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平成３１年第２回定例会 

（平成３１年３月５日） 

 （開会 午前１０時） 

○矢立孝彦議長 

おはようございます。ただ今の出席議員は 12 名です。定足数に達しておりますので、

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

りです。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第１．一般質問 

 

○矢立孝彦議長   

日程第１、一般質問を行います。今期定例会においてお手元に配付した一般質問通告表

のとおり、10 人の議員から質問の通告がありますので、順次発言を許します。８番、角田

伸一議員。 

○角田伸一議員 

 おはようございます。８番、角田でございます。平成最後の安芸太田町定例町議会の一

般質問に立たせて頂きました。今年の冬は積雪も少なく中国地方のスキー場は例年より早

めに閉鎖されるなどスキー入り込み客を対象とした事業は予定通りの展開とはならず、冬

期間の経済に大きな影響があった記憶に残る暖冬でございましたが、町長はじめ職員の皆

様におかれましては、平成 30 年度の事業執行、新年度の予算編成等、多忙の時期であっ

たと承知をしております。安芸太田町民の為、住民の為に、日夜ご尽力頂いていることに

心より敬意を表し、早速ではございますが通告をしております一般質問をさせて頂きます。

まず最初に道の駅の整備について。高速道に食事、休憩、トイレ休憩のための施設として

サービスエリアがありますが、一般道にはサービスエリアと同じような機能を果たす道の

駅がございます。平成 30 年度、重点道の駅に来夢とごうちが選定されました。このこと

は 1 月 31 日付の中国新聞にも載っておりました。地方創生の核となる道の駅の優れた取

り組みを応援する、また今後の施設整備に向け、交付金等で支援があるとのことでござい

ます。これまで進めてきた道の駅構想を実現するにあたり、心強いところでございます。

道の駅来夢とごうちのどのような企画が評価され、選定に至ったと思っておられるか。ま

たこれからどのような手順で道の駅の整備を進められるのか。その考えを伺います。○矢

立孝彦議長 

企画課、二見課長。 

○二見重幸企画課長 

はい、道の駅の整備につきまして、企画課の方から答弁をさせて頂きます。国土交通省

では道の駅は地方創生を具体的に実現していくために極めて有効な手段であるという考え

方から、平成 26 年度から地方創生の核となる、特に優れた企画を選定し、重点的に応援

をする重点道の駅の取り組みを実施をされておるところでございます。平成 30 年度重点

道の駅の公募要項によりますと、選定にあたり優先的に評価する事項といたしまして、Ｄ

ＭＯとの連携あるいはインバウンドの観光の取り組みといいました次世代観光拠点の形成、

また風景街道、道守との連携、あるいは高速道路との連携、子育て応援といった項目を優

先的に評価する事項ということで、要項上に記されております。今回安芸太田町が企画提

案をさせて頂きました提案メニューといたしましては、まずハード面におきまして、施設

内の機能をつなげ、回遊性・一体感を高める導線を構築するといったハード面の提案をし

ております。またソフト面におきましては、地域商社の事業領域であります地域産品の販

売、観光関連の事業、この両面で地域の稼ぐ力を上げていく活動の中心拠点として道の駅

を活用するといった提案をしておるところでございます。その他、高速道の一時退出サー

ビスを活用いたしまして、ミニ観光ツアーや高速バスを活用しての貨客混載による広島市
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中心部への新たな流通、またインバウンド向けのサービスの充実などをソフト面として提

案をさせて頂いたところでございます。今回の提案において、評価された点でございます

が、地域商社が地域商社機能とＤＭＯ機能を発揮しながら、道の駅の運営を一体的に進め

ていこうと、この提案が評価されたものと考えておるところでございます。また高速道路

のインターチェンジのすぐ側にある事、また広島市との近接性、これらの立地の良さも今

回の活性化に向けての好条件として評価されたものと考えておるところでございます。続

きまして今後どのような手順で道の駅の整備を進めるかといったご質問でございます。こ

ちらにつきましては、平成 29 年度の事業で、道の駅周辺の現状や課題、今後道の駅が持

つべき機能、施設配置のパターン等を基本構想レベルで検討しておるところでございます。

今回の重点道の駅の企画提案につきましても、この基本構想の検討内容の一部を盛り込ん

でいる部分もあります。このたび重点道の駅に選定されたことで、町と国土交通省中国地

方整備局あるいは関係機関による協議会を設置することとなります。その中で今後活用可

能な財源あるいは制度などの検討を進めてまいります。一方で既存の事業者や地域住民の

みなさんのご意見をお聞きする機会を設けるとともに、専門家の意見も取り入れながら施

設配置計画や道の駅本体の施設内容の検討を進めて、来年度中には基本計画としてまとめ、

基本設計、実施設計と進めていけるように準備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 

角田議員。 

○角田伸一議員 

インターチェンジの近くという立地条件を生かし、地域商社が地域商社機能と観光振興

を図るという企画が評価をされたということ。施設の整備については、住民、専門家の意

見を聞く機会を設けるという答弁でございました。昨年の 10 月、議会の産業建設常任委

員会が千葉県内の２箇所の道の駅を視察をいたしました。木更津の道の駅は災害時の避難

場所として位置づけられ、屋根全面がソーラー発電となっており、千葉県の特産品ピーナ

ッツをＰＲするオブジェが目立つインパクトのある建物でございました。特産のピーナッ

ツの加工製品も豊富で、地元農産物も同一の販売コーナーに並んでおりました。もう１箇

所の富浦市の道の駅は、観光農園を経営し、特産の枇杷をはじめ、イチゴ、メロンの収穫、

花摘み、フラワーアレンジメント等の体験ができる道の駅でございました。いずれも地域

の特産品を生かし経済効果を引き出す創意と工夫が集約した道の駅でございました。安芸

太田町の整備する道の駅におきましても、安芸太田町をＰＲし、集客施設の核として産

業・観光の振興に資する道の駅であって欲しいと強く思うところでございます。提供する

サービスを充実させるため、特産品の開発・生産・集荷体制整備等、早めの取り組みが必

要と思いますが、町の考えを伺います。 

○矢立孝彦議長 

地域商社あきおおた武藤事業本部長。 

○武藤克巳地域商社あきおおた事業本部長 

先ほどありましたように、このたびの重点道の駅の選考のポイントとなりましたのは、

物販を行っていく商社機能、それと観光のＤＭＯ機能、これらがですね地域商社に備わっ

てるというところでございます。これらの両方のですね核となるというところは、町その

ものをどのようにＰＲしていくか、これをブランディング、町のブランディングという風

に言っております。地域商社あきおおたでは今期開発しております新たなホームページ、

これと道の駅これらを連動させて、町全体のブランディング、地域産品の販売、そして情

報発信を行ってまいりたいというふうに考えております。特に今ご質問のありました地域

産品でございますけれども、すでにブランド化されております祇園坊柿、これに磨きをか

けてまいります。この祇園坊柿を材料として使った新しいメニューの開発、生産量の増加、

安定化、これらを前提といたしまして、新たな販路の拡大、レストラン等への販売、これ

らを検討してまいります。また漬物などの加工品、太田カブ菜についても同様に生産の安
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定化を前提といたしまして販売の拡大を図ってまいりたいというふうに考えております。

それと集荷配送ですけれども、産直市等の周辺事業者と共同で道の駅を物流ハブ拠点とす

るようなことをめざしております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

商工観光課、片山課長。 

○片山豊和商工観光課長 

はい、道の駅の施設管理をしております商工観光課の立場としまして、観光あるいはＰ

Ｒ等々の項目について説明させて頂きます。道の駅来夢とごうちにつきましては、日本政

府観光局（ＪＮＴＯ）が認定する外国人観光案内所のカテゴリー１の分類としての要件を

満たしております。この具体的な認定要件に付きましては、常駐でなくても何らかの方法

で英語の対応が可能である、地域の案内を提供するとあり、本町におきましては平成 27

年３月に認定を受けているところでございます。現状では地域商社の中に対応可能な職員

が１名おります。しかしながら業務の関係あるいは民泊等がありますと、常駐でないとい

うことがございます。新年度におきましては、予算概要の中で町長の方で申し述べました

とおり、８月を目途としまして、国際交流員を派遣することを考えております。通訳が可

能な職員として常駐体制を確立し、次のカテゴリー２へのランクアップを目指したいと考

えているところでございます。広島県内では主要駅あるいは折り鶴タワー等に配備されて

いるカテゴリー２でございますが、道の駅としては珍しい方ではないかと考えております。

今後増える可能性のある外国人観光客からの認知度も向上するため、誘客に向けて具体的

に進めたいと考えております。また商社等のいろんな産品開発あるいは観光情報につきま

しても商社とタイアップする中でホームページ、あるいはそういったＳＮＳを通じまして

効果的に配信したいと考えております。以上でございます。 

○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、ご質問のありました、特産品の開発、生産集荷体制の取り組みについて、産業振

興課から答弁させて頂きます。本町特産の祇園坊柿また町産材を活用した戸河内刳りもの

やまな板、また新規就農者の葉物野菜など太田川産直市や道の駅などでの販売、またふる

さと納税のお礼品などにより、少しずつ販売額を押し上げている状況でございます。より

一層の売上を伸ばし商品力を高めていくには地域内の企業や各産業とつながり強化に取り

組み、農林水産業、製造業、商業、観光業といった産業間連携、また産学官連携により、

地域の資源を活用した産品の開発、祇園坊柿などの農林水産物の生産量と生産者の確保を

図っていく必要があると考えております。広島市農協、地域商社あきおおたなど、関係機

関との連携により地域に眠る魅力ある産品、農林水産物を活用して新しい価値を作り、売

れるから作れる生産販売体制の構築や、栽培農林水産加工の指導情報を共有する仕組みづ

くりを進めていきたいと考えております。道の駅を拠点とする町内に設置されています産

直市、学校給食、観光施設等の需要者へ販売供給する集荷および生産者からの集荷体制の

仕組みづくりを進めることなど、地域内の経済を循環させ魅力ある拠点としての道の駅の

施設のあり方について検討を行い、農林水産物の生産量と生産者の確保に取り組んでいき

たいと考えております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 角田議員。 

○角田伸一議員 

 特産品の開発、まぁ早めの取り組みが必要ではないかと質問を致しました。産業の面か

ら農林産物を資源とした特産品の開発、観光振興の面からは国際交流といったような話、

また地域商社の地域産品の販売促進、情報発信による販路の拡大等、現状と方向性を示し

て頂きました。地域商社は安芸太田町の産業観光振興を図る役割を担うために設立された

ものでございます。道の駅の整備と並行して、関係機関、関係団体と連携を密にし、成果
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をあげて頂きたいと思います。道の駅の整備についてもう一度伺います。道の駅の建物に

ついて地元の木材をふんだんに使った木造の建築が望ましいと思いますが、町長はいかが

お考えでしょうか。 

○矢立孝彦議長 

小坂町長。 

○小坂眞治町長 

先ほど来より道の駅につきましてご説明申し上げているところでございます。ご質問に

ありましたように災害時にというような観点、まだ持ち合わせておりませんでした。そう

したふうなこともですね、この度の計画に考えていきたく思います。またご質問になりま

したように、木造の建物につきましては町の方の条例で地元材を中心に木造建物を公共建

物に活用していこう。現に最近におきましては小学校におきまして加計、戸河内の両小学

校が、とりわけ戸河内におきましては地元材をもちましてですね、木造建築で実現できと

るところでございます。この度の計画におきましても、そうした観点からの取り組みをし

ていきたく考えております。 

○矢立孝彦議長 

角田議員。 

○角田伸一議員 

はい、答弁の内容、受け止めておきます。それでは次の質問に移ります。農業委員会に

ついて。農業委員会の必須業務は農地の権利移動の許認可業務でございました。平成 28

年４月の農業委員会法改正により遊休農地の発生防止、解消、新規参入の促進等、地域に

おける現場活動が農業委員会の必須業務に位置づけられ、農業委員とは別に農地利用最適

化推進委員が配置されることになりました。安芸太田町におきましても平成 29 年９月に

農業委員 10 名、農地利用最適化推進委員 10 名が選任され、農地の利用促進、農業振興が

図られております。農業委員と農地利用最適化推進委員それぞれの業務はどうなっている

のか。また農地の権利移動の許認可に携わる農業委員、地域の農業振興を目的とする農地

利用最適化推進委員、相互の情報交換、情報の共有は重要であると考えますが、農業委員

と農地利用最適化推進委員の連携について。加えて農業委員会の会議に農地利用最適化推

進委員が出席して発言することができるとなっておりますが、どのようなときに出席でき

るのか。以上３点について答弁を求めます。 

○矢立孝彦議長 

 産業振興課長。 

○瀬川善博産業振興課長 

はい、農業委員会につきまして、農業委員会事務局としても、業務を担っております産

業振興課の方から答弁させて頂きます。まず１点目の農業委員と農地利用最適化推進委員、

それぞれの業務につきましてですが、農業委員会の業務については、農業委員会等に関す

る法律により規定されております。農地に関する関連法令に基づく許認可また農業一般に

関する調査及び情報提供、農地利用の集約化、遊休農地の発生防止解消、新規参入の促進

など必須業務として位置づけられております。農業委員会の機能が農業委員会としての決

定行為または地域での活動の２つに分けられることを踏まえまして、平成 28 年４月の農

業委員会等に関する法律の一部改正によりそれぞれが的確に機能するように意思決定を行

う農業委員とは別に担当地域における現場活動を積極的に担い農地の利用の最適化の推進

のための役割を果たすため農地利用最適化推進委員を設置しております。農業委員の主と

しての業務は、毎月行われる総会において農地に関する関連法令に基づく許認可また地域

の農業振興に関する関係行政機関への意見提出など、農業委員会としての意思決定を行っ

ております。農地利用最適化推進委員の主としての業務は、担当地域での現場活動を行う

中心的な役割を持ち、農地の利用状況調査や利用調整また毎月農地の違反転用の発生防止、

早期発見のための農地の巡視活動を行っております。続いて２つ目の質問にありました農

業委員と農地利用最適化推進委員の連携についてございます。平成 28 年４月の農業委員



- 7 - 

 

会等に関する法律の一部改正により、農業委員会の最も重要な業務に位置づけられました

農地利用の集約化、遊休農地の発生防止解消、新規参入の促進などの農地の利用の最適化

を推進するために農業委員と農地利用最適化推進委員の合同による会議を行い、現場活動

に混乱をきさないように常に連携が図れるような意見交換また共通認識の確認などを行い、

農地の利用状況調査や地域農業の状況を把握、農業者からの様々な相談等の対応を行って

いるところでございます。３つ目の質問にありました農地利用最適化推進委員の農業委員

会の出席についてでございます。農業委員会等に関する法律の規定により農業委員会の総

会において、農地の利用の最適化推進に関する指針を定める時は、農地利用最適化推進委

員の意見を聞かなければならないこととなっております。農地利用最適化推進委員は総会

に出席して担当地域での現場活動状況について報告し、指針策定にあたり意見を述べるこ

ととなっております。以上で産業振興課の方からの答弁を終わらせて頂きます。 

○矢立孝彦議長 

角田議員。 

○角田伸一議員 

新しい仕組みの農業委員会になり、1 年半が経過をいたしました。農業全般に影響をも

つ行政機関として安芸太田町内の農地利用の最適化、農業の振興に資する活動を推進して

頂きたいと思います。それでは次の質問に移ります。人・農地プランについて。農業が厳

しい状況に直面している中、持続可能な力強い農業を実現するためには、基本となる人と

農地の問題を一体的に解決していく必要があることから、それぞれの集落・地域において、

徹底的な話し合いを行い、集落・地域が抱える人と農地の問題を解決するための未来の設

計図となる人・農地プランを作成することになっており、安芸太田町においても人・農地

プランが策定をされております。ここで質問です。安芸太田町の人・農地プランに計画さ

れている農業の担い手に関すること、農地の利用集積の方法、地域農業の将来のあり方に

ついて答弁を求めます。 

○矢立孝彦議長 

産業振興課長。 

○瀬川善博産業振興課長 

人・農地プランについて産業振興課から答弁させて頂きます。人・農地プランについて

ですが、人・農地プランとは、集落・地域が抱える地域農業のあり方や地域農業を支える

担い手の将来展望などを明確にしたもので、本町においては平成 25 年２月に農業委員会、

広島市農業協同組合、農業生産法人、認定農業者で構成します安芸太田町人・農地プラン

検討会を設置しております。本町の農業振興において、地域農業を支える担い手の確保、

担い手への農地集積および農業者を含めた農地の有効利用、継続可能な経営、新規就農の

あり方などを踏まえた人・農地プランについての検討、策定を行っております。その人・

農地プランの中での農業の担い手の取り組みについてですが、平成 25 年３月に梶ノ木地

区のプランを策定し、翌年には安芸太田町全域をエリアとするプランの見直しを行うなど、

その後新規就農により、現在は地域農業を支える担い手として、法人３経営体、新規就農

者含めた個人７経営体、また集落営農組織２組織、合わせて 12 経営体を位置づけしてお

ります。また人・農地プランの中での農地の利用集積の方法については、人・農地プラン

に位置づけされた担い手に集約し農地中間管理事業を活用した利用調整や、遊休農地の有

効利用を行っているところでございます。また地域農業の将来のあり方については基幹作

物の水稲は担い手への集積を進め、または広島市と連携した広島活力農業の研修制度を活

用して葉物野菜産地の形成とハウス栽培に取り組む新規就農者の育成に務めるなど、持続

可能な農業の実現に向けた取り組みを行っている所でございます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

角田議員。 

○角田伸一議員 
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ただ今の答弁で新規就農による農業経営体が増加しつつあり、人・農地プランが実現に

向かっていると感じます。農業離れに歯止めがかからない中で、農業の担い手を確保する

ことが町全域の課題であると思っております。地域就農に限らず、既存の農業者にとりま

しても、農地の利用集積は農業の規模、経営の効率化を左右する要因であり、人・農地プ

ランの実効性に影響があると思っております。農地の利用集積を柔軟に推進する為、自民

党農林関係合同会議において農地中間管理法一部改正案が了承されておりますが、この農

地中間管理法一部改正案を把握されているか伺います。 

○矢立孝彦議長 

産業振興課長。 

○瀬川善博産業振興課長 

農地中間管理法の一部改正案の了承されておるというところの動きでございますが、県

からの情報によりますと、農地法管理法案の一部改正については農地中間管理事業に関わ

る手続きの簡素化また農地中間管理機構と農業委員会等の関係機関との連携強化などの措

置を講じて担い手への農地の集約の加速化が進められるよう、農地中間管理事業の推進に

関する法律等の一部改正する法律案が今国会において提出されてるとの情報を把握してる

状況でございます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

角田議員。 

○角田伸一議員 

法案制定後の迅速な対応と農業の振興を期待を致しまして私の一般質問を終わります。 

○矢立孝彦議長 

以上で角田議員の一般質問を終わります。 ４番、冨永豊議員。 

○冨永豊議員 

おはようございます。改めまして多数の方にこうやって傍聴席に傍聴に来て頂きました

ことを、本当に感謝申し上げます。こういった機会でございますので、私もしっかりとし

た質問をあげ、また執行部の方にはしっかりとした明確な答弁を求めて、こういった機会

もめったにございませんので、今回の森林法に基づく推進についての答弁をお願いしたい

と思います。それでは、あのー、通告しております森林管理法に基づく取り組みについて

ということで、大きく分けて１つには森林経営管理制度の推進について、２つ目に自伐型

林業の推進について、この中で具体的なことでちょっと質問させて頂きます。それでは始

めさせて頂きます。森林管理制度について、平成 30 年５月 25 日、新たな法律である森林

経営管理法が成立しました。これに伴いこれまで林業関係の行政は都道府県中心から市町

の権限で森林計画が行われることとなった。この制度の財源は私達国民に新たな負担とな

る森林環境税の創設で、これを森林の整備等に使う森林環境譲与税が交付される。制度の

主旨は経営管理権と経営管理実施権の２つの新しい権限を創設して、これまで様々な課題

などにより手入れができていなかった森林について森林所有者に代わって市町村が森林を

整備する取り組みです。そのためには林業経営や森林管理を行いやすくするための基盤整

備として新たな森林管理システムを創設することとあります。具体的に取り組みを噛み砕

けば、スギやヒノキなどの人工林を対象に、荒廃した森林を町がいったん借り受け、森林

バンクとして集約した上で、意欲ある事業者に貸し出し、経済の財としての取り組みとも

う一つは環境の財としての取り組みです。昨今の異常気象をもたらす自然災害への対応策

として、森林の多面的機能の維持保存です。新たな森林管理システムを創設にあたっての

課題は所有者不明森林、境界不明確の森林の存在や経営意欲の担い手の不足などがいわれ

ています。一般質問の内容は、森林管理システムの創出していく上で、課題解決の取り組

みの考えについてお聞きいたします。森林経営制度の推進について。まずはじめに今回の

森林経営管理法の受け止めについて。今回の森林経営管理法は国が決めた法律であるもの

の実施主体は市町村であることから地方創生の取り組みとしての重要性は十分考えていか

なければない。資産規模で言えば地方創生の一番大きな鍵である認識を強く持っています。
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その観点で言えば、多くの町民は林業の再生に期待がありますから、経済の活性化、地域

