなところまで来

てると思ってるんで、一応はそのものに一応あたってみて、そういう問題にあたってみていくこという

のが、一番必要なことだろうと思っているので、まぁあのーそこらを要望しときますよ。それであのー

一つはね、これはあのー管轄の問題なんですけどね、あのーここ町長一言お答え頂きたいことは、今の

支援制度においてもそうなんだけど、やはりその保護者の声を聞いたときに、教育というものに対して

は、非常にこの過疎のおけるものに対して非常にまぁ不安感が強いという事です。私が見れば、今のこ

の段階で専門的、教育委員会の方にそういった教育の問題については指導していくだとかいうものは、

移行すべきなんだろうと思うんだよ、と思ってるんですよ。で、町長はそのへんのところ今までの部局
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のままでやっぱり十分だと、それは教育委員会の移行は意見を聞きながら、この問題は解決しようと思

うっていうなら、それはまぁそれで受け止めなきゃいけないんだけど、私はあのー町長部局よりやはり 

子どもの育成っていうのは教育委員会か委員会が今まで築いたものっていうのは、莫大なものなんだろ

うと思ってるんですよ。教育勅語からずっと流れてきたときのこというのは、あー保育園ができたとき

の歴史からいったらね、それは相当質と量といい違ったものの見方ができるんだと思ってるんで、そこ

らあたり町長あのー、あのー移行っていうのはどういうふうに、全く反対なのか検討の余地があるのか

お聞かせ頂きたいことですね。それと観光産業については、あっそれでちょっとお答え頂きたいです。

ちょっと１時半までのもので。２つに町長の答弁と教育管轄の移行についてです。それともう一つの支

援制度これからの掘り下げの対応方法はどう考えておるかっていう事ですね。お願いいたします。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 そのー子育て支援につきましては、安芸太田町といたしましては、あー予算規模からしますと、かな

