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平成３１年第２回定例会 

（平成３１年３月６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、これから本日の会議を

開きます。本日の議事日程は、あらかじめ、お手元に配付したとおりです。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第１．一般質問 

 

○矢立孝彦議長   

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

次発言を許します。５番、末田健治議員。 

○末田健治議員 

 おはようございます。通告しておりました３題について質問をさせて頂きます。安芸太

田町の現状は人口減少に歯止めがかからない中、持続可能なまちづくりを掲げ、定住人口

維持や生涯活躍のまちづくり推進のため 、平成 31 年度予算が審議されます。安芸太田町

が持続可能で安心して暮らせるまちづくりのため、地域を活性化するためどのような施策

を展開されようとしているのか、今回は焦点を絞って町長の考えを伺います。そこで質問

の 1 番目ですが、主要な産業に乏しい本町では、観光を中心にした産業により経済が成り

立っています。観光立町として入込客対策について伺います。31 年度の入込観光客目標は

53 万人と第二次長期総合計画では示されております。暖冬によるスキー客の減少など、入

込客に影響が出ていると思われますが、今後どのような戦略があるか。また観光消費額へ

の影響などについて、そして 53 万人の達成見通しなどについて、ご答弁ください。加計

スマートＩＣ、戸河内ＩＣの利用台数はどのような変化がありますか。把握されておりま

す数値をお知らせください。入込客の行動形態をどのように分析をされておりますか。き

っかけや目的などについて伺います。安芸太田町に来られた方の動機を聞きますと、目的

地が加計の鯛焼き、温井ダム、わくわくランド、三段峡、深入山と言う返事が返ってまい

ります。食べ物は鯛焼きが１番でございます。中にはこれから芸北のイタリアン懐石料理

を食べに行きますという人もおられます。町内には寺領に美味しいレストランもあります

からぜひにと紹介することもあります。このことは、入込客の方に的確な情報が伝わって

いない証では無いでしょうか。安芸太田町の食を始めとした情報がまだまだ伝わっていな

いと思われます。今後の対策についての考えを伺います。次に観光について滞在型をめざ

すべきと考えますが、その対策について伺います。消費額は長期総合計画によりますと

１人 2,113 円の目標ですが、滞在型をめざしその実現化を図る中で消費額をあげることが

必要であり、その対策はどのように考えられておりますか。町内宿泊施設と連携し、それ

ぞれの特徴をアピールし、泊まって頂くことが消費額を上げることにつながると思います

がいかがですか。具体策について答弁を求めます。次に町のイベント情報、買い物、食事、

宿泊施設等の情報を四季ごとに発行し提供する考えについて提案いたします。安芸太田町

は広島市内から 1 時間という地理的条件が良いため、春は新緑、山菜などを求め、深入山

山焼きなどのイベントやまた安野花まつりでは桜、桃等の花を見に来られる方も多数でご

ざいます。景色を楽しむ方が多く、見る、食べる、泊まるための情報をもっと伝える必要

があろうと思います。高齢者のほとんどは新聞報道や口コミなどによる情報をもとに行動

をされているのではないでしょうか。紙媒体による四季ごとに町のイベント情報、買い物、

食事、宿泊施設等の情報を発信し、入込を促す対策をしてはいかがですか。町長はどのよ

うにお考えでございますか。伺います。質問の５点目ですが、加計スマートＩＣのフルイ

ンター化の考えについて伺います。町が持続的発展をするためには、社会基盤としての条

件を整理すべきです。わけても加計スマートＩＣをフルインター化し、入り込み客対策を
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図るべきと考えますがその考えを伺います。蛇足ながらフルインター化は町の持続的発展

