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平成３１年 第２回 安芸太田町議会定例会会議録 
  平成３１年３月４日 

 

 招集年月日   平 成 ３１ 年 ３ 月 ４ 日 

 招集の場所   安芸太田町議会議事堂 

 開閉会日 

及び宣告 

開 会 平成３１年３月４日 午前１０時００分 議 長 矢立 孝彦 

閉 会 平成３１年３月 日 午後  時  分 議 長 矢立 孝彦 

応（不応)招議員 

及び出席並びに

欠席議員 

 凡例 

 ○ 出席 

 △ 欠席 

 × 不応招 

 △公  

公務欠席 

議 席 

番 号 
氏       名 

出席等

の 別 

議 席 

番 号 
氏       名 

出席等

の 別 

1 大 江 厚 子 ○ ７ 佐々木 道則 ○ 

2 田 島   清 ○ ８  田 伸 一 ○ 

3 平 岡 昭 洋 ○ ９ 佐々木美知夫 ○ 

4 冨 永   豊 ○ 10 吉 見   茂 ○ 

5 末 田 健 治 ○ 11 中 本 正  ○ 

6 津 田   宏 ○ 12 矢 立 孝 彦 ○ 

会議録署名議員 11 番 中 本 正 廣 １番 大 江 厚 子 

職務のため議場に

出席した者の職氏名 
事務局長 伊藤 真由美 書 記 佐々木  裕子 

 

 

地方自治法第 121

条により説明のた

め出席した者の職

氏名 

町   長 小 坂 眞 治 教  育  長  二 見 吉 康 

副 町 長 小 島 俊 二 学校教育課長 長 尾 航 治 

総 務 課 長 栗 栖 一 正  生涯学習課長 上 田   隆 

総 務 課 主 幹 河 越 慶 介 
福祉事務所長兼

福祉課長 
伊 賀 真 一 

会 計 管 理 者 

（会 計 課 長） 
倉 田 美 保 子 健康づくり課長 栗 栖 浩 司 

加 計 支 所 長 
兼加計支所住民生活課長 児 玉  斉 

安芸太田病院 

事務長 
菅 田 裕 二 

筒 賀 支 所 長 
兼筒賀支所住民生活課長 梅 田 幹 二 ― ― 

地域商社あきお

おた事業本部長 
武 藤 克 巳 ― ― 

企 画 課 長 二 見 重 幸 ― ― 

地域づくり課長 栗 栖 修 司 ― ― 

建 設 課 長 田 中 啓 二 ― ― 

産業振興課長 瀬 川 善 博 ― ― 

商工観光課長 片 山 豊 和 ― ― 

税 務 課 長 小笠原 敏子 ― ― 

住民生活課長 上 手 佳 也 ― ― 

 児童育成課長 園 田 哲 也 ― ― 

 衛生対策室長 田 中 博 敏 ― ― 

議事日程  別紙のとおり 

会議に付した事件  別紙のとおり 

会議の経過  別紙のとおり 
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会議に付した事件                      平成３１年３月４日  

 諸般の報告  

 行政報告 

 会議録署名議員の指名 

 会期の決定 

 安芸太田町人権擁護委員候補者の推薦に対する意見について 

議案第23号 財産の無償譲渡について 

議案第24号 安芸太田町職員の給与に関する条例の一部改正について 

議案第25号 安芸太田町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改

正について 

議案第26号 安芸太田町長期総合計画審議会条例の一部改正について 

議案第27号 安芸太田町国民健康保険税条例の一部改正について 

議案第28号 安芸太田町重度心身障害者医療費支給条例の一部改正について 

議案第29号 安芸太田町中小企業振興条例の一部改正について 

議案第30号 安芸太田町道路占用料徴収条例の一部改正について 

議案第31号 安芸太田町営住宅条例及び安芸太田町単独住宅条例の一部改正について 

議案第32号 安芸太田町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

議案第33号 安芸太田町龍頭ハウス条例の廃止について 

議案第34号 安芸太田町立安芸太田中学校寄宿舎居住費徴収条例の廃止について 

議案第35号 平成30年度安芸太田町一般会計補正予算（第８号） 

議案第36号 平成30年度安芸太田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

議案第37号 平成30年度安芸太田町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第38号 平成30年度安芸太田町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第39号 平成30年度安芸太田町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第40号 
平成30年度安芸太田町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算

（第１号） 

議案第41号 平成30年度安芸太田町筒賀財産区特別会計補正予算（第２号） 
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 平成31年度施政方針 

議案第42号 平成31年度安芸太田町一般会計予算 

議案第43号 平成31年度安芸太田町国民健康保険事業特別会計予算 

議案第44号 平成31年度安芸太田町後期高齢者医療事業特別会計予算 

議案第45号 平成31年度安芸太田町介護保険事業特別会計予算 

議案第46号 平成31年度安芸太田町介護サービス事業特別会計予算 

議案第47号 平成31年度安芸太田町簡易水道事業特別会計予算 

議案第48号 平成31年度安芸太田町農業集落排水事業特別会計予算 

議案第49号 平成31年度安芸太田町特定環境保全公共下水事業特別会計予算 

議案第50号 平成31年度安芸太田町筒賀財産区特別会計予算 

議案第51号 平成31年度安芸太田町病院事業会計予算 
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 平成３１年第２回 安芸太田町議会定例会 

 

  議   事   日   程（第１号） 
 

 

    平成３１年３月４日  

日程 議案等番号 件          名 

第1  諸般の報告  

第2  行政報告 

第3  会議録署名議員の指名 

第4  会期の決定 

第5  安芸太田町人権擁護委員候補者の推薦に対する意見について 

第6 議案第23号 財産の無償譲渡について 

第7 議案第24号 安芸太田町職員の給与に関する条例の一部改正について 

第8 議案第25号 
安芸太田町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部

改正について 

第9 議案第26号 安芸太田町長期総合計画審議会条例の一部改正について 

第10 議案第27号 安芸太田町国民健康保険税条例の一部改正について 

第11 議案第28号 安芸太田町重度心身障害者医療費支給条例の一部改正について 

第12 議案第29号 安芸太田町中小企業振興条例の一部改正について 

第13 議案第30号 安芸太田町道路占用料徴収条例の一部改正について 

第14 議案第31号 
安芸太田町営住宅条例及び安芸太田町単独住宅条例の一部改正につい

て 

第15 議案第32号 安芸太田町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

第16 議案第33号 安芸太田町龍頭ハウス条例の廃止について 

第17 議案第34号 安芸太田町立安芸太田中学校寄宿舎居住費徴収条例の廃止について 

第18 議案第35号 平成30年度安芸太田町一般会計補正予算（第８号） 

第19 議案第36号 
平成 30 年度安芸太田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

４号） 

第20 議案第37号 平成30年度安芸太田町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

第21 議案第38号 
平成 30 年度安芸太田町介護サービス事業特別会計補正予算（第

２号） 

第22 議案第39号 平成30年度安芸太田町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 
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第23 議案第40号 
平成 30 年度安芸太田町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予

算（第１号） 

第24 議案第41号 平成30年度安芸太田町筒賀財産区特別会計補正予算（第２号） 

第25  平成31年度施政方針 

第26 議案第42号 平成31年度安芸太田町一般会計予算 

第27 議案第43号 平成31年度安芸太田町国民健康保険事業特別会計予算 

第28 議案第44号 平成31年度安芸太田町後期高齢者医療事業特別会計予算 

第29 議案第45号 平成31年度安芸太田町介護保険事業特別会計予算 

第30 議案第46号 平成31年度安芸太田町介護サービス事業特別会計予算 

第31 議案第47号 平成31年度安芸太田町簡易水道事業特別会計予算 

第32 議案第48号 平成31年度安芸太田町農業集落排水事業特別会計予算 

第33 議案第49号 平成31年度安芸太田町特定環境保全公共下水道事業特別会計予算 

第34 議案第50号 平成31年度安芸太田町筒賀財産区特別会計予算 

第35 議案第51号 平成31年度安芸太田町病院事業会計予算 
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平成３１年第２回定例会 

（平成３１年３月４日） 

 （開会 午前１０時） 

○矢立孝彦議長 

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、これから平成 31 年第

２回安芸太田町議会定例会を開会します。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．諸般の報告 

 