振興などの成果があがってこないと納税者は納得しないでしょう。持続可能な森林林業に

向け、環境の保全、浄化の役割と域内の町内域内の経済循環の役割をしっかりと意識した

林業施策を行っていかなければなりません。今回の森林経営管理法が定めた経営管理権、

経営管理実施権を定め、執行にあたりどのような受け止めであるのか、まずお聞きいたし

ます。次に集積集約について。制度に基づく森林の適切な管理を図るためには経営管理が

不十分な森林について集積集約化が図ることがされている。林野庁などの資料などでは大

きく分けて３区分で、すでに経営管理されている対象森林、２つ目には林業経営者に委託

できる森林、３つ目には林業経営に適さない森林のそれぞれに振り分けされている。その

際の区分ごとに判別する基準はどのような考えなのか、具体的な説明を求めます。次に意

向調査について。森林所有者を対象として経営管理権の基礎資料として活用するための意

向調査を実施されます。内容について説明を求めます。所有者に対する意向の内容また次

には調査のスケジュール感、調査の実施主体はどこなのか。経営管理実施権の配分の考え、

時期についての説明を求めます。次に実施体制の確保について。新たな森林管理システム

の構築にあたり事務に携わる組織体制の現状についてどのような認識であるのかお伺いし

ます。なぜ聞くか、林野庁いわく、全国的に林業一般職員が減少している、マンパワーそ

して知識双方とも不足している状況にある。町村に期待されている役割を十分に果たせる

体制とは言い難いといっている文面を見るところです。次のようなことが行政の責任で手

続きなどの事務作業は考えられる。経営管理意向調査、経営管理集計計画の策定、経営管

理権の設定、不明森林所有者や不明森林共有者の探索、経営管理事業の実施などがありま

す。以上は実務的な問題ですが、専門的な知識が必要性が大いにあると思っています。執

行にあたって、組織体制の受け止めをお聞かせください。申し添えることは、ぜひ十分調

査したデータベースを作成して頂きたい。次にこの制度を起点に森林施業、森林管理の長

期展開について。まず１つは森づくりの構想について。本町において森林林業基本法によ

る森林計画で十分な審議され森づくりの思想理念に則って森林施業が行う考えはでき上が

っていることと思います。しかし新たな税金が、個人住民税の均等割の納税者の皆様から、

国税として千円が上乗せされます。均等割は収入に関係なく一定額を負担する税です。家

計支出の増える中、負担が重いという問題もあります。そのようなことから、本町が目指

す林業の役割を明確にした将来構想を町民に知って頂く必要性があると思っています。そ

の説明責任は十分果たしていかなければなりません。思いをお聞かせください。具体的な

森林事業の長期展開についてお聞きいたします。森林経営の観点で、林業の取り組みを先

行した自治体は身近で言えば、西粟倉村です。議会としても一度伺ったことがあります。

その時強く感じたことは、大事な事は森林経営についての中長期にわたって計画の考えを

示すことである。現在 100 年の森林構想として名をうって取り組みが行われている。資金

調達も西粟倉村共有の森ファンドを設けて森林管理生産向上を目的に 1 口５万円、10 年の

個人向け出資を募り、400 名以上、4,200 万円以上集め、木材にまつわる貸付が行われ、

功を奏しているところです。聞くところです。今そのことが地域の結束を促すことがつな

がり、他地域からの林業に取り組む人材の移住者が増えています。めざしたのは森林を起

点とした木材の高付加価値化です。村独自のブランド作り、木材をより高く販売すること

に取り組んでおられます。売上げは年間８億円以上伸び、また間伐材販売者利益は半分を

山の所有者に還元、その結果役場が預かる森林は年々増えているといいます。西粟倉の面

積は57．97ｋ㎡、人口1,426人で、移住者が130人にのぼるといわれている。西粟倉には

起業コンサルの実績を持った人が山に興味を持ち移住された本格的な取り組みが始まった

と聞いております。キーポイントは念入りに積み上げた木材の需要拡大の事業拡大の事業

施策は基本で、深堀としたしっかりとしたマーケティングによる需要業績指標がしっかり

とした考えでできている。今後の森林事業の長期展開としてどのような考えを持って推進

されているのか意見があればお聞きいたします。森林アドバイザーの支援及び専門職の拡

充についてお聞きいたします。林業は 100 年の体系を立てて、担い手をどうするか、支援
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をどうするかを決めることによってはじめて成り立つと言われている。一時的な支援では

限界がある。例えば農業であれば四半期ごとの作物を生産していく。しかし林業は 50 年

60 年大径木であれば 100 年以上の生産を求めての産業である。であるから、農水省は林業

技術性を地域林政アドバイザー、嘱託職員などとして雇用として明記している。本町とし

て地域林政アドバイザーの活用の考えはどうなのか。説明の答弁を求めます。活用の場合

の制度の財政措置、職務内容などでどのようなスキルアップが図られていくのか簡潔な説

明を求めます。また将来を見据える森林管理は地域に根を張った専門職員が求められると

思っています。ご意見お聞かせください。林業経営体の選定育成についてです。新たな森

林管理システムを推進していくうえで、経営管理実施権を担う事業体が質の高いことが重

要です。本町においては地方創生の大きな役割として期待があります。雇用の創出として

産業の活性化として環境の維持など長期にわたる事業が進めることができ、次世代へとつ

ながります。本法案において民間事業者の選定条件が 36 条の２項で規定されている。ま

た林野庁は林業経営の集積収益化の受け皿となり得る意欲と能力のある林業経営体を確保

することが重要であることから育成を図る林業経営体として、考え方が文面として発出し

ています。内容は割愛させて頂きます。広島県においては林業認定事業体一覧表で 39 事

業体が公表されています。本町において太田川森林組合と民間事業で一事業登録が登録さ

れています。今後本町において意欲と能力のある林業経営者の確認ですが、事業者の大小

はかかわらないと定め都道府県が募集公表することとなっています。本町においては推薦

していくことが考えられます。どのような事業体の考えを持っているのか、具体的に挙げ

てください。特にお聞きしたいことは一人親方などはどうなのかというところをお聞かせ

頂きたい。次に現在の林業に対する新従事者の動きの捉えについて。本町における新規従

事者の動きの捉えです。行政として地域おこし協力隊として受け入れを行っていることは、

本法案を意識してのことと思っています。彼らとコミュニケーションを感じることはリス

クの高い職業として捉え、自己責任の考えで活動していく熱が入っていることは雇用創出

の牽引になる大きな力と考えます。活動の場、育成についての考え、また期待をどのよう

なところに寄せられている考えなのかお聞かせください。従事者の労働安全に対する確認

についてです。しっかりとした事業体の重要なことの条件の１つに、安全に対する取り組

みです。森林労働災害の発生状況は全産業と比べると突出した高い比率と思われる。平成

29 年の資料を見ると災害死傷が災害が 1,314、そして死亡災害が 40 名となっています。

だいたい 40 名前後が推移しています。意欲と能力のある方々とは安全に対する高い考え

で対策をしっかり持った従事者でなければなりません。モラルを持った知識を持った技術

を持った人を選定していくことが求められます。それには山に対する興味を持った人です。

受け止めについてお聞きいたします。次に２番目の大きな題目の２番目、自伐型林業の推

進について。森林管理システムの構築にあたり、留意点は何かについて要約して考えると、

森づくりの思想、理念に則った森林施業、森林管理を行うことが必要なこと、２番目には

そのためには公益的機能を木材生産と矛盾なく発揮させる森づくりの考えが必要。その実

現に向けては森林施業方法の選択です。以上のことの要件を満足させていく施業に自伐型

林業を位置づけ、事業体として加えていくことを求めたいと思います。その必要性につい

て述べると、これまでの画一的な林業政策において、限界が見えてきている。生産規模の

大規模化を図ること、生産効率を上げていくためには、公正を図ることが基本戦略として、

事業展開していくことは間違いないことであると思う。しかし一般的なことの意見を述べ

ると、従来の特定団体が独占する林業方式では作業効率優先の大型機械は近代林業である

かのように言われているが、現在は大型機械も使用効率は低いと聞いております。ところ

で勘違いがあるのではないか。山林の異なる環境を考えず、効率化だけを優先し、皆伐を

行う、過間伐を行う、結果山の機能である保水機能を失う事から、土砂災害といった水害

災害を拡大させている。林業の持続的かつ健全な発展と、森林環境の維持保全の施業方法

として、疑問を投げかけている。ご意見があればお聞かせください。そのような現状に対

し、古いけど新しい生産スタイルとして自伐型林業は見直されてきた。主伐が中心な考え
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ではなく、大径木の生産をめざした長伐期施業を取り入れた見直しです。森林の自主的な

保全を実現するために、保全適切な管理、回復といった活動の展開です。いわば林業とは

森林づくりの考え方です。が、問われている中にあって自立経営型の小規模投資型の自伐

林業が、四国を始め全国に広がっています。昨年智頭町に視察に訪れた際、当地では 2015

年 10 月に智頭町自伐型林業元年記念シンポジウムが開催され、当時地方創生大臣が来賓

でまねかれ、自伐型林業の位置づけを行政として明確にされ支援策を行っていく動きを確

認いたしました。本町において、地元の人、Ｉターン、地域おこし協力隊で小規模林業を

目指した人が現れてきた。その人たちの現在の取り組みは伐採から森林作業の設計から錯

節の経費を自らの経費で徳島県から講師として招き、実践を通した森林づくり、森づくり

経営を目指し、その技術を身につけています。現状の取り組みの１を紹介すると、森林組

合と所有者の了解のもとに、森林管理権を受け、自伐型林業としての従事者もいます。ま

たすでに重機の購入契約を結ばれ本格的に林業に携われる林家の方も居られます。それ以

外に伐採の技術をかわれ、スポットと思っていた伐採作業に覆われている従事者も居られ

ます。現状では町外の施業地での電力会社の鉄塔の設置、また砂防堤建設に作業に不要な

樹木の伐採を行い、現在はことを欠くことなくそれなりの稼ぎができていると聞いており

ます。しかし彼らの目的は町内で安定した林業、継続できる林業経営で、次世代へつなぐ

ことを目指す森林づくりの経営です。そのためには今回の制度が示している経営管理実施

権の事業体として認定されることです。そして持続可能な安定した就業が施業地の就業は

施業地の確保です。本町として新たな雇用の創出と長期にわたる事業として施業地の確保

について考えることが問われている。路網の整備や林業機械の導入などがあっての林業支

援、また定住への環境整備など、積極的に町として支援すべきと考えます。ご意見をお聞

かせください。自伐型林業、古いけど新しい生産スタイルを町として力強く推進して頂き

たいと考えます。自伐型林業の受け止め、どのように考えておられるのかお伺いいたしま

す。最後に自伐型林業をめざす従事者の今後の課題を私なりに意見として述べると、自伐

型林業は自己責任の世界である。その責任をきちんと果たしていくか、そして林業はかな

りのリスクを伴う仕事である。どうやってリスクの最小化をしていくか、そして森林組合

の林業を自伐型林業がとってかわることなど考えられませんが、施業としてどちらも大事

な共存共栄の考えで、課題を克服していくことが自伐林業へ求められていると思っており

ます。そして将来に向けては補助金で賄われる現実に依存、目的化することなく、町内の

生産所得の向上にいかに関与していくことができるか、施策の研究、さらに重ねていくこ

とが、であるという思いを持っています。ご意見があればお聞かせください。以上でござ

います。 

○矢立孝彦議長 

産業振興課長。 

○瀬川善博産業振興課長 

森林経営管理法に基づく取り組みについて、まず１点目の森林経営管理法の受け止めに

ついてでございますが、森林環境税は国税として、平成 36 年度から個人住民税に対しま

して、課税対象者から一律の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に要する財源を確保するものとなっております。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。森林環境譲与税は、本町へは初年度となる平成 31 年度には 1,860 万円、

その後段階的に増額し、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。こういった森林環境税また森林環境譲与税の使途としまして、間伐や人

材育成・担い手の確保また木材利用の促進、普及啓発等の森林整備及びその促進に関する

費用とされており、その使途の具体的な対象の内容については、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。そのガイドラインをうけ、県、他市町

の動向を踏まえ、また、森林組合、会社、自伐林家などの林業経営体と連携をもちまして、

平成 31 年度においては、森林環境譲与税を導入による使途の方向性、また本町の林業に
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おけるさまざまな課題を抽出しまして、検討を行い、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なども重視した、伐採から出荷まで自ら行

います自伐林家等への支援など、今後における林業の振興の基本的な事業計画の策定に取

り組み、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

の促進に向けた財源としてより一層充実させるものと認識しております。またこれら森林

環境税を有効に活用できるよう整理しまして、林業施策を推進してまいりたいと考えてお

ります。続きまして、２つ目の質問にありました、集積集約化についてでございます。木

材価格の低迷などによります森林所有者の経営意欲の低下や、所有者不明の森林の増加、

担い手不足など森林資源の適正な管理を進めていくことが喫緊の課題となっております。

新たな森林経営管理制度では、高齢、後継者不在などの事情で担い手が不足し、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るものとなってい

ます。森林管理を市町がいったん引き受け、経営意欲と能力のある森林組合、会社、自伐

林家、個人などの林業経営体に貸し出して集約を進め、市町の仲介で林業経営体に貸し出

すのを基本に、作業路網の有無など経済条件を踏まえたうえで、市町が無償で借り受けて

森林整備を行うこととして考えております。３点目の意向調査についてでございます。森

林所有者自らが経営管理できていない森林、安芸太田町では 8,000ｈａあります。こうい

った 8,000ｈａの森林を 20 年かけて、1 年では 400ｈａ、こういったところの調査、森林

所有者を対象として、今後、森林を経営管理するかどうかの意向調査の中身については県

との協議を行いまして、意向調査の中身がきちっと整理できしだい、この４月１日からこ

の管理制度はもう施行になります。そういった制度をその意向調査を整理したうえで、全

町において実施していきたいと考えております。また意向調査を行う前提としては、必要

に応じた森林所有者の検索や、境界の明確化を通じた森林所有者の特定、森林所有者が経

営管理する意志の無い森林の特定などを行いまして、集積集約化へと進めていきたいと考

えております。４点目の実施体制についてでございます。市町は、森林所有者への意向調

査また森林所有者、林業経営体への経営管理権の集積・配分計画の策定、権利の設定、ま

た森林整備の再委託などの事務を行うなど、新たな森林経営管理制度に対応し、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、林業従事者

や林業経験のある地域おこし協力隊員などと連携を行い、専門的な知識を有する林政アド

バイザーを活用するなど林業に関わる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。５つ目のこの森林制度を起点に森林事業の長期展開について

の森づくりの構想の町民等への説明についてでございます。今回、森林環境税・森林環境

譲与税の使途の具体的な対象については、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が、このガイドラインを受けたうえで、経営意欲のある森林組

合、会社、自伐林家、個人などの林業経営体、また地域おこし協力隊員などの林業関係者

と連携をもって、平成 31 年度において、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さまざまな課題を抽出しまして、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など、森林を適正に管理でき

る担い手を確保をし、生産性だけでなく地域への定着、また経営意欲ある森林組合、会社、

自伐林家、個人などへの支援を考えていきたいと思います。地域住民の皆様に利用、理解

を得られるよう、将来における本町の林業振興の柱となる森づくりの構想の計画策定を行

っていきたいと考えております。またこの計画策定を進める中で、広く地域住民の皆様の

意見を聞かせて頂き、計画に反映していきたいと考えております。６点目の具体的森林事

業の長期展開でございます。森林所有者の経営管理する意志の無い森林が増加し、森林所

有者の特定が困難であるなど、これまでの取り組みでは、森林所有者自らが経営管理でき

てない森林が増加しております。今後、高齢化等によりさらに増加することが予想されて

おります。このような森林においても、公益的機能の発揮のためには適切に経営管理して

いくことが求められ、将来的には、意向調査を基に、林業経営に適した森林は、意欲と能
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力のある林業経営体による林業経営を進め林業的利用を継続していくこととなります。こ

れまで困難でありました施業地の面的集積を行いながら、低コスト施業を行っていきます。

また、林業経営に適さない森林は市町が経営管理を行い、間伐等の施業を実施し、自然に

近い森林へと誘導していく必要があると考えております。このように新たな森林経営制度

により森林を適切に管理することにより、地球温暖化防止や土砂災害等のリスクを低減す

る取組みや雇用場所を確保する仕組みをつくり、雇用の創出も推進していきたいと考えて

おります。７点目の、森林アドバイザーの支援及び専門職の拡充についてでございます。

今回の新たな森林経営制度に対応し、着実に行えるよう、森林・林業に関する専門的、高

度な知識及び技術の習得に努め、林業従事者や林業経験のある地域おこし協力隊員との連

携、また林政アドバイザーを活用するなど林業に人材育成を踏まえた町の体制整備の充実

を努めていきたいと考えております。また森林組合等と連携し、森林施業プランナーを活

用した森林施業プランを作成し、森林所有者へ提示するなど、施業地の集積・集約化を進

めていくこと等も考えております。８点目の林業経営体の選定及び育成についてでござい

ます。森林経営管理制度では、意欲と能力のある林業経営体として森林所有者の所得向上

につながるよう、合理的に施業を行い、持続的に事業を行うものと定められており、ここ

でいいます森林組合、会社、自伐林家、個人が、その林業経営体として位置づけられてお

ります。意欲と能力のある森林組合、会社、自伐林家、個人など林業経営体に選定につい

ては、県が一定の区域ごとに、経営管理実施権の設定を希望する林業経営体を募集します。

また地域の事情に応じて判断し、公表を行い、その中から市町が選定することとなってお

ります。林業経営体の育成については、森林環境譲与税を財源として、県が実施します森

林経営管理推進事業を活用して、安定した林業経営指導や就業者確保対策により、働きや

すい職場環境をつくり、持続可能な森林整備を進め、林業経営の安定化に向けた支援を行

っていきたいと考えております。続いて９点目の林業に対する新従事者の動きについてで

す。町内での林業関係への就業者は、過去３年間で民間事業体に１名、森林組合に３名が

就業されてます。このほか現在地域おこし協力隊員として２名が林業関係に携わった業務

活動を行っております。林業は、労働災害発生率が他業種と比べて非常に高いため、現場

作業に必要な技術習得の支援を行っていくことが必要であると考えております。また、個

人、住民団体等が自ら森林の整備を行う自伐林業の取組みは少しずつ進んでおり、現在町

内では２つの組織、10 名程度の個人が自伐林業に算入され、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も期待が高まっている状況でございます。今後、森林環境譲与

