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平成３０年第７回定例会 

（平成３０年１２月１１日） 

 （開会 午前１０時） 

○矢立孝彦議長 

おはようございます。ただ今の出席議員は 11 名です。定足数に達しておりますので、これから本日

の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめ、お手元に配付したとおりです。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第１．一般質問 

 

○矢立孝彦議長   

日程第１、一般質問を行います。昨日に引き続き一般質問を続けます。通告に従って順次発言を許し

ます。２番、田島清議員。 

○田島清議員 

皆さん、おはようございます。昨日に引き続き、えー、一般質問、えー、本日の第１番目の質問でご

ざいます。えー、私顧みますと、えー、今月ですね、えーと出馬を決意して丸２年を過ぎようとしてお

ります。えー大変、えー危機的状況にある安芸太田町のですね、過疎高齢化問題、こういった大変な問

題を、えー取り組む決意をして出馬したわけでけれども、非常に月日のたつのが早い、自分が実際何が

できたんだろうということを折り返し地点にたって、もう一度えー危機感を持ってこの問題に取り組ん

でいく決意をえー、改めて述べて今日の質問に入っていきたいと思います。えー、それでは、あのー、

通告のとおりに質問をしていきたいと思います。まず第１番目に安芸太田町地域公共交通連携計画の状

況について質問いたします。えー、町内各地で高齢化が進展する中、誰もが安心して暮らせる高齢者や

交通弱者の交通手段の維持、確保は喫緊の課題であり、複数の施策を組み合わせた公共交通の展開が必

要となっています。本町の11月30日現在の人口は6,268人、世帯数は3,128世帯で、一人あたりの世

帯人口は約２人です。そして27年度の国勢調査では高齢者のいる世帯、2,770 世帯で、内、独り暮らし、

高齢者世帯が 649 世帯、高齢者のみの二人世帯が 555 世帯と圧倒的に高齢者世帯が多く、通院、買い物、

お出かけなどの移動手段の充実確保体制の確立が求められていると言えます。限られた予算の中ではあ

りますが、より利便性が高く、なおかつ財政負担の軽減できる移動手段の確保は、当然のことながら、

公共交通がその任務を担わざるを得ないものと考えます。えーそこで以下のことについて質問いたしま

す。1、町地域公共交通連携計画の期間は平成 29 年度から 33 年度まで、５箇年で諸課題についての事

業スケジュールが示されています。現在２箇年が過ぎようとしています。これまでの期間はいずれも準

備期間や継続対応事項が主となっており、来年度以降は具体的な形として実行する期間に入るわけです。

進捗状況について課題、説明してください。２番、あなたくをはじめとして運行体制の抜本的見直しが

必要とされています。この間加計地区からあなたく利用要望に対して特例的な扱いはできず、タクシー

助成制度の適用を中心として、あるべき姿勢を目指し、調査、研究をしていくとの見解表明がありまし

たが、見直しの方向及び新たな事業の開始目標年次をいつに設定しての取り組みかを尋ねます。公共交

通体系の総合的見直しは待ったなしの状況にあると認識しており、町における懸案事項の際たるもので

す。先送りすることなく町民の期待に応える決断と実行が求められていることを踏まえて答弁してくだ

さい。３番、交通要衝にあるバス停へのトイレの設置の要望がありますが、加計中央バス停トイレ改修

及び加計スマートインタートイレの設置要望は切実な問題と考えるが、どう対応するのですか。連携計

画においても、交通要衝、結節点でバス停施設の整備、トイレなどが必要であり、計画的に整備してい

くとあります。この計画に基づき、本庁役場前、戸河内インターバス停、安芸太田病院前バス停と計画

的な整備がなされ、今日に至っています。特にトイレの整備は利用者にとっては必要不可欠です。町長

及び担当課長にもお尋ねします。加計中央バス停下り線にあるトイレはどのような状況にあるかご存じ

でしょうか。また一度でも利用されたことがありますか。以前広電が営業所閉鎖の際、隣店舗の一部を

バス停として利用させて頂き、現在に至っていると聞いていますが、薄暗く段差もあり、旧式トイレで

バス利用者特に来客者にとっては、あってもないトイレで、利用できるものではないトイレと聞いてお

ります。また天神町駐車場にあったトイレも撤去されていますが、この際おもてなしの観点からもきち

んとしたトイレ整備に向けた方針決定が寛容と考えますが、どうお考えでしょうか。加計スマートイン

ター利用者からのトイレ設置要望については、スマートインターの開設から 14 年経過しましたが、未

整備のままで、女性の方から要望が強いものがあります。当インターと同時開設する島根県金城イン
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ターでは、立派なトイレが整備されていますが、整備に至らなかった理由は何か、えートイレ整備の考

えについての見解を示してください。４番、最後に安芸太田町病院前バス停についてお尋ねします。過

去の経緯を見ますと平成 27 年 11 月９日総務常任委員会において地域づくり課長の説明で通院者を中心

として安全性確保の必要性があり、ニーズ調査により実施に向けた方向性を地域公共交通連携会議に諮

問し、適切に対応したいとの見解が示されたとあります。以来振興会及び関係すると思われる地権者に

情報交換もなされたように聞いていますが、その後情報が途絶えていると聞きます。いう間でもなく病

院バス停付近は交差点が近接し、通行車両も多く大変危険な場所です。信号機はあるものの重大な事故

が発生してからでは遅すぎます。総務委員会での方針説明から３年が経過しています。未だ移転の計画

が進まないことに疑問と不信の声が地元などから出されております。この間の取り組み状況及び今後の

取り組みについて説明してください。 

○矢立孝彦議長 

 企画課、二見課長。 

○二見重幸企画課長 

 はい、公共交通に関しての質問を頂いております。えー企画課の方から答弁をさせて頂きます。えー

初めに町の地域公共交通網形成計画についてのご質問でございます。えー町のこの計画ですが、平成 29

年度から平成 33 年度までの５箇年の計画となっております。この計画ではえー具体的な事業を９項目

設定しております。その主なものは町内バス及びあなたくの運用について、利用者数又は運行経費など

から見直し実施基準というのを設定をして、この基準に達した路線について見直しを行うというものが

主な内容となっております。しかしその基準に達したという事で機械的にその見直しを行うという事で

はなく、あなたくの運行エリアを中心に公共交通を考える会というのを開催して利用者の皆様の声をお

聞かせ頂きながら、改正を行っておるところでございます。まず町内バスでございますが、坂原線にお

いては、えー加計高校生の生徒の意見を取り入れて、ダイヤの改正を行った経緯がございます。えーま

た乗客が無い場合には、回送を早くするといったような制度も取り入れております。また加計高速線で

は、えー加計スマートＩＣで、高速バスとの連携を図るために高速バスが遅延した場合には、一定の時

間そこで待機をして、バスが到着してからえー高速バスが到着してから、えー町内バスが出るといった

ような取り組みもしてまいりました。またあなたくでは、各路線で利用者の声を聞かせて頂いて、運行

ダイヤの変更やダイヤの新設、また広電バスとの乗り継ぎを考慮したえー遅延待機などの制度も取り入

れておるところでございます。えーまた今年度からは、あなたく田吹・打梨・那須・横川路線につきま

して、えー委託契約を定額制から運行した便だけ、タクシー料金見合いの経費を支払う形態に変更しま

して、大幅な経費削減を行うことができておるところでございます。その他事業項目として掲げており

ます、えー、人は乗らずに荷物だけをバスに載せて輸送する、いわゆる貨客混載の実験的な導入を図っ

ておりまして、修道安野地区の葉物野菜生産者から道の駅の産直市まで、えー野菜の出荷をこの制度を

利用して行ったという実験を行い活用をしておるところでございます。このようにこの網形成計画に掲

げております事業については、着実に実施しているものと考えておりまして、えー今後も利用者の皆様

方の声を聞かせていただきながら、えーこの計画を進めて参りたいと考えておるところでございます。

それからその次の質問ですが、あなたくをはじめとする、えー運行形態の抜本的な見直しが必要とされ

ておるという事で、現在その準備がどうかというご質問でございました。現在あなたくは町内８路線で

運行しております。平成 29 年度の利用者は 13,460 人でございました。えー10 年前の平成 19 年度は

26,846 人と比較しますと約半減しておるところでございます。当初あなたくは、えー自宅から近隣のバ

ス停までの移動手段で、そこからバスに乗り換えて目的地へ移動するという補助的なシステムという事

で導入が図られたところですが、現在は利用者からあのー身体的に乗り換えが大変であるといったよう

な声も多くありまして、安芸太田病院への直通の便ですとか、広電バスや、えー町内バス等が運行する

幹線と同じ路線をあなたくが運行するという路線も限定的ではあるんですが、設定しておるところでご

ざいます。またあなたくエリア以外の移動支援について、高齢者生活支援移動活発化補助金いわゆるタ

クシー助成券を配布して、平成 29 年度からバス停から 400 メートル以上離れているという距離用件を

廃止しまして、移動支援を行っているところでございます。現状の施策で、えー満足されている利用者

の方がある一方で、やっぱり不便さがあるという声も多く寄せられておるところでございます。えー今

後の見直しの方向性でございますが、えーこれまでのあなたくやタクシー助成利用者の利用状況のえー

意見からしますと、えー自宅から通院、買い物、高速バス停などの生活拠点に都合の良い時間に、えー

比較的自由に手軽に移動できる方策を検討する必要があろうかと、えー考えております。えー、神石高

原町では、えー、バス路線やデマンド交通を廃止して、全町においてタクシー運賃補助制度を導入され
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ており、えー自由に手軽に移動できるとおおむね好評で順調に稼働していると聞いておるところでござ

います。えー本町でもバス路線やデマンド交通を廃止し、タクシー運賃補助制度を導入した場合に例え

ば利用者が 1 つの時間帯に集中して配車ができるかどうか、安定的な運行が可能かどうかについて十分

に調査検討し、本町の利用実態に適しているか慎重に見極め、あなたくの拡張あるいはタクシー助成の

拡張などどの形態がふさわしいか検討して参りたいと考えております。えーこのため今後えーあなたく

運行エリアの拡大でありますとかタクシー助成の充実またはタクシー運賃補助の社会実験等を進めてま

いりたいと考えておるところです。えー一方、広域バスに関しましてですが、えー広島市におかれては、

広島市地域公共交通再編実施計画というのを策定されております。この計画の中で郊外線の路線の分断

化いわゆるフィーダー化が予定をされておるところです。えー三段峡の在来線も、可部駅などを交通拠

点として、安芸太田町方面へは別な路線となることが、今後想定されてくるところでございます。えー

この計画通り路線が分断された場合、輸送量の制約から国の補助対象からは外れ、これと同じようなバ

ス運行をしようとすると、町の財政負担は増高するという事が予想されます。さらに先にえー申し上げ

ました、タクシー移動等の自由度の高い移動手段を安価に設定した場合には、路線バスの利用者が少な

くなりまして、えー定時性を担保する公共交通、バスによる公共通維持が困難になる可能性もございま

す。えー経済性、定時性共に安定的に運航できる公共交通の運行と移動が困難な方が便利に利用する交

通媒体の整備を重ねて、1 つの枠組みを形成し、最も効率的な運行が実施できるよう検討を進めてまい

りたいと考えております。こちらの開始時期につきましては近隣自治体や運行事業者との調整期間によ

って大きく前後することとなると考えておりますが、２年程度はかかるものと考えておるところでござ

います。えー続きまして、要衝バス停へのトイレ設置についてでございます。まず加計中央バス停のト

イレにつきましては、こちらの状況については把握をしております。えーこちらのトイレにつきまして

はこの建物の所有者の方のご厚意で使用させて頂いているという状況もございますので、所有者の方と

相談しながら検討して参りたいと考えております。加計スマートＩＣにつきましては、えーネクスコ西

日本のえー自動ゲート管理室の既存の施設にトイレがあるという事で、こちらの使用も打診をさせて頂

きましたが、セキュリティ間の関係上困難であるという事でございました。えー加計バスストップのバ

ス停利用者の方には、えー、トイレが無い旨を周知し、事前に済ませ頂くようアナウンスの工夫をする

ほか、こちらに水道や電気がないということから仮設トイレを設置した場合にえー清潔に安全に維持す

ることができるか、えー地元振興会等の関係機関と調整検討して参りたいと考えております。えー高速

バスを安全に安心してえー利用いただけるよう工夫してまいりたいと考えております。えー病院前のバ

ス停移設についてでございますが、えー平成 28 年 10 月に安芸太田病院前の玄関前のバス停の設置と同

時に町内バスの戸河内方面行きは国道沿いのバス停には停車しないという運用を現在しておるところで

ございます。その理由としましては、病院玄関前からのバス停間の距離が近いという事と、それから

えー山県警察署から町内バスが左折した後すぐに停車する場合が想定され、えー現状では問題が無いと

は言えないというような指摘を受けたことによるものでございます。このため国道沿いのバス停での乗

降は戸河内方面への広電バスのみとなっているところでございます。この国道沿いのバス停はえー、交

差点から近く、えー公安委員会のバス停の設置指針では交差点に係る駐停車禁止区域以外でこのバス停

を設置することが望ましいという点で、課題があるという事を認識しております。今後安全対策につい

て、検討する必要があろうかと考えております。えーバス停が近いという事を事前に知らせる表示の設

置を検討すると同時に、えー移設場所についてもバス停利用者、地元振興会、道路管理者等の関係者、

関係機関と協議、検討を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 田島議員。 

○田島清議員 

 えーと２番目の質問でございましたが、えー、開始の目標年次、２か年程度という事ですので、２年

後という事でよろしいですかね。確認です。えーそれから、えー、病院前のバス停についてでございま

すが、えー昨今、えー元ＪＡのですね、殿賀支店がありましたが、こちらの方が葬祭場に変わるという

ふうなことが決まっております。まぁそういったこともありましてですね、このバス停については、

えー早急にですね、あのー対策が必要になろうかと思います。えー、そのことを念頭にえー取り組みを

すべきだと思います。それからえー、先ほど町長の方にも、えーバス停利用、トイレ利用のえー質問を

いたしましたが、えーいかがでございましょうか。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 
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○小坂眞治町長 