○矢立孝彦議長   

日程第１、諸般の報告を行います。本日町長から、お手元に配付のとおり、議案が送付

されています。地方自治法第 121 条の規定により、今期定例会に説明のため出席を要求し

たものは、町長、教育長、病院事業管理者です。なお同条の規定によって町長及び教育長

から説明員を委任嘱託したことについて、お手元に配付した写しのとおり通知がありまし

た。監査委員から 1 月末日現在における出納検査の結果報告が提出されています。報告書

は、議会事務局に保管していますので、ご覧ください。12 月の定例会以降、本日まで受け

付けた陳情等は、お手元に配付した写しのとおりであり、所管の常任委員会に付託します。

１月 28 日及び２月 21 日に広島市で開催された広島県町議会議長会主催の研修会に議員派

遣をしました。その結果につきましては、お手元に配付した報告書のとおりです。以上で

諸般の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第２．行政報告 

 

○矢立孝彦議長 

日程第２、行政報告。町長から、行政報告の申し出がありますので、これを許可します。

小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 先の12月の定例会以降の行政の取り組みにつきましてご報告をさせて頂きます。 

１．太田川水防災タイムライン取組の状況につきまして 

 全国各地で豪雨が頻発・激甚化しており、「ハードでは防ぎきれない大洪水は必ず発生

するもの」との前提で、住民の逃げ遅れ等の防止のため、「太田川水防災タイムライン」

の策定の取り組みを行っております。これまで５回の検討会を行っており、３月 19 日に

は取り組みをまとめて「太田川水防災タイムライン」の実施版を公表する予定です。この

タイムラインは、安芸太田町役場だけでなく消防署、警察、電力会社等も参加し、災害時

の役割等を共有した「多機関連携型」となっており、本町の実態に合わせ、洪水だけでな

く土砂災害への対応も想定した「マルチハザード型タイムライン」となっています。今後

は、このタイムラインを活用して、早めの防災行動や他機関との連携を強化し、災害に強

い町づくりに生かしていきます。 

 

２．安芸太田町消防団年末特別警戒・出初式について 

12月28日から30日までの３日間、消防団では恒例の年末特別警戒にあたり、町民の皆

様が安心して無事故で年末年始を迎えられるよう、夜間厳しい寒さの中、町内全域におい

て巡視・巡回活動を実施しました。１月６日、戸河内ふれあいセンター・メイプルホール

で多くの来賓のご臨席をいただき、消防団員 270 名が出席して平成 31 年安芸太田町消防
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団出初式を挙行しました。昨年の出初式以降の消防庁長官表彰から消防団長表彰までの受

賞者延べ 92 名の表彰状の授与と新入団員 11 名の紹介と代表者による宣誓を行いました。

式典終了後には、ふれあいセンター前の「まほろば護岸」において、一斉放水を実施し、

消防団の団結力と心意気を披露しました。 

 

３．移住定住フェアの参加について 

総務省と移住・交流推進機構の共催による「JOIN 移住・交流＆地域おこしフェア」が

１月 20 日に東京都で開催され、地方への移住・定住を検討されている方々が来訪され、

本町は、地域おこし協力隊の募集などをＰＲしました。来場された方は、地方への強い関

心を持つとともに、地域おこし協力隊への願望も多く寄せられました。今後も様々な機会

を通じて地域おこし協力隊の募集を行い、地域への移住・定住についてさらなる取り組み

を展開していきます。また、３月１日には、現協力隊員が本年３月末に退任するに当たり、

これまで３年間の取り組みと今後について「活動報告会」を開催し、地域づくりへの取組

みへの関わりに多いに参考となった報告会となりました。 

 

４. 重点「道の駅」の選定について 

１月 30 日、本町の道の駅「来夢とごうち」が国土交通省の平成 30 年度重点「道の駅」

に選定されました。これは、国土交通省が、地方創生や地域活性化の拠点形成を目指した

「道の駅」の設置、又はリニューアルの企画提案を募集し、全国で 29 件の応募があり、

選定の結果、15 箇所の重点「道の駅」が選定されたもので、中国地方では唯一の選定とな

りました。今後、施設整備に向け、自治体・関係機関による協議会を設け、関係機関の制

度の活用について、ワンストップで相談できる体制が構築される等、国土交通省からの支

援を受けることになります。道の駅のリニューアルに向けて、関係機関との連携を強め、

取組みを加速化させていきます。 

 

５．第二次長期総合計画における後期基本計画の策定について 

 第二次長期総合計画における前期基本計画が、平成 31 年度までとなっており、2020 年

度から 2024 年度の５年間の後期基本計画の策定に着手しました。去る２月５日に第１回

目の長期総合計画審議会を開催し、後期基本計画の基本的な考え方について諮問するとと

もに、策定方針について説明を行い、審議会の各委員から策定にあたって留意すべき事項

等の意見を頂きました。また、本町の現状やまちづくりに対する住民意識やニーズを把握

し、計画策定に活用するため、２月 14 日に住民向けのアンケートを無作為で抽出した

3,000 人の方に郵送し、現在多くの町民の方から回答を頂いているところです。  今後、

庁内策定ワーキング会議や、町民対象のワークショップ等を重ね、計画策定の取り組みを

進めていきます。 

 

６．ふるさと納税の推進について 

平成 30 年度のふるさと納税は、平成 31 年１月末現在で、6,103 件、5,836 万円と件数、

寄附金額ともに昨年度を上回っており、地域経済の活性化に寄与し、新規就農者や個人生

産者のお礼品も伸びつつあります。今年度も残りわずかですが、目標額 6,500 万円の達成

に向けて最大限の取組みを行っていきます。平成 31 年度地方税制改正では、ふるさと納

税に関する法整備を行い、「お礼品は寄附額の３割以下、地場産品にすること」を徹底し、

総務省が基準に適合する自治体をふるさと納税の対象として指定する制度となります。な

お、本町のお礼品の返礼割合は全てが３割以下の地場産品です。また、ふるさと納税につ

いては、寄附金の獲得だけでなく、寄附者の方とどのように継続的につながりを持ち、安

芸太田町のファンになって頂けるかが今後の大きな課題です。町では、新年度において、

安芸太田町ファンクラブの運営について新たな手法での取組みを検討しております。納税

の内容につきましては表のとおり１月31日までの現在の様子でございます。 
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７．児童センターまつりの開催について 

２月 16 日(土)、筒賀児童センターで第 10 回「児童センターまつり」を行いました。当

日は、児童、保護者、地域の皆さん多くの参加があり、日頃の放課後活動での制作作品披

露、加計高校生、文教女子大学生のボランティアによるゲームや遊びが楽しく行われまし

た。また、昨年に続き「音楽集団フェルマータ」の方々が、子どもたちにミュージカルを

体験してもらいたいと上演頂き、会場は子どもたちの感動と歓声に包まれました。今後も、

地域や高校生、大学生など様々な方のお力を借りながら児童センターの運営を進めていき

ます。 

 

８．国民健康保険税率の改定について 

平成 31 年度の国民健康保険税率について、２月 21 日に国民健康保険運営協議会に諮問

し、慎重な審議を経て、諮問どおり実施するよう答申を頂きました。なお、本答申に基づ

き、本定例会に関連する国保税条例改正案を提案しております。 

 

９．環境基本計画の策定について 

 本町の貴重な自然資源や生態系を未来に継承するため、町の環境面における取り組みの

方針や基本目標を定める安芸太田町環境基本計画骨子案について、２月 15 日開催の環境

保全審議会においてご審議頂きました。審議会より頂いた様々なご意見を踏まえ、本計画

の策定を進めていきます。また、町の事務事業における大幅な温室効果ガス削減を目的と

して、地球温暖化対策実行計画についても策定中であり、３月中には取りまとめる予定で

おります。 

 

10．旧山県郡西部衛生組合のごみ処理施設等の解体工事について 

この解体工事については、２月 25 日（月）に「ポックルくろだお」で開催された「黒

峠処理施設関係公害防止委員会臨時会」で、担当課及び施工業者、施工監理業者より解体

工事の進捗状況、今後の工程、解体対象設備の除染後ダイオキシン測定結果、解体管理区

域測定記録などを資料説明等により報告をしました。同様に地元地域の澄合・坂根地区に

おきましても、解体工事の進捗状況等について中間報告書により地域内回覧を通して報告

を行いました。今後も地元地区、公害防止委員会、議会等で定期的に工事の中間報告をさ

せて頂き、皆様のご理解、ご協力を得ながら引き続き解体工事を進めていきます。 

 

11．新規就農者支援事業の状況について 

 広島市と連携した「ひろしま活力農業新規就農者研修制度」を活用し、現在、４名の新

規就農者が安野・修道の両地区において、ビニールハウス面積 135ａに 56 棟を整備し、ホ

ウレンソウ・コマツナを主体とした葉物野菜の生産に取り組み、生産量、販売額も順調に

増加しています。また、今年４月には同じく広島市の研修制度を活用し、５人目となる新

規就農者が安野地区において、ビニールハウス面積 30a に 11 棟を整備し、コマツナを主

体とした野菜生産を始めます。今後も、広島市、ＪＡ広島市の研修制度を活用し、毎年度

１名の新規就農者を確保する予定で、意欲ある農業者を育成・確保し、葉物野菜産地とし

ての形成に努め、地域雇用の創出と定住施策を推進していきます。 

 