税により、森林施業が増加する流れがある中で、新たな林業経営の担い手の育成、確保を

行っていきたいと考えております。10 点目の労働安全に対する確認についてでございます。

林業については、労働災害発生率が非常に高いという状況にあり、林業従事者の確保の上

からも、作業の安全管理は必須で、様々な作業ごとの安全衛生教育、技術講習や労働者災

害補償保険への当然加入など、労働安全対策措置を行い、安全管理を向上させて頂いてお

ります。従来よりも、安全意識は向上しましたが、依然として、労働災害発生は多いため、

作業現場の巡視、作業防護衣の着用、伐倒作業の立ち入り禁止区域の範囲拡大など、引き

続き労働災害防止の普及、定着を強力に進めていく必要があると考えております。また、

２番目のご質問にありました自伐林業の長期、長伐期施業の推進についてという事で、自

伐型林業の受け止めについてでございます。先ほどもお話をさせて頂きましたが、今現在、

自伐林業の取り組みは進んでおり、現在町内では２つの組織、10 名程度の個人が自伐林業

に参入されている現状となっております。全国においては、機械等の初期投資に 500 万円

程度と青年が副業しやすい、参入しやすいため、参入する青年が増加しており、手入れ不

足の森林整備や里山の環境改善の担い手、新たな雇用の創出としても期待が高まっている

ところでございます。また、100 年、150 年の長伐期で間伐を繰り返して、木を太らせ、

山林としての価値を上げ、持続可能な林業経営体として自立できるとこまでに至っている

ところと思われます。しかし、その経営規模は零細で持続的な経営を実現するためにも原

木の出荷助成などの支援を行い、生産量の増加と合わせて、労働安全の徹底、また作業技



- 14 - 

 

術の向上も行っていく必要があると考えております。今後において、町有林の間伐、下刈

りなどの造林施業への委託や作業技術の向上を図るための町有林の活用、また林業経験の

ある地域おこし協力隊、またそのＯＢと連携を行い、組織化を進めて、森林・里山の整備、

山の手入れを担う人材として、また、持続可能な林業経営体としての育成、確保を行って

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 

冨永議員。 

○冨永豊議員 

ちょっとですね、答弁、今森林環境税っていうのができたばかりで、もう少しは具体的

なものの考え方っていうのがね、長年産業課において林業に携わってきておるんだから、

現状についてはこういう林業に対しての取り組みをしとるけど、これをどういうふうに、

例えば変わるとかいうふうな、あのー集約についても、こういった問題があるとかいうふ

うな具体的なねものをまじえた中でないと、ちょっともったいない時間だったかなという

ふうな気がしておるんですよ。例えば集積集約する上において、区分する上、どういった

ことで区分していくのか、ただ単純に書いてあるように、３区分、林野庁が出している

３区分、今、あのー、季節的に森林管理されているところ、町が管理するところ、あるい

は委託者に任せるところ、そういったところの区分は、どういったものの考え方でやって

いくのか、帳面上では私はわかるんです。ただここは多少は専門的な分野で、安芸太田町

の山林については、こういう問題があるからこういったところは、町が管理していかない

といけないだろうとか、ただ図面上でこことここの面積を足してからこういうふうにやっ

て、それを委託者に任せるんだというふうな事ができていくのかどうかっていうことは不

可能なことだろうと思ってるんです。それで、31 年度からって言われましたけど、事はや

はり急いでると思うんですよ。地方創生においてもね。だから早急にそういったところの

具体的にはどうなのか、先ほど言った集積集約からいくと、そういったものがどういった

条件のもとによって区分ができるのか、できないのか、本当にできるのか、っていうとこ

ろですよね。図面上ではわかるんです。それでそれを委託業者に回すまでは果たしてその

期間がどのくらいかかっていくのかっていうところがね、まぁアドバイザーであればわか

るんかもわからんっていうところで、私はアドバイザーを求めておるという事を言ったわ

けです。ちょっとやそっとじゃ私はできてこないと思ってる。例えば住民の意向を聞く。

その意向を聞くにしても、住民からなんでもかんでもじゃあ町に任せます、町に任せます

という事が、例えばね、出てきたときに、行政は全て受けていけるのかどうか。受け入れ

る面積は例えば何ヘク以上だとか、そういった問題が出てくるのか。そういったところを

ある程度推測した中でのやはり答弁を求めてみたかったなというふうに思ってるんですよ

ね。今の答弁だとですね、それは私が本読んでも理解できるんですよ。そうじゃなくてや

はり産業課長としてはもう少しちょっと突っ込んだ答弁をお願いしたいなと思ったんです

よ。それでね、たちまちそれをもう１回そういったところを、っていうのは、私事業計画

を立てる策定されると言っておられましたけどね、ここで大事なことはやっぱり森林の思

想理想というものに則って、どういうもののことで安芸太田町の森林をしていくんだとい

う、まず理念があって、その下にそういった計画っていうものがのってくるんだろうと思

うんです。その理念がしっかりしたものでないと、計画っていうが一時的に上がってくる

んだと。その下に戦略戦術というものをどういうふうに考えていこうと思うとかいうもの

をね出して頂きたいんです。これからやると言われるんでね、それ早急に取り組んで頂き

たい。そこで大事なことは安芸太田町という森林をどうしていくのか。町民に訴える森林

の思想理念はこういったもので訴えていく。そのための事業計画っていうのはこう立てる

と、そのための戦略戦術についてはこう立てていくと、いうふうなシステマティックのよ

うな考え方っていうのを述べて頂いて町民に示して頂きたいと思ってるんです。それは行

政のね産業課長だけではできないと思ってるんで、せっかく今日来ておられる傍聴者の中

にも詳しい方がおられたら、そういった方のアドバイスを受けながら、そういったところ
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に早急に取り組んで頂きたい。そしてせっかく今、こういった芽生えが出てきてる方に対

して、応えていかなければならないと思ってるし、思ってるんで、そこらをお願いしたい

と思ってますね。それで、その辺の例えばちょっと具体的に、まぁせっかく来ておられる

んで、あのー意向調査についての内容くらいについては来ておられる方に対してね、こう

いう内容で意向を始めてみようと思うと、実施したい主体についてはこういったところに

おいてやっていきたいとか、いうふうなものの考え方があるようでしたら、少しお聞かせ

いただきたい。無いようでこれから詰めていきたいと言われれば、それで結構ですから、

もうそれ以上のことは聞きませんので今後に期待するしかないのでね。それで最後に町長、

今回の森林法ではね、町長の受けとめ、今後のやっぱり安芸太田町の林業というのはこう

いうふうなことをやっていかなければいけないっていう事の考えをちょっとお聞かせ頂き

たいっていう事ですね。それは具体的に言ったら、町長も行かれたように西粟倉村の当時

のことだとか、今の現状だとか、色んなことを考えればですね、他町村は相当進んでおる

ところがあると思うんです。安芸太田町も、広島県の３分の１はこの森林、安芸太田町が

にぎってると思ってるんですよね。それは大きなやっぱりけん引をしていかなければいけ

ない立場であろうと思うんで、そこはちょっとお聞かせ頂きたいと思ってる。瀬川課長、

そこらの具体的な意向調査、集約集積の為の意向調査というところ、具体的な詰め方とし

てはどういうふうな思いをされているのかお聞かせ頂きたいと思っています。 

○矢立孝彦議長 

小坂町長。 

○小坂眞治町長 

森林環境税を財源とした森林経営管理法についてのご質問を頂いておるところでござい

ます。今、課長の方に質問を頂いておるところではございますけれども、現状の森林管理

法に導くための安芸太田町の現状と申しますとやはり森林をどの方が所有して、どなたが

責任もって管理されてるかというような状況の把握も１つにはございます。それとまた国

の調査が済んどると言いながらも、細かい境界のこともですね、まだまだ 100 パーセント

とはなっておりません。そういったふうなことを積み上げながら、ガイドラインがまだ示

されてもない現状を踏まえながらですね、これからそういったこと、またご質問頂きまし

たことを観点に取り組みを進めて参りたいと思います。それとこの森林環境税、安芸太田

町にも 6,000 いくらかの金がですね財源として入ってくる。これもどのように活用して、

地域の経済の活性化、あるいは雇用の場の確保、目的である森林環境をどのようにしてい

くか、大変大きな課題と捉えているところでございます。またこの財源は、いわゆる国民

皆が負担するという事から考えると、やはり都市部の方が多く負担される財源になろうか

と思いますし、またその方々の期待に応える、いわゆる環境という観点からの取り組みが

ですね、どうしても視点に入れておく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。そういったふうなこととあわせまして、またいわゆる木材の今後の利用推計、どの

ような需要があるのかというような事もですね、大きくこの事業を進めるに当たってのウ

エイトになるところだと思っておるところです。言いたいとこは、そういったふうな厳し

い財貨の状況の中で、生産性を上げていく、あるいは放棄されとるそれぞれの林家の方々

の山を集積して、広い範囲での効率化、これはご質問とはずれるんですけど、やはりそう

いったふうな観点を変えていくことによって、この目的が達成できるものと思います。そ

れとやはり先ほど申しますように、経済的な価値から言いましたときには、もう自然にか

えすべき山もですね、これ当然出てくるのではないかと今思ってるところでございます。

そうしたふうなこととあわせながら、先ほど申しますように財源の多くを負担される国民

的な合意が得られるような取り組み、それとやはり地元経済の活性化、山が動くというよ

うな大きな期待を持ってですね、この森林環境税の創設については、かつての湯来町さん

等々と活動をさせて頂いたところです。これが実現したことを大変うれしく思いますし、

またこの財源がですね、今の現状の安芸太田町の財政の中には、また大きなウエイトを占
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める額になって参りますので、本当に本腰を入れて取り組みをしたく思っておるところで

ございます。また引き続いてご意見頂きたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

産業振興課長。 

○瀬川善博産業振興課長 

意向調査の内容でございますが、市町が経営管理に基づく、こういった管理制度の元と

なりまして、意向調査は市町で今のところ実施する考えでございます。それに携わる林政

アドバイザー等を活用しましてですね、そういった職員を張り付けて、意向調査を行って

いきたいと思います。実際今安芸太田町では、経営管理できてない森林が民有林でござい

ますが 28,000ｈａのうち、実際経営管理できとるには半分の 15,000ｈａになっておりま

す。その 13,000ｈａについて、森林管理できてない部分についての森林所有者への意向調

査、そういったところを重視して意向の調査を行って行きたいと思います。意向調査の中

身についてですが、この部分については、先ほど申し上げましたように県とのどういった

内容について調査を行うかというところは、県との協議を進めたうえで、そういったとこ

ろを整理したうえで、また意向調査を行っていきたいと考えているところでございます。

以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

冨永議員。 

○冨永豊議員 

まぁ具体的なことっていうのは今求められて言うのも無理なところはあろうかと思うん

ですよね。それで２つ、３つちょっと言っときたいのは、やはり今、地域おこし協力隊な

どによって今林業に携わっておられる方、あるいは地元の方が先ほど言いましたように、

もう重機を買って自分の山をやってみようというふうな動き、そしてまたスポット的なも

ので言ったら、伐採においても技術的なものをかわれてね、町外で伐採作業されていかれ

ておる。そういうような動きがもうすでに出てきている。それは本当は今年度から始まる

っていうことは前年度でわかってきた事なんですよね。だから今年度から始まるからと言

って本当はここはこれからもやることは直していかなきゃいけないっていうのは行政に対

してこれはお願いなんだけど、今年度から始まるから今年度をスタートにするんだという

考え方じゃなくて、今年度からやることはもうこの中に計画として組み込まれた中の検討

くらいは出してこられてこなければ、本腰でないように住民は思われるんじゃないかなと

思う。31 年度から実際やって、お金は 31 年度だから、でも計画としては見えてるんだか

ら。その辺のところは今後ともこういう事っていうの、起きてくるだろうから、その辺の

取り組み姿勢いうのは、もっとスピード感を持ってやって頂きたいと思っております。そ

れで先ほど言いましたように早急にあのー森林に対する施業に対するそういったことはや

っていって頂きたいことと、もう１つ、事業計画。早急に作って提示して頂きたい。そし

てその今施業される方が、これならば将来において多少でも継続してやってみようかとい

うふうな気になるような、ストーリーを考えてやっていかなきゃならない。そういうふう

に思っておりますので、以上で、ご意見があればもう少し言っときたいなという事があれ

ば、お聞かせ頂いて、私の質問は終わります。 

○矢立孝彦議長 

小島副町長。 

○小島俊二副町長 

はい、あのー林業分野あまり得意ではないんですが、あのー今回の法改正っていうのは、

林業に対する施策が大転換になった施策だろうと思います。それで、今後は民間に任せと

った林業施策というのが、行政と相当関わりが深くなってくる改正だろうと思います。や

はり議員がおっしゃいましたように、１つのポイントは、やっぱり人材だろうと思ってま

す。うちの産業振興課もなかなか職員不足で、林業の専門家というのが十分配置できてい

ない。来年度当初予算で森林経営管理事業という科目して、その人材部門で町長の査定で
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当初よりその人材、人件費というのを倍増させております。そういった中でどういった方

にそういった調査とか従事して頂くかが今後の大きなポイントになってくるんではないか

というふうに思ってます。職員をただ配置するだけでは、そりゃあ十分でもないと思うし、

やっぱり専門家のアドバイザーという施策があるんかどうか調査してみないとわかりませ

んが、そういった人材確保に全力を尽くしてまいりたいと思います。それと、あと、この

森林管理法では 50 年 60 年で全伐しなさいというふうな形で書いてあるんですが、ここに

もありますように、自伐型林業で長伐期、要は 50 年が自伐型で言えばもう初年度位の気

持ちでいう形でこの本には書いてありますので、そういった自伐型林業との連携と言いま

すか、そこがどういうふうに施策組み立てできるんか大きな課題だろうと思います。かた

や先ほど課長申しましたように、自伐型の方が長伐期に挑む時に、その収入がなかなか維

持できないという課題がありますので、そこらをどういうふうな形で整理していくか今後

大きな課題だろうと思います。で、この森林環境税、先ほど申しましたように 6,000 万ま

で増えてまいりますので、町の９割を占める山林をどういうふうに活かしていくかという

のは安芸太田町の１つの今後のポイントだろうと思いますんで、まず人材確保の方面から

十分進めてまいりたいというふうに思ってます。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 産業課長。 

○瀬川善博産業振興課長 

 えーと今の自伐型林業の分の推進についてでございますが、まぁ今まで運賃助成とか

色々な部分の助成制度をしております。採算性の取れるような形の部分で今後森林組合と

かそういったところの部分の事業体に匹敵するような形の部分の林業、自伐型林業の支援

をですね、これからも検討していきたいと思います。また運賃助成、また林地残材の奨励

分の補助事業もやっております。こういったところを継続支援することで自伐型林業の育

成に確保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 

 以上で冨永議員の一般質問を終わります。しばらく休憩します。 

 

               休憩 午前１１時３２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。９番、佐々木美知夫議員。 

○佐々木美知夫議員 

９番、佐々木美知夫でございます。よろしくお願いいたします。私は今回一般質問の通

告書で、公共施設の再編及び整備計画を問うと提出をいたしております。この本題の質問

に入る前に、先月２月 24 日の中国新聞の一面に皆さんも目にされたのではないかと思い

ますが、大変興味がある記事がありました。昨年７月総務省の全国自治体調査のアンケー

トによると人口減少が進行する地域の住民サービスを維持するために、新たな公益連携と

して、複数の市町村で作る地域の住民サービスを、失礼、複数の新たな広域連携として市

町村で作る圏域が行政を運営する構想に全国自治体の 34 パーセントが反対し、賛成は 30

パーセントにとどまったことがアンケート調査で分かったと書いてありました。市町村の

独自性が維持できない懸念の外、国指導で議論が進むことへの警戒感が強い。一方で、市

町村の人材不足を補うため、連携強化による行政の効率化を期待するとの意見もあるとの

ことです。新制度は圏域を法律上の行政主体と位置づけ、一定の権限や財源を移すことを

想定しているが総務省のある幹部は公共施設の統廃合など自治体間の利害が対立する政策

を効率的に進められると指摘し、また政府関係者は人口減少に伴い自治体職員も減る、住

民サービス維持のためには何らかの手を打たなければならないとも述べております。また

ある自治体の関係者は市町村にとって、住民の生活を守ることが何より大切であって、新



- 18 - 

 

制度導入によるサービス低下はあってはならないと釘をさしております。この新制度案に

対し、中国地方自治体では賛成 36 パーセント、反対 32 パーセントであったとあります。

賛成の理由として法的根拠や財源を持つことで取り組みの実効性が高まる、観光や産業面

での期待ができる、圏域内で同一水準のサービスが提供できる、都市計画や公共交通が圏

域単位で構築しやすくなるなどとしております。また反対理由として、自治が失われる恐

れがある、地域特有の取り組みや色が失われ、過疎化や衰退をさらに招くと懸念するとあ

りました。さて安芸太田町ではと言いますと、この構想に賛成とし、同一水準のサービス

を選び、医療、介護サービスの供給体制の確立が喫緊の課題だからとありました。地方制

度調査会は圏域構想について来年夏ごろまでに一定の結論を出すと見通しと書いてありま

した。この新制度は各自体間の構想ですが、安芸太田町内施設の再編整備計画にも当ては

まるものと思っとります。それでは本題の質問に移りたいと思います。本町は合併以来、

旧町村からの公共施設を管理し運営をしてきていると思います。一部を除き、いずれの施

設も老朽化が進行し、31 年度予算でも本庁舎の耐震化工事などの予算が計上され、また各

施設の整備や改修、再編等今後も必要となってくると思われるが、整理再編計画に関連し、

通告しています以下の５点を質問をいたします。まず１点目、上殿小学校、戸河内幼稚園

の統合に関する現状と今後の対応について伺います。町は学校統廃合計画で、中学校、小

学校への再編計画に基づき、３校あった中学校を加計中学校、安芸太田中学校の２校へ、

小学校は加計小学校、上殿小学校、戸河内小学校、筒賀小学校と４校となっております。

しかし統合計画にあった上殿小学校は耐震化等問題があるにもかかわらず現在に至ってい

ます。また戸河内幼稚園については昨年検討委員会において当面は存続という報告に至っ

ております。新年度に向け、上殿小学校、戸河内幼稚園の生徒数、児童数の現状と見通し

と上殿小学校の統合計画への進捗状況と今後の対応を伺います。２件目、老朽化する町の

施設といえば、今後増加するであろう生活に直結するインフラ、上下水道であろうと考え

ていますが、その更新整備、管理計画はどのようになっているか。また私は 24 年 12 月の

定例議会の一般質問で安心安全な町づくりを問うと題し、上殿バイパス、道の駅から発坂

トンネル間の戸河内方面へに向けての上水道管の設置の考えを質問をいたしております。

当時、課長の答弁では、指摘の場所は上殿簡易水道の区域外となっている箇所を含んでお

り、給水区域の変更については県の許可が必要であり、現在、国の指導により簡易水道の

一本化の作業を行っており、この地域の重要性も考え、可能であれば給水区域として計画

をしたいとの答弁でした。しかし５年経過している現在も設置がされてないと思いますが

いかがお考えでしょうか。昨年、町長の政治的判断だとし、ＪＲ跡高架下店舗まで水道管

の設置がされていると思われます。この両者の方は、自己責任において自己負担でこの敷

設がされております。この実態と今後の設置計画があるのかを伺います。今後も今朝ほど

も８番議員の方で道の駅周辺整備とかについて質問がありましたが、この道を駅周辺は今

後も重要な地域と考えていますがいかがお考えでしょうか。３件目、最近同僚議員からの

質問で支所機能の充実強化をとの提案が質問されています。私も全く同感でその地域にお

ける事業、施策、行事等を支所の職員がよく理解していない等のお話をよく伺います。こ

れは本庁各課の情報が正確に支所に伝わっていないのか、それとも本庁関係各課が情報を

把握していればよしとする慣れが庁舎内にあるのだと危惧しております。この支所の役割

とは何か、今一度、今後のあり方等、慎重に検討して頂きたい。この件に関しては、次の

４件目、生涯活躍のまち筒賀交流拠点整備計画にも関連いたしますので、４件目に入りま

す。１月の臨時議会、全員協議会の席で企画課から筒賀交流拠点整備計画案が口頭で説明

がありました。現在町が進めている生涯活躍のまちの交流拠点整備は、今でも何度も説明

を受け理解しているつもりですが、この筒賀交流拠点整備計画案の説明は、突然のことで

ありしかも拠点づくりのために現在ある各施設を再編整備し、集約する案であるとの口頭

説明でありました。筒賀支所、筒賀ふれあいプラザ、筒賀高齢者生活福祉センター等を、

現在、社会福祉協議会のある筒賀福祉センターへ集約するという大変荒っぽい案で耳を疑

うものでした。その集約する理由の中に、土砂災害等災害リスクのある施設があり、安全
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面も考慮し、整備するとのことですが、その災害リスクのある場所に消防団の屯所を昨年