を考える上で極めて重要であることを申し上げます。以上答弁を求めます。 

○矢立孝彦議長 

商工観光課、片山課長。 

○片山豊和商工観光課長 

それでは５番議員からございました商工観光課分野につきましては５点あったかと思い

ます。冒頭の 53 万人達成については後段の方で述べさせて頂きます。まず最初に加計ス

マートインター、戸河内インターの利用台数等についての動向についてご説明をさせて頂

きます。ネクスコ西日本様のご協力の下、両インターチェンジの出入台数について資料提

供を頂いております。平成 30 年の１月から 12 月までの出入台数につきましては、加計ス

マートＩＣが 26 万 8,605 台で、対前年比がマイナス 3.6 パーセント、戸河内インターが

78 万 9,161 台で、同じく対前年比でマイナス 6.5 パーセントとなっており、平成 26 年以

降５年連続で減少傾向となっております。昨年はご承知のとおり、６月の津浪下流の国道

崖崩落の影響による迂回路として無料利用期間が約１ヶ月と 1 週間ございましたが、翌

７月の豪雨災害による影響もあり、この２箇月間６月と７月のみの出入りは、戸河内イン

ターチェンジがマイナス 27.5 パーセント、加計スマートＩＣがマイナス 17.5 パーセント

の減となっております。対前年比でございます。続きまして本町の入込客に関する行動形

態の件でございます。本町の入り込み観光客の動向につきまして、まずきっかけについて

は次のとおりであると分析しております。町の観光情報発信に基づく訪問、イベント、ス

ポット的なイベント情報を聞いての訪問、それからリピーターとしての訪問、通りすがり、

この５つに大別されるかと存じます。４つです。失礼しました。観光情報につきましては

パンフレット類の紙媒体やインターネットを通じましたデジタル情報が主流となっており

ます。イベントにつきましては、そのイベントによって違いますけれども、新聞での折り

込みあるいはテレビ・ラジオ取材による周知、ＳＮＳを通じたデジタル情報による情報を

発信することで入手され来訪されています。リピーターについては、訪れられた方が、観

光地或いはイベント時に再度来られるというケースでございまして、特に口コミ情報とし

て、複数の方をお誘い頂いてお越しになるメリットもございます。イベント時におきまし

ては行列に並ぶというような集客的な特性もあり、たまたま近くを通られた方が「賑やか

そうですけど何かあるのかな？」ということでお寄りになるケースでございまして、昨年

五サー市の中で商工会の方がアンケート調査をされております。こういった通りすがりの

数値がかなりの人数いらっしゃったという事も聞いているところでございます。また国内

観光客につきましては、紙媒体からウェブ媒体、インターネット等の媒体に変化しつつあ

るところでございます。目的につきましては、冬期はスキー、スノーボードが主流となり

ますが、昨今のニーズ調査によりますと、自然を求めて本町にお越しになるケースが増え

ているところでございます。行先につきましては、三段峡が多く、続いて紅葉を求め加計

エリア、温井エリアの方に訪問されるというふうにお聞きしております。３つ目ですが、

滞在型をめざし、観光消費額も上げるというようなご提案でございます。ご提案のとおり、

宿泊とセットで滞在して頂く事で観光消費額も増えますし地域経済が潤うことになります。

しかしながら本町の特性としまして広島市内から車や高速バスで約１時間という交通の利

便性もあり、日帰りのケースが近年大半となっております。なお昨年度、昨年の６月より

開始しております指定管理の受託者意見交換会においては、相互の利点を活かし、より滞

在できる観光メニューを提案・実施頂く様にお願いしておりますが、昨年は７月豪雨の影

響が大きく、夏休み期間でも日帰り観光客ですら減少傾向となっていた実態もございます。

滞在型・宿泊型というニーズで捉えますと、県外あるいは遠方からの観光客、或いは外国

人観光客を誘導し、宿泊施設を利用して頂くことに重点を置くべきであるとも考えており

ます。それからご提案のありましたイベント情報、買い物、食事、宿泊施設などの情報を

四季ごとに発行してはいかがかという内容につきましてでございます。ご提案頂き誠にあ

りがとうございます。紙媒体による情報宣伝も確かに重要な要素であり、それもタイム
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リーに四季折々の情報を提供することも大切であると考えております。しかしながら、先