 バスに乗ることも、機会があれば調整しとる所ですけれども、加計中央のバス停のトイレの状況はこ

の度、質問の通告を頂いて初めて認識したところでございます。 

○矢立孝彦議長 

 田島議員。 

○田島清議員 

 えー、このバス問題についてはですね、バス、公共交通の問題については、私自身もですね、あのー

自家用車を利用するという事で、えーなかなかですね、えー実際に乗って確認をするという事もできま

せん。で、まぁ町長にもお尋ねしたわけですけれども、えー私自身もですね、あのーつい先日、えー住

民の方のご意見を頂いて、見に行ったような状況であります。やはりあのー私達、行政議会も含めてで

すね、この問題については、あのー利用者の立場に立ったですね、あのー施策をですね、えー、今後も

取り組んでいきたいというふうに思いまして、この１番目の質問については終わっていきたいと思いま

す。続きまして２番目の質問に入りたいと思います。えー就学前教育保育のあり方検討委員会の報告を

受けての対応についてご質問します。依然として少子高齢化が進む時、将来の町づくりに責任を持って

推進を考えるなら、少子化対策、若者定住対策の充実強化に向けた計画的な取り組みが求められていま

す。私は町議選出馬にあたり、過疎、少子化、高齢化に危機感を持ち、悲観的に捉えるのではなく、こ

うしたピンチをチャンスとして捉え、将来を見据えた取り組みを開始する絶好のチャンスであると捉え、

町民の皆さんに訴えて参りました。日本全体が人口減少期に入り、東京一極集中から地方創生へと人口

の分散の必要性を政府が訴えています。しかし、依然として、状況の変化は見られていません。やはり

政府依存の町づくりではなく、主権者である住民と行政が一体となって真の意味での協働のまちづくり

に取り組む必要があります。少子化対策は、全国津々浦々で取り組まれていますが、目に見える成果は

ありません。小手先の対応では解決できないことは明らかです。長期的視野に立っての戦略と具体的戦

術、取り組みが相まって徐々に成果を上げることが可能になると考えます。就学前教育保育のあり方検

討委員会がまとめられた内容の評価と具体的展開についてこれからどうかじ取りをするのか。町はもち

ろん、私達議会においても責任がある対応が求められています。町長の諮問機関として設置されたあり

方検討委員会の様子を毎回傍聴してまいりました。報告書の内容の重みを受け止めながら、方向を見定

めたいと思います。そこで 10 月 30 日梶谷会長から提出された報告書についてお尋ねします。１、検討

委員会報告書の内容について、どう評価されていますか。今後具体化に向けて議会及び保護者、地域関

係者などへの説明についてのスケジュールはありますか。２番、委員会設置の必要性とねらい等につい

て、説明会では全ての子ども達が入所可能とするためには、課題があり８月までに報告書のとりまとめ

を頂き、新年度予算に計上したいとの意向があったと認識しております。報告書の提出が当初予算より

も２か月、あっ、当初予定より２か月遅れましたが、認定こども園とごうちへの統合から存続扱いとな

った筒賀保育所施設は老朽化が著しく子ども達の安全安心のための施設改修は喫緊の課題と考えますが、

予算編成へは反映されるのでしょうか。また、廃園の方向でとりまとめられた戸河内幼稚園について、

新年度の入所募集も開始されていますが、関係者への丁寧な説明を含めどのような対応をされますか。

３番、新年度入所募集にあたり、応募の見通しはどうでしょうか。特に認定こども園へのニーズが高ま

っているようで検討委員会でも意見のあった保育時間延長の要望にはどう応えるのでしょうか。現在筒

賀地区からこども園とごうちへの入所者が 10 名ほどあり、来年度のこども園への入所希望保護者にと

って筒賀保育所の保育時間延長がなされるなら筒賀小学校、安芸太田中学校への進学もあり、筒賀保育

所への入所も考えられるとの声もあります。あえて数億円の税金を投入して、こども園とごうちの施設

を増築するのか、保育時間延長によるこども園とごうちへの入所希望が緩和され増築が不必要となるこ

とも考えられますが、町長の所信をお伺いいたします。４番、給食は自園方式が望ましいとの報告でし

たが自園方式と調理場方式または自園民間委託と同じく直営方式があります。これらは町村合併前のま

まで 14 年が経過した今日もそのまま続いているものと判断されます。保護者や町民からも統一すべき

との声が出されております。報告書に出された自園方式導入の可能性についてお尋ねします。自園方式

提言への所信及び給食提供方式の相違が統一できない理由はどこにあるのか。給食のあり方に対する所

信をお伺いいたします。 

○矢立孝彦議長 

 児童育成課、園田課長。 

○園田哲也児童育成課長 
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 はい、就学前保育教育のあり方の検討会報告を受けての、えーご質問でございますので、えー児童育

成課から答弁をさせて頂きます。まず最初にご質問の報告書の内容の受け止めでございますが、えーま

ず検討委員会については、当初予定をしていた４回を超える６回開催され、多くの提言を頂き、委員各

位のご努力に心から感謝をしている次第でございます。また報告書の内容につきましては、えー学識経

験者、団体役職員、保護者代表、公募、議会など多岐にわたり委員を委嘱した中、それぞれの立場を踏

まえ、また立場を超えた報告を取りまとめられ、その内容について尊重し、実施を検討し、必要な施策

を今後実行していきたいということを考えているところでございます。えーまた２点目の新年度予算を

視野にという形のものでございますが、えー作業のとりまとめが遅れているというご指摘でございます

が、作業のとりまとめにつきましては、現在可能なものから順次計画して実施していきたいと考えてい

るところでございます。まず 11 月 19 日に総合教育会議を開催いたしまして、教育委員にこの報告書の

内容についての説明を行い、就学前保育教育における教育委員の関わり、また幼稚園について廃園を含

む今後のあり方について、協議を始めたところでございます。筒賀保育所につきましては、報告書にお

いて存続の方針が出され老朽化対策を早急に行う必要があることから現在新年度に改修を行えるよう予

算化に向けた取り組みを行っているところでございます。３点目の募集時期等のことについてでござい

ますが、えー新年度の募集につきましては、えー１月から申し込みを受け付けるべく現在広報等での周

知、書類の作成を、担当において行っているところでございます。お尋ねの認定こども園とごうちの人

数等により筒賀保育所のえー保育時間の延長というご質問でございますが、えー筒賀保育所の保育時間

を延長するという事になりますと、新たな保育士の配置が必要なこと、現在認定こども園、筒賀の地区

から認定こども園とごうち等が近隣という事で、そちらの方で現在において対応しており、えー新年度

においても現在の見込みであると対応が可能という事から、現在のところ早急に保育時間の延長等を考

えるところではございません。えー続きまして、えー給食の方式の自園方式のことでございますが、今

回の検討委員会の報告において、給食の提供について自園方式を基本とする方向というものが委員会の

方で出されております。また一方において、保護者などの意見を聞く中で検討するようにという提言も

なされているところでございます。現在町といたしましては、現状、自園に対応できない施設がありま

す。また自園をするという事になると、調理員、栄養士の確保が必要でありますが、そのことが確保が

不透明なことから早急な対応は難しいという事を考えております。えー従いまして、当面は食育であり

ますとか、地産地消の取り組み、できるところから進めていき、今後に向けて就学前施設の給食提供全

般について町といたしまして、方針を検討したいという事を考えておるところでございます。以上でご

ざいます。 

○矢立孝彦議長 

 田島議員。 

○田島清議員 

 はい、順次えー検討委員会の具体化について進めておられるということでございます。給食の自園方

式の、えー件についてですが、今食育いうことでご回答もありましたが、えー、食育とはまぁあのーあ

くまで自園方式のまぁ料理の、料理する匂いがですね、匂いとか音とかが届く環境が望ましいというふ

うな、えー、議論の中でえー、自園方式が望ましいというふうな方向が検討委員会の中で出されたよう

に記憶をしておりますが、そういったものだけでなくて、食事の時にですね、あのー子供たちにえー食

事の人参とかですね、そういった野菜のことについて話をするとかそういう食育の部分での、えー、フ

ォローがあればですね、そこのあくまで自園方式だけでなくても、こういった食育についてはえーでき

るのではないかというふうなことも、えー傍聴する中で考えたところでもあります。えーそれと３番目

の、えー筒賀保育所の保育時間の延長のことについて回答頂きました。確かにあのー、えー今、安芸太

田町だけでなく、えー保育士のですね確保の問題というのは非常に難しくなっているというふうに認識

をしております。えー、特にですね、安芸太田町においては、正職員と、非正規職員のバランスについ

ても、えー、非常に懸念をする部分があります。えーそういったことも含めながら、より子どもにです

ね、子どもの育ちに適した保育を進めていきたいというふうに思っております。私、顧みますとですね、

旧殿賀保育所施設から、殿賀保育所の新設、それから認定こども園とごうちへの統合という、えー、統

合による殿賀保育所の廃止という経験をしてまいりました。当時、認定こども園とごうちへの統合には

旧殿賀保育所の建設時に土地提供を含め、物心ともに努力された地域住民の思いなどが出され、特に保

護者の思いや不安は、重く受け止めた経験を思い出しながらあり方検討委員会の傍聴を聞いてまいりま

した。えー私の子どもは、旧殿賀保育所でお世話になったところですが、こども園とごうちへの統合、

当時の子どもたちの様子を後に伺ったところ、保護者の心配をよそにいたって健全であったように記憶
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をしております。えー就学前教育保育のあり方検討委員会報告書では、えー今回の報告について、主人

公は子どもであり、就学前保育教育については子どもにとって最善の方策を今後も模索されたい。また

過疎化少子化対策としての全町的な地域づくり、子ども達への支援策を含めた子育て世代の定住促進を

図る町づくりを推進して頂きたいとあります。平成 29 年作成の公共施設統合管理計画では公共施設の

複合化の考え方も示されていますが、少子化が進む中、えー多目的な複合化の検討も必要ではないかと

考えます。えー上殿小学校、筒賀児童センター、筒賀保育所、認定こども園とごうちなどが近接をして

おります。えー10 年後 20 年後、公共施設のあり方の必要と考えます。えー町長の所信をお伺いいたし

ます。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 はい、あのー公共施設の統合という事でご質問頂いたところでございます。今その計画に今着手して

いるところでございます。いわゆる合併当時から人口がこのように減少する中で、持続可能な町づくり

を目指すという、やはりそのボリュームというのは１回確認をし、またこれからの計画を立てる必要が

あろうかと思っておるところで、今進めておるところでございます。またご質問に具体的なありました

ように上殿地域の認定こども園あるいは児童センター、あるいは小学校等々のことにつきましては、先

ほどから幼稚園保育所のあり方の説明をしておるところでございまして、具体的にその統合等について

の検討は今しておりません。 

○矢立孝彦議長 

 田島議員。 

○田島清議員 

 えー、ただ今回答頂きました。えーと私も、えー、町議会に出馬するに当たり、えー子どもの、えー、

子どもにですね希望ある町づくりという事で、えーこの問題を注意深く、えー見ていきたいと思います。

えー続きまして３番目の質問に入りたいと思います。３番、ライフラインの充実、水確保対策について。

12 月６日改正水道法が衆議院本会議で可決成立しましたが、改正水道法は自治体が運営する水道事業の

経営悪化を受け、市町村の広域連携や運営の民間委託などによる経営基盤の強化を盛り込んだもの、コ

ンセッション方式と呼ばれる民営化の手法を自治体が導入しやすくなるとするものです。コンセッショ

ン方式とは自治体が公共施設や設備の所有権を持ったまま、運営権を長期間、えー民間に売却する制度、

自治体は水道事業者という位置づけのままなので、水道民営化という言葉を使うことに反対している人

もいます。とはいえ、営業権自体が民間企業に移る為、自治体には運営に関する権限はなく水道料金も

入ってこない、導入の判断は各自治体が行うとなっています。また大規模災害時における応急給水や施

設復旧などの対応についてはコンセッション事業者、民間企業が実施可能と定められています。安芸太

田町の水道、ライフラインの課題について質問いたします。国の示す水道事業の広域化、民間委託への

対応はどう考えるのか。えー２番、異常気象時のライフラインの確保のための体制、各支所間及び広島

市などとの広域連携はどうか。えー３番、町営簡易水道以外への施設への対応はどうか。以上について

お答えください。 

○矢立孝彦議長 

 建設課、田中課長。 

○田中啓二建設課長 

 えーただ今ご質問いただきました関係でまず建設課の方からご説明を申し上げます。えーご質問の水

道法の一部改正についてでございます。議員答弁がございましたように、12 月６日の国会で衆議院に可

決成立をしております。現在のところこの公布日、施行日についてはまだ未定という事でございます。

この水道法の一部改正の趣旨といたしましては、現在の水道を取り巻く状況、人口減少に伴う水需要の

減少、水道施設の老朽化、深刻化する人材不足等、直面する課題に対応し、水道の基盤強化を図ること

等が掲げられておるところでございます。改正がある主なものでございます。国、都道府県、市町村の

責務の明確化としまして水道基盤強化施策の策定・推進に努めること。また広域連携の推進のために、

国が基本方針を定めること。都道府県は基本方針に基づき、関係市町村及び水道事業者の同意を得て、

水道の基盤強化計画を定めること。都道府県は広域連携を推進するために、関係市町村及び水道事業者

等構成員とする協議会を設けること。水道事業者は水道施設を良好に保つよう、維持修繕を行う。また

長期的な観点から水道施設の計画的な更新に努めること。また地方公共団体は水道事業者との位置づけ

を維持しつつ、先ほど議員答弁ございました公共施設等運営権いわゆるコンセッション方式を導入する
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ことが可能になること。また指定給水装置工事業者制度、いわゆる指定工事店の関係でございます。こ

れまで更新制度がございませんでした。えー資質の保持や実態との乖離の防止を図る為、更新制度を新

たに導入すること等が示されております。この法律改正によりまして、水道の直面する諸課題に取り組

むための環境整備は一定程度図られたものというふうに考えております。広島県内の水道事業の広域化

でございます。今回の水道法改正に先駆けまして、県の主導によりまして水道事業を行っております。

本町を含めます 21 の市町と、県を構成員とします協議会が今年の４月に設置をされております。２年

間を目途に協議検討を行うという事で、検討が始まっているところでございます。えー、今年の７月豪

雨災害等の影響もございまして、本格的な検討協議が今後２年間の期間内に進めていかれることでまた

今後の広域連携のあり方がまた徐々に明らかになるものというふうに考えておりまして、その経緯を注

視していきたいというふうに考えております。またご質問いただきました民間委託という部分でござい

ます。今回の水道法改正でいわゆるコンセッション方式が可能という表現もございます。えーこのコン

セッション方式に期待されるところでございますけれども、民間事業者によります相違工夫によりまし

て、えーより効果的な水道事業の運営ができるという事が期待されているところでございます。この委

託に関しましては、町の現在の水道事業におきましても、検針業務でありますとか水質検査業務につい

ては従来から外部委託を行っております。また県内及び他市町においても施設の維持管理の委託であり

ますとか、維持管理と料金の徴収業務を合わせて包括的な委託という事がまた民間に行われているとこ

ろでございます。えー水道技術者が減少しております課題でありますとか、将来にわたって持続可能な

水道事業のあり方を検討する際の選択肢の１つとしまして、このコンセッション方式も幅広い検討の中

に含まれる可能性はあるものと考えているところでございます。えー続きまして異常気象時のライフラ

イン確保のための体制という事でございます。えー今年安芸太田町、１月から２月にかけまして、近年

ない寒波がございまして、町の簡易水道施設につきまして、相次ぐ給水管の凍結破損による漏水が増加

したことによります、配水池の水位低下が起こりました。えー私ども建設課また各支所とも連日対応い

たしまして、えー水道水の供給を維持することができたという状況がございます。配水池の水位低下の

原因となりました給水管の凍結破損につきましては、えー水道使用者におきまして適切に管理をしてい

ただきまして、凍結破損に至らないような対応を取って頂く必要がございます。そのための対策といた

しまして、12 月の広報あきおおたに「冬期間の給水管の管理に関するお願い」という事をお願いしてお

ります。また今年、えーこれから 12 月の水道メーターの検針という事を作業を行います。その際に各

水道利用者のお宅に啓発チラシを合わせて配布をし、えー冬期間の適切な管理でありますとか、万が一

破損したときには、速やかに指定工事店にご連絡頂くための指定工事店のリストを合わせて配布する予

定としております。もし万が一凍結した場合には、迅速な修繕がまず利用者の方においてとっていただ

くようにという事で、こういう取り組みを行っておるところでございます。また昨年、この１月２月の

経験を踏まえまして、私ども建設課、支所とも緊急時の対応につきまして改善をし、えーかかるまた冬

場の色んな状況に対応するべく迅速を図るように取り組んでおるところでございます。また本庁として

の連携につきましては、えー、冬期間に限らず、年間を通じて随時、えー協力して取り組んでいるとこ

ろでございますので、今後ともその体制で色んな状況に対応して参りたいというふうに考えております。

また広域連携という部分でございます。広島広域都市圏における圏域内での水道に関しては備品の相互

利用という仕組みがございます。えー圏域内の各市町が貸出可能な備品リストを備えております。その

リストには給水車でありますとか、ローリータンク、また浄水装置等が示されておりますので、万が一

そういう設備が必要なときには借り受けることも可能であるというふうに考えております。またその他

の取り組みといたしまして、広島県内市町村の災害時の相互応援に関する協定、まぁ安芸太田町も締結

しております。県内各地から応援頂くような取り組みもこちらの方でも可能であると考えております。

またその他にも公益社団法人日本水道協会という水道事業者で構成する団体がございます。こちらにお

きましても災害等の緊急時に相互に支援する取り組みが可能という事でございます。町で対応できない

状況におきましては、広域的連携により支援を含めて給水の維持に取り組んでまいりたいというふうに

考えております。建設課からは以上でございます。 

○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、町営簡易水道以外の施設への対応はどうかというご質問を頂いております。住民生活課の方か