建設された現状もあるが、この矛盾はどのように解釈すればいいのか。また筒賀支所機能

も縮小せざるを得ない状況にもなると思いますが、その程度の支所の機能として十分と考

えているのかを伺います。いずれにしても現状整備計画案を、早期に関係団体また地元住

民への説明する義務があるのではと思っております。噂話ばかり先行し、地域住民の不安

が増し行政不信につながっていると考えていますがいかがお考えでしょうか。５件目、町

有地ＪＲ跡地を含む町の今後のあり方について質問いたします。現在利用されてない町有

地がＪＲ跡地を含めかなりの面積がある事は聞くまでもなく皆さんよくご存知のことと思

います。以前にも町有地の有効利用に関して質問したという記憶がありますが一向に何一

つ進んでいない現状があると思っております。定住対策用に造成した上殿住宅団地も骨格

を整理しましたが、現状はどうかというと未だに一区画売れずに残っていると思いますが、

今日までの状況はどうであったのか疑問でもあります。町は不動産屋ではありませんから、

かなり難しいものも理解しますが、このままで良いのかと思う所です。ＪＲ跡地にしても

何も利活用せず、ただ地域に草刈り等の委託をし、管理しているだけの状況でいいのでし

ょうか。一例ではありますが、元筒賀駅裏の広場、この広場は今まで地域の住民で無償で

草刈り等管理をしてきましたが、来年度から地域としては管理できないため行政の方へ管

理を返還するという方向になっております。公共施設等の資産管理の整理もされているこ

とと合わせ、一般に売却してゆくことも視野に入れ、今後有効な整備計画を進める考えは

あるのかを伺います。以上答弁をお願いします。 

○矢立孝彦議長 

教育委員会学校教育課、長尾課長。 

○長尾航治学校教育課長 

はい、では１番目にご質問頂きました上殿小学校、戸河内幼稚園の統合に関する現状と

今後の対応について答弁申し上げます。まず平成 31 年度の、園、学校の人数ですが戸河

内幼稚園は 1 名の新規入園予定で年長１名、年中２名、年少０名、計３名の園児数の予定

です。上殿小学校は２名の入学予定で、計 25 名の児童数となる予定でございます。上殿

小学校については第３次学校適正配置基本方針に基づき、筒賀小学校、殿賀小学校ととも

に統合対象学区として適正配置計画が策定されているものです。  教育委員会といたし

ましては、本計画に基づいて統合を進めるべく、地域・保護者に説明を重ねてまいりまし

たが、ご承知のとおり、当該小学校の保護者や地域住民を中心とした原告団により学校廃

止処分の差止め請求として広島地方裁判所に提訴された背景もございます。教育委員会事

務局では、それ以後にもＰＴＡ等を通じて合意形成に向けた協議を行っておりますが、現

状で同意に至っておりません。   今後の対応についてですが、教育委員会事務局のみ

で協議を進めるのではなく、町長部局はもちろん、議員のお力添えも頂きながら合意形成

に向け粘り腰で取組むべきものと考えております。戸河内幼稚園については、昨年 10 月

の「就学前保育・教育あり方検討委員会」の報告を受け、11 月には総合教育会議が町長に

より招集され、今後の方向性について町長より意見を頂き、３回にわたる教育委員会議で

協議を行ったところです。先日２月 20 日に開催された総合教育会議において、教育委員

会の意見集約をもって町長との協議が行われました。町内全体の幼児教育の推進を行うた

めの体制づくり等、今後の就学前教育・幼児教育に係る方向性が明確化されるとともに、

幼稚園の今後の方向性についても議論されたところでございます。今後においては、この

方向性について、まずは幼稚園保護者に丁寧な説明を行うとともに、最終的な方向性の整

理に努めてまいりたいと考えております。学校教育課からは以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

建設課、田中課長。 

○田中啓二建設課長 

２点目のご質問でございます。上下水道に関する答弁の説明をさせて頂きます。上下水

道施設につきましては、給水区域、処理区域の町民の皆様の生活を支えるインフラとして
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欠かすことの出来ない重要な施設と認識をし、常にその状態に注意を払い維持管理を行っ

ておるものでございます。まず、簡易水道の状況でございます。平成 28 年度末に旧町村

別の事業としてございました簡易水道事業を安芸太田町簡易水道事業として統合を行って

おるところでございます。この統合を行った後にも水道法の区分でいうところの簡易水道

事業という事でございます。施設の状況でございますけれども、水道の旧町村の中心地域

以外は小規模な施設が点在しておるという状況でございます。経営・維持管理の合理化の

ために施設の統合を行うにも地形的な条件等ございます。非常に統合困難な状況でござい

ます。多数の施設を維持管理しておる状況がございます。また、いずれの施設も整備から

相当の年数が経過しております。耐用年数を超えた施設も数多く存在しているという状況

でございます。簡易水道の今後でございますけれども、平成 29 年度に町の更新計画、安

芸太田町簡易水道事業更新計画を策定をしております。この計画に基づきまして、平成 30

年度、今年度から更新を始めることといたしまして、まず津浪地区の更新予定区域の測量

設計を現在進めておるところでございます。今後、計画的な更新を事業費の平準化等に配

意しながら進めてまいりたいというふうに考えております。次に下水道の状況でございま

す。下水の集合処理を行う事業といたしましては農業集落排水事業が５つの処理区、また

特定環境保全公共下水道事業５つの処理区、また一部、個別配水処理事業を行っておりま

す。下水道事業につきましては農業集落排水事業の殿賀処理区が平成８年度に供用開始し

たものが最初の供用開始処理区でございます。その後順次他の処理区の供用を開始いたし

まして、平成 21 年度に戸河内柴木地区の下水道事業の供用開始を行ったものが一番最後

の供用開始処理区でございます。下水道事業につきましては水道事業と比較しますと施設

整備からの経過年数がまだ短い関係から耐用年数を超過したような施設はございません。

しかしながら汚水を処理するという施設の特性上、施設への負荷が生じやすいというよう

な事業特性がございます。下水道の今後の整備更新という事でございますけれども、スト

ックマネジメントという手法で下水道施設の状態を客観的に把握、評価し、中長期的な資

産状態を予測し、計画的かつ効率的に更新管理をしていくこととしております。農業集落

排水事業につきましては、平成 27 年度にストックマネジメント的手法としての最適整備

構想を策定しております。施設の状況に応じました保全対策としての設備更新を今後将来

的に行う予定としておるところでございます。特定環境保全公共下水道事業につきまして

は、まず横川処理区のストックマネジメントを平成 30 年度 31 年度２箇年で策定をするこ

ととしております。他の処理区につきましてはその後順次策定を進めて、また将来的に計

画的な更新を行いたいというふうに考えております。また、水道と下水道ともに県内の広

域連携の協議というものが現在広島県の主導により進められているところでございます。

水道につきましては、昨年の４月に、県内 21 市町と広島県が参加する協議会が設置され

ております。昨年４月から２箇年の予定で協議検討を行う予定としております。下水道に

つきましては今年平成 31 年４月から県内で下水道事業を行っております 23 市町と県がや

はり協議会を設置して広域連携のあり方について検討を始める予定というふうになってお

ります。上下水道事業の持続的な運営のための広域連携によるメリットを活用できるよう

取り組みに進めて参りたいというふうに考えております。ご質問にございました、国道

191 号上殿バイパス、道の駅から現在の発坂トンネルにかけての水道整備に関する部分で

ございますけれども、まず上殿地区の水道事業でございます。こちらは昭和 32 年に整

備・給水を開始されております。その後浄水施設、また配水施設の更新等も一部行われて

おるところでございます。また国道でございます。国道 191 号の道の駅から発坂トンネル

にかけての区間でございます。こちらを開通いたしましたのが昭和 60 年でございます。

このバイパス沿いには議員ご指摘のように水道本管いわゆる配水管は整備されていないと

いう状況でございます。バイパス等の道路整備に合わせまして水道配水管を整備する。ま

た将来の水需要に備えるというような当時の政策的な判断がなかったとも考えておるとこ

ろでございます。町簡易水道事業の将来推計におきましては、想定されます人口減少に伴

い水需要も減少していくものと考えております。持続的な事業運営を行うためには、適切
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な施設規模による経済的な運営を考える必要があるというふうにも考えております。水道

施設の更新は基本的には現在ある施設についての更新を予定しているところでございます。

担当課といたしましては、現時点におきましてバイパスルートへの配水管整備については

計画を持っている状況ではございません。建設課からは以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 総務課、栗栖課長。 

○栗栖一正総務課長 

 総務課の方からは、支所のあり方についてご質問頂きましたので、お答えをさせて頂き

ます。本町には地方自治法に基づいて、支所を旧加計町役場それから旧筒賀村役場に２つ

支所を設けておりますし、出張所を安野、旧加計町役場の安野出張所に安野出張所として

設けております。所轄の区域を定めて行政サービスを行っておりますけれども、一方で合

併前の旧役場や旧支所は、その地域の行政サービスの拠点でもありました。そういったこ

とから支所機能とか体制を見直す場合、地域事情や地域特性に応じた行政サービスが低下

することが無いように配慮しながらこれまでも進めてきたところです。ただ合併直後には、

両支所とも支所長をトップとする住民生活課・建設課・産業観光課でしたか３課が置かれ

まして、職員も加計支所では 22 名、筒賀支所では 20 名前後の職員を配置しておりました。

ただその後３回にわたる定員適正化計画の推進それから行財政改革の推進により、平成 24

年４月以降は、両支所とも支所長が課長を兼務する住民生活課の１課体制、人員も加計支

所 11 名、筒賀支所は８名ということで、合併時から比べると半減という状態になってお

ります。一方で支所における組織・業務については、合併以降随時見直しを行ってきまし

た。現在、基本的業務は戸籍・住民票・福祉・保険等の窓口業務、それから水道施設の維

持管理、それから管内の有害鳥獣の駆除対策、それから町道・林道等の維持補修それから

支所庁舎等の管理業務等が中心になりますし、災害の場合にはそれぞれの支部としても機

能を持たせるというようなものを持っております。一方で組織業務を考える際に、今後ま

すます少子化、それから高齢化、人口減少が進むことが予想されますし、産業構造・社会

情勢の変化など、これについては本庁・支所に関わらず、その時々の行政課題に応じて、

適宜見直していく、サービス体制を見直していく必要があります。持続可能な町づくりの

ために、住民サービスをどの程度のものを提供するかということについては、今後も十分

検討してまいりたいというふうに思っております。それから先ほどご質問の中にありまし

たように、支所職員が町内のイベント、行事等が十分認識していないという事がございま

した。これはまぁ毎月第一月曜日には課長会議を行いまして、その際に近日行われるイベ

ントの行事等の共有はしておりますけれども、一応そういったものが、ただ単に回覧だけ

で終わって、充分な認識を持たないままサービスを十分供給できないという事になっとる

とすれば、これは勉強不足という事をご指摘を頂いても致し方が無いところだと思います

ので、今後こういったことが無いように、支所、支所の職員も当然異動がございますので、

その地域をすべてが理解できとるわけでもございません。ただ支所の担当となったからに

は、その地域のことを隅々まで把握する努力は当然必要ですから、今後支所長を中心にこ

ういった点については、充分対応できるような体制を組んでいきたいと思います。総務課

からは以上です。 

○矢立孝彦議長 

 企画課長。 

○二見重幸企画課長 

 生涯活躍のまちの拠点整備につきまして、企画課の方から答弁をさせて頂きます。生涯

活躍のまちの拠点整備につきましては、まさに人口の減少や地域の高齢化が進む中で、誰

もが気軽に立ち寄ることができて、そこの拠点に行けば、安心できる居場所であったり、

生きがいを持てる出番の場所であると、そういう拠点の施設整備をめざしておるところで

ございます。現在、推進しております生涯活躍のまちの形成事業におけるエリアと拠点の

考え方でございますが、エリアにつきましては、コミュニティの保全・維持、住民間の支



- 22 - 

 

え合いが可能なエリアということを設定する必要があると考えております。拠点につきま

しては、高齢者・障がい者・子どもたちなどの対象の枠や、支援を受ける側、支える側と

言った関係を超えた住民参画の拠点運営が必要であると考えておりまして、多機能型の施

設整備をすることによりまして、多世代が交流できる、そういった施設ができるんではな

いかと考えておるところでございます。筒賀エリアにつきましては、概ね旧筒賀村の範囲

をエリア設定として、その拠点の位置や機能について、今後、自治振興会連絡協議会の筒

賀支部等を通しまして、地域の皆さんのご意見を頂く機会を設定したいと思っております。

こちらに関しましては、来年度の予算要求の方で計画づくりの予算を要求を計上させて頂

いておりますので、来年度に向けて意見交換を繰り返して、計画づくりを進めていかせて

頂きたいと考えております。既存の高齢者生活福祉センター「ひまわり」、福祉センター

等、 それぞれ活用をされておる施設でございますのでこちらの機能も大切にしながら、

計画づくりを進めて参りたいと考えます。以上でございます。 

○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 

 公共施設の集約化等のですね、財政管財の方で所掌しておりますので、少し答弁の方を

させて頂きたいと思います。先般 12 月の全員協議会の中でですね、筒賀の地域拠点整備

する中でですね、確かに施設の集約化というのをですね提案させて頂いております。これ

は将来の将来を考えて公共施設の総量削減に取り組むという目的もございますけれども、

それ以上に地域拠点としまして利用者のですね利便性の向上を狙ってこういった提案をさ

せて頂いてます。温浴施設に来られた方がですね、ついでに様々な行政サービス、ワンス

トップで受けられるようにしたいとの意図がございますし、あと防災上の課題もあること

から、なるべく土砂災害等のリスクの少ない地域に、防災拠点となる支所をはじめとしま

して、地域拠点をですね整備したいという考えもございます。ここでですね、公共施設の

集約化とか除却について、なかなかちょっと理解が進んでないなというふうに私思います

ので、少しちょっと改めて問うてみたいと思うんですけども、先ほど冒頭、広域拠点の話

されましたよね。アンケートの結果、半分の反対、半分はですね住民負担の軽減等考えれ

ば、必要な取り組みではないかと言った認識だということでございました。実際本町にで

すね、どんどん人口が減っていって、財政がどんどん弱っていってる。そうした状況を踏

まえますと、将来の施設このまま維持することは全くもってできない。これ間違いないと

思います。それを国も危惧して公共施設の集約化を促しているという事でございます。非

常に必要な取り組みだという事を十分住民の皆さんもそうですし、議会の皆様もぜひとも

ですねご理解して頂きたいというふうに思っております。あと地域拠点の話、突然にした

みたいな話でありましたけれども、我々いきなり本会議で話をさせて頂いたわけではなく

てですね、１つの案としまして行政の１つの案としましてですね意見交換をさせて頂きた

いという事でですね、少し口頭での説明と言うことでさせて頂いたわけなんですけれども、

そのあたりいたずらに情報がちょっと外部に漏れているというのはちょっと懸念すべきと

ころであろうかなというふうに思ってます。こういったことを続けておるとですね、町と

して将来が無いのかなというふうに思っています。もう少しですね我々もそうなんですけ

ども冷静に議論していく必要があるのかなというふうに考えております。以上です。あと

ですね、すみません、次の５点目の町有地のあり方につきまして、こちらの財政管財の方

が担当しておりますので答弁をさせて頂きたいと思います。昨今ですね、従来から町で管

理しております財産に加えまして、過去に使用しておりました行政財産が不要になりまし

て普通財産として管理する物件が増えつつございます。建物の状態の良いものは底地とと

もにですね、利用法の検討を進めておりますし、また建物の老朽化が著しいような財産に

つきましては、計画的に施設の解体除却を進めまして、更地にした上で競売処分を行って

おります。その中でも特に規模の大きな財産はですね、旧教育財産でございまして、近年

廃校になった学校跡地に関しましては、今年度に入りまして議会の皆様にも地元との協議
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経過等を情報提供させて頂いておるところでございます。その他、比較的規模が大きな普

通財産はですね町村合併前後に廃校となった学校の跡地、あとは質問の中でも触れて頂き

ましたけれども旧筒賀駅裏手のですね町民広場、こういったところでございます。これら

の財産の活用計画なんですけれども、現在議論を進めております学校跡地の利用計画を除

きますとですね、なかなか現時点におきまして具体的な整備計画を持ち合わせている状況

にはございません。多くの財産につきましては立地上の問題等によりまして利用のニーズ

に乏しく、客観的に見て投資に見合うだけの見返りというものもなかなか期待できないよ

うな状況でございます。現在、既存の町有施設の除却・集約を進めておりますけれども、

こうした動きと逆行しまして新たに遊休地を活用して行政主導において、新たな施設を整

備するというようなプロジェクトを推進するというのは町の財政状況等を鑑みても少し慎

重にですね判断をしていくべきではないかなというふうに考えておるところでございます。

空いている土地があるからすべからく何かを整備しなければならないというそういったも

のではないというふうに考えております。ただこうした状況ではありますけれども、望み

があるとしますと、民間主導で設備投資、特に町外に拠点を置かれております企業の進出

については町にとっても大変メリットが多く、近年の景気動向を考慮しても、まだまだ進

出には期待が持てるのではないかなというふうに考えております。戸河内中学校跡地、あ

と筒賀駅裏手の広場もそうですけれども、町は保有する土地の中でもですね、比較的規模

が大きくて、そして交通のアクセスも非常に良いため、こうした財産につきましては企業

誘致の候補に最適だというふうに考えておりますので、今後も様々な企業の動向にアンテ

ナを張りながらですね接点を持って、積極的な売り込みを図っていきたいというふうに考

えております。せっかくなのでちょっと小さい財産について全く取り組みが進んでいない

というような話もありましたんで、こちらについてもちょっと触れておきたいと思います。

小規模な普通財産の取り扱いにつきましては、管財担当の方でですね、定期的に競売公告

を行っておるところではございますが、幾らか毎回引き合いはあるもののですね、なかな

か入札参加にまで至る状況にはございません。町内におきます民民同士での不動産売買事

例、これが非常に大きく減少する中ですね、公有地だけが買い手が付くということもござ

いませんし、あと住民の高齢化が進んで、将来を考えるとタダでも土地を処分したいとい

うことが非常に増えておりまして、実際、財産を寄附したいという問い合わせが後を絶た

ない状況でございます。このため価格面での競争力は無いに等しく、客観的に見れば財産

処分に多くを期待することはできないというふうに考えております。一方で、町が運営し

ます空き家バンクへの問い合わせ、これは町内外からコンスタントにあるというふうに聞

いておりますので、潜在的な不動産取得のニーズというのは少なからずあるというふうに

考えています。こうした現状を踏まえまして、現在、競売で売れない財産であるとか寄附

の申し出があるような不動産をですねリスト化して庁内で共有することで、空き家バンク

ひいては移住希望者のニーズの取りこぼしを防ぐ、そういったことができないかという事

で、所管の地域づくり課とともにですね仕組みづくりをちょっと考えておるようなところ

でございます。今後はこうしました取り組みを通じまして、財産活用の活性化というのを

図っていきたいというふうに考えております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木美知夫議員。 

○佐々木美知夫議員 

 （あのー紛らわしいんですよね。）あのー、教育委員会の方の上殿小学校また戸河内幼

稚園、あのー教育委員会の方で一生懸命住民との協議されてきたことは理解をしておりま

す。ただしね、先ほど児童の数３名、これ今年度と変わってない人数。上殿小学校は 25

名ということでございますが、いずれにしてもね、あのーこのままの状態でいくなら益々

少子化が進むものだと思っております。一刻も早いね、あのー協議を重ねられて、良い方

向にいき、父兄にしても地域の人にしても不安がないよう教育委員会の方で協議して頂い

て、早急に進めて頂きたいと私は思っております。それとですね、あのー水道の件ではご
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ざいますが、あのー上殿バイパスの上りに向けてと言いますか、やはりね今後、道の駅周