りな取組をしとるように思っておるところでございますけれども、実際に出産あるいは子育てをしてお

られる方々からすると、まだまだ課題があるという状況があろうかという質問だったように思っておる

ところでございますが、やっぱり引き続きましてですね、次の安芸太田町を支えてくれる子ども達の出

産、育児また教育については、引き続き力を入れていきたく思っておるところでございますが、ご質問

頂きました領域のみならずやはり若い世代の方々が安芸太田町で生活をするという観点からいたします

とですね、ご質問の領域は当然でございますけれども、やはり生活資源を稼ぐあるいはそういったふう

な産業等々のですね振興につきましても、そういった観点から取り組む必要があろうと思っておるとこ

ろでございます。それとあのー保育と教育、幼稚園教育という事でございますが、これはあのーまさに

今日の状況におきましては、あのー保育指針、幼稚園の指導要領等々は同じ内容であるという認識に至

っているところでございますが、ここへ至るまでの過去の歴史はですね、これは全く違うような状況が

それぞれの子育て世帯にあったものだと思っております。まさに午前中、午後少しの時間までのいわゆ

る幼稚園教育といわゆる就労の確保をするため、いわゆる保育の欠けとるという意味での夕刻までの保

育、これはまさに歴史的な経過の中では我々の認識の中でもですね、まだまだ同一というふうなところ

へ払拭しきれてないものがあろうかと思います。まぁそういった意味でご質問頂いておるところでござ

いますが、私あのー３年くらい前ですかね、今と同じ質問の趣旨のことを一応まぁあのー教育委員会じ

ゃないんですね、教育委員会事務所の方へどうにか可能性が無いだろうかという投げかけはさせてもら

いましたが、まだ時期尚早だったと申しますか結論に至りませんでした。今回えー幼保の一元化につき

まして、一元化じゃない、あのーあり方について、答申を頂いた中にはご質問の趣旨が十分ございます。

それを改めてえー先日総合教育会議を開かせて頂きまして、その観点からご相談を今申し上げていると

ころでございます。今後は教育委員会の方でですね、その趣旨をくみ取り頂き適切なるご判断を頂きま

た協議を重ねてまいりたく思っております。 

○矢立孝彦議長 

 冨永議員。 

○冨永豊議員 

 すみません、時間が。もう１点ほど町長答弁をお願いしたいんだが、あのー今の医療・福祉、色々な

人口減少に伴って縮小されていくんですけどね、縮小されて懸念されるんですけど、収益面でですね。

収益面において。しかし今の実際は安芸太田町の経済の生産額から考えたときに占める割合っていうの

はすごく大きいわけなんですよね。あのー医療・福祉が占める割合。そうするとそれっていうのはね

１つのあのー公共事業、昔の公共事業がここに当てはまってくるんだという考え方なんですよ。それに

対してやはりもっと対策っていうのかね、いうものを考えていくべきなんだろうと思っているんですよ。

その辺の考え方いうのはどうなのか。最後にその分を１点お聞きして終わらさせて頂きますので、はい。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 はい、あのー保健・医療・福祉のサービスを利用するという観点、当然行政の施策の第１にすえるべ

きだろうと思っておるところでございますが、あのー提供する側の方ですね、えー、経済的な観点、ま

ぁ今朝ほども病院経営がどうであるかというお話頂いたところでございますが、そういったふうな経営

をする観点からしたときには、やはり何と言いましても利用される、して頂く方々のボリュームが何よ
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りも判断基準の一番になろうかと思っておるところでございますが、やはりこれは働きかけてあるいは

意図的にですね確保していくという姿勢が無い限り、要するに地域のボリュームとあわせて、規模を縮

小せざるを得ないのが現実ではないかと思いますが、やはりそこは働き掛けるというような営みをです

ねぜひとも取り組んでいきたく思います。具体的にはかつてまだ認知症が痴呆という領域の時にですね、

従前の安芸太田の加計病院の方では入院患者さん120人、30人おられる、これはちょっと異常な中で、

３分の１が地域の方で３分の２が外部からおいでいただくような状況がございました。そういうような

事が今後ありうるとは思いませんですけれども、やはり外部から我が医療のサービスあるいは福祉の

サービスをご利用頂くような機会をですね、やはり作っていくこともですね必要ではないかと思います。

あのー、この議場でも答弁した記憶があるんですが、かつてあのー特別養護老人ホーム寿光園、いわゆ

る芸北福祉会の業務に関わっておりまして、改築計画、それとあわせて病院の増改築計画を計画したと

きに、まさにあのー地域の雇用の場であると、これおかしな話なんですよ。福祉と医療を考えたときに

そのようなこの本会議場で言うのはおかしなことなんですが、その発言をしたことを今思い出しまして、

やはり地域の１つの働く場の整備として、またそういったふうなことで働く方々のですね、えー養成あ

るいは主力についても病院事業会計あるいは一般会計また更には今回の福祉の領域ででも、えー支援を

することを力を入れているところでございますので、安芸太田町にとりましてはサービスを受けるのみ

ならずね、提供する体制も大きな地域の産業だと思っております。 

○矢立孝彦議長 

 以上で冨永議員の一般質問を終わります。しばらく休憩します。10分程度。 

 

                  休憩  午後２時３０分 

                  再開  午後２時４０分 

 