ほど申し上げました県外、遠方地、諸外国への情報発信、周知というレベルで考えますと、

桁はずれの印刷発行部数という予算的な課題もさることながら、おいて頂く観光案内所

等々の場所が有効にその情報を活用して頂くことが無ければ効果が上がらないといったこ

ともございます。こういったことから、県外、遠方に向けての発信はデジタル情報を有効

にネット配信していくことが、予算的にも効率であり、四季のスポット情報をその都度発

信できると共に、紙媒体の情報がシーズンを越えるごとに陳腐化してしまうあるいは若干

案内が変わってしまうというようなこともあり、そういった混乱を避けるとも考えておる

ところでございます。昨日の答弁でも申し上げました、観光ＰＲ動画の撮影等配信に関し

ましては、新年度も引き続き行わさせて頂く予定としております。また国際交流員につき

ましても８月から予定しており、この国際交流員の配備につきましては、県内の自治体で

は近年では初めての導入と伺っております。旧加計町時代にも配備はされておりましたが、

当時は町内の英語習得あるいは国際交流がメインではなかったかと推察しますけれども、

新年度の配備目的につきましては町内の観光情報を外国語として発信する、併せて地域産

業、地域産品を国際交流員そのものが取材に行き、外国語によって紹介するというような

計画をしておるところです。希望としましては、アメリカ圏から日本語が理解できる国際

交流員を紹介して頂く様に、県の国際課を通じて国のジェットプログラムへ推薦をお願い

しているところでございます。５月連休明けに、対象者がわかり、８月に就任するスケジ

ュールとなっております。国内観光客の頭打ち状態もございまして、こういった外国人誘

客、インバウンド対策につきましては、全国的な課題として各自治体、国自体も捉えられ

ているところです。先日、広島市内で外国人観光客対策研修会並びに山口県の美祢市であ

りましたＩＯＴを活用しました観光対策研修会に参加しましたので、その情報から引用さ

せて頂きます。東京オリンピックやパラリンピックをはじめまして、広島市内ではこの

４月、ＦＩＳＥという屋外国際競技大会の開催、また大阪万博の開催など、来年以降も国

内で開催される大きなイベントが続く中で、国も掲げる 4,000 万人の入込客達成は、現実

味を帯びております。国内観光地としましては、外国人観光客が訪れた際におもてなしの

心で、心地よく受入環境を整えなくてはなりません。大手旅行会社のアンケートによりま

すと、外国人観光客の一番の不安や困ったことは、現地の方とのコミュニケーションが取

りにくい、それは言語、会話であり、外国語を理解できる人が少ない。多言語の表示や看

板などが、観光地では不足していることです。２点目の困り事は、日本の交通網の複雑さ

でございます。諸外国ではアクセスが比較的良く乗り換えもスムーズですが、日本ではＪ

Ｒから私鉄、地下鉄への乗り換えなども、駅構内で 1 キロ以上の移動を強いられるケース、

広島県におきましては、新幹線口の案内所でも、すぐ近くにバスセンターがあるものと思

われているケースが多く、バスセンターも逆に駅が近くにあるものというような問い合わ

せが多いと聞いております。こういったことから本町にアクセスするときも、駅に来られ

てもスムーズにいけないというようなケースもあると聞いているところです。また顧客

ニーズは、年々変化しております。以前ありました爆買いブームは終わりまして自然や日

本文化を求め、安くて性能の良い電化製品の購入あるいはとても美味しいグルメ店へ行き

たいと変貌しつつあります。特に近年ではアジア圏の顧客の伸びが大きく、食事とセット

になった観光周遊券が喜ばれているほどです。中国チャイナの国内ではインターネットの

利用制約もあり、来国前に詳しい情報が調べられないため、現地でのフリーWi-Fi が整備

された観光地を好む傾向もございます。現地で迷わずに周遊や食事等ができるからと聞い

ております。その他の国ではワンストップで交通予約や食事、宿泊がセットで予約できる

システム、いわゆるＩＯＴを活用した一体的な予約システムの開発を望んでおられ、母国

出発前に、国内での日本国内でのスケジュールが立てられるというニーズが高まっている

と聞いております。このため現在国としては、このＩＯＴ情報化計画の策定助成金支援を

され、美祢市の方が手を挙げて今年度末に策定されると聞いているところでございます。

このように、外国人向けの観光市場の拡大が見込まれること、本町としましても待ちの姿
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勢では体制が整わないこと、先ほど申しました国の助成交付金等々に関しましては、イン

バウンドの分野が拡充されつつある、こういったニーズもありまして、ソフト面で積極的

に受入体制整備を図る必要性があると考えているところでございます。なお外国人観光客

のみに視線がいっているわけではございませんで、そういった情報整備を整える中で国内

の観光客の受け入れ態勢も充実するというふうに考えているところです。冒頭にありまし

た 53 万人の入込客の達成見込みという事ですが、昨年ありました災害は別とさせて頂き

ますけれども、こういった対策をソフト対策を充実し、地域としても受け入れ体制を充実

させて頂くことで、より多くの観光客を呼び込めるものと考えているところでございます。

以上、商工観光課からの答弁を終わらせて頂きます。 

○矢立孝彦議長 

建設課、田中課長。 

○田中啓二建設課長 

それではご質問の内のスマートインターチェンジのフルインター化という部分、建設課

の方からお答えをさせて頂きます。加計スマートインターチェンジのフルインター化でご

ざいます。これまでも一般質問を頂きましてお答えをさせて頂いているということがござ

います。私どももフルインター化に向けての可能性や課題につきまして関係機関への情報

収集等に努めているところでございます。現在、加計スマートインターチェンジの形態は、

広島・大阪方面への乗り入れと出という進行方向に制限がございますハーフインターとい

う形態でございます。山口・九州方面への乗り入れと出が備わることで、いわゆるフルイ

ンター化ということになろうかと思います。このフルインター化についての課題でござい

ます。これまでも検討した際に抽出をされておるものでございますけれども、フルイン

ター化を行うための土地条件が物理的に困難性が非常に高いという事がございます。また

フルインター化を行う際に必要な追加投資に見合う便益の確保が現在の交通量データを参

考にした場合には相当に困難と見込まれとるということがございます。フルインター化の

実現に向けましては困難な課題はございますけれども、高速道路ストックの機能の強化、

また昨年発生いたしました国道 191 号線の法面崩落時の迂回路としての機能、また頻発す

る自然災害発生時の緊急道路としての機能、また山陽自動車道のバックアップルートとし

ての機能等、町にとって大変重要な施設であるというふうに考えております。加計スマー

トインターチェンジの有用性の拡大につきましては、引き続きの課題といたしまして情報

収集等に努めて参り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 

 末田議員。 

○末田健治議員 

 53 万人の達成見込みについてはまぁ様々な努力をされているということについては理解

をいたします。ただ私は言いました紙媒体によるその情報の伝達ということに関してです

が、安芸太田町に平日に来られる人はほとんどが高齢者です。しかもそれは市内、安佐南、

広島市内、中には山口方面から来られるお客さんもございますが、いずれの方も時間に余

裕がある方、持て余しとるというとちょっと語弊がありますので、時間に余裕のある方で

す。しかも近くで美味しい食べ物であるとか何か見るものがあるとか、そういうことが動

機で来られるケースが多いわけです。私はそういう方をせっかく来られた人を次につなげ

るためには、その提案をしました四季ごとの情報をその場で渡す。そして次にまた来ても

らう。そういう繰り返しをすることが最終的にそれが口コミでさらに広がり、安芸太田へ

たくさん来て頂くきっかけに動機になるという風に思っています。これ私が現場で感じた

ことであります。是非ですね、まぁその来られた人は次の情報がですね例えば五サー市の

ような大きなイベントについてはチラシ等でご存知ですし、毎年来ておられる方が当然の

ようにありますのでこの時期に来たらこれがあると、いうふうな深入山の山焼きもそうで

すよね。あのー、それ以外の情報をですねやはり伝えるということが私は大事だというふ
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うに思います。あのー広島駅のあの案内情報のところに安芸太田町のものの紙ベースのも