ら現状の方をご回答させて頂きます。水道未普及地域におけます町営簡易水道以外の施設につきまして

は、基本的には設置者に管理責任があるところ、地域の水道組合等におきましては住民の皆様が協力を
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して、共通財産として保全するという地域の合意のもとで、えー管理を頂いているものと認識をしてお

ります。このように地域の水道組合などが自己水源の保全や適正管理の役割を担って頂く中で、町とい

たしましては、えー水道未普及地域の住民の皆様が、生活用水を確保できるよう、要綱を定めまして、

施設整備事業費に対しまして補助を行っているところでございます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 田島議員。 

○田島清議員 

 はい、えー隣のですね北広島町のえー昨シーズンの、昨シーズンと言いますか、この、えー１、２月

の水道の状況っていうのを若干聞いたんですけれども、その職員の皆さんがですね、１週間に睡眠時間

が７時間というふうな状況、聞いております。まぁ働き方改革のこともありますが、安芸太田町におい

ては先ほど説明もありましたが、えー、万全の態勢で水位低下、断水時間が、えーほとんどなかったと

いう事で、安心をしております。えー、さらにですね、山口県の周防大島と柳井市を結ぶ大島大橋に貨

物船が衝突して水道管が破裂した件については私たちも水道の大切さというのを非常に痛感したところ

であります。まぁ本町においては、えー、職員の皆さんのご努力により、えー、事なきを得たという事

で大変感謝をし大変敬意を表すものであります。さて広島県の水道の現況というのが、30 年の３月に、

えー、健康福祉局の食品衛生課より資料として出されておりますけれども、安心安全な水の供給、安定

した水の供給、えー持続可能な水道事業経営の目標に取り組むとされ、えー、その中で、その資料の中

に、応急給水、えー復旧計画と危機管理マニュアル及び防災訓練の状況が取りまとめられておりました。

安芸太田町についても載っておりますが、地震対策と水質事故の危機管理の項目が載っておりました。

えー、安芸太田町の水道普及率は74.2 パーセント、えー民営の小規模水道４施設、159人も含んでおり

ます。えー町民の安心安全な水、安定した水の確保のために、応急給水の策定が必要ではないかと考え

ます。えー、広域連携の話もありましたけれども、町内でですね、あのー公営水道と民間のえー民営の

水道、水道組合の水道等の相互応援というふうなものもですね、今後必要になってくるのではないかと、

まぁ今まで経験した中でも最も厳しい寒波がこの１、２月にやってきてます。今後どういった気象状況

があるかはわかりません。そういう意味におきまして、えー、町独自のですね、多分給水タンクはお持

ちではないと思いますけれども、そういったものもですね、備えておく必要があろうかというふうに思

いますので提言をしておきたいと思います。えー、もし回答があればお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 建設課長。 

○田中啓二建設課長 

 はい、あのー災害時における町民の皆さんへの飲料水供給という事でございます。安芸太田町の地域

防災計画という計画がございます。ここには水道施設、町のえー管理します水道水以外の飲料水の供給

につきましての体制と定められております。また、その体制に基づきまして対応して参りたいというふ

うに考えております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 よろしいですか。田島議員。 

○田島清議員 

 えー時間が参りましたので私の質問を終わりたいと思いますが、えーこの水道法改正の、えー問題に

ついてですが、先ほど言いましたように、わが町の普及率については 74.2 パーセント、イメージ的に

はですね、あのー上水道のえー、まぁさっき町営簡水以外の民間施設への対応という事も質問いたしま

したが、えー、町の簡易水道については、えー人件費が出ておりません。水道料金の中から出ておりま

せん。従って町の水道担当の職員の皆さんは税金で水道料金でなくて税金の方でお仕事して頂いている

という事もございます。そういった意味でですね、まぁこういう民間委託等の問題については非常に難

しい部分があろうかなと、その前に水道普及率 99 パーセント目指すべきではないかというふうなこと

も考えております。えーそういったことも付け加えて、さらにですね、あのー先ほどえー、建設課長の

方からご説明のありましたえー検針時の注意ちらし、私の所にも届いております。で、大変参考になる

んで、えー、こういったことをこの冬に備えたいと思います。で、町民広報の方についても、注意喚起

なり載っております。まぁこれが先ほど言いましたように、町営簡水についてのものでございますが、

えー74 パーセントの普及率とは言いながら、えー民営の水道施設もありますので、そういった意味でそ

のほかの施設に対するこういった注意喚起なりの方策もですね、また検討する必要があるんではないか
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というふうに思いまして、そのこと一言付け加えて時間になりましたので私の質問を終わりたいと思い

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。10 分程度トイレ休憩を取ってくださ

い。 

                 

休憩 午前１１時 

                再開 午前１１時１０分 

 

○矢立孝彦議長 

 休憩前引き続き、会議を再開します。一般質問を続けます。10番、吉見茂議員。 

○吉見茂議員 

 おはようございます。10 番、吉見議員でございます。えー今日の一般質問、えー大きくは２つ、協働

のまちづくり基本方針について。もう１つは、まちづくり基本条例についての２本を通告して質問をさ

せて頂きます。昨年６月の一般質問において、まちづくり基本条例策定の取り組みについて質問をして

おります。今回は少し突っ込んだ質問の方をさせて頂きます。今回の質問の趣旨は、ぜひとも安芸太田

町で協働のまちづくり基本方針を具体的に進めるまちづくり基本条例を制定すべきではないかというも

のです。平成 25 年３月に、協働のまちづくり基本方針は多くの策定委員の皆さんの努力で策定され一

定の役割は果たせたと思います。しかし基本方針だけでは方向性は理解できても、具体的な内容が不明

確です。例えば情報の共有化も行政がまちづくりの情報をどのように町民に伝えていくのか。そのため

にどのような制度を作るのか、まちづくりに町民が参加する権利をどう保障するのか。町民からの意見、

要望、苦情があったときにはどのように対応するのか。そのような具体的なルールを明記するのが基本

条例であり、安芸太田町には必要であると思っております。方向性を示した基本方針から基本方針に沿

った具体的なルールを明記した基本条例により町民、行政、議会の意識も変わり本当の意味での安芸太

田町の協働のまちづくりが進んでいくのだと確信をしております。昨年６月の一般質問の回答で当時企

画課長は、地域の皆さんがまちづくりに積極的に関わっていただく。こういう機運の情勢を進めてまい

りたいと考えている。基本条例についても今後引き続いて検討をさせていただく。町長は協働のまちづ

くりに基本方針を定めたが、町民の皆さんにはまだまだ浸透はしていないという課題を持っている。そ

うした取り組みの連続として基本条例につながっていくというのが私の認識である。行政の方から一方

的にするのがどうかと思っている。協働のまちづくりをもう一度多くの皆さんにご理解頂き、基本条例

の取り組みとしていきたいと思っている。条例を制定しないという判断は持ってない。と回答をされて

います。本当にその通りだと思います。すばらしい基本方針は策定はしたけれども、パンフレットを配

布しただけでは機運の醸成はされず、町民のみなさんには浸透しておらず、理解もなかなかされてない

というふうに思います。しかしそれは町民のみなさんの課題でしょうか。それは行政側の課題であると

思います。また行政から一方的にするのはどうかと回答されていますが、全国でまちづくり基本条例を

策定されている自治体においては、ほぼ自治体のトップが決定され主体的に取り組み条例を制定されて

おります。 前置きが長くなりましたが、えー最初の質問です。協働のまちづくり基本方針、１年半の

取り組みについて。昨年の６月から 1 年半、協働のまちづくり基本方針の機運醸成をどのように進めら

れ、どのような検討をされたのか。また協働のまちづくりをもう一度多くのみなさんにご理解頂くため

に、どのような取り組みの指示をされたのか伺います。質問２、協働のまちづくり基本方針、機運の醸

成や理解の判断基準は。町長の回答では、まちづくり基本条例は協働のまちづくり基本方針が、住民の

皆さんの理解が深まれば取り組むとも聞こえますが、どのような基準で理解が深まっていると判断され

ているのか。町長が理解が深まってないと判断すると、永遠に基本条例策定の取り組みはされないとい

うことでしょうか。町民のみなさんがどのような状況になったら基本条例を進めるのか伺います。 

○矢立孝彦議長 

 地域づくり課、栗栖課長。 

○栗栖修司地域づくり課長 

 協働のまちづくりの基本方針等の取り組みについてのご質問でございました。えー地域づくり課とし

て、あのー協働のまちづくりの基本方針の所管をしておりますのでお答えをさせていただきます。えー

まず質問の１番目の１年半の取り組みについてというご質問でございました。あのー協働のまちづくり

基本方針については、平成 25 年３月に策定して、その概要版等については住民の方へ配付をして、基



- 12 - 

 

本的な考え方についてお知らせをしとるのが現状でございます。その後の取り組みとしましては、協働

のまちづくりをするためにこれまで住民の方との意見の交換、情報提供等を随時行ってきております。

特に地域懇談会、これ行政懇談会ということもしよりましたが、そういう住民さんとのやり取りの場、

ましてや自治振興会の組織とのさまざまな機会を得る中で、行政との意見交換をこれまでも丁寧にやっ

てきとるものでございます。また平成 29 年６月議会において、あのー同様のご質問も頂いております。

その部分につきましても先ほどご質問ござましたように、その後の部分につきましては、住民の方への

情報提供でありますとか、住民の方の思い等をお聞かせ頂く場については、私どもの地域づくり課等の

職員も中心として地域にそれぞれ出向いて、意見の交換等も行ってきてるのが現状でございます。住民

の方々との関わりの中で様々な意見交換を関係各部署との情報共有等、行ってるのが現状でございます。

特に住民の方との協働につきましては、地域の方と住民との意思疎通が図れ、互いの役割を尊重し同じ

方向を達成目標として、あのー進めていくというのが基本だと思っております。その中で地域活動の自

治活動については、地域づくりという観点で自治振興会 48 の地域の方々との情報交換というのが連絡

協議会および支部会等での町としての情報交換というのもこれまでも行ってきとるところであります。

特に平成 22 年に未来戦略会議で提言された自治振興の事、そして安全安心なまちづくりということで

の提言を受けて、あのー役割そしてその認識を持った中で、協働という言葉が出されております。その

中で、地域づくりを行う中ではどうしても地域としての意見交換、そして地域としての方向性を一緒に

見いだしていく、それが 1 つの取り組みの一環としては地域マスタープランという取り組みを行ってき

ております。これは現在では 48 のうち 24 の地域でマスタープランの策定という作業が行われておりま

す。しかし現状では、あのーすべての地域において、マスタープランが策定ということまでは至ってお

りませんが、現状では、あのー48 のうち、あのー、だんだんと周辺地域についてはそういう部分すら出

来てないということございます。そこについては町として地域集落支援員というようなことの色んな細

かい情報を町の方にお寄せ頂くとか、そういう手段を持って、ある程度地域の方々のご意見も伺ってお

るとこと考えております。そういった取り組みの中で、今後、地域が進むべき方向、それが協働という

形で官と民の役割そして議会の皆さんとの意見というものが最終的には協働というまちづくりに展開さ

れるんではないかと考えております。まだまだ十分な普及啓発ができてないというご指摘でございます

が、あのー地域づくりということですと、やっぱり長い息で取り組んでいくものでございますし、これ

までの行政の主催という形でやってきておりました地域づくりの意見交換、フォーラムであるとかそう

いうものも、もう少しあのー形を変えながらやっていきたいという事を今現在考えておりますし、これ

まで地域懇談会という形で、あのー行政からの説明というのは終始行っておりましたが、現状では現在

取り組みを始めております次期、長期計画の後期計画の部分につきましては、住民の方々のいろいろな

意見をどういうふうに聞いていくかということの調整も現在行っておりまして、現状ではまだ具体的な

日程等は決まっておりませんが、年明け早々にはそういう時間帯を設定しながら、住民の方との意見交

換そして町が思っておるその町づくりの方向性等についてのご意見を伺っていきたいと思っております。

これは今までの取り組みの中で、あのーややもすると特定の方が来られるような会議というのが、ちょ

っと中心になっておった部分ございますので、各世代そして特に安芸太田町で言います子育てであると

か、そういう方々のご意見も頂きながら、あのー展開していきたいということで、現在その具体的な手

法について検討を進めとる状況でございます。一例でございますが、あのー、まちづくりに協働という

ことで言いますと、先ほどもございましたが、まちづくりの中で色々な行政への意見等を頂くことが基

本的な考え方でございますが、あのー一例で申しあげますと、えーと先般もござました就学前保育教育

のあり方検討会という組織が作られております。その中にも住民さんから公募委員として３名の方に入

って頂いて、様々なご意見を頂き最終的に報告書をまとめられてという、現状でもそういう住民さんの

意見をどうやって吸い上げていくかということの、あのー、具体的な取り組みも現在、あのー行ってお

る状況でございます。そうことを踏まえて、あのーより地域の方々の思い考え方を行政の方へどうやっ

て橋渡しをしていくか、自治振興会等も通じて一緒にやっていきたいというふうに思っております。以

上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 はい、あのー、１年の半の取り組みが十分でないとは重々認識をし、また反省もしとるところではご

ざいますけれども、そうしたふうなあのー先ほど担当課長が申しましたような積み重ねを重ねる中で、

やはり機運を高めていく必要があると思っておるところでございます。また今、この基本条例の目指す
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ものという事についてですね、やはり認識を同じにする必要があるのではないかと今思っておるところ