○矢立孝彦議長 

 休憩前に引き続き、会議を再開します。一般質問を続けます。５番、末田健治議員。 

○末田健治議員 

 えー本日最後の質問に立たせていただきます、５番末田でございます。えーと私はあのープラット

ホームつなみを活かした町の活性化対策についても、えー質問を通告しておりましたが、受け付けて頂

けませんでしたので、本日は神楽保存伝承への支援策一本のみ質問させて頂きます。えー、私の選挙公

約の１つであります神楽の保存伝承活動について質問をさせて頂きます。えー神楽は広島市内を中心に、

えーステージ神楽が盛んに行われております。歴史においてある意味最もえースポットを浴びていると

言えるでしょう。しかし旧舞を主体にした本町の神楽をめぐる現状は、えー団員不足で大変厳しい時期

に入っていると思われます。神楽は町の宝であります。その歴史は古く、遡ること 300 年前に、えー加

計村の神職、佐々木氏が 1715 年に京都において岩戸神楽を披露したという記録が残っております。こ

れはあのー加計町史、民族編にも掲載されております。えー町内でも 200 年以上の歴史がある神楽団も

あります。その歴史は誇らしいと同時に、伝承の努力に心から敬意を払うものであります。町内では戸

河内地区７団体、筒賀地区３団体、加計地区７団体が最近まで活動をしていました。現在団員数は確認

したところ約 220 人が活動をしています。また活動を休止した団もあり、以前に比べ団員数は減少の一

方で、隆盛期と比べると団員数はかなり減少してきたと思われます。秋祭りでは地域ごと神社において

神楽の奉納がされ、親戚家族が集い、また来訪者でにぎわいました。神楽団員は舞子さんとして丁重な

もてなしを受けておりました。このように神楽は農村の花形でありました。時代は変化をいたしまして、

昔のような祭り風景は無くなりつつあります。神楽は農村の暮らしに大きな役割を果たしてきたことは

間違いないでしょう。えーそこで質問です。神楽は町の宝であると思いますが、どのように行政的には

認識をされておりますか。神楽の伝承は仕事を終えた団員が練習場である神社や伝承館などに集まり先

輩より舞を習い、技術の向上を図っていますが、それはとても大変なことであります。技術の習得も大

変多くの時間をかけて習わなければなりません。それはまぁ当然のことではありますが、町内各神楽団

の現状を見ますと戸河内では２団体がこの 10 年の間に活動中止されるという厳しい現実があります。

どの神楽団においても団員確保が難しいという現実がありますし、平均年齢も推測ではありますが、30

歳後半から 40 歳代というのが実態ではないでしょうか。この現実は近い将来、活動が難しくなる団体

があるという事を示しています。現在神楽団の主体で安芸太田町神楽連絡協議会設立の動きが始まり、

神楽団としても前向きな取り組みが進められようとしております。そこで伝承が厳しくなるこの現実に

ついて行政的にはどのように認識をされていますか。以上２点についてお答えください。 
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○矢立孝彦議長 

 教育委員会、生涯学習課、上田課長。 

○上田隆生涯学習課長 

 ５番議員さんからのご質問で神楽は町の宝であるがその認識はあるかという質問に対しまして、生涯

学習課からは、えーと文化財の保護の観点からお答えを申し上げます。えー、神楽は民族文化財の分類

に属しております。広島県では県内の風俗習慣、民俗芸能、民族技術のうち、その特色を典型的に示し、

また芸能史、技術史上、重要なものを広島県無形民俗文化財として 67 件を指定しております。本町で

は無形文化財として４件を指定しております。広島県無形民俗文化財の内、神楽は 31 件の指定があり、

安芸太田町の神楽は昭和38年11月に加計の湯立神楽、えー昭和61年11月に坂原神楽の２件を指定さ

れております。また町指定は川北神楽団の神楽-四神の１件を指定しております。民族文化財は日常生

活と密着しており、近年の急激な社会構造や社会様式の変化によって変容・衰退されることが懸念され

ます。このため歴史・文化を保存し、継承するための対策としまして、文化・歴史的価値の高いものに

つきましては、これまで文化財保護の観点で文化財指定をしてきたところでございます。えー神楽伝承

に対する支援策として、伝統芸能の伝承の課題としましては、１点、保存会の会員確保でございます。

会員を含めた高齢者の高齢化も、失礼しました、指導者の高齢化も課題としてあがっております。２点

目は衣装、機材などの維持でございます。長年活動されてきますと、衣装等の老朽化が目立って参りま

す。このため神楽を含め指定しております無形民俗文化財に関する伝承者の養成や用具などの修繕、新

調、映像等の記録などを今後考えていく必要があろうと考えております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 末田議員。 