のがありますが、最近の状態は私は把握しておりませんが、以前少し前に見たときには、

少し情報の不足かなというふうな印象を受けましたので、まぁ紙ベースでたくさんのもの

を配布するというのは確かにあの厳しい財政的にも厳しいかと思いますが、必要なところ

に必要な部数、最小限のもので大きな効果を得るという、上げるというやり方はできると

思いますので、今後もですね、十分そこらあたりを踏まえてご検討を頂きたいというふう

に思います。えーとそれから加計スマートＩＣのフルインター化については、土地条件、

もちろん投資をしなければいけませんので、条件が厳しいということは私も重々承知をし

ております。私が何度も一般質問であげたりしておりますのは、町の持続的発展、将来的

なことを考えれば、これは何としても実現化をすべきだという風に思っています。したが

って引き続きの課題として十分調査研究をして頂きますように、これはお願いをさせて頂

きたいというふうに思います。安芸太田町に来られる先ほど答弁にありましたように訪日

外国人の方、広島にはかなりたくさんの方がお見えだというふうに思います。安芸太田町

においても、訪日外国人の人を対象にして、神楽を見せたりとかですねそういう取り組み

もございますが、せっかく広島まで来ておられる外国人を、この安芸太田町の自然という

資源を生かしたことをですねＰＲすることにより、たくさんの人がおいで頂くようになる

のではないかなというふうに思います。持続可能なまちづくりのために積極的に取り組ん

で頂きますことを期待をし、1 点目の質問を終わります。次に２題目の農地保全対策につ

いて伺います。出生率は下がり、町内人口は減少の一方であります。議会が昨年 12 月に

開催をしました町民との懇話会で講師をされた持続可能な地域社会総合研究所所長、藤山

浩氏の話では、若者が皆が田舎暮らしを求め、中山間地域に住み始めているという希望の

持てる報告がありました。安芸太田町の現状は農業の担い手であった方が、高齢になり、

だんだんと耕作をやめられております。耕作をやめた土地はかろうじて草刈り等により保

全をされております。しかし次の世代は高い農機具を買い、投資をしてまで農業を続ける

方は多くないと予想をされます。耕作放棄地の増大は住み続ける条件が損なわれて行くこ

とにつながります。この現実は 10 年先ではなく、５年先が心配な状況では無いでしょう

か。そこで質問です。今後の農地利用の担い手として、藤山浩さんの報告のとおり、若者

の田園回帰志向があることから、ＩＵＪターンの促進により、担い手確保してはいかがで

しょうか。これまでも農業委員会により農地保全の対策はされておりますが、なかなか歯

止めがきかない状況です。もう 1 歩踏み込んだ対策が必要と思います。小規模農家でも機

械の貸付、リース事業など対象にするなどして、などの新規施策をする考えについて伺い

ます。答弁を求めます。 

○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 

農地保全対策にかかります農地維持のためのＵＩＪターンを促し、農業後継者として育

成する考えについて産業振興課の方からお答えさせて頂きます。今、町としては広島市と

連携した新規就農者の研修制度、こういった研修生の募集に広島市と連携して広島市、安

芸太田町内での就農相談、また研修制度の周知、そして就農されてる生産現場での作業体

験とか、見学ツアーの開催、またその研修された方の安芸太田町に就農された卒業生によ

る町内のイベント、安野花まつりや、五サー市への出店、そういったところでの生産され

たコマツナ、ホウレンソウの販売活動、また町ホームページの移住・定住支援サイトまた

町広報誌への営農活動の紹介を通じて、農業に興味関心を持って頂くよう、さまざまな機

会や情報発信を通じて本町への移住・定住を促している状況でございます。また農作業の

高齢化の進行、また有害鳥獣被害による営農意欲の低下、また米を始めとする農産物価格

の低迷と相まって、作付けしない遊休農地が増えている中で、第二次長期総合計画にも目

標を掲げています新規就農者の育成、確保があります。現在、広島市と連携した新規就農

者研修制度を活用して、平成 26 年度を始めに４人の新規就農者がハウス栽培によるホウ
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レンソウ、コマツナを主体とした葉物野菜を生産され、生産量、販売額も順調に増加し、