12．祇園坊柿の取組みについて 

 本年度、町内全体の祇園坊柿生産量は、昨年夏の猛暑により樹上軟化が多く発生し、干

し柿用など加工所で取り扱われた量は約 23ｔ(対前年 70％)で、約 19,333 千円の販売額と

なり、昨年度の８割弱となりました。今後も、栽培技術指導の強化に努め、苗木購入補助、

買取り補助に加え、新たな商品開発を行い、祇園坊柿ブランド化の支援を行っていきます。 
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13．ひろしまの森づくり事業について 

森林の有する公益的機能の維持と多様な森林の保全を図るため、ひろしまの森づくり県

民税を活用して、不用木、風雪害木の伐採などによる人工林の健全化を 32ha、里山林の景

観保全のための伐採による放置森林整備 4ha を年度内に完了予定です。今後も、ひろしま

の森づくり県民税を活用し、手入れがされていない森林を対象に森林機能の維持及び里山

林などの景観保全に努めていきます。 

 

14．安芸太田町アダプト活動支援事業について 

２年目となる「安芸太田町版アダプト制度」の活動については町内９団体に取り組んで

頂き、参加団体には、町管理の道路・河川において美化活動に取り組んで頂き、良好な生

活環境の創出や環境美化意識の高揚、地域コミュニティの活性化が図れたものと考えてい

ます。今後も制度の啓発を行い、参加団体の拡充に取り組んでいきます。 

 

15．除雪について 

今シーズンの降雪の状況は、12 月末と１月末に本格的な積雪が見られた程度で、大雪だ

った昨年度とは大きく様変わりしています。除雪については、２月末現在での除雪日数が

８日で、前年度実績の 52 日に比べて大幅に減少しています。除雪委託費についても、町

村合併以降最高額となった前年度実績の約 25％に止まっています。中期的な気象予報にお

いて今後の降雪は見込まれていませんが、除雪体制を維持して万一の事態に備えてまいり

ます。 

 

16． がんばるビジネス応援補助金事業について  

がんばるビジネス応援補助金については、12 月以降、起業化促進事業１件、IT ビジネ

ス支援事業１件の申請があり、いずれも交付決定しました。本年度の累計申請件数は２月

末現在で９件で、補助金額は 8,475 千円となっています。内容は表のとおりでございます。 

 

17． 健診の実施について 

平成 26 年 10 月の「健康のまち」宣言における五つの重点目標の一つである「健診」を

促すため、本年度においても健康増進法及び高齢者の医療の確保に関する法律に基づく集

団健診である「山ゆり健診」を実施し、983 人の方が受診されており、個別健診として実

施した「人間ドック」において 166 人、「働き盛り応援健診」において 22 人と、合わせ

て 1,171 人の方が本年 1 月末現在までに受診されました。山ゆり健診においては、基本健

診に加えて各種がん検診を行い、若年層を対象とした腫瘍マーカー検査を新たに加えるな

ど検診内容の充実を図っています。また、重要性が益々高くなってきている口腔ケアを促

進するため、20 歳から 95 歳までの５歳刻みの方の歯科検診の無料化を行うなど、より多

くの方の受診機会の確保を図りました。山ゆり健診の会場においては、歯科保健センター

の歯科衛生士による歯周病予防のための効果的なブラッシング方法を指導、ヘルスマイス

ターの方々の協力による健康運動の実践、食生活改善推進協議会の方々による減塩食の推

進なども合わせて行い、疾病の早期発見に努め病の重症化を防ぐとともに、「自らの健康

は自ら守る」の意識を深めるための事業の展開を図りました。 

 

18． 予防接種の実施について 

インフルエンザなどの流行を防ぎきれない部分はありますが、乳幼児及び小児を対象と

した結核や麻疹、風疹など９種類の法定接種の着実な実施、インフルエンザや高齢者肺炎

球菌など各種予防接種の助成事業の実施により感染症の発生を防ぐとともに、発病の際の

重篤化を抑えてきました。インフルエンザの予防接種においては、高齢者の方々が延べ

1,767 人、中学生以下の子どもが延べ 361 人が助成の対象として接種を受けておられます。 
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19.  就労継続支援Ａ型事業の展開について 

本町の障がい福祉施策の推進については、平成 30 年３月に策定した「第５期障害者計

画・障害福祉計画及び第 1 期障害児福祉計画」に基づき、障がいを持つ人の就労ニーズに

合った雇用・就労機会の創出と場の提供に努めるとともに相談体制の充実も図りながら地

域での自立と社会参加に取り組んでいます。平成 30 年４月に、これまで町内には無かっ

た障がいを持つ人の就労訓練の場であり、また雇用の場として、新たに就労継続支援Ａ型

事業所が開設されました。この事業所は、利用者と雇用契約を結び、賃金を支払いながら、

町の高齢者等を対象とした配食サービス事業を主な業務として行っており、現在７人の方

が通所されています。今後においても障がいを持つ人の就労のニーズを把握し、現在ある

就労継続支援Ｂ型事業所とともに、障がいを持つ人の自立した生活の支援に取り組んでい

きます。 

 

20. 配食サービス事業について 

平成 30 年４月から、これまで町社会福祉協議会やボランティアの方々のご協力により

進めてきた配食サービスを新たに公益社団法人青年海外協力協会の中国支部に事業委託し

て実施しています。配食サービスの利用可能日を最大で週５日に変更するとともに、昨年

までと同様に利用者宅を訪問して食事をお渡しし、安否確認などを行っております。本年

１月末までの実績は、次の表のとおりでございます。  

 

21． 介護予防事業の実施について 

 平成 30 年 10 月から参加対象者を限定した新たな介護予防事業として脳を鍛えるトレー

ニングと簡単な運動やゲームを組み合せた介護予防教室を町内の３会場で実施しています。

この教室は、要介護認定で要支援１・２と認定された人及び 65 歳以上の人を対象とした

基本チェックリストにより「運動機能向上改善」に該当する人が参加の対象者となり、週

１回・６か月間の講座に元気に参加されています。講座の運営を㈱ウェルウェルに委託し、

参加者の送迎を行うとともに、町民にも送迎車両の運転手やスタッフボランティアとして

も参加していただいており、地域のボランティア育成の一環にもなっています。これから

も、定期的な外出と運動等を視点に入れた介護予防と地域づくりの両面を視野に入れなが

ら、介護予防事業を支援していきます。実施の実績につきましては、表のとおりでござい

ます。 

 

22．学校教育活動について 

１月 24 日、「平成 30 年度安芸太田町人権教育研修会」を開催しました。安芸太田中学

校区では、今年度から３年間「文部科学省人権教育総合推進地域事業」の指定を受けて取

り組んでいます。今年度事業の総括として、安芸太田中学校区の３小学校６年生の合同授

業で授業公開と研究発表を行いました。町外、県外からも合わせて、約 80 人の参加を得

ました。当日は、戸河内小学校がインフルエンザのため参加できませんでしたが、人権意

識の醸成をめざした協調学習の取組を評価して頂きました。 

 

23．人権フェスタについて 

12 月８日、平成 30 年度人権フェスタを川・森・文化・交流センターで開催しました。

人権週間・障害者週間と合わせ、今年度も「人権フェスタ」を開催しました。おきらく劇

場ピロシマの皆さんによる演劇「ウタとナンタの人助け」をはじめ、町内小学６年生人権

標語作品展示や２階せせらぎ美術館では「障害者アート展」を行いました。また、当日は、

演劇公演の様子を戸河内診療所横の安芸太田町地域支援センター１階ロビーのテレビモニ

ターで中継しました。その結果、町内外から 100 人以上の参加があるとともに、演劇後の

アンケートには「障害者が一人ひとり自分の役割を演じていて感動しました。」といった
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感想があり、多くの方との交流を深めるなかで、大切な人権を考えて頂く催しとすること

ができました。 

 

24.  成人式について 

 1 月 13 日、平成 31 年安芸太田町成人式を成人者 67 人の内 59 人の出席者のもと、温井

スプリングスで開催しました。２部構成で行いましたが、出席した新成人は、久しぶりに

顔を合わせた友人や恩師と写真を撮ったり、談笑したりと会場は終始華やいだ雰囲気に包

まれました。 

 