でございますが、現在私たちが取り組んでおります、未来戦略会議を具体的に展開する第１次長期総合

計画、さらにはまだ地方創生という切り口での第２次の長期総合計画、そうしたふうな町の方向性を定

める根幹となる計画にですね、やはり住民の皆さん、やはり多くの皆さんの参画を頂いて実践すること

が何よりだと思っております。そういった意味におきまして、過去の取り組みの状況の中には、やはり

時間的な制約がある中でですね、充分成果としてですね、あらゆる協働のまちづくり、あるいは一緒に

作ったという成果としての取り組みは、どうやったかと反省しとるとこでございますが、それぞれの具

体的な施策におきましては、色々と多くの皆さんに参画を頂き、協議を頂き、方向性を定めているとこ

ろでございます。それもさらに重ねていき、住民の皆さんの参画する機会をより多くする、また参画を

することによって自らの役割、あるいは責任というものをですね、もう一度喚起をして頂くのが、重み

ではないかと思います。ご質問の趣旨とはちょっとずれるかもしれませんけども、今安芸太田町で取り

組んで頂いております、しわいマラソンの取り組みでありますとか、あるいはウォーキング大会、ある

いは民泊、それぞれ町民の皆さんが主体的な取り組みをして頂く中でですね、大きな成果を上げており

ますし、その取り組みに取り組まれている皆さんは本当に生き生きと元気に毎日の生活の中でまちづく

りについての取り組みをして頂いていると認識をしております。そうしたふうな取り組みが、さらに広

がることにおきまして、ご質問頂いております、住民の皆さんがよりまちづくりに参加する機運をです

ね高めていくことが必要だと思いますし、それを実現するにはやはり住民の皆さんもですが、町も行政

職員も、また議会の皆さんも、それぞれの役割と責任を持って、参画をして頂く必要があろうかと思い

ますので、それぞれの立場でですね、さらに機運を高めていく取り組みをやっていきたく思います。 

○矢立孝彦議長 

 吉見議員。 

○吉見茂議員 

 はい、今の質問１と２に対して課長からと町長からとご回答はありましたが。確かにあのー色んな、

そのー会議の中で行政の情報を伝えられているというのは当然存じておるし、あのー、そうだろうとは

思います。ただ私が思っているその情報公開というのはですね、あのー決まったものを決まったものと

して住民に提供するのも当然必要だと思いますが、やはりあのーまぁ計画づくりにも関係しますが、そ

の計画を作る段階から住民が参画し、えー、一緒にそのプロセスも担っていき、というような事と、そ

の間の情報も当然その住民の皆さんには、お知らせするべきだろうというふうに思ってますが、今の回

答では、まぁほとんど確実にできたものを伝える場になってるのかなという風に思っております。町長

の方からは、まぁ協働のまちづくりということで、しわいマラソン、民泊とか、あのー当然住民が主体

となってやっていくその事業もまぁあって、それもまぁ協働のまちづくりだろうとは思いますが、私が

思う協働のまちづくり、まぁその先にあるまちづくり基本条例というのは、やはりあのー、行政の責任

を明らかにするというか、情報を開示するといってもどのようなあのー情報を住民に伝えていくかとい

うのが明確になってない、今あるのは協働のまちづくりの基本方針ですから、漠然と情報は共有します

よ、住民の方は参画してくださいね、っていうその方針はあるけれども、その具体的なものがまぁなか

なか今の基本方針では十分ではない。で、今も回答ありましたように、その進めて醸成を高めていきた

いと言う事はまぁ当然あろうかと思いますが、ちょっとあのー、まちづくり基本条例、協働のまちづく

りについて、まぁ多少の認識のズレがちょっとまぁあるのかなという気がしておりますので、次の質問

に入ります。先ほども町長からありましたように、まぁまだまだ十分ではないという回答もありました

けれども、えー、基本条例を想定、あぁ策定した方がいいなと思っている私からすると、あぁ非常にま

ぁ不十分というか、えー基本方針を最終目的として、えー考えられとってんだろうかなというような気

はしてるんですけども、あのー住民の皆さんにとってあのー協働のまちづくり基本方針ができてあぁ変

わったなとかですね、あのー自分たちの生活で、その基本方針を平成 25 年の３月に作られて、パンフ

レット配られて、本当に町の情報公開が、あのーその計画を出す、方針をだす以前と比べてですね、あ

ぁ本当にあのー情報がよく出るようになったねとか、その多くの計画づくりに住民が参画できるように

なったねとか、あのーその方針によって、住民の生活が変わったのかというとなかなかその変化がされ

ていないというのは多分共通の認識であるのかなというふうに思いますけれども、それをまぁなかなな

か５年前の方針を今５年経った今で、そのまた盛り上げようというのも非常にまぁ大変ではないのかな

というふうに思っております。あのー町民の皆さんは多分そのパンフレットを見られて、あのー協働の

まちづくりを理解していないというのではなくて、多くの皆さんがこの方針、パンフレットを見ただけ

では、多分町は何も変わらないと思ったんではないでしょうか。基本方針というものは、まぁ理解、言
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葉に書いてあるのを見れば理解はできるけれども、やっぱり具体的なルールが明確な条文がないと、な

かなかその前に進んでいくとは考えにくいんじゃないかなというふうに思っております。町はここ数年

不祥事が重なって、まぁ行政と町民の信頼関係は落ちております。議会との関係も不適切な発言等であ

まり良い状況であるとは言えません。行政が町民や議会に対して信頼回復をするためにも、行政は変わ

る必要があろうかとは思います。その変わるひとつのチャンスとして、まちづくり基本条例を制定する

その取り組みがされるというのが絶好のチャンスではないかというふうに個人的には思っております。

もし、まちづくり基本条例制定の意思表明をされ、策定委員会におけるその作業内容の徹底した情報公

開で、住民の意識も変わり、なるほどこれが基本条例かと、協働のまちづくり基本方針は基本条例につ

ながっていたのか、安芸太田町のまちづくりはこうやって進んでいくのかと、多くの住民の機運も醸成

され、内容についても理解が高まっていくのではないかと考えます。安芸太田町まちづくり基本条例を

制定されれば、町民と行政、議会が、まちづくりの基本理念を共有し、参加と協働を通して、まちづく

りを進めていけると思います。安芸太田町に限らず多くの自治体は今まで古いまちづくりの考え方でし

た。計画はコンサルと行政が中心に考え実施していく、町民には経過は知らされず結果だけが伝えられ

る、良い情報は公開するが知られたくない情報は伝えない、このようなまちづくりが 180 度変わって、

事業の計画にも町民が参画して自由に意見やアイデアを提案できる、情報も、個人情報を除いて全ての

行政情報が公開され、予算の内容も詳細まで知ることができるようになります。地域からの要望に対し

ても、丁寧に対応してもらえる。困ったことがあったら行政が寄り添ってくれる。そんな町に変わって

いくのではないでしょうか。行政職員は大変だと思います。多くの住民の意見や苦情、要望を聞くこと

になります。事業の目的、プロセスに至るまで丁寧な説明も必要になるでしょう。これまで以上に勉強

もしなくてはなりません。しかしそのことが将来の安芸太田町にとって大きな力となるはずです。行政

だけで考えるのではなく、同じ情報を持つ多くの住民の意見やアイデアを取り入れる町民参画によって

今まで以上に素晴らしい計画ができ、事業が実施できると思います。議会においても様々な意見がござ

います。基本条例を行政が積極的に取り組まないのであれば、議会から設置条例を発議することも必要

ではないか。議会から設置条例の発議をするべきではない、あくまでも行政自らが設置条例、設置要綱

を作り、取り組むことが望ましい。議会においてもまちづくり基本条例制定に反対する方はほとんどい

らっしゃらないとは思います。むしろ行政が積極的に取り組むことが必要だと思われています。しかし

議会ではまちづくり基本条例を作ることはできません。議会としてできることとしては、行政に基本条

例を取り組むよう要望するか、基本条例策定委員会設置条例を議員発議で提案し、採択し、条例を作る

ことしかできません。議会が条例作ったから、設置条例を作ったから取り組むというのではなく、町長

自らが協働のまちづくりを進めるためには、基本条例がなくてはならないと腹をくくって頂き、判断し、

行政が策定委員設置要綱を作り、えー１年以上議論し、条例制定を行うことが望ましい、望ましい姿だ

というふうに思います。安芸太田町が協働のまちづくりを本気と、本気で進めようとするのであれば、

ぜひ安芸太田町まちづくり基本条例を制定すべきと考えます。質問３、町長はまちづくり基本条例を必

要だと思われますか。質問４、新年度、まちづくり基本条例制定に向けて取り組む決意はありますか。

町長の決意を問います。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 はい、あのー、まちづくり基本条例の前段で、協働のまちづくり基本方針について色々とご意見頂い

ているところでございます。えー基本方針を作るに当たりましても、多くの幅広い町民の皆さんに参画

を頂き、ご意見を頂き、作ったものでございますが、その作ったものがまだまだ十分町民の皆さんに浸

透しとるところじゃない。またその成果が表れているものではないというご指摘を頂いているところで

ございます。今回今、ご提案頂いておりますように、基本条例につきましてもですね、やはり同じよう

な過程で多くの皆さんに参画頂いて作り上げるものだろうし、その作り上げたものを基本に町づくりを

推進、そこによってまちづくりの成果が得るものだと思います。まぁ言いたいのは、今迄取り組んでき

ましたまちづくりの基本方針と同じ形のものをですね、同じ取り組みをして、その成果をですね、同じ

ようにあがっとるかあがってないかと問われるものじゃないかと思います。いいますのは、方針なり条

例があること以前にですね、先ほど申しましたように、町民の皆さんがそれぞれの場面で役割を果たし

て頂く、それで行政が応えていく。また行政が新しい方針を町民の皆さんと一緒に定めて、一緒に取り

組むという営みの連続の上に成果が上がって来るものと思っておりますし、その成果があがってきたと

ころにおいて、その手法が確かなものとなり、また制度となるものでないかと思っておるところでござ
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います。そうしてふうなことを考えたときに、やはり条例を作る必要性に迫られてじゃなしに、条例が

できる環境づくりをすることがですね、協働のまちづくりをさらに進めることになろうと思いますし、

また基本条例へ繋がっていき、さらに素晴らしい次の段階へまちづくりが進むのではないかと思ってお

るところでございます。今、成果が上がっていないというご判断を頂いておるところでございますが、

前回の幼稚園保育所のあり方の検討委員会等々も、これも多くの委員の皆さんにご参画を頂きました。

従来にない従来よりか考え方を改めまして、必ず公募の委員さんをお願いする、あるいはこの委員の割

合の中には女性の委員さんの割合を確かなものにしていく。色んなふうな取り組みをですね、ご指摘頂

く中で、あるいは今まで取り組んでおりました、取り組みの反省を踏まえて、新しい段階に取り組んで

おるところでございますが、それらをさらに重ねていくことが基本条例につながるものと思っておると

ころでございます。 

○矢立孝彦議長 

 吉見議員。 

○吉見茂議員 

 はい、あのー、昨年の６月とほぼ変わらない答弁だろうというふうに思います。私もその協働のまち

づくりの、そのー方針の、協働のまちづくり方針に、あのーまぁ賛成というか同感しております。とて

も素晴らしいその方針であるとは思うんですが、その方針というのはなかなかそのまぁ罰則がなければ

そのやっても、まぁ言い方は悪いですけども、やってもやらんでもそんなにその影響受けないというか、

あのー、いうようなものかなというふうに個人的には思います。片やその基本条例という事になると、

例えば情報はわかりやすく住民に届けなければならないというような条例になります。あのー、住民は

町の事業に対して計画に対して参画をする権利があるとか、いうような形で限定されたようなその条例

の項目になろうと思いますんで、方針と基本条例は全くそのまぁ思いは一緒であっても、その具体的な

取り組みというか、中身は違ってくるようなことになろうかと思います。そもそもそのー、町長も基本、

協働のまちづくり基本方針を作ろうと思われたときには、多分最終的には、基本条例まで持っていきた

いなと多分思われとったはずですが、５年たってもまだ出来てないっていうのはなかなかそのまぁ住民

が盛り上がってくれないというのもあるけども、行政自体のその取り組みのその速度が遅いというか、

いうことも非常に課題になってるのかなというふうにまぁ聞かせてもらって思いますけども、だったら

いつ、その一歩進んで条例化できるのかなぁと思ったときに、なかなかその町長の判断としては、住民

が盛り上がってないのでなかなか前に進めませんよと言われればそうですかと言うしかないんですけど

も、もうその時期はもう過ぎ去ってやはりその住民の盛り上がりを待つのではなくって、町長、トップ

である町長が腹をくくって、協働のまちづくりを本当に進めるためには条例化せんと、前にその進まな

いと、目的に達しないとぐらい、えー決断されないと、なかなか今安芸太田町においては、基本条例は

できないのかなというような思いもしております。まぁ色々あのー意見の違いもあろうかと思いますが、

あのー最後になりますが、このまちづくり基本条例であったりとか、協働まちづくりというのは住民に

とってみりゃ別にまぁ極端な話を言うと、無くてもいい、無くてもその情報の共有化であったりとか、

参画、住民があのー事業に参画するとかいうのが普段から行われていれば、方針であったりとか条例は

いらないと思いますけどもやはりそれがなかなかどこの全国の自治体、今まちづくり基本条例があるの

は、20 パーセントの自治体で設定をされておりますが、そこも色々な悩みの中で基本条例が必要である

というその決断したということは、なかなか方針とか言葉だけ言ってもやっぱり前に進んでいかないと

いうことで、多分条例化をされてるのだろうというふうに思いますんで、ぜひですね、あのーまちづく

り基本条例、ごめんなさい、協働のまちづくり基本方針やまちづくり基本条例が、これは目的でなく、

そのーまちづくりの手段であるというふうに思います。目的は安芸太田町に住むすべての住民のみなさ

んが、幸せを実感できる町になる事、それが目的であって、その基本方針、条例は手段であろうかとい

うふうに思いますんで、安芸太田町が最優先に個人的にはですが、安芸太田町が最優先に取り組むまち

づくり基本条例を早急に想定することがあのー良いというふうに私は思います。ぜひ町長にはその目的

に近づけるため、基本条例の取り組みを積極的にされることを期待して私の一般質問を終わります。 

○矢立孝彦議長 

以上で吉見議員の一般質問を終わります。しばらく休憩します。午後１時半から再開をいたします。 

                休憩  午前１１時４５分 

                再開  午後１時３０分 

○矢立孝彦議長 

 休憩前に引き続き、一般質問を続けます。１番、大江厚子議員。 
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○大江厚子議員 

 こんにちは。えーと１番大江と申します。よろしくお願いします。えーと私は今日は４つの質問事項

についてやっていきたいと思います。えーこれまでにもたびたび質問した内容ではありますが、やはり、

えーと私としては再度の質問したいと思い、今日の質問に臨みました。まず 1 番、改憲と岩国米軍基地

について質問します。９月定例議会でも改憲について質問しました。その後、党首選があり、自民党の

党首選があり、安倍首相が再任されました。安倍首相は今臨時国会で自民党の改憲４項案条文案を提示

し、来年通常国会で発議し、７月参院選までには国民投票を行うとのシナリオを描いていると報道され

ていました。しかし自民党が衆院憲法審査会の開催を強行したことに主要野党が反発し、審査会開催の

見送りを決め、今国会での提示を断念、来年通常国会へ持ち越される可能性が大きくなりました。この

攻防の背景には、広範な改憲反対の労働運動、民衆運動があります。この安芸太田町でも改憲反対の声

が上がり、女性グループや９条改憲反対のグループによる街頭行動や署名活動が行われています。戦後

戦争だけはさせてはならないとの民衆の切実な願いが９条を根拠に戦争を阻止し、そしてその戦いがま

た９条を生きた条文にしてきました。しかしそれが今、９条の戦争放棄が戦争ができる条文へと変わろ

うとしています。私は危機感を持ってこの町の長である小坂町長に再度質問したいと思います。９月定

例議会で町長は国民的な議論がなされるべきと思っているが憲法９条は国の専権事項であり、この是非

についての明確な答弁は控えさせてもらうと言われました。しかし９条は住民の命に直結する問題であ

り、地方自治体の長として住民の命を守る責務を負う小坂町長に是非再度考えを聞きたいと思います。

憲法９条戦争の放棄は２項の戦力を保持しない、交戦権を認めないがあって、初めて実現します。これ

に自民党改憲案の９条の２を追加し、この９条の２は必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのため

の実力組織として自衛隊を保持する、ですが、それを追加すれば前条にだから先の９条に優先し、自衛

隊自衛戦争を認めることになります。９条はこの時点で死にます。日本は自衛を大義名分にして、かつ

てアジアを侵略しました。再び繰り返してはなりません。また自衛隊の明文化は戦力の保持、拡大が国

の義務となります。現在若手自衛隊が不足していると言われています。実際不足しています。そのため

今後貧困と格差の中で、アメリカのような経済的徴兵が加速するかもしれない、あるいは徴兵制が敷か

れるとも考えられます。さらに軍事費の増額、社会福祉の切り捨て、地方交付税はますます切り詰めら

れ、地方は切り捨てられます。これほどに戦争ができる国に変貌していきます。町長はこの事態をどう

お考えでしょうか。国と対等であるべき地方自治体の長として町長は先頭になって改憲を反対すべきで

はないでしょうか。次の質問です。緊急事態条項の新設について質問します。 第 73 条の２を新設しま

す。大地震その他の異常、この内容ですが、大地震その他の異常、かつ大規模な災害により、国会によ

る法律の制定を待つ暇がないと認める特別の事情があるときは、内閣は法律で定めるところにより、国

民の生命、身体及び保護、あっ財産を保護するため、政令を制定することができると、この新設条項に

はあります。つまり、国会を省いて内閣だけで法律と同等の効力を持つ政令を制定することができるの

です。またこの条文の中にある災害とは自然災害のみならず、武力攻撃災害あるいは大規模なデモもこ

れに含まれうると言えます。そして首相の宣言で憲法の一時停止も可能となり、国家と軍隊をすべてに

優先させ、あらゆる権利が奪われます。戦争のための独裁体制を許すものです。大日本帝国憲法にはこ

の緊急事態条項に相当する緊急勅令が規定されていました。戦前あの悪法で知られる治安維持法も 1925

年成立当時は無辜の民まで及ぼすことの無いようとされていました。1928 年帝国議会に出された治安維

持法の改正案審議でも廃案となりましたが、しかし同年緊急勅令により法改正が強行され治安維持法は

戦争に向かって拡大、対象を拡大し、刑罰も重罰化され、1941 年には全部改正が行われました。多くの

人々はそれこそ無辜の民まで多くの人が逮捕されました。その中には虐殺もありました。そしてご存知

のように物言えぬ世の中へと変貌していきました。この大日本帝国憲法にありました緊急勅令は現憲法

にはありません。大日本帝国の抑圧体制とそれによる人権の侵害により、入らなかった、入れなかった

のです。戦前の緊急勅令いわゆる戒厳令を復活させてはなりません。また自然災害もし仮にもし仮に自

然災害に絞ってみても災害が起きたあと中央である内閣に権限を集中させるという処置は間違っており

被災地こそ権限を持たせるべきである事は町長はじめ職員のみなさんは当然のこととして考えておられ

ることと思います。自然災害を想定して憲法を変える必要は全くないと考えます。改憲発議はさせない、

改憲反対と今こそ声をあげるべきと考えます。町長の答弁を求めます。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 



- 17 - 

 

 あのー、憲法改正についてのご質問と捉えさせていただきます。その中に９条であったり、緊急事態

であったりという事があるようでございますが、あのー私の捉えております日本国憲法、これはまさに、

えー国のあり方の根幹を規定し、また国際的にも日本の立ち位置を明らかにするものだろうと思ってお

りますし、そして何よりも国民の利益を守るものでありますし、国益を守るものであろうと思っており

ます。そうした憲法が公布が 71 年になろうかと思いますけど、そうした状況の中で１回も改憲される

ことが無く、今日に来た。そうした中で、今日の国際情勢等々を考えた時、またそれぞれ国民の価値観

を考えた時、やはり見直す時期であろうかという意見にはうなづくものがございますけれども、先ほど

申しますような、目的がですね、今、今日の状況、日本が平和国家として今日の繁栄を享受しとるのは、

ある意味憲法の国家権力に対する制約であろうし、諸外国に向けての国の立ち位置を明らかにしておる

ものであろうと思っておるところでございます。そういったふうな中で、憲法の方を改憲論議が今盛ん

に行われておるところでございますが、私たちマスコミを通じて知っとるのは、自由民主党がこのよう

な考え方を今お持ちであるという範疇でございます。その後、国会の方で十分なる協議をされて、３分

の２を持って発議になる。それにまた国民投票の過半数というような大きな大変ハードルがあるところ

でございます。そうしたふうなことで、先ほど申しますような憲法の目的等々を本当に議論するのであ

れば、もっともっと国民皆さんが、そのテーブルに着くと申しましょうか、一人一人が責任を持ってで

すね議論深める取り組みがまずないことには、憲法の改正にはなかなか至らないのではないかと思って

おります。 

○矢立孝彦議長 

 大江議員。 

○大江厚子議員 

 えーと、改憲にはハードルが高いというふうに今答弁されました。至るには、（手続きとしてのハー

ドルが高い）ハードルが高いというふうに言われましたが、確かに私もそう思ってきましたが、今、

えー国会では衆参共に自民党、公明党が３分の２、過半数を占めている、そりゃあ選挙があってのこと

ではありますが、以上はやはり危機感は持って対応すべきだというふうに思っていますし、まぁ見直す

べきというふうに町長の答弁がありましたので、そういうえー、立ち位置で答弁されたのだというふう

に思います。えー、あのー前回は、改憲については外交、防衛に関することなので、専権事項に入るか

ら答弁は差し控えるというふうに言われましたが、今はそういうふうには、そういう答弁は無かったの

で、えーそれはそういうふうになられたんだなというふうに思いますが、えー１つ、あのーこういう村

長がかつておられました。えー、自治体の長は国に対しても間違った事は正すという姿勢で、えー村長

を勤められた人がいます。長野県の中川村の曽我前町長で、えー、この町長は 2012 年に定例村議会で

の一般質問で、村長は卒業式や入学式で国旗に一礼をしないようだが、なぜだというふうに問われたの

に対して、私は強制の空気があるうちは一例を控えたいといった旨を答弁され、注目された人ですが、

この村長は原発反対や辺野古新基地建設反対、イラク戦争協力反対と発言されています。えー国であれ、

自治体、地方自治体は対等であるべき、そして間違っていると、国が間違った方針で進んでいることに

は正すという姿勢こそが、えー国の、あっ地方の自治体の長として求められている姿勢だというふうに

考えます。いかがでしょうか。次の質問に入ります。岩国米軍基地についてです。11 月 12 日アメリカ

軍アメリカ海軍の空母ロナルドレーガンから出発した岩国基地を拠点とするＦＡ18 戦闘機が那覇沖で墜

落しました。またさらにご存知のように今月６日には同じく米軍岩国基地所属のＦＡ 18 戦闘機と空中

空輸機が高知県沖で衝突し、えー、墜落、米軍に犠牲者が出ています。このような事故は、しかしいつ

どこで起きても不思議な状態では状況ではないという今の状態です。この、えー最初にありました 11

月 12 日の墜落事故に関して、広島県知事や廿日市市、岩国市より、外務大臣、防衛大臣、米軍、それ

から米国に対して、えー、あのー飛行の中止とか原因究明についての要請、緊急要請がなされました。

米軍機の訓練区域にあるこの町として、国や米軍に対してどのような行動要請をされましたか。お聞き

します。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 あのー、国の専管事項という捉え、ちょっと私どのように答弁したか定かじゃないんですけども、私

の認識は、先ほど申しましたように、諸外国に対しての国益を守るという観点から、外交あるいは防衛

とかいう、対外国に対して、それは国の専管事項であろうという認識を持っておるところでございます

し、その旨答弁したものと思っております。がしかし、あのー、憲法改正についてはですね、これは先
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ほど申しましたようにこれは国民的な課題だろうと思っておりますので、えー当然、この専権事項とい

うような捉えの中のものではございません。えー間違った答弁しておりましたらこの旨訂正をさせて頂

きたく思います。それとあのー、岩国の戦闘機が空中給油中事故を起こした事のみならず、重ねての軍

事目的での飛行機等々が事故を重ねております。オスプレイという大きな課題もあったところでござい

ます。まぁそうしたふうな、訓練をされるエリアの１つの安芸太田町といたしまして、そういったふう

な安全性が確保されてない訓練等々については強く遺憾の意を表し、えー訓練、解決、あっ問題が明ら

かに、原因が明らかになり解決の方向が示されるまで、訓練の中止について、これは総務課長の方で取

り組んでくれとる所でございますが、米軍の関係機関の方に中止の見直しの安全確保の要請を行ってお

るところでございます。 

○矢立孝彦議長 

 総務課、栗栖課長。 

○栗栖一正総務課長 

 あのーただ今の町長の答弁に少し補足説明をさせて頂きます。あのー今回の相次ぐ事故を受けまして、

えー、私どもは近隣の町と協議をさせて頂きまして、７日に米軍ではなくて、国の窓口である中国四国

防衛局の方に、えー、先ほど町長が申し上げましたような、事故の徹底究明であるとか、再発防止策、

こういったものを徹底するように米軍に要請してほしいという旨を申入れました。補足を説明させて頂

きます。 

○矢立孝彦議長 

大江議員。 

○大江厚子議員 

えーと、11 月 12 日の墜落の際は、女性グループでもあのー先ほどのあった外務大臣、防衛大臣、米

国、米軍に関しては書面をもって緊急要請をしましたが、町も書面をもって安芸太田町独立として要請

されたということですか。はい、了解しました。えー、沖縄県知事は全力で辺野古新基地建設を反対し、

またお隣山口県の阿武町長はイージスアショアの配備に対して居住地域に近接しており、自然や人を大

切にした町づくりに逆行する、町民の安心安全を損なうと述べ、イージスアショアの配備を計画を反対

を明言しました。議会を傍聴していたイージスアショア配備計画の撤回を求める住民の会代表は町と議

会の姿勢に感激したと話していると報道されています。私たちは常々私たちの空は戦争の訓練場ではな

いと主張しています。米軍機の訓練区域の町として、えー、このような重大事故について、やはり今の

ように無条件の停止と、緊急要請は今後も続けていくべきと考えます。また同じように再三申している

ように、低空飛行訓練反対、米軍岩国米軍基地の強化反対、さらに究極的には米軍基地の撤去というこ

とを求めていきたい、求めて頂きたいと思います。えー戦争は絶対にさせない、そういう強い意思のも

とにそれを具体的な形として改憲を改憲反対を表明して頂きたいというのが、再三にわたってそして今

日の質問の最後の要望です。その町長の姿勢こそがこの町が真に平和を希求しているその姿にもなりま

す。ぜひ改憲反対、戦争は絶対に許さないという姿勢を表明して頂きたいと強く要望します。次に質問

の２項、戦後教育の理念について質問します。これは主に教育長の質問事項となります。天皇中心の政

治が行われた戦前の日本は、外国に侵略戦争し、アジア太平洋戦争で 2,000 万以上の命を奪い、日本で

も兵士、民衆310 万以上の 310 万人以上の犠牲を出しました。この時に教育として子ども達に教え込ま

れたのが、天皇のために命を捨てることが国民の最高の道徳だという事でした。そしてその柱になった

のが教育勅語です。国家に対する個人の絶対服従と犠牲が求められました。国家に尽くし従順に命令を

聞く子どもを育てる、上からの命令に従い従属させる教育でした。一人ひとりの子どもの成長を願うよ

り、天皇を支える皇国民、えー、天皇の皇と国民ですね、皇国民の錬成に力が注がれ、国が教育を厳し

く統制支配、教育内容にも干渉してきました。国民を国家主義と軍国主義に染めあげて、戦争に駆り立

て、子ども達を戦場に送り込みました。教育基本法はアジア太平洋戦争が終わって２年後の 1947 年

３月に公布施行されました。その前年の 11 月には今町長も言われましたが、日本国憲法が公布されて

います。教育基本法は憲法の理想を実現するための教育を日本の教育の基本に据えました。戦争するた

めに教育を利用した誤りを二度と繰り返してはならない、新しい教育のあり方の示した教育基本法です。

戦後の教育の出発がまさに教育勅語の否定から始まりました。個人の尊厳を重んじ、一人ひとりが人間

として大事にされる教育を目指したものです。教育長はこれをどのように捉えますか。戦後、戦後の出

発点としての教育勅語の否定を認められますか。質問の２、戦中、君が代は天皇をたたえるものであり、

天皇の元に、名のもとに、天皇のために多くの若者が戦場に送られ命を落としました。またそうした若

者を親や教師や住民は日の丸を持って、日の丸を振って送り出し、戦場に送り出しました。また日本軍
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が侵略した地には、日本、日の丸が強要されました。こうした歴史から日の丸、君が代は受け入れられ

ないという人がいます。また日の丸、君が代を強制することによって国の方針に抵抗する意志を失わせ、

この国を全体主義へ、そして戦争へ導こうとする力に対し、抗おうとする人たちがいます。子どもを戦

場に送るために育てたのではない、このような思いを持ったものが子供を目の前にして君が代は歌わな

い歌えないとを決心した人がいます。学校行事に参列した人に日の丸への注目や君が代への斉唱を強制

しますか。以上２点、教育長の答弁を求めます。 

○矢立孝彦議長 

教育委員会、二見教育長。 

○二見吉康教育長 

戦後教育の理念ということで、今２つご質問頂きました。現在、学校教育現場におきましては、この

教育勅語という問題について、具体的には中学校の歴史教科書、検定されました教科書全てにおいて、

教育勅語という言葉が掲載されています。これは先ほどもありました大日本国憲法が発布されたその翌

年ですね、出されたものでございますけれども、それが明治の 22 年、23 年にあったという歴史的事象

ということで載っているわけです。ですからそのことをどう教えるかと、いう問題が学校現場の問題で

す。学校においてはあくまでも学習指導要領に基づいて指導されるべきであり、本町においても、使っ

ている教科書にちゃんと掲載されてるものを使いますけども、指導要領に基づいた適切な指導がなされ

るべきであると思っております。次に行事特に入学式や卒業式等において、国旗国歌の問題でございま

すけれども、学習指導要領の特別活動の指導の留意点としては、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いうふうに記載されております。これは児童生徒に対して指導する内容、

指導の留意点について指導する側の者に対して述べたものでございます。ということでご理解頂きたい

と思います。 

○矢立孝彦議長 

大江議員。 

○大江厚子議員 

すいません、すいませんというか、私の質問とちょっと、あのー、論点がずれてるというふうに思い

ますが、確かめる意味も込めてもう一度質問をしておきます。えーと、あのー、戦前の教育を否定して、

新しい憲法が生まれ、その憲法の目的を教育の面でも実現させようということで、教育基本法が制定さ

れましたが、その以前の教育勅語は誤りだったと、これを否定して戦後が戦後の教育が出発したと思い

ますが、えー教育長は、その際の教育勅語の否定を認められますか。否か、いや否定すべきではなかっ

たのか、否定すべきだったのか、そこだけで結構です。それから、えー学校行事における教師から子ど

もたちへのことについても、もちろん私は強制強要として思っていますので反対ですが、今日、今の質

問は、そこではなくて、行事に、例えば入学式とか卒業式とか立志式とかに、まぁ保護者とか来賓でま

ぁ議員も参加しますが、その際に日の丸への注視注目や、君が代の斉唱をしたくないと私は信条として

出来ないと言う人たちに対して、それを認め、えー、何て言うんかしら、認めるのか、強要しないのか

そこの２点です。私が聞きたいところがそこです。それをお答えください。えー、それから、そのそれ

を答えていただいた上で次の質問に入りますが、９月定例議会で教育長は郷土を愛し、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

れを子どもは学んでいくと答弁されています。具体的にはどのような大人の姿を示すのでしょうか。

えーお答えください。 

○矢立孝彦議長 

二見教育長。 

○二見吉康教育長 

はい、えー、昭和 22 年に教育基本法、まぁその前に日本国憲法が制定され、後、教育基本法が制定

されますけれども、私の受け止めとしてはこの教育基本法の制定によって、次のことがございました。

翌年、衆議院では教育勅語の排除の決議がなされている。参議院では失効確認の決議がなされていると。

このことは教育基本法が教育勅語に代わるものであるというふうに受け止めております。以上です。そ

れから繰り返すようになりますけれども私が申せるのは、教育委員会として主催したり指導している行

事や学校行事についてのお答えしか私はできません。まず。立志式は違う団体がやっておられます。あ

るいは国旗国歌について扱っておられるのは、色んな団体がある。例えば消防団もありましたですね。

色んなところであります。学校の入学式を卒業式についてのお答えしかできません。繰り返しますけれ

ども、ここに書いてあることがあくまでも子ども達の指導についての内容と指導する先生について述べ
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たものでございます。以上でございます。それから、えーと大人としての範を示すという問題につきま