地域雇用者の創出も図られ、所得向上にも農地保全にも繋がっていると思われます。栽培

技術の向上や暮らしと共に営農活動を考えておられる農業後継者等を対象に、野菜栽培手

引きの配布、また広島市農協など関係機関の連携により、現地指導による営農相談、加工

品製造講習による農産加工への取組みを促すとともに、産直市を販路とする少量多品目生

産を促すための野菜の栽培講習などの取り組みを行っていきたいと考えております。これ

からも住宅の確保、就農時に必要となる農地の確保、初期の設備投資に必要な資金・助成

制度・各種研修制度のあっせん、栽培技術指導の支援の充実にも努め、ＵＩＪターンの農

業後継者の育成、確保は、就業地の少ない本町のような中山間地域における雇用の場、定

住の確保策としても取り組んで行きたいと考えています。２点目の質問にありました、小

規模農家でも機械の貸付、リース事業など事業実施についての質問でございます。新規就

農者が就農する際には、経営規模に応じた初期投資が必要であり、十分な資金力や農業基

盤のない青年就農者は、運転・設備資金の借入れが必要となり、技術習得には時間を要し、

安定的な所得を確保する経営者に至るまでにはある一定期間を有し、就農希望への意欲が

高くても、就農を躊躇されてる方もおられます。意欲ある多様な就農者による創意工夫を

活かした経営を後押しし、地域農業の担い手として、継続的かつ安定的な経営がより多く

確保する必要があると考えております。県・市町・ＪＡなどが連携し、初期の設備投資に

必要な資金・助成制度・各種研修・技術習得の情報提供、あっせんを行い、栽培技術の指

導の充実も図り、持続可能な経営が行えるよう経営規模に応じた支援また施設・機械の

リース等による初期投資に関わる負担軽減策について検討を行っていきたいと考えており

ます。農業の持つ国土保全、景観保全等多面的機能の維持、発揮のための地域活動に対す

る支援事業の中山間地域等直接支払制度や多面的機能支払制度を本町の農地の多くが活用

され、農地保全されてきたものと考えられます。この支援事業は、平成 27 年から法律に

基づき日本型直接支払制度として実施されており、農地、水路や農道の維持管理、有害鳥

獣の追い払いや侵入防止柵の設置による被害防止等に活用して頂くなど、継続的な農業生

産活動の体制整備に関わり、農地の持つ多面的機能の確保を図るうえでの交付金の活用が

可能となっております。共同利用機械の購入、機械の貸付けに伴う使用料の補助や機械

リースに関わるリース料金の支払いにも活用が可能となっているため、有効に活用して頂

き、農地保全に努めていきたいと考えております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 末田議員。 

○末田健治議員 

 農地保全対策について様々な取り組みは進められていると思います。大規模農家の場合

は確かに様々な施策があって、そのためにまぁ安野地域を中心に若者が就農し、本町にお

いてはかつてない野菜の生産が行われており、農地の有効利用そして農業生産額があがっ

ておる。これは間違いなく現場の事業化の成果だろうというふうに私は思っております。

しかし一方で私が今回質問させて頂いております事は、あくまでもその辺地の農業のこと

であり、隣りがだんだんとその耕作をやめられる、それは特に山際からやめていくと、そ

うしますと自然と、必然といますか、イノシシや猿やらの有害鳥獣被害にあう状況が拡大

をしてくる。それがさらに輪をかけて耕作がやめられていくと、いうふうな悪い方の連鎖

になりかねない状況にございます。したがって私は小規模農家であっても例えば新しいビ

ジネスを取り組む場合は現在頑張るビジネスという補助制度がございますが、やっぱりあ

のー小さくても農業ができる、特にＵＪＩターンで新規で農業しようとする人はなかなか

農機具の準備まで手が回らないということがありますので、頑張る農業という形で、補助

制度を設けてそれを支援をし、頑張る人を応援するという制度をですね、ぜひまぁ取り組

まないと、なかなか現状で補助条件も悪い中で、考えれば本当に農地の５年先の荒廃とい

うのが本当心配な状況でございます。そういったことをぜひまぁ検討を頂きたいなという

風に思っております。答弁があればお願いします。 
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○矢立孝彦議長 

小坂町長。 

○小坂眞治町長 

はい、あのーご質問頂きましたように、今耕地が荒れておる、耕作放棄地というような

表現もあるところでございますけれども、そうしたふうなことを防ぐ例えば１つの手法と

して、先ほど担当課長の方より説明しましたが、中山間地等の直接支払制度、あるいは農

地を集積して担い手に託す色んな手法を今講じてるところでございます。そうした中でＩ

ターンＵターンＪターンでわが町においで頂く方々がいわゆる農業を主たる収入源として

取り組まれる方々、また一方では趣味と言えば言葉が悪いかもしれませんが、余暇を使っ

ての農業、よく半農半Ｘとかいう表現があるところではございますけれども、そういった

ふうな状況にですね行為を持ってどこまでの支援ができるかという事については、今ご提

言のありましたように慎重に検討を重ねて行きたいと思っております。 

○矢立孝彦議長 

末田議員。 

○末田健治議員 

昨日、空き家情報で津浪地域に来られた年齢はまぁ推測で 40 代ぐらいかなと思います

が、空家を確保し、住宅を確保し、少しばかりの農業もしながら、一方ではその主たる収

入については、会社勤めだと思いますが、そういう方が昨日お見えになりました。農業も

少しやりたいんだという事ですよね。そういう方の場合はやはり農業をやるための鍬ぐら

いしか機具が無いわけですよね。ですからそういった方が継続をして頑張って頂くという

ことにつながるためには、少しのその支援制度がですね、今後は必要かなという風に思い

ます。あのー大規模にやられる方そして転入される方はその小規模でも農業を楽しみなが

らも生活を楽しむという方が転入の動機にもなるかという風に思うんですね。そういった

時に安芸太田町ではこういう制度があるからあっこは非常にあのー有利だなと、住みやす

い条件が整っているなというふうなことをですね、印象を持って頂くとさらに転入が増え

てくるというふうに思いますので是非ご検討お願いしたいと思います。それからあのー中

山間について少し気がかりなのはですね、高齢化によって今まで取り込まれていた地域が

やめられるというケースもあるのかなというふうに思います。そういったことがどの程度

今発生をしておるのか、中山間というのは非常にこの条件フリー地域においては、非常に

有利ないうか、助かる制度でありますので、事務局不在で交付金が受けられないという地

域がありましたら、あのー、それがまぁ耕作放棄につながるきっかけにもなりますので、

行政からも少し支援をしてでもそこらは脱落しないように取り組みを進めて頂きたいとい

うふうに思います。答弁があれば後ほどお願いいたします。次に、あのー質問に移ります。

最後の質問でございますが、運転免許返納、高齢者対策について伺います。高齢運転者の

ブレーキの踏み間違いによる交通事故については社会現象化をしております。連日事故の

報道がされておりますが、事故になりますと被害者はもちろん加害者も深刻な事態になり

ます。本町は承知のとおり、高齢者の免許返納者が今後さらに増えると予測されます。し

かし免許証を返納しても、通院、買い物など日常生活に支障が出るため返納ができない事

情にある方は少なくないと思われます。家族も運転に不安を感じつつも、見守っていると

いうことも聞いております。そこで質問でございますが山県警察署と連携して、返納者情

報をつかみサポートを考える時期にあるというふうに思います。安心して住み続けるため

には、行政としての対策が必要であると思いますがその考えについて伺います。答弁をお

願いします。 

○矢立孝彦議長 

福祉課、伊賀課長。 

○伊賀真一福祉課長 

それでは福祉課の方から運転免許の返納高齢者の生活維持対策について答弁の方させて

頂きます。本町におきます運転免許証の返納につきまして山県警察署の方に紹介をさせて
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頂いたところ、平成 30 年におきましては 26 名の方が免許を返納されたというふうに回答