辺整備にかかれば、私当然この区域というのは、家が建っていくかどうかはわかりません

が、商売されるにしても、すごく重要な地域なんですよ。で、あのー先ほど町長の許可で

自己負担で水道を敷設されたという話もしましたが、そういった可能性がある建物ですよ、

今から、多分なっていくんじゃないかと思っとるんです。で、いちいちそういった町長に

伺いを立てて、水道引っ張っていいだろうか、悪いじゃろうかとかいうような議論じゃな

しに、そこに敷設してあれば、ごく普通に接続できるような環境でないと、いくらそのバ

イパス周辺、インター周辺、道の駅周辺を整備したところで、あのーやるなら自己負担で

やってくださいや許可しますけぇ、いうようなことじゃ困ると思うんですよね。いう事で

私ちょっと要望はしとるんです。それと、あのー、支所機能ですよね。これあのー今、順

次合併以来、縮小してこられている。その効率の良し悪しだけで捉えられんところあると

思うんです。あのー、役場のお仕事というのはまぁ私が言う究極のサービス業である。で

すよね。そのサービス業である行政が、効率的なことばかり考えてね、物事を進めていっ

たんでは、なかなか難しいところがある。まぁ 1 例、これも 1 例ですがね、これ関係ある

かどうかようわかりませんが、今回確定申告で今まであった確定申告会場が筒賀の方で井

仁、坂原、閉鎖された。で、今後ね、高齢化が進んでいくわけですよ。で、運転免許の返

納とか、車を持たない人を思ったらね、むしろもっと充実させてもいいんじゃないかとい

うくらいの気持ちを持ってほしい。これも住民の方から色々私の方に苦情が入りまして、

まぁ行政の方はちゃんと通知をしたという事ではあったんですが、それが末端まで行き届

いていたのかどうなのかわかりませんが、今まで近所にあった申告会場が、わざくら遠く

へ、まぁあなたくとかバスで行かれることもあろうかと思うんですが、やはり今まであっ

たものが無くなる。特に申告とかまぁあのー今後選挙の投票所もしかりだと思います。こ

ういったことも考えてもらったらね、やはり一概に再編とか効率がいいから効率が悪いか

らというような考え方というのはいかがなものかと思います。それとえーと、あのー支所

機能の集約、これ口頭ですよね。ただ、口頭で言われたがために、そういった地域の住民

に色々羽がついて色んなお話しが出てくるわけですよ。そういったことでね、みんな不信

を持たれるんですよ。住民の方が。だからね、もしこういう事が全部広めてくれと言うた

わけじゃないんでしょうけど、そういったことがありましてね、あのー正確な情報ですね、

住民の方が理解してもらえるような情報発信の仕方があるんではないかと私は思うとるわ

けです。それと、あのーその案の中で、筒賀の土石災害、災害リスクのある場所があるか

らという理由づけもあったんですが、先ほど私言ったんですが、筒賀の消防の屯所、ここ

も決して安心な場所じゃないんですよね。やっぱり役場の支所が危なかったり、筒賀プラ

ザだったら、やはりそういったことも管理してね、災害リスクがあると言えばこの町内ど

こだってあるわけです。だからそういうところもね、やっぱりよく考えて頂いて、今後の

地元協議等々進めて頂きたい。私、これに反対しとるわけじゃないんです。よく言っとき

ますけど。それとね先ほど河越主幹の方からお話がございました、あのー土地の有効利用。

これ私、あのー、ある程度これ 29 年度の財産、町有財産管理状況という資料を頂きまし

たよね、だいぶ前に。それでもやはりあのー使用したり貸付したり売却したりとかやって

ないことないんですよ。これはわかってます。で、来年度中学校の、戸河内中学校の跡の

解体とか、まぁ修道小学校も解体される。当然のことながら、グラウンド等の広い面積が

出てくる。先ほども申されましたように、企業誘致等に大切な、あれだけの面積あります

もので、そういった場所にもなるとは思うんですがね、だからそのへんも、やはりよく検

討して頂いて、と思っております。それと先ほど上殿住宅団地ですよね、のことも申しま

した。えー４件ほど契約になって、今現在住んでおられるわけですが、残りの 1 棟、これ

はどのような状況になってるんかね、とまぁ地域の人も色々心配もされ、私も心配もして、

おるわけです。そういった経過ね、最近の状況、売れそうなのか売れそうでないのか、と

かいったこともお尋ねをいたします。 

○矢立孝彦議長 
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順次答弁願いします。総務課長。 

○栗栖一正総務課長 

 すみません、あのー、支所のあり方についてご指摘を受けました。まぁ当然効率の良し

悪しだけで判断してほしくないごもっともな意見だと私もそう思っておりますが、ただ私

たちは効率性だけを追求しているわけでは当然ありません。あのー当然効率性でも、一方

で効率性を追求しないと、この町が存続できなくなるのも事実なんです。その部分でどの

ように落としどころと言いますか、それを地域の皆さんにもご理解頂きながら、また議員

の皆様にご理解頂きながらそこを詰めさせて頂く必要があるかと思います。あのー私ども

が行っているこの行政サービスというのは、この地方、この地域では最もその民間に対す

るサービスとしては気持ちを込めてやってる、職員皆そのようにやっておりますけれども、

やはりどこかの時点では効率の部分は必ず気持ちも持っておかないとサービス、際限なく

サービスはできないというのは、これは職員もそれから地域の皆様もそれでご理解を頂き

たいというのは、情報提供の方もそのようにさせて頂きたいと思っております。それから

あのー1 点あのー、筒賀に新たに整備した 15 部の消防屯所、これはちょうど筒賀支所近く

の土地を新たに求めて整備しましたが、残念ながらその地域も土砂災害警戒地域、いわゆ

るイエローゾーンでございます。しかしながらこの他の地域にじゃあその近郊でエリアで

整備できるところがあったかというと、なかなかこれは無かったのも事実です。町内には

こういった土砂災害警戒区域、もしくは浸水想定区域、特に千年に 1 度の可能性も想定し

た様々な防災対策を今後進めていかなきゃいけない時には、当然そういったリスクも常に

あることを情報提供しながら公共施設の整備も行っていく必要があるかというふうに思っ

ております。以上です。 

○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 

 あのー先ほど上殿定住団地の現状という事で、私の課の方で所管をしております関係で

現状としては５つの区画のうち、１区画が今現状としてまだ売却できてないというのが現

状でございます。しかし今現状ではこの１月に同じような移住の関係の問い合わせがあっ

た時に、現在紹介もさせて頂いております。これはまだ契約という事までは至っておりま

せんが、かなり関心を示して頂いております。これまでもずっとこういう案件は契約まで

いったような近くまでいった状況もありましたが、やはりまたご破算になったというよう

な事で、その１画、なかなか最後の１画なかなか売れにくいという条件は確かに今も現状

続いております。しかし、そういうものがあるがために、新たに移住をする方々の１つの

受け皿の１つにはなってるという認識を持っております。しかしずっとそれを抱きかかえ

ていくわけにはいきませんので、現状の要件を少し緩和するであるとか、そういう事も、

既に５年が経過しておりますので、そろそろ見直しの関係も必要じゃないかなという事も

内部で検討している状況でございます。今後またこの状況については議会の方にもご報告

させて頂こうと思います。 

○矢立孝彦議長 

 企画課長。 

○二見重幸企画課長 

 はい、拠点整備に関しましてですが、前回説明をさせて頂きましたのはこの拠点整備の

たたき台と言いますか、こういう案を持って地元の方に協議をお願いしたいということで

ご理解頂きたいと思います。３月中にですね、集会の方を設定をして頂いておりますので、

その時に拠点整備について、今から協議をスタートさせてもらいたいという内容でご相談

に参りたいと思いますのでよろしくお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 教育委員会よろしいですか。建設課大丈夫。建設課長。 

○田中啓二建設課長 
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 道の駅周辺の水道の件でございます。私どもの説明は現状の施設の更新につきまして、

まず既存の施設について更新をするという考えを申し述べました。今後道の駅周辺、イン

ターチェンジ周辺で、将来的な状況に対する対応が必要ということになりますと、また別

な視点、現状の維持管理とは別な政策的な判断があればその辺も取り組むべき課題であろ

う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 

 教育委員会、二見教育長。 

○二見吉康教育長 

 はい、えー上殿小学校並びに戸河内幼稚園の統合問題についてご質問頂きまして、課長

からお答えさせて頂きましたが、議員ご指摘のようにですね、教育委員会といたしまして

も、重ねて保護者の皆様方のご理解得り、あわせて地域の皆様のご理解を得るよう重ねて

努力していきたいというふうに思っております。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木美知夫議員。 

○佐々木美知夫議員 

 あのーご理解をいたします。あのー私ね効率化とか費用対効果いうのはようよう理解し

とるんですよ。あのーやはり効率化も図らにゃあいけんとこは絶対に図らにゃあいけんの

です。だからその辺も重々、まぁ安易にその整理再編とか考えてはおられないというのも

わかります。その辺をよくよく協議、施設の公共施設の再編等、整備等考えたときに、や

はり地元の協議もね重要になってきますんでね、その辺を要望して私の質問を終わりたい

と思います。ありがとうございます。 

○矢立孝彦議長 

 以上で佐々木美知夫議員の一般質問を終わります。７番、佐々木道則議員。 

○佐々木道則議員 

 ７番、佐々木道則でございます。どういうわけか、この場で発言させて頂くんでしょう

が、本日は今日も目がかゆくてですね、鼻づまりがちょっとひどいんで、今まで花粉症と

いう症状無かったんですが、緊張のせいかもわかりません。まぁ一つよろしくお願いをい

たします。まずあのー本定例会においてですね、私質問事項として長期総合計画の状況・

課題についてと、もう１点、財政運営についてという２題を通告をさせて頂いております

ので順次お尋ねをいたします。まず最初に長期総合計画の状況・課題についての質問をい

たします。この質問に関しましては議員となりまして初めての 29 年６月の定例会におい

て、同様な質問をさせて頂いておりますので再度の質問になろうかと思います。町におい

ては平成 27 年３月に、これからの新たな 10 年間における町づくりの最上位計画となる第

二次安芸太田町長期総合計画が策定されました。その中身は第一次安芸太田町長期総合計

画や平成 23 年度安芸太田町未来戦略会議の提言等をもとに、実施された施策の点検評価

を行い、今後の安芸太田町のめざすべき将来像の実現に向けて取り組む施策等を明らかに

された基本構想計画であります。計画策定の基本姿勢は住民参加と住民との協働、前計画

の継承、数値目標の設定、財政状況との整合、各分野における基本計画との整合、広域連

合の推進、計画実効性の確保、この７つの基本姿勢とともに、第二次安芸太田町長期総合

計画が策定されました。また一方国においては少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の

減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域

で住み良い環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくため、ま

ち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、まち・ひと・し

ごと創生法が平成 26 年 11 月 28 日に施行交付されております。ご存知とは思いますが、

まち・ひと・しごと創生のまちとは国民一人ひとりが夢や希望を持ち、うるおいのある豊

かな生活を営める地域社会の形成、ひととは地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保、

しごととは地域における魅力ある多様な就業の機会の創出とされております。これを受け

て町においては、まち・ひと・しごと創生法に基づき、安芸太田町における人口の現状や、
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将来の展望まとめた安芸太田町人口ビジョンと 27 年より５箇年の目標や施策の基本的方

向、具体的な施策をまとめた安芸太田町まち・ひと・しごと総合戦略を 27 年 10 月に策定

し、されております。安芸太田町長期総合計画の基本的な考え方と国の安芸太田町まち・

ひと・しごと総合戦略の基本的な考え方等が合致するとして、人口の目標の設定、個別施

策の目標数値を設定し、ＰＤＣＡサイクルの構築による施策評価を図るなど地方版まち・

ひと・しごと創生総合戦略の考え方を取り入れた内容となっておるとして、第二次安芸太

田町長期総合計画に掲げる施策を国が示す施策４分野、基本目標にスライド合体させて安

芸太田町まち・ひと・しごと創生総合戦略、５箇年でございますが、として策定され、現

在鋭意施策を展開中でございます。平成 31 年度は平成 27 年度からスタートしている第二

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ござい

ます。そこで町長に伺いますが、第二次安芸太田町長期総合計画及びまち・ひと・しごと

創生総合戦略のＰＤＣＡ評価により施策の成果、検証、または重要業績評価指数、これＫ

ＰＩでございますが、により施策ごとの進捗状況を検証するために設定する指標について

も検証されていると思います。現在までの取り組みに対する状況・評価はどのように考え

ておられるのか。また課題については前期基本計画に残された１年に今後どのように取り

組まれるのかをお伺いします。 

○矢立孝彦議長 

企画課長。 

○二見重幸企画課長 

はい、長期総合計画及びまち・ひと・しごと総合戦略の取り組み状況について答弁をさ

せて頂きます。平成 27 年度を始期とする第二次長期総合計画につきましては、基本構想

を平成36年度まで、基本計画を平成31年度までとしておるところでございます。2020年

度からは、平成で言いますと 32 年度からは、後期の基本計画に入りますことから、来年

度、平成 31 年度は、後期基本計画を定める必要がございます。昨年 11 月から後期基本計

画策定方針について庁内のワーキングを重ね、先般２月５日には、第１回目となる、長期

総合計画審議会を開催し、策定作業をスタートさせたところでございます。平成 27 年度

を始期とします長期総合計画の前期基本計画の主な事業は、先ほどございましたように平

成 27 年度に策定したまち・ひと・しごと創生総合戦略というのに掲げておりまして、こ

ちらにつきましては毎年６月から７月にかけまして、各課において自己評価、それから庁

内の施策評価検討チームによる評価を行うとともに、外部委員を含みます、まち・ひと・

しごと創生総合戦略推進会議という会議にその評価内容を報告をし、意見を頂いていると

ころでございます。こちらの総合戦略の重要業績評価指標ＫＰＩでございますが、48 項目

設定しておるところでございます。現在事業が終了しておりますのは、平成 29 年度まで

でございますので、平成 29 年度終了時点におきましては、48 指標のうち、中間目標値を

達成している指標は 15 指標、中間目標値に達していないが上向きに推移している指標は

８指標、それから下向きに推移しているという指標もございまして、17 指標、それからア

ンケート調査等のスコアを指標としておりまして中間測定ができないといった指標が８指

標となっております。平成 30 年度事業が年度末で終わりますので、改めて各指標の確認

作業を行うこととしております。また、現在町づくりアンケートというのを実施させて頂

いておりますので、その中で各施策の満足度スコアも指標になっているということから、

住民満足度等の状況を確認し、後期の基本計画に反映させることとしておるところでござ

います。現在、現時点における第二次長期総合計画及び総合戦略の状況、課題の概観につ

いて分野別に答弁をさせて頂きたいと思います。まず「定住・人口対策」の分野でござい

ますが、子育て世帯向けの住宅取得支援等によりまして、一定の成果は見たところでござ

いますが、社会減の傾向を止めるといったところには至っておらず、定住促進に向けた更

なる工夫が必要であると考えております。「子育て・教育・次世代育成の分野」では、乳

幼児健診におけるきめ細やかなサポート、あるいは認定子ども園、保育所、幼稚園をはじ

めとする、子育て支援センター、放課後子ども教室といった、子育て支援ニーズには適確
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に対応しているものと考えております。それから学校教育につきましては、学校適正配置

を進めるとともに、教育環境の整備を図ることができ、また、平成 30 年度には、小中学

校におけるＩＣＴ環境を整備し、教育内容の深化を図ることができたと考えております。

さらに、加計高等学校の教育環境及び学生寮や生活の環境整備を図ることができまして、

入学希望者の生徒が増加することを果たすことができていると考えております。「健康・

医療・福祉の分野」でございますが、安芸太田病院の医師確保を図り、医療機器の更新な

ど、医療環境を整備し、住民の安心感を高めることができているんではないかと考えてお

ります。また、健康・保健施策では、乳幼児期におけるきめ細やかな子育てサポートや口

腔ケアの取組み等が成果を上げておるところでございます。とりわけ、ウォーキング等の

健康運動に関しては住民運動の取組みが進み、協働による健康づくりが進んでいるんでは

ないかと考えておるところでございます。一方で、「地域包括ケアシステム」こちらの形

成につきましては、高齢者にとって「安心」を感じることができる仕組みをさらに工夫さ

せていく必要があろうかと考えております。「社会基盤、防災、防犯」の分野では、国、

県との連携をはかり、道路網の維持、整備のほか、治山、砂防事業を進めております。上

下水道に関しては、適正で安定的な運営のため、計画的な設備等の更新を今後進めてまい

る必要があると考えております。「生活利便性・環境」の分野でございます。高速ブロー

ドバンド環境は、医療、教育面での活用や、企業誘致の実現に繋がる等、インフラのスト

ック効果が表れていると考えております。一方で、公共交通に関しましては、利用者の減

少や利用ニーズの多様化等に対応するために、公共交通施策の方向について大きく舵をき

る時期に来ていると考えております。「産業・雇用」の分野では、農業法人や新規就農者

への生産活動に対する支援等を行い農業生産高は拡大されつつあると考えております。林

業分野におきましては、補助事業に依存する傾向にあり、森林経営管理制度の動向にも注

視しながら林業経営体の自立が今後の目標となると考えております。がんばるビジネス応

援補助金による起業、事業継承者は、平成 27 年度から 30 件を超え、ビジネスチャンスの

創出には一定の成果が図られたものと考えております。観光面においては、入込観光客数、

観光消費高、こちらについては伸び悩んでおります。地域商社を中心として、観光産業の

成長に向け、着実な取り組みを進める必要があると考えております。最後に「コミュニテ

ィ」分野でございますが、地域マスタープラン事業など、地域の主体的な取組みをサポー

トする施策を行い、コミュニティの維持には一定の成果があったと考えておりますが、急

激な高齢化、人口の減少に対応する将来のコミュニティの在り方について、住民との意見

交換を重ね早急に対策を検討する必要があろうかとこのように考えております。現在の長

期総合計画等の現状あるいは課題について答弁をさせて頂きました。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 

 ただいまあのー企画課長より各課題について分野別に分けて、ご答弁を頂きました。お

聞きしている内容では先ほど来もちょっとありましたように、成果が現れつつある、特に

加計高校の生徒の増加等は成果が現れつつあるのかなというようにただ今お聞きしました。

その中で平成 29 年度末においてその戦略指数を設定時より下回る、下回って推移してる

施策があるというようなご答弁があったようにお聞きをしました。その１個１個の業種に

ついては詳しくはまた今度の予算特別委員会等でもお聞きをすることできると思いますが、

その下向きに推移している施策については、今後この 1 年間のどのように対応されていく

のかをお尋ねします。また地方版まち・しごと創生総合戦略については、第二次安芸太田

町長期総合計画にリンクさせて実施されるとはいえ、地域再生計画で策定されている安芸

太田町版生涯活躍のまち構想実現化事業他３事業がございますが、その中で平成 31 年で

期間が終了する事業があります。その３事業、含めて４事業になるわけですが、それとも

まだ道半ばの事業でございます。ここでお尋ねをしますが、安芸太田町長期総合計画は後

期基本計画の審議に現在入られているとお聞きをしております。地方版まち・ひと・しご
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と創生総合戦略については改めて 32 年度からの計画を策定しなおされるのか、また改め