してですけれども、その９月の時に申し上げましたのは、繰り返しますけれども、教育基本法の目的と

して、教育は人格の形成を目指し、平和で民主的な国家および社会の形成者として、必要な資質を備え

た心身ともに健康な国民の育成を機すというこの目的を達成するために、次に目標としてたくさん書い

てあります。その中に例えば豊かな情操と道徳心であるとか、あるいは男女の平等であるとか、生命尊

重あるいは伝統文化の尊重、我が国と郷土を愛する心、国際社会の平和と発展への寄与等々っていうふ

うなことを養う、いう事が目標に書いてあります。こういうことを実現していくためには、学校教育だ

けでなく家庭教育や地域社会の教育力を持って育てていくべきだと。具体的に言いますと、身近なもの

で言えば、皆さんにやって頂いているあいさつ運動であるとか、大人として交通ルールを守る、子供達

の目の前で横断歩道を渡るとか、あるいは究極の私はボランティアだと思ってますけれども、町民の財

産と命を守る消防団のボランティア活動あるいは伝承の神楽を一生懸命引継ぎ、次へつないでいこうと

する大人の姿、そういう風なものを子どもたちは見て、町を大事にし、伝統を大事にし、ひいては国を

大事にしていく心を作ってことにつながると、そういう点で申し上げました。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、教育基本法は、えーと単に、まぁ新しく作ったと、できたから教育勅語は古くなったから、

それ、それは廃止して教育基本法を教育の基本としてやっていこうというようなもんではなくて、教育

勅語というのはもう完全にその内容は否定されたと私は思っています。戦争に子どもを駆り立てた、本

当に人として育てられなかった、その基本が教育勅語であるので、えーと新しい基本法ができたからそ

れに教育勅語が必要でなくなったというような問題ではなくて、あらかじめ否定された上で、教育基本

法が制定されたというふうに考えています。えーと、それから、えーと、もちろん教育長に質問してい

ますから、学校行事以外のことについての答弁は責任が持てませんからそれは結構ですが、ですから、

えー、入学式、卒業式、それから運動会等で来賓や参加者がそれに君が代を歌わないことを、歌えと強

制しないということで、あのー、その指導する範疇にはないから、指導する根拠もないから、強制はし

ないということで受け止めます。それでよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。最後にそのよろし

いかどうかだけ、えーと、これは３回目ですから大丈夫ですかね、お聞きします。えー、郷土を愛す、

ひいては国、えー、んー、国、まぁ郷土を愛す、世界の人々を愛すという誇り、えー誇りある人を育て

る等々ですが、それはもちろん神楽も大切、面白いですし、えー消防団の人は本当に頭が下がります。

それは当然のこととして、しかしその基として、子どもたちにどんな、えー神楽にも入ってない、消防

団にも入っていない、でも私たち一人の住民やまぁ親としても、隣のおばちゃんとしても、どういう範、

姿を示すのかっていうのを私は問いたかったわけですが、私はえー、このような姿を示していきたいと

いうふうに思います。家族を愛し友達や先生や隣のおじいちゃんおばあちゃん、おじちゃんおばちゃん

が好き、このような愛を育む姿を示したい。ふるさとの自然が大好きで大切にしたいというそういう姿

を見せたい。平和を求める姿、また自分の仕事や生き方に誇りを持って生きる姿、排外主義や分断主義

では無い今の時代を国境超えて共に生きる世界の人々とともに連帯を求める姿、そんな姿こそ私達平凡

な人間でも一人ひとり子どもに見せてやることのできる姿だと思います。質問はこれで終わらなくては

なりませんので、以上、あのー私の、私の見せたい姿はいかがでしょうか。それから先程の強制はしな

いということを再度お聞きします。 

○矢立孝彦議長 

 二見教育長。 

○二見吉康教育長 

 はい、あのー学校における様々な行事においての国旗国歌の取り扱いについて、繰り返すようですけ

れども、子どもたちに対する指導の内容と留意点、またそれを指導する先生方についての学習指導要領

で述べられたものでございますので、先程、議員おっしゃったことについては、議員のご理解としてさ

れればいいんじゃないかと私は思います。それから今の議員が子どもたちに見せる大人の姿というのは、

私が言ったのと同じじゃないですか。先ほど。具体的に行ったのが身近な消防団の問題であるとか、い

うんであって、あのー議員もですね、えー基本的な基本教育基本法の目標の中身を言われたのと同じだ

と思います。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

大江議員。 
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○大江厚子議員 

はい、姿として排外主義や分断支配ではない、今の時代を共に生きる人々との国境越えた連帯を求め

る姿を同じということで、えー、そういうふうに受け止めします。次に質問の３です。就学前保育教育

についてお伺いします。えーとこれは他の議員からも質問がありましたのでダブるところがあるとは思

いますが、えーと質問していきます。10 月 30 日に就学前保育教育検討委員会より町へ報告書が提出さ

れました。それを受け、町はどのように検討しましたか。戸河内幼稚園存続あるいは廃止、筒賀保育所

存続に向けての施設老朽化対策について、町、教育委員会の方針を伺います。また幼稚園保育所の現場

職員、正規非正規を問わず、職員は現状の就学前保育教育の現場の実態について、また今後の町の方針

についてどのような意見を持っていますか。また地域、保護者の意見はどうでしょうか。お伺いします。 

○矢立孝彦議長 

児童育成課、園田課長。 

○園田哲也児童育成課長 

はい、えー、就学前保育教育のあり方のご質問についてでございます。えーまず、えー最初の戸河内

幼稚園廃止、筒賀保育所の老朽化対策についてのことですが、午前中の２番議員さんの質問とダブると

ころがあるところでございますが、11 月 19 日総合教育会議において、えー教育委員会、教育委員の方

に、そのあり方について説明をし、戸河内幼稚園のあり方については協議を始めたところです。また筒

賀保育所の老朽化対策については、えー新年度での対応の取り組みを始めているところでございます。

えー続きまして現場の職員への、えーとのご質問でございますが、これまでの検討委員会の詳細報告の

内容についても必要に応じ情報提供を行っているところでございます。えー今後についても保育教育の

あり方、施設の改修内容などについてですね、必要に応じて情報提供、意見を聞くなどして、職員の資

質の向上への取り組み、また施設の円滑な運営を図っていくために、えー努力して参りたいと考えてい

るところでございます。保護者、地域におきましては、今回、あり方検討委員会に保護者代表として各

保育所、幼稚園、子ども園のえー、代表の方に参画を頂いております。えーその委員等を通じてですね、

各保護者の方においても周知して頂いているものと思われるところでございますが、えーその中でこれ

までも保護者会などの説明、意見を聞く場を、要望に応じて設けており、今後も必要に応じて同様の対

応を図り、えー検討につなげていきたいと考えているところでございます。児童育成課からは以上でご

ざいます。 

○矢立孝彦議長 

教育委員会、学校教育課長。 

○長尾航治学校教育課長 

はい、それでは教育委員会分としての答弁を申し上げます。えーまず、本案件につきましては、先ほ

ど児童育成課長からもありましたとおり、総合教育会議を受けまして、教育委員会議でも課題や取り組

みの方向性について、議論をはじめたばかりのところでございます。非常に重要な案件でございますか

ら、教育委員会といたしましても、えー今後の就学前教育について、委員の中でしっかりとした議論を

行った上で、町長の方に話を返すべきというふうに考えております。それから、えーと幼稚園の現場で

の捉えといった部分につきましてでございますが、えー、幼稚園においては家庭教育と集団生活を通し

た幼稚園教育の両輪によって就学前教育がなされているものであり、この部分については誇りを持って

これまでも日々業務にあたっているというふうに職員からは聞き取りをしているところでございます。

えー、しかしながら現状におきまして、集団教育、そういった点では残念ながら次のステップに進んで

いかなくてはならないだろうといった意見、実感としても捉えてるという話を聞いております。以上で

ございます。 

○矢立孝彦議長 

大江議員。 

○大江厚子議員 

 はい、えーと午前中でもありましたが、筒賀保育所の老朽化、施設の老朽化対策は、待ったないとい

うことで、戸河内中学校の天井が剥落したことがありますが、そんなことがないようにぜひ早急に取り

掛かって頂きたい。まぁ来年度予算がつく見通しがあるということで、ぜひ工事も早くやって頂きたい

と思います。戸河内幼稚園については何度も申し上げていますが、このように教育、保育環境に恵まれ、

地域も存続を望む就学前保育教育施設を本当に廃止していいのかというのが、えー私の中には本当にあ

ります。えー実態ですが、戸河内幼稚園は小学校に隣接しています。日常的には朝は小学生と一緒に運

動場を何周も走ります、園児が。休憩時間は小学生が幼稚園訪れてくれます。一緒に遊びます。通園は
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年中からは４歳児かな、からは小学生の集団登校に入って、上級生に見守られながら頑張って歩いてい

きます。年間行事、入園式や卒園式には小学生が参加して歌を歌ってくれ、運動会や学習発表会は合同

で行います。先日は幼稚園の飼っていたウサギが死んでしまって、小学校 1 年生の子どもたちがそのウ

サギに、えーお別れのね、お手紙を書いてくれた。そんなふう、そのように幼稚園と小学校は日常的に

つながり、連携をしています。また環境においては周辺にはプールや町の体育館、ホール、診療所があ

ります。商店街や地域との交流が長年にわたって培われています。廃園の戸河内幼稚園の廃園の理由は

園児の減少と言われていますが、以前戸河内幼稚園は幼稚園型認定こども園に移行という計画が立てら

れたと、立てられていたと聞きます。幼稚園型認定こども園は保育にかける子どもたちのために保育時

間を確保するなど、保育的な機能を備えた施設です。幼稚園の保育時間では預けられなかった子どもた

ちも通うことが可能となります。幼稚園のある保護者は、認定こども園幼稚園の定員をこれ以上増やす

のではなく、聞くところによると、100 名定員にするという事も案もあるそうですが、そうではなくて

幼稚園とバランスよく子供たちが通園できればいいのではないかと言っていました。また認定こども園

の保育士の現状の多忙な状況も改善できるのではないでしょうか。えー、10 年前の話も先ほど議員が、

田島議員が言われましたが、10 年前にあった就学前保育教育あり方検討委員会の報告書を見ました。そ

の中で委員が急激に進む少子化はかなり前から出ており若者定住対策が必要と言ってきた。しかし定住

対策につながるような施策がされないまま、子どもの施設の統廃合へと進んでいく。その前に定住対策

へ視点向けて、向けてもらいたいや、戸河内幼稚園は小学校と一緒になって活動することにより、異年

齢の交流ができている。人数だけで統廃合を決めて欲しくないや保育所は地元に根ざしている、人数が

少ないから他の施設が近くにあるから統合は乱暴ではないか、などの今と全く同じ意見、危惧、動揺が

見られました。この 10 年間は一体何だったのでしょうか。10 年前の統合の際に、もうこれ以上は統合

させない、そのために地域保育者職員と共に全力で地域に施設を残す努力をすると決意すべきだったの

ではないでしょうか。今統廃合ではなく各地域の願いを聞き、保護者の願いを聞き、そして子供たちが

そこで生活しやすい、職員にとっても余裕を持って働くことのできる施設のあり方こそ、検討すべきで

す。戸河内幼稚園はえー町内に幼稚園１か所ですので、幼稚園の教育実習生がよく来られますが、昨年

その教育実習生の 1 人の彼女の大学の先生が来られて、素晴らしい幼稚園だと言われました。これほど

の施設です。地域社会がきちんと成立するためには、学校や幼稚園、保育所、病院、郵便局、商店、ま

たインフラである上下水道等、交通機関等が保証されることが条件です。また防犯や災害時の対応の面

でもより身近な施設に、あっ、地域に施設を残すべき残す努力をすべきと考えます。新築された戸河内

小学校は幼稚園とともにあってこそ生き生きと輝きます。その存在は増します。いったい教育委員、戸

河内小学校評議員は、このようなことに関して十分時間を割け、割いて、協議されているのでしょうか。

この町で生まれ育ち、成長している子ども達、あるいは子供を産み育てているそれらに対して、保育、

教育、医療、行政の責任をどう考えていますか。安心して子どもを育てていくことのできる環境、安心

して親元へ帰って子供を育てたいという若い世代に対して、どう保障していきますか。以上、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、あのー、子ども達のことを含め、子育て世代あるいは出産世代に対してもですね、行政的な手

立てにつきましては、充分配慮していく必要があろうかと思いますし、また、厳しい財政の中ではござ

いますけれども、色々なメニューを今掲げているところでございます。引き続いて、このことについて

は取り組んでまいりたく思います。それと何より若い方々がこの町に住んで頂くという事になると、や

はり働く場の確保が何よりだろうと思って、そういったような観点からも、企業の皆さんにおいで頂く

ような働き掛けをしたり、また我が町におきましては、保健、医療、福祉の領域での、働く場がござい

ますので、そういった方々の育成等にも力を今入れとるところでございます。まぁご質問にありました

ように、前回の幼保のあり方から時間が経過する中で、重ねて施設規模の縮小というような方向性に今

至っておることは、誠に残念だとは思っておるところでございますが、やはり子どもたちを考えたとき

に、えーそれ相応の規模の中で、やはりその年代から社会的な活動の中にですね、おってくれることを

願うということは一つの方向性でもあります。また残念なことではございますけれども、やはり施設の

老朽化等々と重ねて、その施設をどのように今後の改修計画を立てていくかという事につきましても、

各公共施設のあり方、あるいはそれを維持する財政のバランス等々の中で、自ずと幾分かの制約がある

ことはまたご理解頂きたく思っております。冒頭申し上げましたように、やはり子育て世代また出産世
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代は次の時代を担う大きなエネルギーでございますので、行政的には十分な配慮を重ねていきたいと思

っております。 

○矢立孝彦議長 

 児童育成課長。 

○園田哲也児童育成課長 

 はい、先ほど、今町長の方が答弁されましたが、補足といたしまして、えー、子ども達を生み育てる

責任という事でございますが、えー児童福祉法におきましては、児童を心身共に育成することについて、

保護者が第一義的な責任を負うとされております。えー町におきましては、その保護者と共に育成する

責任を負うとされておるところでございます。えー、この、えー、法の趣旨等も考えるところではござ

いますが、町ではですね、えー先ほど町長も申しましたように多くの施策により児童の健全育成を行う

べく、保育、教育をはじめ取り組みを行ってきたところでございます。えー今後におきましても、平成

32 年度からの計画である、第２期子ども子育て支援事業計画策定に向け準備を現在行っているところで

ございまして、今後も子どもの最善の利益を確保し、健やかな育ちや、えー地域社会全体で支援してい

く環境づくりについて引き続き推進して参る考えでございます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 大江議員。 