がございました。加齢に伴う、身体機能低下、また認知症を発症し、またはその疑いによ

って運転免許証を自主返納された。または行政処分によって自動車等を運転することがで

きなくなった高齢者の中には、生活において何らかの支援や介護サービスを必要とする方

もいらっしゃいます。高齢者の暮らしをサポートするための拠点となります地域包括支援

センターの方から運転免許証を返納された方に対して、介護でありますとか、生活支援に

係るサービスの情報提供がもれなくお伝えすることができるようにするためにも、現在、

警察と役場との間で調整が必要でありますから、認知症高齢者等の支援に係る山県警察署

との相互連携に係る協定を結ぶべく、現在準備を進めているところでございます。これは、

運転免許を返納した方のうち、何らかの生活支援や援助を希望するという、その情報を他

の機関に提供することを同意して頂いた高齢者に対して、警察の方から福祉課や地域支援

センターの方に情報提供して頂き、高齢者の生活支援等の相談に応じ、場合によっては配

食サービスでありますとか、有償にはなりますがボランティア、さんさんネット等のサー

ビス等への情報を提供し、場合によっては介護サービスの方へつなげていくというふうに

進めていくようになるようにしております。この取り組みにつきましては、国が定めまし

た平成 27 年１月に策定された新オレンジプランでありますとか、本町の第 7 期介護保険

事業計画におきます認知症対策の推進に係る点においてもその趣旨と合致しているもので

ございます。山県警察署と協定を締結することによりまして、認知症の疑いのある高齢者

の早期発見と適切な行政サービスの提供に寄与していきたいと考えております。福祉課か

らは以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 企画課、二見課長。 

○二見重幸企画課長 

 はい、公共交通の担当の企画課の方から答弁をさせて頂きます。企画課では主にあなた

くエリアで開催をしております公共交通を考える会を行っておりますが、高齢者の方から

は車が出ないと出かけられないので、返したくても免許返せないといった声もございます。

また一方で、高齢になったので免許を返納したが、あなたくや町内バスを乗り継いで移動

することはなんとかできるよといった声も聞かせて頂いているところでございます。自家

用車で移動できているときは、公共交通に触れる機会がほとんどない、全くないと言って

もいいくらい、公共交通には乗られない場合が多いのではないかと思っております。各地

域で開催しております公共交通を考える会に、免許返納を検討されている方にも出席をし

てもらう工夫をしたり、あなたくに乗ってみる体験会のようなものを開催したりして、運

転に不安がある方に対して、移動手段を紹介する取組みを検討してまいりたいと考えてお

ります。また、あなたくを利用して、通院や買い物をしやすくするために、利用者の方々

の声を聞きながら、運行時間の見直し等を行っているところでございます。今後、高齢化

が進むにつれて、自家用車の運転を控える方や、免許返納をされる方も多くなることが予

想されます。現在運行しております、あなたくや、それからタクシー助成券制度等を総合

的に見直しをしまして、より利便性の高い地域内移動のサービスの仕組みを検討してまい

りたいと考えております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 末田議員。 

○末田健治議員 

 高齢者対策につきましては、非常にあのー積極的にと言いますか、つぼを抑えた取り組

みがされているなというふうに評価をさせて頂きます。住民の方というのは高齢になって

も自宅で住み続けられることを望んでおられます。高齢者対策というのは非常に広範囲に

わたります。行政としても対応にはさまざま対策を建てられ苦慮されていると承知をして

おります。町内では弱者対策として上殿地域や田吹地域では買い物や通院のサポートをさ

れてるということを聞き及んでおります。 31 年度においては住民生活などの困りごとの
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解消に向けた支援を進めるとの方針も示されておりますので、今後さらなる高齢者対策を