てその計画を持って国の認定が必要なのかどうかをお聞きをいたします。 

○矢立孝彦議長 

 企画課長。 

○二見重幸企画課長 

 はい、まずＫＰＩの重要業績評価指標が未達成といいますか下向きに推移している事業

の今後取り組みでございますが、こちらの評価につきましては各課の方でも認識をしてお

りますので、この指標を上向きにしていくといった取り組みを今後来年度の取り組み中で

進めていくように協議をしてまいりたいと考えておるところでございます。それからえー、

まち・ひと・しごと総合戦略でございますが、国の方のまち・ひと・しごと総合戦略が

2018 の改訂版というがございまして、その中で国は第１期の総仕上げに取り組むとともに、

来期に向けた総合戦略策定の準備を開始するという事なっております。あわせまして、地

方公共団体においても現行の地方版総合戦略の進捗状況を検証するとともに各地域の実情

を踏まえ現行の地方版総合戦略の総仕上げ及び次期地方版総合戦略における政策課題の洗

い出しを進めることが必要であるという事で 2018 年度からこの次期の総合戦略に向けた

準備を進めるようにということでございます。本町におきましても長期総合計画を現在策

定着手しておりますので、この総合戦略を前回と同じようにまち・ひと・しごと総合戦略

の方向とあわせまして戦略策定を進めて参りたいと考えておるところでございます。あわ

せまして、その戦略を地方再生計画のほうにリンクさせまして、地方創生推進交付金等の

財源確保等も必要になってこようと思いますので、そちらの方の取り組みも併せて進めた

いと思います。現在地域再生計画の認定を受けているのが３事業ございますので、それは

いったん期間が切れますので、次期の総合戦略にあわせた地域再生計画を今後策定して参

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 

佐々木道則議員。 

○佐々木道則議員 

今ちょっとお聞きをしたら３事業については一回認定が切れるんではないんですが、一

応終わりということであるんでしょうから、先ほども言いましたようにまだ特に生涯の活

躍のまち等については本当のまだ道半ばというより入口のような状態ではないかと私は思

っとりますので、ぜひこの２以降、来年度 31 年度以降、これをまた取り組んで頂くこと

をお願いをしときます。改めてですね今度の長期総合計画、私がお聞きをして企画課長に

ご返答頂いたんですが、改めてこのことに関して町長の思い、ご見解をお願いいたします。 

○小坂眞治町長 

 はい、あのー第二期の長期総合計画の前半５年目の年を迎えるところでございます。従

いましてこの５年間の取り組み、過ぎましたこの４年間の取り組みをですね、十分なる評

価をしていく年としとる所でございます。先ほど課長の方より個別の説明をいたしました。

この度の評価の指標は今までにないＰＤＣＡを回す、あるいは定めておりましたＫＰＩへ

の達成度はどうであるかというような、過去にない手法を持っての振り返り評価をする取

り組みとしておりますし、またそれがですね、まだ内部の評価が主たるところの範囲でご

ざいます。まだまだ外部の方々からの評価、あるいは町民の皆さんからのご意見をですね

頂くという事になると、今取り組んでおりますアンケートになろうかと思います。であり

ありますので、我々自らの評価はさることながら、アンケートにどのような形でお答えを

頂けるのか。またどのような次への思いをですね表現してもらうかが先ほど申しますよう

に、前期５年前半５年目の重大な項目となっておるところでございます。それとあわせて

そうしたふうな計画を実行していくのには、これ何よりも町民の皆さん、それぞれの団体

の皆さんとの協働が必要だろうと思っているところでございます。その協働の機運をです

ね、これからもさらに盛り上げるような取り組みが当然求められるものと認識しておりま

すし、また持続可能な町政を推進していくのには、やはり引き続いての行財政は大きな課
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題であると認識しておるところでございます。そうしたふうなことを踏まえながら、下期

の計画に取り組んでまいります。その下期の計画の具体的な施策をまち・ひと・しごと総

合戦略、あるいは再生計画の方へ表していき、国との連携を取りながらですね財源の確保

を図っていきたく思っておるところでございます。 

○矢立孝彦議長 

佐々木道則議員。 

○佐々木道則議員 

町長からご見解を頂きましたので、ぜひですねこの両計画が安芸太田町の将来像でうた

っております豊かさあふれる つながり広がる 安芸太田町 ほどほど便利 とびきり幸

せ 笑顔かがやく 里山の町につながるよう、町長をトップリーダーとして全庁全課を上

げて、取り組んで頂くことを要望してこの質問を終わります。続きまして２題目でござい

ます。財政運営について少しお伺いをさせて頂きたいと思います。まず本町の財政見通し

ございます。このことについては平成 31 年度予算編成方針に示されておりますが、それ

によりますと29年度決算数値における財政指標は、将来負担比率が75パーセントから61

パーセントに好転しているものの、実質公債比率は前年度から 0．2 ポイント悪化して 9．

5パーセントに、経常収支比率も90.7パーセントから96．5パーセントと上昇し大幅に悪

化する結果となり実質収支においても赤字決算であり財政調整基金への積み増しが行われ

ていた近年の状況から一転して、今後町財政が厳しい局面に置かれていることが顕在化さ

れ、背景には人口減少に比例して、徴税収入が右肩下がりで減少していること、また地方

交付税の合併算定替による交付税の減額が進み、歳出予算規模に見合うだけの歳入財源の

確保が困難となりつつある財政状況があり、今後も続くと見込まれるとされております。

また 30 年度予算編成方針において行財政改革の推進として、行財政改革大綱に掲げる主

な取り組みとして、持続可能な財政運営の推進、歳入の確保、これは自主財源のことでご

ざいますが、として、町税等の収納率の向上、歳出の削減に取り組むとされております。

ついては持続可能な町財政を維持していくために、歳入歳出を含めた財政健全化に向けた

取り組みについて何点かお伺いをします。まず収入についてでございますが、当町は依存

財源が 7 割以上を占める財政運営の中で、徴税収入は本町において重要な経常収入であり

ます。徴税収入については平成 29 年７月に出された長期財政推計と今後の財政運営方針

によりますと、今後毎年約 2,000 万程度の減少が見込まれており、減少傾向にある中で、

経常収入の根幹である町税の収入を確保していくために町税等の収納率向上等を含め、現

在どのような取り組みをされているのかをお伺いします。また町税収入が減少していく中

で、町税以外の財源確保が必要と考えておりますが、その財源確保のためにどのような取

り組みがされてるのか以上に、２点お伺いします。 

○矢立孝彦議長 

税務課、小笠原課長。 

○小笠原敏子税務課長 

税務課の方から町税の収納特に滞納整理の方について現状をお答えいたします。税等は

定められた納期限に自主的に納めて頂くもので、多くの皆様が納期内に納入頂いておりま

す。納期限を過ぎても税の納付がない場合、税の公平性を確保するため、未納付の滞納に

対しては、督促状を送付しています。   また、広島県税事務所の職員が町税務職員と

ともに、個人住民税の徴収事務に従事する併任徴収制度を実施しております。しかし、経

済不況の中で収めきれずに税が累積してしまった滞納者については、生活実態を把握し、

分納での納付を推進し、悪質な滞納者については滞納処分等を行うなど厳しく対応してお

ります。またどうしても納めきれない滞納者については、法に基づく欠損処分をしている

ところでございます。景気の低迷、生産年齢人口減少の中、税法に基づきました公平かつ

適正な課税の取り組みを進め、確実な財源確保に努めていきたいと思っております。以上

でございます。 

○矢立孝彦議長 
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 総務課、財政管財担当主幹。 

○河越慶介総務課主幹 

 町税以外のですね財源確保の取組みにつきましては、財政管財担当の方で答弁をさせて

頂きます。財源確保の取り組みということでですね、行政組織としてできることというの

は比較的制限されているような状況でございますけれども、昨今、最大の取り組みとしま

しては、やはり、ふるさと納税の推進が挙げられると思います。議会初日の行政報告の中

でも触れておりますけれども、平成 30 年度のふるさと納税は、地道にリピーターを増や

す取り組みを進めた効果もございまして、平成 31 年１月末時点で件数にしまして 6,103

件、金額にしまして 5,836 万円とですね、年を追う毎に収入実績の方を更新しております。

得られました財源は教育振興や観光振興、農林水産業支援と言いました各分野でですね活

用させて頂いており、大きな収入の柱となりつつございます。今後もですね返礼品のライ

ンナップの充実であるとか、新規納税者の開拓等の取組みを通じまして更なる増収の方を

図って参りたいというふうに考えております。次に、一般会計ではございませんけれども、

特別会計事業の収入の関係になりますけれども、簡易水道事業や下水道事業につきまして

来年度からですね利用料金の見直しの方に着手することとしております。本町はですね公

会計制度に基づきます財務分析の方でも明らかになりましたように、各行政サービスにお

いて受益者負担の割合がですね類似の団体と比較して低い傾向にございますので、こうし

た課題を踏まえまして、利用料金の見直しを図って、水道等設備の維持管理費の捻出がで

きるようにですね取り組んでいきたいというふうに考えております。同じく、少し小さな

話なんですけど、受益者負担の見直しという点でですね、例えば町民プールの使用料でご

ざいますけれども、現在、町外在住の方の個人利用につきまして料金を徴収しておりませ

んけれども、これについては利用規則の改定がですね必要であるというふうに考えており

まして、現在、事業課と共にですね今後の対応を協議しているところでございます。あと、

大きな内容で言えばですね、９月議会の一般質問の方でもですね、少し答弁させて頂いて

おりますけれども、商業・観光振興分野におきます地域商社あきおおたの活躍にですね期

待を寄せているところでございまして、今後の事業運営を通じまして自主財源の獲得を図

って頂きまして、そのことでですね産業・観光関連の町の補助金負担軽減にですね一役買

ってもらうようなそういったスキームも描いております。一例でございますが以上のよう

なですね取り組みによりまして、町税及び交付税収入の不足を補ってまいりたいというふ

うに考えております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木道則議員。 

○佐々木道則議員 

 ぜひあのー今ご答弁があったようなことで取り組んで頂きたいと思いますが、特にこれ

はまぁ今度の予算のことでよろしいんでしょうが、先ほど税の収納の件がございましたが、

ちょっとぱらぱらっと予算書を見させて頂いた中でも前年度に比べて収納額がアップ、不

納額がアップをしておりますので、これは現在当町全体でみればですね、90 何パーセント

でいいんでしょうが、これ 100 パーセントが当たり前なので、90 パーセントでよしでなく

て 100 パーセントになるように取り組んで頂きたいと思います。次にですね、ちょっとあ

れなんですが、これは私の思いも含めてなんですが、臨時対策債についてお伺いをしてみ

たいと思います。この臨時対策債は平成 13 年度に創設をされました。もともと３年間の

措置として創設された特例債ですが経済事情の悪化等から経過措置の更新が数回行われま

して、引き続き財源不足が見込まれることから平成 31 年までの間継続されることとされ

ております。その、これちょっと長いんで以降臨時対策債を臨時対策債と呼ばさせて頂き

ますが、その臨時対策債については国において地方交付税として交付すべき財源が不足し

た場合、地方交付税の交付額を減らし、穴埋めとして該当する地方公共団体自ら町債とし

て発行させる制度で、形式的にはその自治体が地方債を発行する形式となりますが、実質

的には元利償還金が翌年度以降の基準財政需要額に算入され、地方交付税として措置され
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るまで地方交付税の代替え財源ともされている制度でございます。当町においても平成 13

年度からの創設時から対策債を発行し現在に至っており平成 29 年度末起債残高 121 億

5,838万２千円の内、臨時財政対策債は32億8,715万円で起債総額に占める臨時対策債の

割合は 36．9％となります。本来地方交付税として交付されるべき金額は措置をされてな

いことから臨時対策債を起債することは年度当初予算編成には必要であるということは十

分理解をいたしますが、臨時対策債に係る起債残高は増加していることが予想されます。

元利償還金相当額につきましては交付算定上措置されるとはいえ、町の借金であることに

変わりなく将来に負担を残すものではないでしょうか。臨時対策債発行に当たっては慎重

な姿勢を持つべきものであると私は考えておりますが、町長の見解を伺います。次にこれ

ちょっと歳出のことになるんですが、30 年度予算編成において人口減少抑制に向けた地方

創生の取り組み、公共施設の老朽化対策など、新たな財源事情に自治体としての責務を遂

行するためにさらなる健全な財政運営と財政基盤の確立が不可欠として行財政改革大綱に

捧げる歳出の削減、聖域なき見直し、ここには平成 33 年度までの予算規模 65 億以下、人

件費の削減、経常経費の削減、負担金補助金の見直し、交際費の削減、時間外勤務の抑制、

病院事業会計及び特別会計の健全経営に取り組んでおられると思います。中でも人件費は

29 年度一般会計決算において歳出総額の 17．5 パーセントを占めており、平成 28 年度歳

出総額は 15．4 パーセントで 29 年度においては 0．9 パーセント伸びております。また総

務省が発表している財政資料、状況資料集における類似団体別職員数の状況、これは平成

29 年４月 1 日現在でございますが、普通会計職員数は先ほど言いました類似団体は安芸太

田町を含めて全国で同じ類は 66 団体あるとされておりますが、その中で 60 位でございま

す。先ほど言いましたように財政状況資料集において各市町の比較対象としている類似団

体とは人口と産業構造によって市町村を分類して同じ分類となった全国の市町村のことで

安芸太田町の類型は２の２に属して全国に 66 団体あるとされております。で、ちなみに

ですね、その２の２型については広島県９町村あると思うんですが、２の２については安

芸太田町だけでございます。広島県では安芸太田町だけ。ちなみに近くで言いましたら属

してるのは岡山の奈義町、鳥取県の三朝町でお隣島根県の津和野町等が同じ２の２の分類

に属してるというこれ総務省の類似団体職員数の状況、30 年３月に総務省自治行政局が出

しとる資料でございますが、ようになっております。属してる 66 団体の面積、人口等が

違いますので、一概に比べると無理があるとは思いますが、当町の類似団体平均数、先ほ

ど言いました 66 団体の平均職員数は 102 名、当町は 153 名でございますので全国の類似

団体から言えば 51 名多いというような状況となっております。ので人件費の削減につい

ての取り組みについてをお伺いします。またこれは前回もお聞きをしたことがあるんです

が、補助金事業等は既存事業の課題整理にあたると共に、補助金の縮減または補助金の廃

止に向けて協議するというような状況でございましたが、現状はどうなっているのか、以

上２点お伺いをします。 

○矢立孝彦議長 

総務課、河越主幹。 

○河越慶介総務課主幹 

まず１点目、臨時財政対策債のですね発行に関してのご質問頂きました。ご質問の中で

も触れて頂いておりますが、臨時財政対策債、簡単にまずご説明させて頂きますけれども、

本来、普通交付税としてですね交付すべき財源を国がその所要額を確保できないことから、

普通交付税の不足額に代わりまして地方債の発行可能額がですね与えられるというもので

ございまして地方債ですので、後年、元利償還金が生じるんですけれども、それは国の責

任において全額が基準財政需要額に算入されます。つまり交付税としてですね全額措置さ

れるということで、実質的な自治体からの負担というのはございません。  簡単に申し

上げますと、国に当面のお金がないので普通交付税の一部を複数年にかけて分割払いにさ

せてくれと、そういった趣旨のものでございます。こちらの制度ちょっと触れて頂きまし

たけれども、この制度平成 13 年から始まっておりまして、本町でもですね多い年で５億
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５千万円ほど発行してます。少ない年でも１億６千万円あまり発行しておりまして、償還

残高はですね来年度末時点でですね 31 億円程度、全体の起算償還残額の３割程度になろ

うという見込みでございます。地方自治体にとってはメリットがあるものではなくてです

ね、本来もらえるべき交付税がお預けになるとともに、実負担が無いとはいえですね不要

な借金を背負わされるという、先ほどご指摘があったとおりでございますけれども、国の

都合が先に立ったような制度でございます。また、この制度にはですね大きな問題がござ

いまして、 実は起債の償還と国が基準財政需要額に算入するタイミングというのが一致

しておりません。自治体の方はですね、20 年間程度で借入金を償還しますけれども、国は

それ以上の年月をかけて交付税措置を行うためですね、一時的には町のこの持ち出しが生

じますし、発行額が積み重なってきますと当然に持ち出しの総額も増えてきまして、自治

体の財政を圧迫することになります。この臨時財政対策債でございますけども、起債の発

行は各自治体の判断に委ねられております。ただ、将来ですね交付されます普通交付税の

権利を喪失することになります。起債を借り入れないという事はですね、権利を喪失する

ことになりますので、本当に裕福な自治体以外は、発行しないという選択というのは実質

的に無いというのが実態でございます。様々なこの制度、課題があるというのは、国もで

すね地方自治体も周知の事実ですので、国も近年ですね発行枠を縮減する傾向にございま

す。本町も平成 22 年を境にですね発行額が年々減ってきておる状況でございます。本町

としましては今後も国に対しまして発行枠の縮減に努め、交付税のですね満額措置を求め

ていくとともに、過年度に発行しました発行債に対します交付税措置の迅速化についても

要求の方をしてまいりたいというふうに考えております。次にですね歳出の削減といいま

すか、財政の健全化について、人件費の抑制というのが主な内容であったかなというふう

に思うんですけど、まず財政管財の方から全体の取り組みについてですね少し答弁の方さ

せて頂きたいというふうに思います。町財政はですね昨年度より悪化傾向に振れておりま

してですね、平成 30 年度、今年度ですけども、６年ぶりに財政調整基金を取り崩す予定

となっております。また、新年度予算もですね普通交付税の合併特例の縮減等の影響によ

りまして歳入予算が不足することから予算総額の約９パーセント６億９千万円余りのです

ね財政調整基金の繰入れを見込んだ編成案としております。こうした状況は投資的経費に

よる一時的なものではなくて、本町の行政運営に係る経常的経費が国が想定します財政需

要額を上回っていることが背景にございますので、抜本的な対策としまして経常経費に係

ります歳出予算を削減することが重要でございます。経常経費を占める大きなウエイト、

その一つが先ほどもご指摘あったように人件費でございます。昨年度策定しました長期財

政推計と今後の財政運営方針にも今後めざすべき目標として記載しておりますけれども、

計画的に組織・人員のスリム化を図ることが最大の命題であると考えております。また、

新たな動きとしまして、2020 年度から会計年度任用職員制度の導入といったものがござい

ますけれども、これによりまして非常勤職員の任用に係ります費用負担の増加というのが

見込まれております。こうした背景を踏まえて、町では人員適正化計画を策定しまして、

長期計画に基づき職員数の削減に取り組んでいるところでございます。また行政系施設の

配置や支所機能のあり方を検討する中で、行政サービスの質の確保と人員配置の効率化の

両立についても協議を進めており、今後は議論の中で導かれた方向性を基に組織体制の更

なる効率化を進めたいというふうに考えております。この他、職員個々に業務の効率化を

促すことで時間外勤務手当の縮減にも取り組ませて頂いているところでございます。少し

外れますけれども、もう一点、経常経費を大きく押し上げている項目の一つがやはり施設

の維持管理経費、これインフラとかハコモノとか含めてでございますけれども、今後大き

な財政負担を伴うと考えられますものの一つが老朽化した水道施設の更新等でございます

けれども、現在、県下の水道事業・下水道事業を広域化しようといった動きがございます。

本町は給水人口が少なく事業運営の効率性が低いことから、事業統合の動きは歓迎すべき

ものというふうに考えておりますので、住民の将来負担の軽減を図るために、当該提案に

賛同してですね、実現の方を訴えていきたいというふうに考えております。ハコモノ資産
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に関しては、先ほども答弁で触れておりますけれども、今後公共施設管理計画を策定する