25.  立志式について 

１月 26 日、第 10 回立志式を川・森・文化・交流センターで、町内中学校２年生 37 人

を対象に開催しました。各中学校生徒代表による決意発表や、記念行事として安芸太田町

出身でアメリカの企業で活躍されている国吉正幸さんが中学生時の夢やこれまでの経験を

もとに講演をされました。 

 

26.  山村交流会について 

 ２月３日、猪山集会所で山口県の上関町子ども育成連絡協議会と「山村交流会」を行い

ました。当日は雨が降るあいにくの天候でしたが、猪山自治会の協力のもと、雪遊びをし

たり郷土料理を食べたりと、参加した 27 人の子どもたちは笑顔が絶えない１日となりま

した。 

 

27.  ヘルスツーリズム事業について 

人情田舎体験事業については、本年１月から３月までの参加者は 290 人となり、平成 30

年度の全体の参加者は 2,237 人で、前年に比べ 502 名の増加となりました。来年度の全体

の参加予定者は、現時点で 1,641 人と今年度より減少しています。本年１月から３月まで

の実績は、次のとおりでございます。次に、森林セラピー事業につきましては、12 月以降

２月 10 日までの間では、新たな冬期の森林セラピーとして企画した、深入山でのスノー

シュー体験に６名の参加を得ています。高速道路のＳＡに広告を置いて頂いたことで、県

外からの申し込みが増えました。４月以降の体験者累計は 1,270 人で、前年に比べ 202 人

の増加となっています。 

 

28.  イグルー選手権大会・雪山フェスについて 

２月 16 日と 17 日に、恐羅漢スノーパークを会場に雪フェス in あきおおたイベントを

開催しました。里山ガイドが、スノーシューハイキング・雪玉積み上げやそり体験等の雪

遊び競技と、雪原ハンモック体験等のリラックスプログラムで開催し、二日間で 200 名を

超える多くの方が参加されました。遠くは沖縄県からの参加もあり、雪山と樹氷が織りな

す自然の美しさを満喫されました。２月 17 日に開催予定であった「第７回世界イグルー

選手権 in あきおおた」は、イグルー製作競技に必要な雪不足のため、残念ながら中止と

なりました。受付開始からすぐに申込みがあり、スピード・芸術部門合わせて 39 チーム、

総勢約 280 人のエントリーがあり、「世界大会！」の打ち出しどおり 10 か国以上の国籍

の選手が集結した国際交流や、安芸郡坂町教育委員会のご協力のもと、西日本豪雨災害の

被災地である坂町からも３チームを招待していましたが、３年連続の中止となり、交流が

叶わず大変残念でした。 

以上、行政報告とさせて頂きます。 

○矢立孝彦議長 

 以上で、行政報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 
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日程第３．会議録署名議員の指名 

 

○矢立孝彦議長 

日程第３、会議録署名議員の指名を行います。今期定例会の会議録署名議員は、会議規

則第126条の規定によって、11番中本正廣議員及び１番大江厚子議員を指名します。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第４．会期の決定 

 

○矢立孝彦議長 

日程第４、会期の決定についてを議題とします。お諮りします。今期定例会の会期は本

日３月４日から３月 15 日までの 12 日間にしたいと思います。これに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。従って会期は12日間に決定しました。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第５．安芸太田町人権擁護委員候補者の推薦に対する意見について 

 

○矢立孝彦議長 

日程第５、安芸太田町人権擁護委員候補者の推薦に対する意見についてを議題とします。

町長から平成 31 年２月８日付で、人権擁護委員候補者として別紙写しのとおり法務大臣

に推薦することに対し、意見を求められています。お諮りします。町長が人権擁護委員候

補者として法務大臣に推薦しようとする方については、適任であるとすることに、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。従って町長から意見を求められた方は人権擁護委員候補者として

適任であるとすることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第６．議案第23号 

日程第７．議案第24号 

日程第８．議案第25号 

日程第９．議案第26号 

日程第10．議案第27号 

日程第11．議案第28号 

日程第12．議案第29号 

日程第13．議案第30号 

日程第14．議案第31号 

日程第15．議案第32号 

日程第16．議案第33号 

日程第17．議案第34号 

日程第18．議案第35号 

日程第19．議案第36号 

日程第20．議案第37号 

日程第21．議案第38号 

日程第22．議案第39号 

日程第23．議案第40号 

日程第24．議案第41号 
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○矢立孝彦議長 

日程第６、議案第23号、財産の無償譲渡についてから、日程第24、議案第41号、平成

30 年度安芸太田町筒賀財産区特別会計補正予算（第２号）までの 19 件を一括議題としま

す。提出者に提案理由の説明を求めます。小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 はい、議案第 23 号、財産の無償譲渡についてご説明をいたします。長期間にわたり使

用されていない安芸太田町野影の空谷特養作物栽培施設の他、関連施設について土地所有

者へ無償で譲渡するものでございます。議案第 24 号、安芸太田町職員の給与に関する条

例の一部改正について、平成 31 年４月からの係制の導入に伴い、職員の給与に関する条

例の別表行政職給料表と級別基準職務表に関する係長の職名を追加すると共に、合併時に

は必要でありましたが、長年にわたり運用していません企画員について削除を行うもので

ございます。議案第 25 号、安芸太田町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条

例の一部改正について説明を申し上げます。安芸太田町消防団においては、団員の実員と

定数の乖離が広がっているため、平成 31 年４月から消防団員の定数を現在の 580 人から

500 人とするものでございます。議案第 26 号、安芸太田町長期総合計画審議会条例の一部

改正について、安芸太田町長期総合計画審議会の事務局について、現行条例が従前の地域

づくり課のままとなっており、現在の主管課は企画課であるため、今後の組織機構にも適

応するよう、改正するものでございます。議案第 27 号、安芸太田町国民健康保険税条例

の一部改正について、平成 31 年４月から国保税の税等を変更することについて先日開催

した安芸太田町国民健康保険運営協議会において答申を得ましたので、改正するものでご

ざいます。内容につきましては制度改正及び国保の県下統一に伴う保険税率の引き上げが

中心でございます。議案第 28 号、安芸太田町重度心身障害者医療費支給条例の一部改正

についてをご説明申し上げます。昨年７月の西日本豪雨災害を受けて広島県福祉医療費公

費負担事業費補助金交付金の要綱の一部改正が行われ、所得制限により重度心身障害者医

療費の助成対象外となる者であっても、震災、風水害、火災、落雷その他これに類する火

災を受けるなど特別な事情があると町長が認めたものは、助成対象となるよう改正を行う

ものでございます。議案第 29 号、安芸太田町中小企業振興条例の一部改正についてご説

明をいたします。国の小規模企業振興基本法の制定並びに広島県中小企業小規模企業振興

条例の制定を受け、従来は支援の対象外となっていた小規模企業者について商工会が行う

経営発達支援事業の支援対象に追加する為、改正を行うものでございます。議案第 30 号、

安芸太田町道路占用料徴収条例の一部改正についてご説明をいたします。道路法施行令の

一部を改正する政令が公布され、施行令別表の道路占用料金が変更となったため、本町に

おいて道路占用料の改定を行う必要があることから、道路占用料徴収条例の別表全部を改

正するものでございます。議案第 31 号、安芸太田町営住宅条例及び安芸太田町単独住宅

条例の一部改正についてご説明を申し上げます。安芸太田町営住宅及び単独住宅の用途廃

止に伴い、それぞれ別表を一部改正するものです。町営住宅については、下土居住宅と京

之本住宅の項を削除するとともに、塚原団地の戸数を６戸から３戸に、遊谷住宅２の戸数

を３戸から１戸に変更するとともに、単独住宅について上三谷住宅の項を削除する一部改

正を行うものでございます。議案第 32 号、安芸太田町災害弔慰金の支給等に関する条例

の一部改正についてご説明をいたします。国の災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部

改正により市町村の判断により災害支援資金の貸付利息を３パーセント以内に設定するこ

とが可能となり、条例の一部改正するものです。あわせて災害弔慰金を支給する遺族の範

囲に兄弟姉妹の規定を追加するものです。議案第 33 号、安芸太田町龍頭ハウス条例の廃

止について、温浴施設、宿泊施設を有する龍頭ハウスについて、施設、設備の老朽化等に

より平成 26 年度から休止し、今後も公の施設として再開及びまた補助金等に関する予算

の執行の適正化に関する施行令第 14 条第１項２号に定める財産処分の期限を経過したた

め、当該施設を廃止するものでございます。議案第 34 号、安芸太田町立安芸太田中学校
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寄宿舎居住費徴収条例の廃止について、平成 29 年３月末をもって廃校となった戸河内中