含めた行政施策を期待をしまして質問を終わります。 

○矢立孝彦議長 

 以上で末田議員の一般質問を終わります。10番、吉見茂議員。 

○吉見茂議員 

 10 番議員の吉見でございます。本日は通告しておりました３つの質問をさせてもらいた

いというふうに思います。１つ目は新庁舎建設の協議再開について。２番目土地建物は適

切に管理をされているのか。３、町民の関心が高い道の駅はどう変わるのか。この３点に

ついてご質問をいたします。まず最初、新庁舎建設の協議再開についてでございます。皆

さんもご存知の通り、この安芸太田町が合併する前に３か町村で合併をするための協議を

した場所でございます。平成 15 年の合併協議において新町村の事務所はここ戸河内町役

場とすると。正しい合併後５年を目途に、新たな本庁舎を建設すると決定をしております。

新庁舎の建設については現戸河内町役場が新町村の中心から遠く、住民にとって不便であ

ること、今後のＩＴ化の対応等、そういう判断で合併後に新庁舎を建設することが望まし

いと判断し、新町村において住民の利便性が高い人口重心を考慮し３町村の隣接する付近

に新しく建設するということとなりました。総務課からいろいろお話も聞きましたが、合

併して２年後の平成 18 年に行財政審議会から答申され、役場内部検討委員会において凍

結をされた。合併が 16 年ですから、たった２年でその新庁舎建設が凍結をされておりま

す。また時は経ち、平成 28 年３月作成の、第二次行財政改革大綱で建設凍結を継続した

と書かれております。合併協議会において建設すると決定したものを合併２年で凍結し、

その後 10 年経った 28 年に再度凍結をされ、現在に至っている状況となっております。新

庁舎建設の凍結について早急に議論をして結果を出すことが必要であると考えております。

特にその決断をするのはトップとしての町長の責任ではないかというふうに思っておりま

す。また今年度失礼しました、新年度において戸河内のここ本社を耐震工事が計上をされ

ております。当然耐震工事は必要である、必ずすべきであるというふうに思っております

が、ただその耐震工事以外の工事についてはあまり緊急性は感じられないというふうに思

っております。新庁舎建設の決定事項が、凍結されたままで、現在の本庁舎のリニューア

ル工事を行えば、今後数十年、戸河内の本庁舎が本庁舎として固定され、本庁舎の建設は

今後また数年凍結することにもなりかねないというふうに考えております。合併協議会で

決定された新庁舎建設を再度行財政審議会に諮問され新庁舎建設を断念するのか、いやい

や新庁舎建設を進めるのか決断する時期が来ているのだと思っております。新庁舎の是非

が決まってから工事をするのであれば戸河内町役場が今後も本庁舎としてリニューアルを

かける、または戸河内支所としてリニューアル工事をするというのははっきりするのでは

ないでしょうか。しかし現在の新庁舎建設を凍結したままの工事を行う事には町民の皆様

やまた当時合併協議会で数々協議を重ねられたメンバーの皆さんにとっては納得すること

ができないのではないかというふうに思います。まずは新庁舎が凍結された具体的な理由

についてお尋ねし、新庁舎の建設の再協議について町長の考えを問います。 

○矢立孝彦議長 

小島副町長。 

○小島俊二副町長 

あの新庁舎の建設について、合併協議会の方で今議員が申された協定事項があるという

のはよく存じ上げております。その中で平成 18 年策定の第一次行財政改革大綱で新庁舎

の建設を凍結という答申が審議会から出ました。その審議の主な内容は合併当時貯金にあ

たります財政調整基金が 1 億円あまりしかなかったというような財政が緊急的に非常に危

機的な状況であるということで、合併協定にある新庁舎建設ついては尊重すべきであるが、

その時点では、建設のゴーは出せなかったという事で凍結を答申されました。それを受け

まして 12 月に庁舎内部で新庁舎建設の検討委員会を設置いたしまして、今後の建設のあ

り方とか、建設方法とか凍結も受けまして協議いたしまして、安芸太田町内部では審議会
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答申を尊重して当分の間凍結するという方針を出したところでございます。２点目、第一