中でですね、各施設のあり方を検討して、総量削減を果たしていきたいというふうに考え

ております。その他としまして一般事務管理費につきましてですけれども、従来予算の

５パーセントカットを目安にですね、各課に協力を求め、今回当初予算を組んでますけれ

ども、総額としましてかなりの予算の方をですね削減させて頂いておりますし、もう１点

補助金についてのご質問ございましたけれども、補助金を用いたような各ソフト事業等に

つきましてもですね、過年度の実績、予算はあっても実際に補助金事業を使ってのニーズ

が無かったとかそういったものにつきましてはですね、実績を踏まえてニーズの乏しいよ

うな事業につきまして配当予算の削減を図ってですね、その分を新たに取り組む新規事業

予算の方へと振り向けておるような状況でございます。財政管財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 

 臨時債についてはご答弁にあった実態のとおりだと私も認識をしております。あのー人

件費等のあれについては色々施策を庁舎内等含めて図っておられるようでございますので、

それはそのまま継続させて頂きたいと思う。なぜ私が臨時対策債について聞いたかと、危

惧しとるかと言いますとですね、これ私だけの危惧なんかもわかりませんが、先ほどあり

ましたように臨時対策債の借入可能額については財政基準調整額によって決められており

ます。基準財政調整額とは当該団体の地方交付税、ちょっと難しくなるんですが、第 11

条の規定により算出された額で、その算定は測定単位の数値に必要な補正を加え、これに

測定単位ごとに定められた単位を乗じた額を合算して行われることとされております。基

準財政調整額の単位費用、補正計数などが見直されることによって、臨時対策債の元利償

還金以外の財政需要に関する部分が減額され、町に入る交付税額は大きく変わらなくても、

中身は臨時対策債の元利償還金に相当する公債費に充てるべき金額の比重が大きくなり、

実態としては地方交付税の減額に等しくなるようになるのではないかと私は個人的には危

惧をしております。というのは、当初思っとったのは、いわゆる地方交付税が 100 として

見れば、その上に 10 か 15 の臨時債があるように私は思っとったんですが、色々臨時財政

のことを調べてみると、足して 100 なんですよね。いう事は今申したようなことがあるの

ではないかなという事を危惧してちょっと質問させて頂きました。これも財政担当にお聞

きしたんですが、29 年度末に起債償還額９億 4,726 万２千円のうち、元金償還額が８億

5,402 万１千円、臨債の償還額が２億 3,500 万程度、先ほどもありましたように償還額に

占める特例債の割合が 27.5 というような数字になっております。臨時対策債は一般財源

であるという考え方のルールがあり、実質公債費、将来負担比率等の計算には、臨時対策

債に対する数値は含めなくてよいとされておるということは逆にですね、経常収支比率に

は臨時対策債の数値を引いて計算をされております。ちなみに総務省が発表している平成

28 年度決算状況カード、これ毎年出るんで、まだ 29 年度が出てないんですが、臨時対策

債を入れた経常収支比率は90.7、これ28年度ですよ。臨時対策債を外した比率は94.3の

数値が総務省のカードでは発表されております。このように臨時対策債の財政ルールは町

財政の実情を見えなくなっているんではないかと私は思いまして、今回の質問というのを

させて頂きました。今後ますますこの臨時対策債に対する比率が高まっていくのではない

か思いますが、先ほど来ありますように、どうしてもこれ自治体には必要な対策債だとも

思います。ですが、あのーそのことをですね、今私の個人的な危惧であればいいわけです

が、そういう反面もありますので、起債の発行については十分ですねご審議の上、取り扱

って頂きたいという思いでございます。今時間がちょっとあれなんですが、最後の質問に

なろうかと思いますが、今までの質問も含めて現在の町情勢について町長のご見解がござ

いましたら、一つよろしくお願いいたします。 

○矢立孝彦議長 

小坂町長。 
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○小坂眞治町長 

２回目の冒頭の質問は町税の確保というご質問でございました。町税は固定資産税と住

民税でございます。住民税は人口の数、固定資産はやはり地域が経済的に活性化するとい

う事で地価の評価につながろうかと思います。という事は、先の質問で頂きました長期総

合計画をですね、確実に実施し定住人口を増やし、また経済活動を活発化させ、地価評価

をですね下げないという事が何よりも町税の総額の確保になろうかと思っており、また改

めて命題に長期総合計画の下半期の計画に対して十分な検討を重ねて参りたいと思います。

それと臨時財政特例債、ご質問にあったことのように私も認識しております。という事は、

これは国が財源が不足するという緊急的な処置でございまして、31 年度の国の予算、地方

財政計画によりますと、アベノミクスと申しますか結果よく税収が伸びたという事で、そ

の額が大幅に縮小されとるように情報を得ているところでございますが、そうしたふうな

ことのみならず、地方に負担がかからない、純然の地方交付税の確保についてですね、こ

れからも機会があれば、発信、発言をしてまいりたいと思っているところでございます。

それと人件費、これ本当に大きな課題でございます。比較された町等々と比べたときに、

町面積は広い、あるいは保育のね、保育士等々の換算がですねされてない町もあるように

聞いておるところでございます。それと何と言いましても冬の積雪等々に対応するやはり

職員等々考えると、一概に言えるものではないと思うところではございますが、やはり公

の手法として常に頭に入れながら先ほどの質問にもございましたが、効率性のみならずで

すね、住民生活の低下にならないような人員配置、賃金計画を立てて行きたいと思ってお

ります。 

○矢立孝彦議長 

佐々木道則議員。 

○佐々木道則議員 

色々ありがとうございました。これで終わりでございますが、まぁあのー色々申しまし

たが、順調に、順調という言い方がいいのかどうか積み上げられました財政調整基金、今

回の定例議会31年３月４日の頂いた安芸太田町基金管理表を見ますと、29年度末が30億

なにがしという数字でございまして、これを 30 年度においては約これを見ますと、約

６億の取崩し。31 年度においては当初予算において予算上は６億８千万の取崩しという予

算編成をされておりますが、今後ますますですね厳しい財政運営を強いられてまいるんで

はないかと思います。ただ単純にこれいきますと、このまま毎年ですね、５億程度の取崩

しが続くと、４年間で財政調整基金も底をついてしまいます。そうすると極端な緊縮財政

という事が余儀なくされると思います。町執行部等におきましてはですね、更なる行政改

革の取り組みにより持続可能な町財政を推進して頂く事をお願いして、私の質問を終わり

ます。ありがとうございました。 

○矢立孝彦議長 

 以上で佐々木道則議員の一般質問を終わります。しばらく休憩します。 

  

              休憩   午後３時２５分 

              再開   午後３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。３番、平岡昭洋議員。 

○平岡昭洋議員 

皆さん、こんにちは。平岡でございます。今回の質問を出すのにですね、結構早くから

質問ができておったのですが 1 番になるのはちょっと嫌だと思ってですね、見計らってい

たらなんと５番目になったという、その日の朝１番に出していれば１番だったわけですけ

れども、ちょっと１番は避けようと思うとみんな張り切ってですね質問を最近出されてい

るようなんで、まぁ次からはですね、よほどちょっと検討して番号やろうと思っています。
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最後ですんでね、今日の、なるたけはきはきとですね明るく、皆さんも多分もう浩司さん

も目が覚めたと思いますんで、頑張ってやりたいと思います。えーと質問の方ですね、

2024 年町内人口 5,800 人の目標は達成できるかということですね。まぁ先ほど道則議員さ

んからですね、同様なことで少し質問がございまして、ほとんど答えられしまうんではな

いかとハラハラしておりましたけれど、まぁ一応ちょっとかすったという感じなんで、私

の質問はですね、私は長いこと民間におったときにですね、ほとんど毎日数字を追いかけ

て仕事をしてたと。その連続ですね、朝から晩まで。もう本当に１時間前に決まった数字

をその日のうちにとか、１週間でまた１ヶ月でやるということの繰り返しなんで、どうし

てもですね本とか資料読むときは、数値目標というんですか、これだけやるんだといつま

でにというのにどうしても目がいくんですね。もっとこっちの方を見て欲しいといっけん

思われるかもしれませんけど、残念ながら企業というのはですね、収益というのがあるも

んですから、ある一定の数字を上げない限り存続できないという非常にあるわけで、今回

もですね、この質問はですね、長期第二次安芸太田町総合計画を読んでますとですね、

2024 年に安芸太田町の人口 5,800 人を目標とすると、こういうことが出てましたんで、実

際のところ、この数字が本当にその当時ちょうど２年前にそれを見ましたんですが、高い

目標なのか低い目標なのかその当時はちょっと私には理解できない、どっちにしても減少

はするんだなという位に理解しておりましたけれども、今回ちょっとそのことについてで

すね、若干やっぱり質問しなきゃいけないと考えましたんで、このたびこの質問を第一問

目にさせて頂きます。安芸太田町では 2015 年から 2024 年までの 10 年間の第二次安芸太

田町長期総合計画なるものを策定してこの計画をこの間のあらゆる町行政の指針と目標と

して１冊の本にまとめています。この第二次長期総合計画という言葉は、町長の答弁から

も何度も聞いておりますので、この中に書かれていることは町行政として何が何でもこの

10 年間の間に達成したい、いわば行政行動のバイブルのようなものだと私は理解しており

ます。ところでこの長期総合計画の計画目標人口という欄に、本町では目標最終年の 2024

年に町内の人口目標を 5,800 人にするという記載があります。私は２年前に初めてこの数

値目標が見たときに、この 5,800 人の数字がどういうことを表してるかまでは本当には理

解してませんでしたけれど、町の今抱えている過疎化という根源的な問題に対して、あえ

て目標数字を打ち出して取り組む町の姿勢を大変頼もしく思いました。なぜなら先ほど申

し上げましたように、私はこれまで民間で何十年もの間与えられた数字を達成するために

日々仕事に追われてきたからです。期限を切って目標数字をやることがどんなに厳しくて

現実的で、しかもごまかしのをきかないものか身にしみてわかっております。またこの人

口減少という問題は今、行政として取り組むべき本町の抱える最優先の課題であり、人口

減少に歯止めをかけることができれば安芸太田町に現在ある産業や医療福祉、教育その他

の様々な問題も相当部分が解決できる可能性があると私は思っております。そこで 2015

年の 10 月 1 日の国勢調査の安芸太田町の人口を基準に、この人口目標計画がスタートし

て、今年で約３年半になります。私は今、残念ながらこの人口目標数は本当に達成される

んだろうかと非常に危惧しております。それ以上に町はこの目標の達成を既に諦めている

んではないかとさえ思っております。なぜなら計画で示されている 2024 年の町の人口

5,800 人はこの計画がスタートした 2015 年の 10 月１日の国勢調査で発表された安芸太田

町の人口が 6,472 人であるために、10 年後に 5,800 人にするということは、行政では 10

年間で約 670 人町内人口が減るということを目標としていると思われます。という事は、

この 5,800 人の人口を達成するためには、この計画は年間の人口減少をおおよそ 70 人以

内に留めるということを意味しております。しかし目標が始まって３年後の昨年 10 月

１日の国勢調査の人口は 5,922 人となっており既に 550 人人口が減少しています。それを

年あたりに換算すると平均して約 180 人の人口減少となってます。目標ラインの年間 70

人減に留めるとした町の目標より、毎年 110 人３年間のトータルで既に 330 人計画より人

口減少が進んでいると考えれます。しかもまだ確定していない今年 10 月１日の安芸太田

町の国勢調査の結果が発表されれば、その減少数はもっと増えている可能性もあります。
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ご存じのように人口動向を分析する手法として出生と死亡の差を計算する自然動態と町外

に出る人と入ってくる人の差っ引きを計算する社会動態という指標があります。この２つ

の指標から 2015 年から 2018 年までの ３年間を見てみると、自然増減では毎年ほとんど

大きなぶれはなく平均すると 1 年間で 130 人前後の出生と死亡の差で人口減少が続いてい

ます。ただ人口減少による自然減少による人口減少は現在日本全体でも続いており、少子

化により今後も減少は続くものと予想されています。ましてや子育て世代が少なく高齢者

の多い安芸太田町で自然減少を止める事は並大抵のことではありません。という事は現在

の安芸太田町ではこれからも年間 130 人程度の人口の自然減少が続く事は始めから想定し

ておかなければいけないということです。このことから町が 2015 年から目標としている

2024年の人口5,800人は毎年130人前後の自然減があるわけですからそれを前提とすると

目標を達成するためには年間の減少目標ライン 70 名より多くなる自然減の 130 人から差

し引いた不足分の 60 人以上を社会増として他の地域から町内に毎年移住してもらえば、

この計画は達成できることがわかります。それではその人の出入りを表す社会増減とはど

うかというと、2015 年から３年間で 124 名が町外へ流出しています。しかも 2018 年には

１年間で 89 名の流出超となっており、益々人が安芸太田町から離れているようにも見え

ます。町の計画目標通りなら１年間で 60 人、３年間で 180 人の社会増でなければならな

いわけですが、実際は３年間で 124 人のマイナスであるということは、いったいこの人口

目標計画とは何なのかと、私は民間にいた経験から見ると、全く目標にはなってないとし

か残念ながら言い切れません。この第二次長期総合計画には人口目標を達成するために毎

年 75 人の社会増を目指すと合わせて明記されていますが、残念ながら現実はプラスどこ

ろか大幅な人の流出となっています。皆さんの一部には何をこんなにあの細かいことを言

っているんだと思われる方がいらっしゃるかもしれませんけど、定性的な目標とは違って、

定量目標、いわゆる数値目標というのはこれを達成するということはこういう事と私は考

えてます。日々の毎週の毎月の毎年のプランドゥチェックの繰り返しです。これをやって

初めてなんとかその目標に近づくことができると信じております。私のように何十年も

日々数字を追いかけていて、夜も眠れぬような苦しい思いをしてきたものには、この遅れ

はどうしても今指摘しておかなければなりません。しかし目標達成まであと６年以上あり

ます。まだ折り返し地点も過ぎておりません。現在の安芸太田町で人口減少を食い止める

ことは極めて大変であるという事は私も重々承知しております。しかしこの第二次長期総

合計画の人口目標は誰に言われたのでもなくて、町自身が自ら立てた計画目標なんです。

町長からもこの長期総合計画に則って、行政を行っていると先ほど申し上げており何度も

私は聞いておりますし、文章も見ております。私自身もこの人口計画がもしこの目標が達

成されたら、５年後の６年後の安芸太田町の姿は全く違うものになってると固く信じてい

ます。なぜならこの本目標を達成するためにはただ単に数字を追いかけただけでは絶対で

きません。いろいろな部署にいろいろなところに、いろんなアイデアを持ってやらない限

りできるはずもない目標だと最近わかっとります。これまで町としてこの人口目標達成す

るために、どのような試みをしてきたのか、その反省点は何か、また今後残された期間ど

のようにしてこの人口目標を達成するのか、以下２つについて聞きたい。 

○矢立孝彦議長 

ただ今平岡議員の質問中、一部不適切な発言がありましたので、会議録の当該部分を削

除します。企画課長。 

○二見重幸企画課長 

人口ビジョンについてのご質問でございます。企画課の方から答弁をさせて頂きます。

第二次総合計画は言われるように平成 27 年からの 10 年間の計画でございます。その間の

施策の成果として、施策の成果として人口減少を抑制することができると仮定をして、人

口目標、目標人口を設定をしておるところでございます。具体的には国立社会保障人口問

題研究所では安芸太田町の 36 年の時点では、5,040 人と推計をされているところでござい

ますが、これをなんとか 5,800 人に留めようという目標でございます。これは平成 27 年
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度に策定した人口ビジョンも同じ内容としておるところです。長計と人口ビジョンは同じ

内容としておるところです。この目標のため、達成のためには平成 22 年度国勢調査人口

7,255 人の１パーセントに相当する 75 人の人口回復を 10 年間継続すれば達成できるとい

う推計でございます。先ほどおっしゃられるように、具体的には、新規の転入者が 65 人、

転出者の抑制が 10 人、合計の 75 人が人口回復すれば、この目標に達成できるという内容

でございます。現状では先ほどおっしゃったとおりなんですが平成 27 年 10 月１日時点で

は社会増減はマイナス 10、同じく 28 年はマイナス 11、平成 29 はマイナス 53、平成 30

年はマイナス 85 ということで、ここ数年減少の幅が大きくなっているということになっ

ています。この要因としましては、転入転出の比較では、転入者の減少が大きくなってい

るということがいえております。また自然減では平成 27 年ではマイナス 126、 28 はマイ

ナス 148 、29年はマイナス 178 人、平成30 年はマイナス 224ということで、こちらにつ

きましても出生数の減少が大きく幅が大きいということになります。社会減につきまして

は、目標では、社会減につきましては、平成 26 年度までの 10 年間は、おおむね 40 から

70 人で推移をしておりましたが、平成 27 年でマイナス 10、平成28 年でマイナス 11と、

ここで少し好転の兆しが現れたんですけども、平成 29 年度以降また減少が大きくなって

いるという現状がございます。目標達成に向けて人口移動のおおむねの目標を設定してお

りまして、2015 年から６年間は社会増減が０から 10 ということで、０人からプラスの 10

人で推移することが目標としておりました。平成 27、 28 年では社会減がマイナス 53、マ

イナス 85 とマイナス幅が目標数値を大きく大幅にマイナス幅が大きくなっているという

ことで、このまま推移すると目標の達成は非常に厳しい状況と言わざるを得ないと考えて

おります。しかし平成 27、 28 年に社会減少が抑制された要因としましては、それまで

年々実施していました子どもの医療費の無料化でありましたり、保育料の無料化あるいは

高速道路通勤の補助でありましたり、そういった定住施策というのが徐々に効いてきてそ

れが平成 27、 28 の部分で少しずつ現れてきたのではないかと考えておるところでござい

ます。この定住施策といいますのは、産業、雇用でありますとか教育、子育て支援、居住

支援等の総合的な施策を総動員をいたしまして、あわせて情報発信の方も非常に重要にな

ってこようかと思います。こうした総合的な取り組みによって社会現象の抑制に努めてま

いりたいと考えておるところでございます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

平岡議員。 

○平岡昭洋議員 

まぁあのー答えられることも大体予想しとりましたんで、予想どおりと思っとります。

あのーことさらに聞こえるかもしれませんけど、こういう数字で表すと、どんなに綺麗事

を言ってもですね、これはどうなんだと言われたら、もうギャフンとなるわけですね。私

は何十年もこれを指導したりまたこれを上司から受けたりしてきましたので、なぜここに

こだわったのかというと、やはり人口減少というのはこの町を相当むしばんでると。少な

くとも私が高校までいた町と、こちらに帰ってきて大きく変わったと感じたのは本当に人

が減ったなと、そういう思いなんですね。ですからなんとかこの人口減少をある程度歯止

めかけられないかと、逆に考えればこれさえできれば学校の問題も相当解決できるし、他

にもいろんな問題が解決できる本当に要ではないかと、裏を返せば行政が一丸となって、

あなたのとこは５人引き受けてくれ、あなたのところは 10 人引き受けてくれと、そのた

めにはどうするかということをやれば、非常にきつく思われるかもしれませんけど、ある

一定の何か道が見えてくるという感じがいたします。それに苦しまない限り全く数字なん

か出してもですね１つもいかない。特に先ほど言った平成例えば 28 年ですか 29 年ですか、

80 何人減ったのを見ると、何が減ってるかというと、転入者が大幅に減ってるんですね。

それまでに 200 人以上あった転入者が 130 人になってる。要するにちょっと手を休めれば、

普通には全くこちらに入ってこないという現実があるわけですから、そこをぜひ考えて頂

きたい。まぁこの質問はあまりやっても私はある一定のところ以上は不毛だと思いますか
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ら、必要なことは、いかにチェックをするか、もう一つ必要なことは、これがないと間違