○大江厚子議員 

 えーと戸河内幼稚園は人数が少ないからですが、今の状況は先ほども言いましたように、その施設の

あり方を変えれば、戸河内、認定こども園とごうちと分散させれば数は、あのーいつかシミュレーショ

ンもして頂きましたけれども、15、6 人にはなります。そこもあわせて考えて頂きたいというふうに思

っています。時間があと７分、６分くらいになってしまったので、加計学園とＪＯＣＡとの事業につい

ての質問がほぼできない状況なんですが、えーと加計学園共同、えー、との共同研究事業について、今

年度で、えー、まぁ取り組みが終わって次年度から商業化に向けてということですが、えーと今、現状、

漁業の世界は、えー低価格化それから、えー、あのー嗜好の変化で、えー、市場が縮小しているという

ふうに言われてますが、その中であえて、この事業を商業化し、継続発展させていくのかということを

お聞きします。それから、えーと、それから海外協力協会についてはこの３年間で、２億 2,400 万円、

まぁ国の補助金もあわせてですが、出ています。来年度その次と運営費で 1,300 万円、900 万円と多額

な、えーと補助金が出ていますが、えーここにあのー収支計画とかも書いてあります。えー管理者が必

要、看護師が必要、作業療法士が必要等々書いてありますが、本当にこれだけの人材を確保し、さらに

障がい者Ａ20 名、Ｂ９名だったかな、ともかくそういうことを全部クリアできるのかっていうことが本

当にあのーむしろ心配です。その２点について質問します。 

○矢立孝彦議長 

企画課、二見課長。  

○二見重幸企画課長 

はい、えー、まず加計学園との共同研究の関係でございますが、こちらにつきましては、あのー議員

おっしゃられたように、あのー魚の消費が減っていると言う見方の一方で、えー昨日も申し上げました

ように、あの海洋資源の保全の考え方から、えーと養殖というのが盛んになっているという見方もござ

いまして、で、あのーそちらの方向で努力している企業もたくさんございます。そういったところとの

連携を今回の、えー共同研究によるデータなりビジネスプランなりを持って企業参入等を図って参りた

いという考えでございます。それからＪＯＣＡの関係でございますが、こちらについても現在、計画を

進めておりまして、えー海外青年協力、青年海外協力協会のほうもスタッフ等の募集等も行っておりま

して、現在集めておる努力をしておるところでございます。あのー、えー計画をえーと 1 年目からすぐ

そういう形になるということではなく、徐々にその、えー施設の運営を充実させていくということにな

ってくると思いますので、数年かけては完成系と言いますか、あのー充実した施設運営の体制をとって

いくということになろうかと思います。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

大江議員。簡潔に。 

○大江厚子議員 

漁業関係者は、その、えーと生業の存続をかけてね、あのー養殖産業に進出していく。しかもその養

殖に関しては大企業が進出する、あのー道を今回の漁業法の改正で改定で、あの開きましたよね。そう

いう事情がある上で、改めて新規で事業をやっていくべきなのか、しかも町がバックアップをしてって
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いう、本当に危惧します。それから加計学園に関しては加計幸太郎理事長は 10 月 7 日に記者会見を行

いました。愛知県県知事や説明責任を求める議会の全員一致で要請されたと思われます。しかしその記

者会見でも疑惑は晴れずじまいです。また 12 月５日獣医学部の図書費への補助金をめぐり住民らのグ

ループが加計学園理事長を告発しています。このような状況で今回、今後も信頼を持って共同事業を進

めるのですか。先程の、成り立つのかとも含めて、最後の答弁をお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 あのー陸上養殖について、非常に事業化はハードルの高い事業だという認識はもともと町長も持って

おられて、要は可能性のことでございます。２年で共同研究が終わりましたので、町といたしまして、

町内で事業とか雇用ができるような体制ができるかどうか、それに民間がのってくるのかどうかという

のを慎重に判断しながら事業を進めて参りたいというふうに思っております。で、後段のあのー部分に

ついて、あのー加計学園と協定を結んでおりますんで、まぁ理事長のこととは別に事業を進めてまいり

ますんでよろしくお願いします。 

○矢立孝彦議長 

１分ある。いいですか。 

○大江厚子議員 

いいです。 

○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。10分程度トイレ休憩をとります。 

             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、一般質問を続けます。７番、佐々木道則議員。 

○佐々木道則議員 

 えー、７番の佐々木道則でございます。えー本定例会の一般質問もですね、私の質問をもって終わり

でございます。えー最後の質問を務めさせていただくという事でちょっと緊張はしてないんですが、ま

ぁうまいこといくかどうかちょっと不安もあるんですが、執行部の皆さんには、２日間にわたり、えー

一般質問対応で、えーお疲れのこととは思いますが、最後までよろしくお願いをいたします。えー、私

は本定例会においてですね、質問事項として、新年度の予算編成方針、また森林環境税についての２題

を通告をさせて頂いております。ので順次お尋ねをしたいと思いますが、えーここであのー申し訳ござ

いませんが、まずえー、最初にですね、森林環境税についてをお尋ねをさせて頂きまして、その後、新

年度のですね予算等の展望を明らかにして頂きたい、して本定例会の一般質問の締めくくりをしたいと

考えておりますので、えー通告をしております順番をですね入れ替えさせて頂きたいと思いますので、

よろしくお願いをいたします。えーそれではまず最初に、森林環境税についてお尋ねをいたします。ま

ずあのー最初にこの税につきましては、えー来年の通常国会で法案として提出をされ、えー創設をされ

ますので、それまでには一応仮称という事になっておりますので、その呼称で呼びますのでよろしくお

願いをいたします。本町の森林面積は 30,209 ヘクタール、内国有林が、2,104 ヘクタール、民有林が

28,105 ヘクタールと町有面積の約９割を山林が占めております。また民有林のうち人工林面積は

13,970 ヘクタールと森林の約 50 パーセントを人工林が占めており、森林資源の豊富な地域でございま

す。平成 27 年 2015 年度の農林業センサス、これは、えー、ご存じのように５年に一度発行しますので、

直近は、二千、ごめんなさい、平成 27 年 2015 年度分になりますが、この農林業センサスによりますと、

林家数は 939 戸となっており、その林家が保有している保有面積は１から 10 ヘクタール未満の林家が

749 戸と約８割を占めており、小規模経営の林家が多いことがわかります。林道、作業道等の整備が不

十分で、効率的な生産ができないことと合わせて、国産木材の市場価格は長期的な低迷状態にあり、林

業経営が厳しい状況が続いており、施業の低コスト化と後継者育成が課題となっております。森林所有

者の森林保全、林業振興への改新や、理解を高め、森林資源の活用促進を図るとともに集約的な施業、

木材生産の効率に向けた条件整備を取り組む必要があります。町としてこのことに取り組むには、財源

が必要でございます。森林を守るための財源の確保については、国の動きに先んじて、地方団体から声

が上がり、特に平成 18 年度以降は多くの森林が所在する市町村を中心に結成をされました全国森林環

境税創設促進連盟及び全国森林環境税創設促進議員連盟により森林環境税の創設に向けた運動が展開を
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されてきました。当町の小坂町長はこの運動に全国森林環境税促進連盟の理事として、また安芸太田町

議会は全国森林環境税創設促進議員連盟に入会をして、森林環境税創設に精力的に活動された結果、平

成 30 年度税制改革の大綱において、森林環境税（仮称）、森林環境譲与税（仮称）の創設が明記され、

平成 31 年度税制改正において、森林環境税（仮称）、森林環境譲与税(仮称)が創設されることとなり

ました。これにより森林整備保全に向け、森林整備のために恒久的な安定財源が確保されることとなり、

これまでの活動に心より敬意を表するものでございます。ご案内のように森林環境税は国税として税を

納税する森林環境税（仮称）で、徴収された税を森林等の整備に使われる森林環境譲与税という２つの

税から構成をされております。森林環境税（仮称）は個人住民税の均等割の運用を活用し、国税として

一人年額 1,000 円を上乗せされ、町より徴収をされます。徴収時期は東日本大震災を教訓として、各地

方団体が行う防災対策のための住民税均等割の税率引き上げが平成 35 年まで行われること、また平成

31年10月に予定をされております消費税の引き上げ等を考慮して平成で36年度より課税されることと

なります。森林環境譲与税（仮称）は森林現場の課題に早急に対応する為、課税に先行して、平成 31

年度より譲与されます。譲与された森林環境税（仮称）は、徴収された税を森林等の整備に使われる森

林環境譲与税（仮称）という２つの税でございますが、譲与された用途はこれまでの様々な課題により

手入れができていなかった森林における間伐、路網等の森林整備や、これを行うための意向調査、境界

確定、森林整備を担う人材育成を担い手確保等の取り組みの準備にあたらなければならないとされてお

ります。このことを踏まえて、まずお聞きをいたしますが、森林環境譲与税（仮称）は平成 31 年度開

始時及びその後満額時では、安芸太田町に譲与される額はどのくらいになるのかお答えをください。ま

た、本町おいては間伐、人材育成、担い手確保が大きな課題と私は考えておりますが、町として配分さ

れた森林環境譲与税を活用した林業振興策はどのように考えておられるのか、まずお尋ねをいたします。 

○矢立孝彦議長 

 産業振興課、瀬川課長。 

○瀬川善博産業振興課長 

 はい、ご質問頂きましたまず１点目の平成 31 年度の開始時、またその後満額時のどれくらいになる

かという質問でございますが、えー、森林環境税は国税としてですね、平成 36 年度から、えー個人、

えー住民税に対しまして、えー課税対象者から一律に均等割の増額によって森林環境税分を上乗せしま

して年間 600 億円程度の森林整備等に関する、要する財源を確保するものでございます。その税収を財

源に先行して森林環境譲与税として平成 31 年度から国から県、市町へ交付されるものとなっておりま

す。えー平成 31 年度の開始時については、森林環境譲与税は市町村の私有林人工林面積分として 10 分

の５、林業就業者数として 10 分の２、人口割として 10 分の３の算定基準で按分して交付されるものと

なっております。本町では初年度となる平成 31 年度の交付額は 1,860 万円、その後、段階的に増額し

まして、満額時となる平成 45 年度には 6,200 万円が交付される見込みとなっております。その森林環

境譲与税を活用した林業振興策についての質問でございますが、森林環境税、森林環境譲与税の使途と

しましては、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備に、森林整備及

びその促進に関する費用とされております。その使途の具体的な対象内容については、今後において国

からガイドラインとして公表されるものとなっております。そのガイドラインや県、他市町の動向を踏

まえ、また森林組合等の林業事業体との関係機関と連携を持って平成 31 年度においては森林環境譲与

税導入による使途の方向性、また本町の林業振興における様々な課題を抽出しまして、検討を行いなが

ら若い世代が森林、林業に興味を持ち、林業従事者としての林業を学べる教育学習環境の整備や森林を

適正に管理できる担い手の確保を目指し、生産性だけでなく地域への定着性なども重視し、伐採から出

荷まで自ら行う自伐林家等への支援など林業振興の基本的な事業計画の策定に取り組み林業施策を推進

していきたいと考えております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木道則議員。 

○佐々木道則議員 

 えーただ今あのー産業振興課長の方よりご答弁を頂きましたことをもとに、ちょっと再質問をしてみ

たいと思います。えーただ今あのーご答弁頂きましたように森林環境譲与税は31年度の交付額が1,860

万円。その後、段階的に増額されまして満額時、平成 45 年だったですかね、には 6,200 万円という額

が交付される見込みとのことでございました。かなりの額が交付されることになると思います。安芸太

田町の当初予算で林業振興費いくら組まれているかご存じでしょうか。28 年度が 4,337 万５千円、29

年が4,437万５千円、30年度当初予算に至っては林業振興費の歳出予定は3,001万３千円ですよ。で、
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森林環境譲与税の満額交付時には6,200万円、30年度の林業振興費予算の２倍の譲与税の交付が予定さ

れることとなるわけですが、この税を使った町の林業振興策については本当に町の真価が問われるとき

だと思います。ただ今の答弁で林業新施策については林業を学べる学習環境の整備とか担い手確保、自

伐林業等への支援とかという取り組むとの答弁でございましたが、この税を使った町の林業振興策につ

いては今以上本気で取り組んでいく姿勢、林業施策に対する先ほども申しましたが、町の真価が大きく

問われることとなります。国においては平成 30 年５月 25 日、新たな法律である森林経営管理法が可決

をされ成立をしております。この法律は平成 31 年４月１日に施行され、新たな森林管理システムがス

タートします。この法律は経営管理が行われていない森林について、町が仲介役となり森林所有者と林

業システムを構築し、担い手を探しだし、林業経営に適した森林は意欲と能力のある林業経営者に委託

し、林業経営に適しない森林については、町が自ら管理をする内容となっています。そこで１点目の質

問でございますが、平成 31 年度に向けて現在の町の取り組み状況についてお尋ねをします。２点目と

して現在の広島の森づくり事業との関連でございます。この広島の森づくり事業は森林を県民共有の財

産として守り育て、次の世代に引き継いでいくため、平成 19 年４月より県民一人当たり 500 円の県民

税を徴収し、この税を財源として広島の森づくり事業として実施をされている施策でございます。制度

創設時は平成 23 年までの５箇年を課税対象としておられましたが、平成 24 年度から 28 年度までの第

２期を経て、現在第３期として平成 33 年度まで延長されることが平成 29 年２月の県議会において決定

をされております。当町でも当制度により平成 25 年から 29 年度の広島の森づくりを利用して、これは

間伐だけの実績でございますが、年平均交付額が約２千万円、計１億１千万円の補助金、交付金が交付

をされ、25 年から 29 年度の間伐実績が約 350 ヘクタールの間伐が実施をされております。この間伐事

業は環境貢献林整備事業として実施をされております。この事業は 15 年以上手入れがされてない森林

が対象となります。環境税の具体的な内容については今後公表されるとのことでございましたが、森林

環境税においても間伐事業が対象となるようでございます。広島の森づくり事業の間伐と、森林環境税

を利用した間伐で、今後当町の事業量の増は想定をされております。事業面積の確保等、広島の森づく

り事業とのすみわけはどのようにされるのかお尋ねをいたします。３点目、専門職員の配置計画につい

てお尋ねをします。森林環境譲与税が 31 年４月より開始され、合わせて森林経営管理法が同じく施行

されることに伴い、経営管理意向調査や集積計画作成事務などの業務が求められて参ります。森林環境

譲与税の事業推進は、かなりの業務煩雑になることは予想はされます。先ほどの広島の森づくり事業と

の併任業務は困難ではないでしょうか。今回の森林環境譲与税の中で市町の体制支援として活用可能な

措置例として地域林政アドバイザーの活用が認められることが計画をされております。この制度は経営

管理意向調査や集積計画の作成の事務などに従事して頂ける方を行う際は、森林環境譲与税で対応でき

るとされております。また県外の市町においては地域林政アドバイザーの活用をされているところがあ

るとのことでございますので、調査研究をされていわゆる専門職員の配置を当町に計画をされる予定が

あるかどうか、お尋ね、以上３点お尋ねをいたします。 

○矢立孝彦議長 

 産業振興課長。 

○瀬川善博産業振興課長 

 はい、えー、ご質問頂きましたまず１点目のあのー、平成 31 年度の開始に向けての現在の取り組み

状況についてお答えさせて頂きます。今現在あのー来年４月１日から施行されます森林経営管理制度並

びに森林環境譲与税の導入に向けてですね、えー譲与税の使途に関する方向性やまた森林経営管理制度

実務上の課題抽出また対策、また、えー市町において行う事となります森林の経営管理に関する意向調

査の方法等について県また近隣市町、関係機関と今定期的に意見交換等を行っております。えー今後に

おいても県市町の役割分担また県からの支援策等も整理したうえで、えー新年度から円滑に開始できる

よう着実に準備を今進めているところでございます。えー、２点目の現在の広島の森づくり事業税との

重複についてでございますが、これは広島県においては平成 19 年度から広島の森づくり県民税を財源

として、えー広島の森づくり事業に取り組み、えー手入れの行き届かない森林を整備するなどに取り組

む市町の財源を確保して頂いております。平成 31 年度からは森林環境譲与税の導入に伴い、森林環境

譲与税の趣旨、広島の森づくりの県民税の趣旨を踏まえた上で、これら２つの税の使途については重複

での活用することの無いよう、今現在整理、すみわけを行う事とされております。これまで広島の森づ

くり事業では整備ができなかった森林や木材利用等について、森林環境譲与税を活用する必要があるも

のと考えております。森林環境譲与税の導入が本町の森林整備、人材育成、担い手の確保、木材利用の

促進等に向けた財源として、一層充実させるものとして認識しており、有効に活用できるよう整理して
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いきたいと考えております。３つ目の専門職員の配置のことについてでございますが、来年の４月１日