学校の寄宿舎については、安芸太田中学校の寄宿舎として引き継ぎましたが、スクールバ

スの運行等の変化により利用が完全になくなり、また今後の利用も見込めないことから、

当該地区保護者及び地域に説明を行い、施設廃止の理解が得られた為、本年３月末をもっ

て当寄宿舎を廃止するものでございます。議案第 35 号、平成 30 年度安芸太田町一般会計

補正予算（第８号）についてご説明いたします。この度の補正は歳入歳出それぞれ、２億

4,921 万２千円の減額を求めるものです。内容におきましては、減額が補助事業の確定に

よる歳入補助金及び補助裏の起債の減と歳出事業の精算減、また単町事業についても、歳

出執行見込の精査による減が大半となっています。増額分は総務費が基金利子見込み等に

より、財政調整基金積立金の増、民生費が前年度より事業の精算に伴う障害者自立支援給

付費負担金償還金の増、土木費が町道施設修繕に伴う町道維持管理事業工事請負費の増で

ございます。消防費におきまして、広島市消防の西日本豪雨対応に伴う時間外手当に係る

負担金の増でございます。教育費は教室等の温度設定の見直しに伴う光熱費の増でござい

ます。また継続費及び地方債の補正、繰越明許費についてもお願いをいたしております。

議案第 36 号、平成 30 年度安芸太田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）につ

いて、ご説明を申し上げます。この度の補正は、歳入歳出それぞれ 8,094 万７千円の減額

を定めるもので、内容は療養給付費、高額療養費の執行見込精査による負担金の減でござ

います。議案第 37 号、平成 30 年度安芸太田町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

についてご説明をいたします。この度の補正は、歳入歳出それぞれ 854 万３千円の減額を

定めるものです。内容は施設介護サービス給付事業負担金及び基金積立金の増、住宅介護

サービス事業、特定入所者介護サービス事業及び介護予防、生活支援サービス事業負担金

の減が主なものでございます。続きまして議案第 38 号、平成 30 年度安芸太田町介護サー

ビス事業特別会計補正予算（第２号）について説明をいたします。この度の補正は、歳入

歳出それぞれ 460 万７千円の減額を定めるもので、その内容は介護予防事業費、賃金の減

が主なものでございます。議案第 39 号、平成 30 年度安芸太田町簡易水道事業特別会計補

正予算（第２号）について説明をいたします。内容は地方債の補正に伴う簡易水道施設整

備事業の財源更正でございます。議案第 40 号、平成 30 年度安芸太田町特定環境保全公共

下水道事業特別会計補正予算（第１号）について説明をいたします。この度の補正におき

まして、歳入歳出それぞれ 22 万４千円の増額を定めるもので内容は前年度繰越金の整理

に伴う基金積立金の増です。また繰越明許費についてもお願いをしております。議案第 41

号、平成 30 年度安芸太田町筒賀財産区特別会計補正予算（第２号）についてご説明をい

たします。この度の補正は、歳入歳出それぞれ 939 万７千円の増額を定めるもので、内容

におきましては間伐事業立木売払い委託料の増が主なものでございます。詳細につきまし

ては各担当より追加の説明をさせて頂きます。 

○矢立孝彦議長 

 これで提案理由の説明を終わります。以上提出議案については、後日詳細説明、審議、

採決を行います。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第25．平成31年度施政方針 

日程第26．議案第42号 

日程第27．議案第43号 

日程第28．議案第44号 

日程第29．議案第45号 

日程第30．議案第46号 

 

 

○矢立孝彦議長 
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日程第 25、平成 31年度施政方針から、日程第 35、議案第 51 号、平成 31年度安芸太田町

病院事業会計予算までの 11 件を一括議題とします。町長から平成 31 年度施政方針と提案

理由の説明を求めます。小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 平成 31 年度の施政方針という事でお手元に配付しております予算の概要の朗読をもっ

て、説明をさせて頂きます。平成 31 年度予算をはじめ、諸議案を提出するにあたり、そ

の概要を申し述べますとともに、最近の諸情勢の報告と町政運営の方針を申し述べ、議員

各位並びに町民の皆様のご理解を得たいと、ご協力を賜りたいと存じます。昨年は、西日

本豪雨災害や度々の台風上陸・各地で多発した地震をはじめ自然災害が多発した年でした。

本町は特筆する被害は免れましたがまさに「災害は隣り合わせ」を実感したところです。

改めて「自らの命は自らが守る」このことを念頭に自助・共助・公助の連携を確認し、地

域の防災力を高め、安心安全なまちづくりを進めてまいります。国では、「防災・減災、

国土強靭化のための３か年緊急対策」を掲げ 30 年度補正予算と合わせ集中的に取り組む

とし、また、新年度 10 月からの消費税増税に対応する社会保障の充実、更に、心配され

る景気への対応として臨時・特別な予算措置を計上し、それらを合わせ当初予算で初めて 

100兆円を超える予算案となっております。 

地方財政においては、交付税等の一般財源総額は国税収の伸び等を反映し、対前年１パー

セント増で確保されておりますが、本町歳入の２分の１となる交付税は、今後の町財政計

画の根幹をなすもので、その動向には引き続き注視が必要です。日本の元気の源となる地

方創生は、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の次のステージに向け同額予算が計上さ

れており、引き続き取組みを進めてまいります。県においても、豪雨災害からの創造的復

興による新たな広島県づくりと「欲張りなライフスタイル」の実現を掲げ、対前年 10.6

パーセント増の積極的な予算案となっております。中山間地対策では、中山間地振興計画

に基づき、「将来に希望を持ち安心して心豊かに笑顔で幸せな生活を営むことができる中

山間地を目指し、人づくり、仕事づくり、生活環境づくりを総合的に展開する。」予算が

組まれており、更に連携を深めてまいります。自主財源が限られた本町では、国や県の取

り組みの影響は大きなものがあり、新たな政策に柔軟に対応できる体制づくりに努めてま

いります。とりわけ、消費税増税は地域経済に影響があるものと想定しており、国の景気

対策をはじめ地方創生等の施策について積極的に情報収集してまいります。平成 31 年度

は、「持続可能な町づくり」をテーマに掲げ、定住人口の維持・拡大を確かなものとする

ため、地域資源を活かした雇用創出と消費拡大の喚起を図るとともに、これらの事業に対

しても優先的に予算を措置しています。また、地域コミュニティや公共交通体系の再編に

向けた具体検討に取り組むとともに、子育て環境の更なる整備や生涯活躍のまちづくりを

推進することとしており、関連事業に重点的に予算を配分しました。一方で、本町の財政

状況は、地方交付税の合併特例措置の縮小や公債費の増加を背景に急速に悪化しているこ

とから、既存事業の見直しや一般事務費の更なる削減に努めました。平成 31 年度の一般

会計予算は、79億9,000万円で編成し、前年度当初予算対比で9.3パーセント、６億８千

万円の増としております。主なものは、歳入においては、町税が 1,325 万円の減、地方譲

与税が 1,929 万円の増、地方交付税が過年度交付金の錯誤調整の復元や公債費算入額の増

額により 8,749 万円の増、国庫支出金が安芸太田病院の空調機器の更新に係る補助金の増

等により 5,536 万円の増、県支出金が林業費補助金の減等により 2,556 万円の減、諸収入

がごみ処理施設解体に係る負担金収入の増により１億 2,670 万円の増、町債が役場本庁舎

の耐震改修等の建設事業の実施により２億 2,995 万円の増となっております。歳出におい

ては、議会費は政務活動費の新設等により 185 万円の増、総務費は役場本庁舎の耐震改修

工事の実施等により３億 8,182 万円の増、民生費は障害者自立支援事業の実績を踏まえた

こと等により 3,602 万円の減、衛生費は安芸太田病院の空調機器の更新等により２億

9,756 万円の増、農林水産業費は合板・製材生産性強化対策事業の過年度実績等により

5,284 万円の減、商工費は消費税増税対策として国主導で新たにプレミアム商品券事業が
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導入されることに伴い 3,644 万円の増、土木費は地域経済対策事業の終了等により 7,329

万円の減、消防費は防災行政無線のデジタル化実施設計等により 4,462 万円の増、教育費

は小中学校 ICT 整備事業の完了等により１億 293 万円の減、公債費は学校整備に係る起債

償還金の増等により１億 8,282 万円の増としております。来るべき平成 31 年度は、平成

27 年度からスタートしている町の第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度であり、多くの施策で成果の結実が求められる重要な通過点