いなくできないんです。案件をいくら積み重ねるか。例えば 100 人をどうしても移住して

もらいたいと思えば、私の感覚では 300 人から 500 人する移住するという計画が何十件も

ない限り、この 100 人は集まりません。1 件で 100 人というのがあればいいですけど、そ

んな世の中甘くなくて、この 30 で 100 何十件の案件で 500 人ぐらいの対象がありますよ

と、この可能性はどうなんだということ詰めていく。それがもしうまくいかなかったら次

に案件を増やそうと、そうやってどんどんどんどん案件を増やさない限り、現実的には全

くこの目標は進まないと思いますので、ぜひですね、現状はこういうことですけれど、や

る気になればですねできないことは本当はないんです。そう思ってですね、あのー町民も

ですねそのことについては協力はおしまないと思いますんでね、行政全体で頑張って頂き

たいと思いまして、この質問は終わります。では２番目の質問に入ります。年々進行する

温暖化現象に対する町の対応を聞きたいという質問です。一部にはこの温暖化現象という

ことでですね、質問を受けた方たちにはいや温暖化現象を止めるためにですね私どもはこ

んなことやってますということの答えを聞きたいのかと思われた方もいらっしゃると思い

ます。当然それは当然町でこういうことをやってますというのは当然そうです。私の本質

はそこだけではなくて残念ながら、こんなこと言うと少し悔しいですけど私 1 人が温暖化

現象を止めるためになんとかと叫んでもですね、地球全体の温暖化現象はそう簡単に止め

られものではないとは思っとりますんでね。今回の趣旨はちょっと違うところにあって、

一応論旨を述べます。昨年７月の西日本豪雨災害は、まだ記憶に新しいところですが、一

難去ってまた一難とはよく言ったもので、今シーズンのように雪の降らない冬は今まで町

民の誰も経験したことがないものだと思います。アメリカのトランプ大統領は地球温暖化

など学者とマスコミが作り上げたでっち上げだと言っているようですが、少なくとも古く

からこの安芸太田町に住んでいる住民ならばそれは絶対違うと確信を持って言えると思い

ます。最近の夏の集中豪雨も今までより質も量も違ってきているように見えますし、特に

冬場の降雪量は、この半世紀で格段に少なくなっています。雪の少ない冬はそれは住むに

はとってもいいもんですけれど、一方本町では喜んでばかりはいられない事情があります。

スキーやスノボといった雪のあることを前提とした冬の観光事業は困り果てています。ま

た冬のシーズンにしっかり雪のあることを前提としたウィンタースポーツを冬場の大切な

観光収入源としてる本町では、冬に雪がなければ全く事業が成り立ちません。戸河内イン

ター周辺のショップの売り上げも大幅に減っています。また除雪等に携わっている業者の

方の冬場の収入も無くなります。スキー客の冬場の宿泊需要もありません。特に１年の収

入の大半をウィンタースポーツにかけている事業者も従業員もパートの方たちも大事な仕

事の命運が温暖化の中で年々降雪量が減ってゆく気まぐれなお天気に毎年大きく左右され

るのであれば、誰も人生をかけてこの仕事に取り組みたいとは思わないでしょう。安芸太

田町では四季折々の自然の美しさと、山河の恵を糧に、それを観光に活かして、これまで

生きてきました。春は山菜採り、夏は山登り、秋はもみじ、冬はスキーと、この自然の豊

かさがこれまで町外から多くの観光客を魅了し、人を引き寄せ、町を潤してくれています。

しかし最近の温暖化によるとみられる気象現象の大きな変化は、春から秋の観光にはまだ

直接的な影響はそれほど多くないと考えられますが、冬の観光事業は、またそれに伴う商

売に多大なる影響を及ぼし始めています。もし自然環境の大きな変化でこれからこの地域

が冬にますます雪の降らない気候が続くということになったとすれば、本町の冬の観光事

業は壊滅的な打撃となることでしょう。町としては、お天気のことなど誰にもわからない

ことでそのことを町に聞かれても答えようがないと思っているかもしれません。でも行政

の本当の仕事は今目先にある課題だけではなく、近い将来起こり得る問題の可能性をしっ

かり検討して、一足早く対応することだと私は思っています。目先のことばかりに目を奪

われて将来の手を打てなかった地方自治体の観光地は今どんどん衰退の憂き目に遭ってい

ます。そのことは地元からいっそう働き場を奪い、人口流出に拍車をかける結果となりま

す。ここで町に聞きます。まずは最近起こっている冬の温暖化について町としてどう考え
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ているか。２番目に今年の温暖化で大幅な収入源となっている観光産業や関連する業者に

対して、今後どのように対応していくか。また将来的に安芸太田町の冬の観光事業をどの

ように発展させていくのか考えを聞きたい。 

○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 

地球温暖化現象に対する町の対応策という事で、主に冬期への現象を中心にしたご質問

でございますが、町の温暖化対策についての基本的な考え方や方針について、住民生活課

の方からご回答の方させて頂きます。地球温暖化問題でございますがこの予測される影響

の大きさや深刻さから見まして最も重要な環境問題の１つとされているところでございま

す。そしてこの地球温暖化問題の対策でございますが、大きくは２つに分類をされるとこ

ろでございます。まず人間活動から排出されます二酸化炭素等の温室効果ガスを削減しま

して、大気中の温室効果ガス濃度の上昇を抑えて、温暖化の進行を食い止めるための緩和

策、そして２つ目は、生活・行動様式を変更したり、防災投資を増加したりといった自

然・社会システムの調整を通じて、温暖化による悪影響を軽減する適応策でございます。

まず緩和策についてでございますが、町では、平成 30 年度におきまして地球温暖化対策

推進法に基づく安芸太田町地球温暖化対策地方公共団体実行計画を策定いたします。この

計画は、町における事務及び事業により排出される温室効果ガスの削減目標を掲げまして、

この目標達成に向けた取り組みの基本方針を定めるもので、今後は、この計画に基づきま

して、事業者や町民の皆さまの規範となるために町自らが、町施設の施設の効率化や職員

の省エネ行動等を行い、率先的な取組みを推進してまいります。次に２つ目の適応策につ

いてでございます。主としましては、地球温暖化による気候変動によってもたらされる自

然災害や異常気象等への対応についてでございます。これは防災マップの作成や現在進め

ております太田川水防災タイムラインの策定などにより災害に備えた取り組みの充実を図

りますとともに、高温や低温等の異常気象等の時には防災無線等による注意喚起等により

対応を行っておるところでございます。また地球温暖化による気候変動への対応の重要さ

に鑑みまして、国におきましては、気候変動適応法、こちらの法が施行されまして、この

法律に基づく気候変動適応計画が策定されております。法律では、国、地方公共団体、事

業者、国民が連携・協力をしまして、気候変動への適応策を推進するための法的仕組みが

整備されるとともに、計画におきましては、気候変動の影響による被害を防止・軽減する

ため、各主体の役割や、あらゆる施策に適応策を組み込むことなど、基本的な戦略や、分

野ごとの適応に関する取り組みが網羅的に示されている内容となっております。このよう

な新たな法整備等の動きもありますので、今後も情報収集に努めまして、庁内関係課等で

情報の共有化を図りながら、必要に応じ適応策等の検討を行ってまいります。以上のよう

に地球温暖化対策の緩和策と適応策は車の両輪の関係でございますので、この２つを礎と

しまして、地球温暖化対策を推進してまいります。住民生活課からは以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 

地球温暖化現象に伴います観光対応策という事での大きな命題を頂いているところでご

ざいます。観光面でいきますと、色んな発表されています資料についてまず課題再認識と

いう事で勉強させて頂きました。そのことについてまず報告をさせて頂きます。気候変動

におきます国際的な政府間パネルという第５次評価報告書でありますけれども、当然住民

生活課長も申し上げたとおり気温上昇は避けられないのが現状でございます。とりわけ冬

期間の気温上昇は積雪の状況に大きな影響を与え、町内においても伝統行事あるいはス

キー場などの産業、冬季特有の産業にも影響を及ぼすことが予見されております。しかし

ながら学者レベルの討論においても、将来の降雪量の予測には不明な点が多いのも現実で

ございます。まず３つの研究の内容ですが、１つ目が国外の状況でございます。2000 年か
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ら先行研究されております地球温暖化とスキー客による経済効果というような研究成果が

ありまして、こちらでは例えば平均気温が１度上昇した場合の営業日数、入込客数の影響、

変化、積雪の深さ等を予測されております。ＯＥＣＤレベルではスイス、フランスなどの

アルプス地方全域の影響としまして、１度上昇すると、スキー場の標高が、今現在よりも

150 メートル高い場所でないと必要な雪が確保できないというものがございます。次に国

内の２つ目の研究論文としましては、この地球温暖化による積雪量の変化がスキー場の営

業に及ぼす影響という５年前の資料がございます。この資料では、富山県の３つのスキー

場をモデル化とされて、平日と休日、あるいは天候、道路状況等の様々なデータを考慮さ

れて分析されております。この分析によりますと、スキー場の対象となる３ヶ月間の降雪

量が、現在時点でも 50 から 130 センチ、将来においても 50 から 70 センチの増減が見込

まれております。将来の振れ幅が少ないわけですけれども、本町の積雪量と比較しても 70

というのは通常のスキーの積雪量と考えると影響は大きいと考えられます。増減の増につ

きましては、昨年の冬に見られた大雪の影響を指し、増減の減につきましては、今年の暖

冬のような影響の事例であるかと推測は可能となっております。この影響でスキー場の入

込客も変動しまして、比較的積雪量の多いハイシーズン、１月下旬から２月初旬での設定

を限界積雪量として富山３件で設定した中で、44 から 53 パーセントの入込客数の減少が

見込まれているところと、併せまして 100 センチ、富山県では天然降雪ですので、100 セ

ンチを開設目標としておりますが、その点を考慮したうえで再度補正影響数値としまして

は、58 から 63 パーセントの減少に下方予測されているところでございます。将来の先ほ

ど言いました将来の予測とは、この調査の中では 2075 年から 2099 年の計測値として用い

ておられます。最後３つ目ですが、スキー場の積雪量や滑走可能日数に及ぼす影響予測と

いうことで、北海道にある環境化学研究センターの資料では、全国 295 のスキー場のうち、

275 箇所のスキー場データを元に将来推測を行ったところ、全てのスキー場の積雪量が減

少すると共に、滑走可能日数が 2030 年から 2050 年までの間に３分の１に、2081 年から

2100 年までの間に６分の１まで減少すると予測、厳しい予測がされているところです。こ

のため、この温暖化が本町の冬期観光産業界に与える影響は、今後とも大きくなると予測

されることから、生活課長も言いましたとおり、温暖化の影響を少なくすることが最も重

要であるかとは思います。町としてこの将来推測を元にして観光対策のハード面で即効に

行うべき段階であるとは、まだ勉強不足ではございますけれども、今年度はスキー場の入

込客が年末から減少していることから、できる範囲で対策を講じることを考えました。今

年度の事業としましての観光プロモーション動画作成のための撮影、編集作業を行ってい

る最中でございますけれども、この委託事業におきまして、冬期シーズン中に１月から

２月までの間、２月末までの間にスキー場のＰＲ宣伝を行いました。ご覧になられたかど

うかですが、15 秒間のテレビＣＭを放映すると共に、本通り交差点の大型ビジョンにも放

映をさせて頂きました。あわせてインターネット上にも動画サイト YouTube がございます

が、そちらでも流し、特に福岡・山口・広島県では広告として配信しており、スキーヤー

層の年代が計３万件以上もアクセスをされております。積雪量は厳しく、例年より少なか

った状況でございますが、この期間中は町としましても道路状況や町内の見所なども公式

Facebook、ＳＮＳ等で発信することも含めて、観光宣伝対策を強化していたところでござ

います。しかしながら、今現在では快適に滑って頂くための積雪量がなく、３月の長期予

報も温暖という予測が出ているところから早期の閉鎖を決断されて、この日曜日で営業終

了されている状況がございます。また、隣の町では昨年からすでに閉鎖状態のままのス

キー場もあり、広島県の方へ担当課長会議の中でもその対策あるいは要望意見も提言もし

ましたけれども、具体的な対処の答弁は、県からは得られませんでした。これから春の行

楽シーズンを迎えます。雪も自然でございますし、先ほど議員さんもおっしゃられたとお

り、春、四季を通じた自然の恵みを迎えるシーズンになります。例年より早めに暖かい季

節が来ている状況を踏まえ、早めに本町を訪れる観光客に期待すると共に、梅、桜の開花

状況などの情報発信も充実させて頂き、少しでもそういった観光面での収入減については
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挽回できればと考えているところでございます。また将来につきましての件に関しまして

ですが、色々と投資対策でスキー場等も対策をされております。今後の部分に関しまして

は、観光としましても相談に応じる予定としております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 地域商社あきおおた事業本部長。 

○武藤克巳地域商社あきおおた事業本部長 

 地域商社あきおおたからこの冬における道の駅周辺における事業者への販売の影響です

ね、この状況とそれへの対策という事でご答弁申し上げます。捉えた事業者はですね、道

の駅の私ども指定管理を受けて行っております道の駅の売店、それから２階のレストラン

それと通りを挟んで向かい側のチャレンジショップになります。冬と言いますのは 12 月

～２月、この間の売り上げでございますけれども、この間の売り上げはですね、これらの

９店舗、９事業者においては前年のデータによりますと、約 21 パーセント年間全体の売

上に対してですねこの３か月間は 21 パーセントの売り上げを占めております。そして今

季どうであったかと言いますとですね、前年に比べて売り上げは 6.3 ポイントの悪化で前

年比 93.7 パーセントとなっております。よって年間の売り上げに対しての悪化は 1.3 ポ

イントという結果となっております。個別の店舗の売り上げを見ますとですね、この冬の

間でも道の駅の売店、そしてレストラン、これらはですね昨年と比べまして 10 ポイント

以上の売り上げ増加ができておりまして、スキーヤー以外のお客様、来訪者を取り込めて

いる状況でございます。温暖化による降雪量の減少によって直接的な影響を受けておりま

す事業者様もございますけれども、その事業者と比較しますと道の駅及びその周辺に限っ

てでありますけれども、この冬、今申し上げましたように、スキーヤー以外の誘客が全体

としてできた事、そしてですね、年間通しては、この冬期以外特に昨年の秋、売上増が図

れたということで深刻なダメージは今年度においては回避できております。町内全体の観

光事業においては、天候の変化に合わせた柔軟でタイムリーな、年間を通しての観光や体

験の情報提供、事業者が連携してのキャンペーンなどが重要となります。地域商社あきお

おたにおいてはですね、こういった情報を新たなホームページを駆使しまして、情報発信

を強化してまいります。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 建設課長。 

○田中啓二建設課長 

 建設課からは除雪の状況についてご説明申し上げます。今シーズンの除雪の状況でござ

います。昨日の行政報告でも一部触れておりますけれども、本格的な積雪でございます。

12 月末と１月末の２回ございました。除雪の状況につきましては、２月末現在で除雪機械

の最大稼働日数が８日間に留まっているという事でございます。前年度シーズン３月末で

ございますけれども、稼働日数 52 日間ございました。大幅に減少しておるところでござ

います。除雪の委託費でございます。合併以降最高額となりました前年度１億 4,900 万円

余りの委託費を決算で上げております。今年度の見込みでございます。現在までのところ

3,700 万円昨シーズンの 25 パーセント程度という状況でございます。現在の状況のまま、

この除雪のシーズンが終了いたしますと、町の除雪に関する支出はここ平成 21 年度以降

10 年間で最も少ない歳出という事になりますけれども、一方それは除雪を受託しておりま

す事業者の方の収入も少なくなるという事にもつながっております。除雪を始めといたし

まして、夏場の除草、道路の維持管理、また災害発生時の緊急対応、また災害復旧事業等、

町のインフラの維持のためには除雪を受託して頂いております建設事業者の方に担って頂

く必要があるというふうに考えております。建設課の方では平成 29 年度 30 年度で経済対

策というような事業の掘り起し等行っておりますけれども、新年度におきましては予算も

大変厳しいという状況でなかなか経済対策的な建設事業の計上ができておりません。一方

町内におきます国県事業についてはすでに計画づけられた事業がございますので、この事

業の早期着工、事業促進等また働き掛けを行いたいと、また新たな国県事業の町内の事業
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の掘り起し等取り組みたいというふうに考えておるところでございます。建設課は以上で

ございます。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 答弁が長くなって大変申し訳ないんですが、建設業の件、今建設課長言いました。あと

町内のスキー場で言いますと、予想売上の約１億円減という事で非常に厳しい状況。それ

に伴いましてやはり町内の宿泊施設が大変大きなダメージを受けております。そういった

ところをまぁこの夏に向けて何とか挽回していく方策をまた話をしておるところでござい

ます。先ほど商工観光課長が申しましたハード的な対策等々もまた相談が来ていますが、

なかなかハードルが高いという状況がありますので、また知恵を絞って参りたいと思いま

す。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 平岡議員。 

○平岡昭洋議員 

 答弁ありがとうございました。１つ先ほど武藤本部長から聞きまして、意外に道の駅周

辺のショップは悪くなかったというので、何となく明るい気持ちになりました。私は個人

的には、これから相当雪の降らない季節、時期に入ってくるんではないかと何となく感じ

ておりますんで、安芸太田町としていったいこの冬をどう盛り上げていくか、要するに雪

がそんなに降らなくてもお客さんがお見えになる。それをどう考えていくかですね。そう

いう事もぜひ考えてもらいたいと思って今回どちらかと言うとわざわざ温暖化という名前

を付けてるんですね。それはどういう意味かと言うと、温暖化は悪いこともあるけれど、

先ほど申しましたように、生活するにはこの場所では冬はすごくよくなるんですね。雪が

無い。私はこの冬、ほとんど通して家の周りをスリッパで歩いていましたから、こんなこ

と一度もありません。市内までたった１時間で行けて、冬場はスリッパで歩けて夏はそこ

そこ涼しいと。色々な面でですね、発想を転換すればいいこともあるんではないかと私は

考えてますんで、ぜひ色んなことを考えて、検討して頂きたいと思います。まぁあまりも

う最後時間がありませんので、一応聞きたかったことは一応聞けましたので、最後にちょ

っと口幅ったいですが、一つだけ私も一つ信条としていることもあって皆さんにちょっと

申し上げたい。進化論で有名な種の起源を表したダーウィン、いますね、名言があるんで

すが、これは私が初めて読んだ時におっと思いました。要するに太古から今まで面々と種

を保って今も存在する種がいると、一体どんな、どんな種が残ったんだということを彼が

調べてみると、この名言の中で最も強いものが生き残るのではなく最も賢いものが生き延

びたわけでもない。唯一生き残ることができるのは変化に対応できたものだけであったと。

多分人が生きることも多分町がこれから何か考えることも言うこともやはりいろんな変化

があります。たった６年７年前にですね、大学の講師を一部やってたら先生から就職どう

したらいいですかといってどんどん相談を受けてた。それが今やもう求人難で困る、全く

世の中はあっという間に変化していきます。ですから多分これからは町の対応も色々なこ

とが変化すると思いますが、その変化にいつも自分をある程度対応できる、それに対して

前向きにやっていけばですね、色んな問題は結構解決できると思いますので、私から言う

のは口幅ったいですけど、諸先輩方もいらっしゃると思いますし、ですがまぁあえてです

ね明るい希望を持って色んなこれからの変化に対応してですね、この安芸太田町をですね、

ますます発展させて頂けるように、そう願って私の質問を終わります。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 前向きには私も賛成なんですが、地球温暖化の怖いのは今年はぽかぽか陽気で終わった

けど、異常気象、要は雪がひどく降ったり、さきほどあった雨が大水が出たり、それで将
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来的にはオゾン層が破壊されて、危ないものが降るというような事でございますので、町

としては住民生活課長が言ったような地球温暖化の取り組みを強めてまいりたいと思いま

すのでよろしくお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 以上で平岡議員の一般質問を終わります。お諮りします。本日の会議はこの程度にして

延会したいと思います。ご異議ありませんか。 

                （異議なしの声あり） 

 異議なしと認めます。従って本日はこれで延会することに決定しました。本日はこれで

延会します。 

○伊藤真由美議会事務局長 

 ご起立願います。一同互礼。 

午後４時３８分散会 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