○末田健治議員 

 えー神楽は町の宝であるというふうに思っておるんですが、まぁ今答弁いただいた内容についてはで

すね、少しまぁどういうか、狭い範疇での答弁ではなかったのかなというふうに思います。えー少しあ

のー視点を変えます。えー安芸太田町に来られるお客様の動機はえーなんであるというふうに思われま

すでしょうか。都会では味わうことのできない安芸太田町の自然を求めて来られておるわけです。イベ

ント時には神楽の公演の予定があるか否かで来客に大きな影響があることも承知のとおりでございます。

神楽は安芸太田町に住む人々の暮らしと共に伝承されてきました伝統芸能です。伝承が厳しくなってい

る現実を踏まえ、行政としても積極的に情報を発信し、伝承への熱意を示すべきではないでしょうか。

神楽が失われていけばその損失ははかり知れないと思います。そこで質問です。行政的にシンポジウム

や研究会の開催等により、あるいは町のホームページにおいて、神楽を内外にアピールする考えはあり

ませんか。また道の駅の再編、整備計画は進行中と思いますが、施設整備にあたり、常設のステージを

整備し、公演活動できる環境を整える考えはありませんでしょうか。最後にもう１点、安芸太田町は人

口減少が続いております。旧舞の本場、神楽の町安芸太田町としてアピールし、町外からも積極的に後

継者を呼び込む施策を展開すべきと考えますが、いかがですか。以上、質問いたします。 

○矢立孝彦議長 

 企画課、二見課長。 

○二見重幸企画課長 

 はい、町として神楽のアピール、情報発信を積極的に行うべきというご質問でございます。えー、広

島広域都市圏協議会というのがございまして、そちらの方企画の方で担当しておりまして、その中に神

楽まち起こし協議会という取り組みがございますので、こちらの方、紹介をさせて頂きたいと思います。

広島市を中心とする圏域の 24 市町で構成する広島広域都市圏協議会では神楽を地域資源として積極的

に活用し、町の活性化と産業、地域経済の活力増進を図るために、神楽まち起こし協議会というのを設

置をしております。本町もこの、えー協議会の構成員の自治体でございまして、８つの市町で構成をさ

れております。神楽の魅力を発信するためのオープン型の神楽公演の開催や、神楽の継承における、

えー課題を解決するための取り組みを行っております。えー毎年９月には、オープン神楽公演、ひろし

ま神楽の日を開催をしておりまして、広島市中心部で神楽公演また観光物産ＰＲを行っており、本町か

らもこれに順番に出演を頂いているというところでございます。また圏域内のえー自治体で開催される

お祭りなどのイベントに神楽団が出張公演を行う神楽出張公演事業というのがありまして、本町の神楽

団も順番に神楽団の無い自治体などに出張をお願いしていってもらってるところでございます。これら

のオープン型神楽公演や、えー神楽出張公演では、あわせまして子どもたちを対象とした、えー衣装の

試着でありますとか、神楽道具の工作体験等も実施して神楽の保存伝承を行っているという事でござい
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ます。今後もこの神楽まち起こし協議会の取り組みに、積極的に参画していき、町として神楽のアピー

ルに努めて参りたいと考えております。また神楽団の主体的な取り組みとして、この神楽まち起こし協

議会の出演依頼に関して、出演調整が円滑に行うことができる仕組みづくりなどについて、現在神楽団

の地区代表の皆さんが主体的に意見交換を行っておられるところでございます。その中で神楽の継承や、

あるいは後継者の育成などについての現状や今後の課題について、情報共有をされていると聞いており

ますので、このような神楽団の主体的な取り組みの連携を今後検討してまいりたいと考えております。

以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 商工観光課、片山課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 はい、まぁイベントにおける神楽というような位置づけのご質問もありましたので、商工観光の方か