でもあります。このことを職員が十分認識した上で、各施策を計画に沿って着実に実行し、

行政評価指標の達成に向けて一丸となって取り組むこととします。また、近年多発する豪

雨災害や大規模地震等の自然災害から住民の生命財産を守ることが行政の重要な課題とな

っていることから、更なる防災・減災対策の強化に取り組むこととしております。以上、

申し上げたことを中心に、新年度取り組むこととしている主要事業について説明いたしま

す。新年度主要事業の概要について、部門別に説明いたします。まず、総務部門では、現

在使用している業務用パソコンＯＳのサポート期限が新年度内に到来してセキュリティー

が脆弱化するため、基幹系のパソコンとＬＧＷＡＮ系クライアントパソコンなど職員が通

常業務に使用しているパソコンを全面更新します。町民の皆様の安心・安全の確保のため、

常備消防分野においては、広島市安佐北消防署安芸太田出張所の高規格救急自動車の更新

と、新しいデジタル消防通信指令管制システム更新が行われます。また、非常備消防分野

においても、国においては地域防災力の充実強化のため、消防団員の確保対策が最重要項

目とされており、本町においても消防団員の処遇改善策や新入団員の確保対策に重点を置

いた活動を引き続き展開するとともに、小型動力ポンプ積載車２台の更新に取り組みます。

防災・減災対策においては、平成 33 年度末に現在のアナログ波で運用している防災行政

無線が運用できなくなるため、新年度においては、防災行政無線のデジタル化実施設計業

務に取り組みます。また、梅雨期を迎える前に町内全世帯に地域毎の災害危険個所を明示

した防災ハザードマップを作成・配布するほか、新たに講演会を含む町民の皆様向けの防

災シンポジウムを、同じく梅雨期前に開催する予定としております。財政・管財部門にお

いては、対応が急がれる役場本庁舎の耐震改修工事に着手し、建物の強靭化を図るととも

に、庁舎の利便性向上のために夜間休日窓口の改良や議会傍聴席のバリアフリー化を行う

予定です。また、ＪＲから譲り受けた旧鉄道橋梁が、河川や道路を管理する上で障害とな

っていることから、今後計画的に撤去することとし、当該工事に必要なデータを収集する

ため概算経費の積算と実地調査を行うこととしています。町の財政面においては、普通交

付税が合併特例加算措置の最終年を迎えることにより、縮減割合が９割まで拡大する一方、

過年度錯誤調整の復元や公債費算入額の増額、森林環境譲与税の導入等の増要素もあるこ

とから、交付総額としては１億 6,403 万円の増額を見込んでいます。特別交付税について

は、安芸太田病院の精神病床に対する暫定的な交付措置が終了したこと等により 7,653 万

円の減額となる見通しです。町債は、普通建設事業の拡大に伴い新規発行額が大きく増加

するため、前年度に比べて２億 2,995 万円の増額となる予定です。 また、公債費も過去

の学校整備事業に係る起債償還金の増により、１億 8,282 万円の増額となる見込みです。

これらの要因により歳入予算と歳出要求額の開きは益々拡大しており、財政調整基金の取

崩し額も増加していることから、財政指標の更なる悪化が懸念されます。今後も、交付税

収入の縮小や会計年度任用職員制度の導入に伴う内部コストの増加が見込まれており、町

の財政運営の基盤強化が急務であることから、今後も継続して行財政改革に取り組んでま

いります。企画部門においては、本年度、第二次長期総合計画における前期基本計画期間

の最終年度となるため、前期基本計画期間の施策の点検、評価を行いながら、2020 年度か

らの後期５年間の基本計画の策定を進めます。平成 27 年度に策定した「まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」も最終年度に入り、地域再生計画として、国の認定を受け、具体的に

事業着手している「安芸太田町版「生涯活躍のまち」推進プロジェクト」、「特別名勝

「三段峡」と食のブランディングプロジェクト」及び「広島県立加計高校支援事業プロジ

ェクト」は結実の段階に来ており、多様な主体と連携を図りながら推進してまいります。
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公共交通については、利用者数の減少や利用者のニーズの多様化に対応するために、交通

体系の在り方について大きく舵をきる時期に来ており、利便性の高い地域内交通と、広島

市中心部への広域交通の再編に向けて、運行事業者や近隣自治体と連携を図り取組みを進

めます。また、広島広域都市圏発展ビジョンに基づく、広島広域都市圏の 23 市町との連

携事業についても、産業、観光、医療・福祉、子育て等幅広い分野で連携施策が展開され

ており、広域での展開が有効な施策について連携を図ってまいります。地域づくり部門に

おいては、人口減少などにより自治振興会の活動・運営に支障をきたす地域が生じている

ことから、自治振興会を中心として地域運営組織の在り方の検証を行い持続可能な地域運

営について検討に取り組みます。自治振興交付金制度は、合併後各種支援について、パッ

ケージ型での支援を目的に創設したものであり 14 年を経過しております。交付金の趣

旨・目的などが現状に沿わない部分もあり、今年度において地域運営組織の在り方と合わ

せ交付金制度の内容の検証を行い、自治振興会活動の支援充実を図ってまいります。各地

域の主体的な地域づくり活動の基礎となる「地域マスタープラン」の取組みは、策定済・

策定中、又は策定から数年が経過し地域の実情から見直しが必要と思われる地域もありま

す。引き続き地域の皆様と課題整理や検討を進めながら、「地域マスタープラン」の策

定・充実に取り組んでまいります。周辺集落の中には、住民同士の見守りや声掛けといっ

た「集落内での支え合い」に対する支援が必要な地域も見受けられるため、戸河内地域、

加計地域、筒賀地域において集落支援員を引き続き配置し、新たに修道・安野地域の拠点

施設の運営にかかる支援員を導入し、小さな拠点づくりのモデル的な運営スタイルの構築

に取り組みます。地域自治振興のための各種関係団体や機関との連携により、住民生活の

困りごとなどの解消に向けた支援を進めてまいります。次に、地域おこし協力隊事業です

が、新年度は、現在活動している隊員３名と、４月に採用する隊員１名の４名でスタート

することとしております。また、新たに地域の課題解決に向けた外からの視点での業務へ

の募集を予定しております。なお、本年３月で任期満了となる隊員６名は、町内に引き続

き居住し、起業によるものや町内就労などで定住に向けた取組みを行っております。移

住・定住対策は本町にとって最重要課題であり、新年度も積極的な施策展開を進めていく

ため「暮らし移住アドバイザー」を引き続き設置し、空き家バンク等、移住の相談に対応

してまいります。また、移住・定住支援補助制度等は一部制度の見直しを行い、転出者の

抑制と移住者の獲得を図ってまいります。これまで安芸太田町に縁のある方を中心とした

ファンクラブの活動に加え、今年度からは、町に関わりのある方を中心とした関係人口の

拡大の観点での取組みをスタートいたします。就学前保育・教育部門においては、これま

で「安芸太田町子ども・子育て支援事業計画」に基づき環境整備を行ってまいりました。

新年度においては、2020 年度から 2024 年度までの第２期事業計画を策定し、子育てを社

会全体で支援していく環境づくりの推進を図ります。また、平成 30 年 10 月には「就学前

保育・教育のあり方検討委員会」より幼保施設における保育・教育のあり方、施設の方向

性について報告書がだされ、町ではこの報告書を検討し、平成 31 年度において就学前保

育・教育推進のため保育所、認定こども園と小学校のさらなる連携を図り、施設改修の基

本計画、基本設計を行い環境整備に取り組みます。住民生活部門においては、町民一人ひ

とりが人権尊重意識を高め、一人ひとりの人権が大切にされ、生き生きと暮らせる社会や、

性別に関わりなく個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現を目指し、引き続き啓

発を進めてまいります。環境部門においては、環境にやさしい持続可能な社会を構築して

いくため、平成 30 年度に策定する環境基本計画や地球温暖化対策実行計画について、実

施可能なものから着実に推進してまいります。衛生部門においては、引き続き平成 31 年

８月末までの予定で旧山県郡西部衛生組合の施設における、ごみ処理施設の焼却設備、煙

突、地下タンク、し尿処理施設の管理棟、処理棟の解体・撤去・処分を行います。工事に

際しましては、細心の注意を払い、万全を期して計画的に進めてまいります。し尿処理に

おきましては、引き続き適正処理に努めます。ごみ処理においては、今後もごみの減量

化・分別推進に取り組み、リサイクルによる再資源化を進めてまいります。また、災害発
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生時における災害廃棄物の発生量の推計、処理方針、処理体制等の検討を行い、災害によ