から施行されます森林経営管理制度によって、森林所有者に対し、森林整備の意向調査を行い、また、

高齢、後継者不在などの事情で担い手がおらず、放置されているスギやヒノキなどの人工林を公的に管

理する制度として創設されます。森林の管理を市町村がいったん引き受け意欲のある林業経営者に貸し

出して集約を進め、また市町村の仲介で林業経営者に貸し出すのを基本に、伐採効率など条件が悪く貸

し出しが見つからない場合には市町村が無償で借り受けて森林整備を行うなど、新たな森林経営管理制

度に対応して着実に行えるよう森林、林業に関する専門的かつ高度な知識及び技術の習得に努め、林道

従事者また地域おこし協力隊員制度、そして地域林政アドバイザーなどの活用などを検討を行いながら

人材の育成を踏まえた町の体制整備の充実を行っ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 

 佐々木道則議員。 

○佐々木道則議員 

 えー、この項については、最後の質問になろうかと思いますが、えー小坂町長は、先ほども言いまし

たように森林環境税の導入に、えー全国森林環境税促進連盟の理事として、この税の創設にご尽力を頂

いたわけでございますが、今後この税は恒久的に交付されます。この税を持ってどんな、先ほど縷々説

明がございましたが、町長としてまた新たなお考え、林業振興に取り組まれるお考えがあればお聞かせ

頂きたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 はい、あのー、森林環境税がこのような形で具体化されるという事で、当初我々が要望してきたこと

とちょっと制限されとるところもあるところではございますが、新たにこのような財源が私達地域のこ

のいわゆる山へ投下されることになると、それに見合う施業量、また施業に携わる方々の確保が大きな

課題になると思っております。そういった意味におきまして、やはり今若い方々が取り組んで頂いてお

る自伐林業、あるいは加計高校の方にも林業を学ぶようなコースを設立をということで、寮の整備をし

ようとその取り組みをしとる所でございます。それと合わせてさらに、地域おこし協力隊等と若い方々

がという期待感が多くあります。まぁ新しい定住策の１つになるのではと大変うれしく思っておるとこ

ろでございますし、また既存の林業施業者の方々にはですね、今一度やはり体制の整備をしていただい

て、より効率的なまた搬出コストを下げるような取り組みをですね、この際、こういった財源を持って

取り組んで頂きたく思います。やはり市場価格が上がらないことには最終的なランニングは難しいと思

いますが、そこにつながる要素もですね、外材の輸入にかなりの制限がかかりつつある情報もあるとこ

ろでございますので、そういった過渡期をこの財源を持って取り組みをし、もう一度山がよみがえるよ

うな取り組みをしたく思っておるところでございます。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木道則議員。 

○佐々木道則議員 

 森林環境税について、町長及びあのー担当課長よりご答弁を頂いたわけでございますが、えー先ほど

来あるように詳細については改めて国からガイドラインが提示されるというようでございます。しっか

りとした計画のもとで取り組んで頂きたい。先ほど来申しますように、この税は恒久的に交付されます。

この税により森林整備に町の安定的な財源が確保されることは、様々な森林の公益的機能の発揮を通じ

て、地域住民の安全安心の確保につながるとともに、地域の安定的な雇用の創出など、地域の活性化に

大きく寄与するものと考えております。またこの税の使途については新たな負担を町民まぁ国民私達で

すが、受けるものです。えー、計画でいけば先ほど言いましたように、税が 1,000 円、県民税が 500 円、

要は36年からですかね、５年後ですから、1,500円の税を納めて、いわゆる森林を守っていこうという

事でございますので、その成果の公表は毎年度町において町民に公表し、税の使途について説明をして

頂く義務もございます。繰り返しますが、この税を使った地域及び林業振興策は町の真価が問われます

し、あわせて他の町の模範となるような取り組みをしっかりとして頂きたいことを申し添えておきます。

このことにつきましては、再度また機会を見てえーご質問をしたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。それではこの項を終わりまして、続いて２題目でございます。新年度の予算編成方針

についてお尋ねをいたします。この種の質問は本年３回の、３回目の定例会において、私が同様な質問

をさせて頂きましたが、議会初日にですね、町長より新年度予算編成方針について説明があり、その後
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私が新年度予算編成方針についての一般質問を行いました。予算編成方針の説明を聞いた後の質問とな

りましたので、ちょっと私として的をえていなかったかなとじくじたる思いがございましたので、新年

度に向けての展望を少し明らかにして頂きたい考え、今回は予算編成前に新年度予算編成方針の考えを

お聞かせ頂くために、この質問をさせて頂くこととしました。今年もあと３週間余りで終わります。で、

町においては今予算編成時期でございます。お聞きしましたところ、現在新年度の新規事業のヒアリン

グが終わったという事で、まだ予算としての規模、予算の骨格については確定をされている状況ではな

いと思いますが、町長が就任されてからも予算編成にのぞむ基本方針として、事務事業評価を行い各事

業の見直しを行い、前年度の踏襲でなく、必要なものを根本から積み上げるゼロベース予算、重点施策

での優先的予算配分を基本とした予算編成をするとの、されており、この考えは現在も変わっておられ

ないことと推察をいたします。そのことを踏まえて次の２点についてお尋ねをいたします。１点目とし

て、えー新年度予算編成方針の町の考え方、重点施策についてお聞きをします。30 年度においては、予

算編成基本方針として、１ 安芸太田町の未来を紡ぐ施策の展開として新たな経済活動を育み、地域の

活力を引き出し、役割を担い、人、モノ、金、情報を地域に呼び込むよう、この拡大を図るとして地域

商社の立ち上げ、安芸太田町、町（ちょう）、ごめんなさい町（まち）ですね、ひと・しごと創生総合

戦略のスピードを上げて、精力的に取り組む年としての位置づけ、２番目として行財政改革の更なる推

進として第２次安芸太田町行財政改革大綱、長期財政運営方針に掲げる取り組みや目標、諸課題の対応

方針を踏まえて、事業の見直しや予算規模の適正化に取り組まれるとして、平成 30 年度の一般会計当

初予算においては 73 億１千万、前年度比 8.2 パーセント減で予算編成をされております。その中で歳

入の中身を見ますと、歳入額に占める自主財源は３割にも満たず、大部分が地方交付税を主なものとし

た依存財源で不足分については財政調整基金から５億円弱の取り崩す計画により、平成 30 年度の予算

が組まれております。新年度においても自主財源の大幅な増加は見込まれず、依存財源についても地方

交付税の合併算定替えの段階的減縮が進み、歳入財源の確保が難しくなり、30 年に引き続き、財政調整

基金からの取り崩しが想定をされます。その中で新年度予算編成において安芸太田町の将来像である、

「豊かさあふれ つながり広がる安芸太田 ほどほど便利 とびきり幸せ 笑顔かがやく里山のまち」

の実現を目指してどのような方針で新年度予算編成にのぞまれるかを伺います。また第２次安芸太田町

長期総合計画、安芸太田町まち・ひと・しごと創生総合戦略と、計画に沿って継続されている事業がほ

とんどでございますが、他にやらなければならないという新しい事業に取り組むための重点事業、また

平成 30 年度予算に対して、施策等大きく変わる点があれば、あるかどうかをまずお尋ねをいたします。 

○矢立孝彦議長 

 総務課、財政管財担当、河越主幹。 

○河越慶介総務課主幹 

 はい、えー新年度予算の編成方針についてご質問を頂きましたので、総務課、財政管財担当からご回

答申し上げます。新年度の予算編成でございますけれども、今回方針策定の作業を手掛けるに当たりま

して、私どもがまず行いましたのが、安芸太田町の現状にあって、優先的に何に取り組むべきか、この

点を改めて問い直すことでございました。この場にいる皆さん誰しもですね、一度は耳にされてると思

いますけれども、一歩地域に出ますと、住民の方々から過疎、高齢化が進んで、コミュニティ活動の継

続が難しくなっているであるとか、町内の事業者が衰退して雇用の場やビジネスチャンスが少ないであ

るとか、出生児童数がえー減少して地元高校の存続に危機感を感じる。こういった声を様々な場面で聞

きます。このまま人口の減少が続きますと、安芸太田町そして地域の存続が危うくなるということを住

民の皆さんも肌で感じ取られているという事だと思います。こうした声を踏まえますと私たちが将来も

この地で生活や経済活動を続けていくためには、地域の定住人口を増やして、またさらなる高齢化社会

を迎えても安心して生活を送ることができる仕組みづくりを進めることが何よりも重要ではないかと、

そのように考えております。そのため来年度の町の予算編成を行う上での基本テーマとしまして、持続

可能な町づくりに取り組むことを掲げまして、これにぶら下がるような形でいくつか重点取り組み項目

を設定させて頂いております。重点取り組みの１つは、地域づくりでございます。更なる高齢化や人口

減少が進んでも地域活動が続けられるよう、コミュニティ組織の枠組みを見直したり、地域拠点を整備

したり、公共交通体系の再編を進めたりというふうに考えております。２点目は人づくりでございます。

子どもは地域の宝です。この地で安心して子育て、教育ができるよう引き続き幼児教育から高校まで一

貫した環境整備に取り組みたいというふうに考えております。３点目は仕事づくりでございます。昨年

から重点取り組みに位置付けておりますけれども、地域への移住、定住策の要でもあるというふうに考

えておりますので、住民所得水準の向上に向けて商工業、農業、林業、各分野で支援を強化して参りた
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いというふうに考えております。４点目は安心安全な町づくりです。７月の豪雨災害では本県は未曾有

の惨事に見舞われました。幸い本町では大きな被害はございませんでしたが、次は当事者となるかもし

れません。最悪の事態を想定して対策を講じて参りたいというふうに考えております。平成 31 年度で

は、以上４項目の重点取り組みに紐づく事業に対しまして、重点的に予算を配分して参りたいというふ

うに考えております。次に 30 年度の予算編成方針との相違点でございますけれども、まず結論から申

し上げますと 30 年度も 31 年度も町の長期総合計画やまち・ひと・しごと創生総合戦略の目標達成に向

けて、予算の重点化を図り、あわせて財政の引き締めを行うという点では基本部分は変わっておりませ

ん。しいて申し上げますと、来年度は平成 27 年度からスタートしました第２次長期総合計画の前期基

本計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の最終年にあたりまして、これまで手掛けてまいりました

取り組みにおいて成果の結実が求められる大変重要な年にあたりますので、そうした意味では今年度以

上に成果指標を意識した事業展開が求められ、予算編成においてもこうした動きと連動していく必要が

あろうというふうに考えております。財政担当としましては各政策を計画的に沿って、えー着実に実行

できるよう、これまで以上に予算の重点化を進め、事業課をバックアップしていきたいというふうに考

えております。また先ほどご質問の中でも触れていただきましたけれども、町財政を取り巻く環境は国

からの交付税の縮減等により一層厳しいものとなっております。えー昨年一昨年とは状況は大きく異な

っており、財政の健全化に向けて早急な対応が求められる局面を迎えておりますので、歳出予算の圧縮

に向けてですね、これまで以上に踏み込んだ、えー対応を行う事としております。その他細かな点でご

ざいますけれども、来年度は年度中途におきまして、消費税の引き上げが予定されておりますので、現

場に混乱が生じないよう、えー業務への影響を詳細に把握するなど準備を進めたいというふうに考えて

おります。また消費税増税に伴います景気への影響も懸念されているところでございますが、この点に

つきましては政府が進めます対策事業のですね動向等を注視しながら町に求められる役割があれば必要

な対応をしてまいりたいというふうに考えております。財政担当からは以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木道則議員。 

○佐々木道則議員 

 えーただ今財政担当の方からご答弁をいただきました。あのーちょっと 100 パーセントちょっと速記、

私速記の技術持ってないんで、えーよう書いてないんですが、あのーおそらくまぁ例年方針を資料を配

布されると思いますんで、ぜひそれを見てですね、また改めて考えたいと思います。えー、でですね、

えー、これ今度は町長への方のご質問でございます。えー先ほど来ありましたように第２次長期総合計

画が５年目にあたり、前期の目標達成に向け、また 28 年度より実施されてる安芸太田町まち・ひと・

しごと創生総合戦略計画が残り２年を迎えることにより、事業が大きく展開をされる重要な新年度は

１年になろうかと考えております。来年度の展望を少しでも明らかにしていただき、この一般質問を締

めくくりたいと思いますので、町長より改めてどのようなお考えで新年度予算にのぞまれるかを再度お

聞きをいたします。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 失礼しました。はい、あのー、先ほど財政の方より基本的な捉え方につきましてご説明させて頂いた

ところではございますが、やはり長いスパンで考えたときに、長期総合計画の前半の最後の年になると

いう事で下半期に向けての計画をですね再度見直すこととあわせて確かなものにする必要がある年と捉

えております。そうした中、合併算定替え等と財源を考えたときに大変厳しい予算を組まざるを得ない

状況にあります。そうした中でやはり、えー、継続あるいは持続というような切り口でやはり将来に向

けての基本を先ほど申しますように下半期の５年間の中にはどうしても入れ込む必要があろうかと思い

ます。そういった意味におきましては、ある意味厳しい表現になろうかと思いますけども、かねてから

取り組んでおります公共施設のあり方等の検討も含めてですね、大きな判断をする年になろうかと思い

ます。まぁその事実を 31 年度に全て取り組むのでないです、方向性を定める大きな年になるという事

をまずご理解頂きたいと思います。そしてやはり今取り組んでおります長期総合計画の具体的な施策と

してのまち・ひと・しごとにつきましても、やはりもう少しこう町民の皆さんにその成果の実感が伝わ

るように、えー、今朝方 10 番議員からもご質問頂いたんですがね、十分な情報が伝わっとらんという

ような事を含めて、やはり取り組んどることを正確に早く伝えて、一緒に取り組んで頂き、また共に成

果を享受するような取り組みをですね、やはりルール化と言えば言葉が大きいんですけど、観点として
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の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。やはり人口の減少が一番のことで大きな課

題としておるところでございます。そういった人口減少することにあわせて何もかも規模を縮小するん

だったら、このマイナスのスパイラルに入っていくという思いをですね、断ち切りながら、断ち切るで

なくて、どっかで次のステップに行くように、先ほどご質問いただきました森林環境税等々も大きなス

テップでございますし、取り組んでおりますまち・ひと・しごとも大きなステップでございます。そこ

らを実現する上では、何よりもやはり、えー町民の皆さんとの目的を一緒にした協働の取り組みが必要

だろうと思っているところでございます。とりとめのないとこで今推移しているところでございますが、

かなり厳しい予算を組まざるを得ないのが 31 年度になろうと思いますし、このことを町民の皆さんと

一緒に共有するのには新たに取り組む事業についてのご理解を賜る取り組みが何よりだろうと思ってい

るところでございます。まぁ以上とさせてください。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木道則議員。 

○佐々木道則議員 

 えー、まぁ、あのーただ今の町長より新年度予算の町長のお考えという事でお聞きをしましたが、ま

ぁ先ほどの財政担当の方もありましたように、かなり財政的には厳しい年が向かってくるというような

受け止めをさせて頂いております。まぁあのー今回はですね、新年度予算を編成される、編成するにあ

たり、編成方針ついてのみお聞きをさせて頂きました。予算の中身はまだ予算が決まってないんで、お

聞きすることはできませんが、中身については３月の定例でまた再度お聞きをさせて頂きたいと思いま

す。先ほど来も言いましたようにぜひ安芸太田町の将来像である「豊かさあふれ つながりの広がる安

芸太田町 ほどほど便利 とびきり幸せ 笑顔かがやく里山のまち」につながる予算編成となることを

要望しておきます。新年度予算が上程されます３月の定例会、予算委員会を楽しみにしております。以

上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○矢立孝彦議長 

 えー通告による一般質問は全部終了しました。これで一般質問を終わります。以上で本日の日程は全

部終了しました。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３時３０分散会 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