らお答えさせていただきます。えー午前中のご質問の中でもありましたけれども、11 くらいのイベント

を今年度こなしておりますが、えー中止されたのも含めまして、概ねその半分のイベントの中で、神楽

が上演されていると思っております。まぁ町内でもそういったイベントでの位置づけ等がございますし、

えー広域都市圏、広島市内に関する件は企画課の方で答弁したとおりでございます。それ以外でも昨今

では外国人客を対象としました発表会というような事もあるようです。それからホームページ等のＰＲ

という事もございますけれども、えー11 月から 12 月にかけましては、太刀納めというような行事が町

内でも各地で盛んにされております。これに関しましても、えー地域商社のフェイスブック等々を活用

しながら積極的に、電話照会もありますので、ＰＲを重ねているところでございます。また５番議員さ

んにも協力頂いている部分もございますけれども、民泊教育旅行の中でも練習風景を見て頂いたり、衣

装を着て体験するというような事も体験ツアーとしての一部として協力をいただいているものがござい

ます。一方で先ほど広島市内でイベント等が多岐に開催されておりますが、町内の競演大会、一部中止

となった経緯もございます。市内でおそらく過去に比べますと年がら年中色んなイベントが開催されて

いるという事も町内で行います競演大会の入場者数の減の１つにもなっているのかなというふうに分析

しているところでございます。また近隣市町で常設会場を持っておりますところも、経営上も困難とい

うような状況に至っているという事も伺っているところでございます。まぁイベントの、常設イベント、

常時あるイベントの中での出演としての神楽、当然協力頂ける部分については、協力して頂きたいと思

っているところでございますが、道の駅等々の話もございます。島根等々で見受けする部分につきまし

ては、道の駅近辺では常設であるステージがあるのが、えーかなり少ないかと思いまして、休憩所ある

いはラウンジの一角を活用した島根神楽の上演といった風景はよく見受けるところでございます。道の

駅自体は、観光インフォメーション機能を基本としまして、当然トイレや休憩、食事、特産品の物販等

が多くを占めているところでございます。また議会の方でも、えー先例地視察の方で行かれたと思われ

ますけれども、そういったえー道の駅での例はアミューズメント機能、宿泊機能、えー道の駅そのもの

を休憩あるいは散策するくらいの規模があろうかと思っております。現在予定されている上殿エリアの

面積と対比しましたところでは、まぁ効果的な活用というのは十分考えていく必要があろうかと思いま

すが、先ほどの色んな産直的なところあるいは、えー地域産業の出店等のスペースも考えれば、常設と

いうのは条件的には厳しいかというふうには考えてはおりますが、上演そのものにつきましては、一部

の施設を活用する形で披露する場っていうのは可能というふうに考えているところでございます。以上

でございます。 

○矢立孝彦議長 

 末田議員。 

○末田健治議員 

 えーと私がまぁ本日の質問の中で一番言いたいのはですね、えー新舞においては確かに色々な場面、

色々なところで大変脚光を浴びております。しかし、私が言いましたように旧舞主体の本町の神楽、こ

れをその伝承していく者、あるいは各神楽団、大変あのー人口減少と共にその団員の確保が本当に厳し

くなっているという現実がございます。えーこうしたことに対して我々は神楽というのはあまりにも身

近過ぎて小さい時からずっと見て育っておりますので、えー空気を吸うがごとく当たり前のようにその

あることが当たり前のように思っておりますが、しかし現実は本当に厳しい状態が出てきています。私

がざっと見てもこの会場においてはですね 10 人以上の方がその関係者がおられます。私はこの安芸太

田町の旧舞の神楽がえー本当にあのー人口減少と共に団員の確保が難しくなり、すたれていくという事

はですね、ものすごく大きな損失だろうというふうに思います。今、神楽連絡協議会の設立が進められ
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ようとしております。私はその行政的にはこの現実を踏まえて積極的により一層関わっていただき、ま

さに神楽が町の宝として存続できるように様々な点でやっぱり努力してほしいなというふうに思います。

後程町長の決意も頂きたいというふうに思います。持続可能な地域総合研究所所長の藤山浩氏が提唱さ

れております、成長重視ではなくて自然を活かした循環の町づくり、安芸太田町が誇れる神楽という伝

統芸能を活かしたまちづくり、それがある意味持続可能な安芸太田町のまちづくりになると思います。

最後の質問をさせて頂いて答弁を求めます。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 はい、えー、神楽は安芸太田町自慢の伝統文化であり、また一つは芸能というような領域を越えまし

てですね、魅力あるものと認識をしておりますし、またそれを維持構成をして頂ける団員の皆さん、本

当に町づくり地域づくりに中心的な役割を担っている方々ばかりでございまして大変心強く思っておる

ところでございますが、その神楽団が活動の休止せざるを得ないような状況に立ちいっとるというのを

今ご質問の中で聞いたところです。そうした中、連絡協議会という新しい形の立ち上げをも模索してお

られると聞いているところでございます。えーぜひともこの協議会を立ち上げて頂きましてですね、そ

ういったとこの団体の皆さんの意見を集約したところの窓口と私ども行政あるいは教育行政一緒になっ

てこの自慢である神楽また先ほど申しますように、それぞれの地域の地域づくりのエネルギーになる神

楽団をですね、ぜひとも継承していくような取り組みを実現したく思っておるところでございます。 

○矢立孝彦議長 

 ４回目ですが。 

○末田健治議員 

 はい、終わります。 

○矢立孝彦議長 

 以上で末田議員の一般質問を終わります。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６分散会 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