り発生した廃棄物を迅速かつ円滑に処理対応し、復旧を進めることを目的に災害廃棄物処

理計画を策定いたします。農業部門においては、広島市と連携した「ひろしま活力農業」

の栽培技術研修制度を活用し、ハウス栽培によるホウレンソウ・コマツナを主体とする葉

物野菜産地の形成のため、毎年度１人の意欲ある農業者を育成・確保し、地域雇用の創出

も推進してまいります。また、農業委員会と連携し、地域の中心となる担い手に農地集積

や農地の借り受け希望者の把握を行い、貸付希望する農地の把握と利用情報収集、利用調

整を進め、農地の有効活用に努めてまいります。日本型直接支払制度として法制化された

中山間地域等直接支払制度は、集落協定に基づき５年以上農業生産活動などを続けるもの

で、平成 27 年度から第４期対策として実施し、平成 31 年度が最終年度となり、平成 31

年度から新たに第３期対策として５年間実施される多面的機能支払制度に引き継ぎ、農地

などの地域資源の維持・継承、農業生産の維持を通じて多面的機能の確保、鳥獣被害対策、

集落の活性化等に有効に活用していただけるよう推進してまいります。本町特産の祇園坊

柿の栽培技術の向上、苗木購入補助、買取補助や多様な加工、調理への活用方法などの研

究を行い、生産者への生産意欲と所得向上を図り、祇園坊柿ブランド化を行ってまいりま

す。林業部門においては、林業・木材産業競争力強化対策事業で林業専用道、森林作業道

６路線を開設、路網を活用した搬出間伐を 23ha 実施し、森林施業の集約化による造林コ

ストの低減を図り、素材生産量の確保に努めてまいります。平成 19 年度から取り組んで

いるひろしまの森づくり事業は、ひろしまの森づくり県民税を活用し、間伐及び不用木・

風雪害木の伐採を 41ha 実施し、手入れ不足の森林の公益的機能の維持及び環境整備を実

施してまいります。森林所有者や地域住民自らが森林に入り、伐採・搬出を行う「自伐型

林業」の持続的な経営を実現するために原木の出荷に対する運賃助成を行い、木材生産量

の増加及び手入れ不足の森林整備や里山の環境改善の担い手としての自伐林家の育成・確

保を行ってまいります。森林経営管理推進事業では、林業の持続的発展及び森林の有する

多面的機能の発揮に資することとして「森林経営管理法」が今年の４月１日からの施行と

なり、森林環境譲与税が平成 31 年度から国から県、市町に交付されるものとなっており

ます。森林環境譲与税を活用して、森林所有者からの意向調査や森林及び路網等の整備状

況を踏まえた森林整備、人材育成・担い手の確保、公共建築物への木材利用などへの取組

みを行ってまいります。有害鳥獣対策においては、鳥獣による被害軽減を図るため、捕獲

班を編成し、捕獲及び追い払い活動を進めてまいります。また、捕獲班員の高齢化による

減少を食い止めるため、わなや銃の狩猟免許取得経費の補助を行ってまいります。消費者

行政においては、サロン等で高齢者に対する消費者教育・啓発を行うとともに、地域での

見守り体制の維持・強化を図り、消費者被害の防止・解決に向け、関係機関と連携して対

応してまいります。商工観光部門においては、町内の商工業の活性化に向けた取組みとし

て、「がんばるビジネス応援補助金」事業が６年目となることから「新規及び継承分野」

に二分化して更に推進するとともに、中小企業振興条例の一部見直しを図ります。また企

業誘致につきましては、安芸太田町企業誘致促進条例に基づく固定資産税に関する奨励金

事業、設備取得、土地取得及び新規雇用に関する奨励金事業等を活用して企業誘致に努め

ます。町内商店の活性化のため、従来のプレミアム商品券事業を町内者と町外者に振り分

けて外貨獲得を目指すと共に、国の消費税増税対策に係る低所得者や子育て世代に対する

プレミアム商品券の発行も行います。来年の東京五輪開催に伴い、観光誘客を更に促進し、

広域観光ルートの創造と外国人観光誘客を加速化するため、８月から国際交流員を雇用し

て、タイムリーな多言語情報発信や地域産品の販促ＰＲに努めます。町内の観光施設につ

いては適切な維持管理を行うとともに、「公共施設等総合管理計画」に則して、老朽化が

著しい未利用施設については、除却を計画的に進めてまいります。一般社団法人地域商社

あきおおたにおいては、平成 30 年度構築したＥコマースを含む新たなインターネットサ

イト及び地域との協働で事業を進めるための仕組みである「地域商社あきおおた推進協議

会」を土台として、地域の産業振興に努めてまいります。観光については、引き続き安芸
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太田町観光振興基本計画に基づき、教育旅行、農泊、森林セラピーを核にヘルスツーリズ

ム、体験型観光の振興を図ります。さらには継続的な観光振興の仕組みづくりの一貫とし

て、国への地域ＤＭＯの登録を目指します。地域産品については、新たな商品開発、楽し

み方、味わい方の提案、またＥコマースに加えて、新たな販路の開拓も行います。新サイ

トは、観光、地域産品についての情報を事業者の方々とともに、発信し続けることによっ

て、まちのブランドを構築するための重要な基盤として活用してまいります。また、国の

重点道の駅としての道の駅来夢とごうちの将来に向けての検討及び、地域を創造的な学び

の場とする学校との協働事業にも積極的に参画いたします。商社、ＤＭＯ、道の駅の機能

を複合的に合わせ持つことによる相乗効果を活かし、安芸太田町だからこそできる、まち

に稼ぐ力をもたらす組織として邁進します。建設部門では、安全・安心なインフラの維持

として道路・河川・町営住宅の維持補修を行います。林道事業では、林道横川西平線改良

を実施するほか林道網の適切な維持に努めます。町道整備については、国策でもあるイン

フラの老朽化対策としての橋梁・トンネルの定期点検・補修を順次進めるとともに、道路

法面についても計画的な対策や道路照明のＬＥＤ化を進めてまいります。道路維持修繕に

ついては、現地の状況及び地元の要望も踏まえ計画的な修繕と維持体制確保に取り組みま

す。住宅事業では、公営住宅等長寿命化計画に基づく対策を実施いたします。小型合併処

理浄化槽設置整備事業補助金は、整備率を高めるべく引き続き実施するとともに、下水道

と浄化槽の格差是正策である法定検査補助及び浄化槽維持管理費補助も引き続き実施いた

します。簡易水道及び下水道事業については、持続的な事業運営のための上下水道料金の

検討を行います。福祉部門においては、誰もが住み慣れた地域でいつまでも住み続けられ、

複雑化・多様化した高齢者や障がい者ほか全ての地域住民が抱える様々な分野にわたる生

活課題を解決するための包括的な支援体制の構築と助け合い・支え合いが活発に行われる

地域の実現に向けて、より一層の取組みを進めていく必要があります。生活保護業務では、

昨年度末と比較して保護世帯数・人数ともに減少していますが、保護世帯における単身高

齢者世帯の占める割合が高く、高齢化率の上昇に伴い、特に医療扶助費が増加しておりま

す。また、生活困窮に係る相談件数も増加傾向にありますが、生活保護に至る前の自立支

援策の強化を図るとともに、相談において窮迫した状態が認められれば生活保護の制度に

繋げていくなど、他の専門機関とも連携を取りながら困窮の程度に応じた早期な対応を進

めてまいります。障がい福祉施策では、第５期障害者計画・障害福祉計画及び第１期障害

児福祉計画に基づき、相談支援体制を充実させながら、障がいを持つ人の就労ニーズに合

った雇用・就労機会の創出と多様な就労の場の確保・提供に努めるとともに、世代や分野

を超えて「我が事・丸ごと」に繋がる地域共生社会の実現に向け、関係機関と連携して障

がい者施策及び自立支援制度を円滑かつ柔軟に取り組んでまいります。介護保険業務では、

昨年度に策定した第７期介護保険事業計画・高齢者福祉計画に基づき地域包括ケアシステ

ムの深化・推進を図っていきます。そのため、医療と介護の連携強化、高齢者の自立支援、

年齢を問わない健康づくり、地域に出向いての介護予防など要介護状態の重度化防止に向

けた取組みを進めるとともに、引き続き、多様な生活支援サービスの確保・充実に向けて

取り組んでまいります。また、地域で活躍できる生活支援ボランティアの育成、介護人材

確保策の推進や介護職員の質の向上に取り組むとともに、介護給付費の適正化にも努め、

より安定した介護保険財政の運営を図ってまいります。平成 25 年度に策定した第２次健

康安芸太田21、平成26年10月に行った健康のまち宣言を踏まえ健康づくりを進めており、

保健部門においては、宣言の重点項目である健診について、健康増進法及び高齢者の医療

の確保に関する法律等に基づく健康増進事業として各種健診を実施しております。集団健

診として町内４か所で実施する山ゆり健診、個別健診として人間ドック及び安芸太田病院

で土曜日に実施している働き盛り応援健診などにより、生活習慣病やがんの早期発見及び

早期治療につなげ、引き続き疾病の予防や重症化の抑制と個々の方々の健康管理意識の向

上を目指します。母子保健事業では、これまでの妊娠期から子育てしやすい環境を整える

という支援体制を一歩進め、子づくりの段階からの支援を行うものとし、子どもを持つこ
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とを望む夫婦が受ける不妊治療に対する助成事業を拡充させるとともに、子づくりから乳

幼児の子育てに係る問題解決や相談業務にも力を注ぎ、子育て支援対策の充実を図ります。

疾病予防事業においては、予防接種法に基づき、感染予防、発病予防、症状の軽減及び病

気のまん延防止等を目的に、対象者の把握に努め各種予防接種を実施します。健康のまち

宣言の重点項目の運動の推進として、これまでに取り組んできた健康運動やウォーキング

などを中心とした住民の健康づくりをより促すため、既存の自主運動組織などの協力を得

ながら、自主的に運動を実践する方々の裾野を広げるよう普及啓発を図るとともに、運動

無関心層の掘り起こしのため、昨年度より実施している、あきおおた地域応援ウォーキン

グ事業を引き続き取り組みます。また、重点項目である食生活における食育の推進に努め

るとともに、歯科保健センターの活動を強化し、食べることの基本である口腔ケアの充実

を図ります。保健の目的である健やかさを保つには身体と心の健康が必要であり、生きが

い作りや地域社会の関わりを通じ、目標とする健康寿命の延伸に向け取り組んでまいりま

す。学校教育部門につきましては、平成 30 年度に各学校に導入した最新の ICT 機器等の

活用を促進するとともに、更なる「主体的・対話的で深い学び」、「プログラミング教育

の充実」、「外国語活動」等の教育の推進を行ってまいります。本町においては、これま

でにも東京大学等と連携した協調学習の研究や取組みを行っておりますが、この取組みも

新年度で 10 年目となります。本町は、全国でも牽引する立場として注目されていること

から、在籍する教職員のスキルやモチベーションを向上させるとともにアクティブラーニ

ングとしての学習頻度をより向上させながら、引き続き授業改善等を進めてまいります。

近年、高校受験等でも重視される英語力の向上については、英語検定受験の助成制度と合

わせ、外国語教育の充実化を図るため、ＡＬＴによる外国語指導を引き続き実施するとと

もに、幼児期から外国語に親しむ機会を増やしていくこととしております。また、小・

中・高の各学校において、学校間での連携を支援するとともに、児童生徒がわが町に対す

る郷土愛と誇りを持ち、将来この町に帰ってきたいと思ってもらえる特色ある教育活動を

展開できるよう力を入れるとともに、町としても支援することとしております。生涯学習

部門では、来る 2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴うメキシコ射撃競

技選手団の事前合宿の受入れに向け、町内関係者による安芸太田町メキシコ選手団事前合

宿受入・交流推進会議を組織し、平成 30 年度から事前合宿受入を実施する予定で進めて

いましたが、メキシコ側の調整がつかないため、平成 30 年度は中止となりました。新年

度は、広島県を通じて受入をするべく協議をしており、町を挙げての歓迎を行いたいと思

っております。また、平成 31 年度においても「第 57 回全国高等学校ライフル射撃競技選

手権大会｣が「つつがライフル射撃場」で継続開催されます。本大会は、本町で実施され

る唯一の公式な全国大会であり、平成 18 年の第 44 回大会から数えて今回で 14 回目の当

町開催となり、全国から高校生選手が多数来町し、宿泊など町内施設の利用と交流が図ら

れております。成人式については、新たな成人の門出を祝うとともに、自身が生まれた町

である「安芸太田町」を少しでも振り返る場となるよう、企画段階から成人者達へ参加を

呼びかけて創意工夫を行い、記憶に残る成人式の開催を目指すこととしております。また、

町内の体育館や水泳プール等の社会体育施設も、新町合併以前に建設されたものが多く、

大半の施設が修繕を要する時期となっています。このことから、利用状況や今後の活用も

考慮のうえ廃止等も含めて検討するとともに、必要に応じて計画的な修繕等を行なってい

きます。今年度は、筒賀プールの修繕を進めるため設計を実施します。また、放課後の子

どもの安全・安心な居場所づくりとして、「放課後子ども教室」を加計小学校、戸河内小

学校、修道を中心に平成 31 年度も引き続いて実施し、長期休暇の間は保護者の意向を踏

まえ、津浪地区での実施も計画し、子育て支援の充実を図ります。すべての人の人権が尊

重される豊かな社会の実現を目指し、引き続き地域人権学習活動支援を行うとともに、よ

り身近な部分から人権問題を考えて頂けるよう、毎年開催している人権フェスタについて

も工夫を重ねてまいります。町立図書館の運営については、より良いサービスの提供のた

め蔵書の充実と図書館システムの整備を進め、移動図書館「やまびこ号」の運行について
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も、順次巡回ルートの見直しを行うなど一層の利用促進を図ってまいります。生涯学習の

推進を図るため、安芸太田町子ども会連合会、安芸太田町ＰＴＡ連合会などとの協力を密

にするとともに、他課の連携事業も視野に入れた生涯学習活動の推進を図ってまいります。

次に、特別会計について、ご説明申し上げます。特別会計の予算は、国民健康保険事業特

別会計８億 6,666 万３千円で 1 億 6,830 万７千円の減、後期高齢者医療事業特別会計１億

5,153 万 1 千円で 125 万５千円の増、介護保険事業特別会計 12 億 8,977 万円で 1,290 万

８千円の減、介護サービス事業特別会計 2,098 万 1 千円で 24 万円の減、簡易水道事業特

別会計 1 億 6,450 万７千円で 1,905 万４千円の減、農業集落排水事業特別会計 1 億 2,324

万７千円で 462 万４千円の減、特定環境保全公共下水道事業特別会計３億 2,322 万２千円

で 1,878 万６千円の減、筒賀財産区特別会計 1,736 万８千円で 1,735 万６千円の減で、

８つの特別会計の当初予算合計額は 29 億 5,728 万９千円となり、平成 30 年度当初予算に

比べて２億 4,002 万円、7.51 パーセントの減となっています。このうち、簡易水道事業会

計においては、安全な水の安定供給に努めるとともに、計画的な管路の更新を進めます。

農業集落排水事業会計・特定環境保全公共下水道事業会計については機械類の老朽化が

年々進行する状況を踏まえ、施設管理の最適化のためのストックマネジメント計画策定を

行うとともに加入促進に努めてまいります。また持続可能な事業運営に向けて上下水道料

金の改定について検討します。最後に病院事業ですが、地域包括ケアシステムの実現が安

芸太田町病院事業としての役割であり、病院の理念である「地域の皆様が安心して生活で

き、心の支えとなる保健・医療・福祉の提供」、「人間性豊かな医療人の育成」に取り組

んでまいります。昨年度は周辺病院における高度急性期病院の移転や新設、無床診療所化

等の再編に伴い「病院完結型医療」から「地域完結型医療」への転換について各病院と協

議しました。個々の課題を解決するために地域の病院と連携し、医療資源の有効活用や医

療人材の確保等、町民の皆様が安心で安全な医療を受けられるよう全力で取り組みます。

本病院事業は「安芸太田町病院事業新経営改革プラン」の４年目にあたり、救急医療や在

宅医療などの政策的医療に引き続き取り組むとともに、次期改革プランの策定に合わせ機

能の検討を行います。町民の皆様には気持ちよくご利用いただけるように、サービスの改

善に努め、あわせて職員が働きやすい環境づくりを進め、「信頼される病院」を目指しま

す。収益的収支において、病院事業収益は病院・診療所合わせて 20 億 4,162 万６千円を

予定し平成 30 年度当初予算と比べて、1,167 万２千円の減収を見込んでおります。資本的

支出は、入院棟の空調及び給湯設備等の改修を予定しており、医療機器の購入や、企業債

の元金償還などで、３億 5,178 万円９千円を計上しております。以上、平成 31 年度当初

予算の概要を説明とさせて頂きました。 

どうぞ、慎重にご審議頂き、適切な議決を賜りますようお願いをいたします。 

○矢立孝彦議長 

 これで提案理由の説明を終わります。以上提出議案については、後日詳細説明、審議、

採決を行います。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。 

午前１１時２０分散会 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 