次行財政改革大綱が平成 27 年度に終了するということを受けて平成 28 年度第二次行財政

改革大綱を策定いたしました。その中で新庁舎建設のことは具体的には書いてないんです

けど、平成 27 年度が病院の建設、それと光ファイバーの敷設等々の大きな事業を抱えて

いたこと、それとその後、記憶にもあると思いますが学校適正配置の議論が進んでまいり

ました。それと一番大きいのが平成 27 年度から合併を経て 10 年交付税の特例加算ですが、

それが暫時減っていく時期に入って参りまして、一応危機的な財政状況は脱出したんです

が、今後の財政運営が非常に不透明であるという事で、行財政改革の大きな柱の 1 つに財

政運営の見直しというのを掲げられておりました。そういった中から本庁舎の建設につい

ては引き続き凍結をすると言う結論に至ったという記憶がございます。この前の新町建設

計画の中でも色々ご議論を頂きまして、要は合併の時に多くの委員さんが集まって頂いて

議論して頂いておることは、尊重しなくちゃいけないということがございますんで、後段

最後の分は町長答えるとは思いますが、今回平成 31 年度当初予算に耐震化等々の予算を

計上いたしておりますんで、また特別委員会等々でまた協議をさせて頂ければと思います。

以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

小坂町長。 

○小坂眞治町長 

新庁舎の凍結状況について今副町長から報告させて頂いた通りでございます。凍結して

るあるいは計画を前に進めない主たる原因はまさに財政的な状況でございます。今危機的

という状況は脱出してるとの答弁をいたしたところでございますが、今からの町の一般質

問で問うて頂きましたいわゆる町自ら自由に使える財源としての確保はですね大変厳しい

ものがございます。そうしたふうな状況の中で、引き続いて財政的な大きな課題があると

認識しております。それとまた一方、庁舎このことにつきましては昨今の異常気象を含め

ましてですね、大きな災害が起きたときに、庁舎が被害を受けてまた災害をコントロール

できない、復旧に向けての対応ができないという事は、これは許されることでないとの認

識の中、耐震化についての改修をお願いした。そしてまた先ほど申しますように先ほどの

論点からしましたら、新庁舎を仮にどこかへ新しくするにしましてもやはりそれまでにい

たる経過として３年４年がかかるんではなかろうかと思います。するにしても、いう中で、

さきほど申しましたように、庁舎機能を確保するという事は、当然必要だろうと思って今

回この計画を掲げておるところでございます。従いまして新庁舎の検討につきましては現

在の第二次の行財政改革の中では見送るという表現をしているところでございますが、

我々が尊重すべき新町建設計画、あるいは長期総合計画に沿いましてですね、また新たな

検討の機会がどこかで立ち上げる必要があるかと今思っております。 

○矢立孝彦議長 

 吉見議員。 

○吉見茂議員 

 今、副町長からまた町長の方から新庁舎建設についてお話がありました。私も色んな資

料見させて頂いて、この凍結に至るまでの話というのは、今言われました財政的な問題も

あろうかというふうに十分承知はしておりますけども、その当時、合併、失礼しました、

凍結を庁舎内内部で検討されたときに具体的にですね財政難という事もありましたが、実

際どのくらいのその新庁舎を建てる想定で協議をされたのか、そこら 1 つ内容についてお

話して頂ければというふうに思います。 

○矢立孝彦議長 

小島副町長。 

○小島俊二副町長 

内部検討委員会の資料、ちょっと探したんですが、10 年経過しておりますもので、具体

的な資料は発見できなかった。それでこの当時の内部検討委員会では行財政審議会の答申
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を受けて、新庁舎建設を凍結するという事を主に議論したという記憶がございます。当面、

平成 18 年の時点では財政状況を勘案する中で新庁舎の建設にすぐ着手するのは困難であ

るというのを内部、企画課を中心に話をした記憶がございます。それは具体的に新庁舎に

ついて建設費云々かんぬんについては具体的な話は当時はしてないと思います。合併協の

中では既存建物を利用する等々含めまして、約７億円程度の建設費でというような議論が

あったように記録を見ましてありますんですが、今後検討するんであれば、神石高原であ

りますとか、そういった他市町の例を参考に内部でまた検討する必要があるし、やっぱり

議員の皆様、住民の皆様と十分意見交換をする必要があろうというふうに思っております。

以上です。 

○矢立孝彦議長 

吉見議員。 

○吉見茂議員 

今副町長の方から平成 18 年の審議会の議事録がない。探したけど見つからないという

ような話でしたが、本当にそれでいいのかなというふうにちょっと今思いましたけれども。

この質問をするに対して色々原課の方にお尋ねしたときも、その審議会の議事録等につい

て見せてもらうことができなかったという事で、今日お聞きをしようと思いましたが、な

かなかその核心には触れないかなというふうに思いますけども、今副町長言われたように、

その合併協の協議の中では新庁舎７億、ある議員については７億を越えないそれ以下、少

ない金額での検討というような話も書いてございました。どちらにしても合併協議会で決

まった新町建設についてはやはり塩漬けというかそのまま凍結という形ではなく、やはり

真剣に協議をし、決定をし、住民に対して合併協議会で決まったことについて、こうしま

すよというのを、やはり確定をする必要があろうかというふうに思います。町長の任期も

あと１年半ですけれども、その間にその協議を再開というのもなかなか難しいというふう

には思いますが、ぜひ内部においても特にこの戸河内庁舎をリニューアルするという新し

い年においても、そういう凍結の話もですね、内部でしっかり協議され、今後に向けて方

向性を示して残される方が良いのかなというふうに思いますのでご検討の方よろしくお願

いいたします。続きまして２問目の質問に参ります。土地建物は適切に管理をされている

のか。２つほどございます。１つ目、旧寺領小学校の建物と土地は福祉施設として使用す

る目的で、平成 23 年３月に建物解体費用を土地代から引いて 3,025 ㎡の土地が約 310 万

で売買されております。建物も改修されず福祉施設として稼働していないまま指定用途期

間の５年も過ぎておりますけれども、このまま放置してよいのかと。ここ最近私また寺領

の旧小学校跡地に行ってまいりましたが、グラウンドは草ボーボー、また地域の方からは、

いつになったらできるんかねというような話もあったり、できんのんならどうにかしてほ

しいという地域から非常に声が上がっているように感じております。もう一つ旧土木事務

所の跡地、これは色んなとこでも質問をさせてもらいましたが、再度述べさせてもらいま

す。平成 28 年３月に無償の管理委託契約を締結、町の失礼しました、県の土地を町が無

償で管理委託契約を締結しております。翌年の平成 29 年９月に山県警察署と土地賃貸借

契約を結んで町に毎月２万円程度が納入をされているという状況であるというふうに思い

ます。県の土地を無償で管理する理由、また県の組織がある警察にまたそれを有償で駐車

場として貸している。その理由は何か。色々な状況があったのかと思いますけれども、単

純に考えて、県の土地を県の組織である警察が使う。であればそこに町が中に介入する必

要があるのかどうか。いう事もちょっと疑問に思っております。その点について、色々担

当課としては理由があると思いますので、住民の皆さんも納得できるようなご回答の方、

してもらいたいというふうに思います。 

○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 
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土地建物の管理についてご質問頂きました。質問の中でもちょっと触れて頂きましたけ

ども、旧寺領小学校の件につきましてですね、改めて過去の経緯についてご説明させて頂

きますけれども、平成 21 年にですね町内の社会福祉法人様からですね、当該土地及び旧

校舎を活用して障がいをお持ちの方のですねグループホームを整備したいという打診を受

けたことからですね、地元との調整を経まして、平成 23 年３月に財産の払い下げを行い

ましたけども、その後、建物の用途変更の手続き等を行う中でですね、法令上の制約等が

多々あることが判明しまして、事業を採算ベースに乗せることが困難となったことから、

社会福祉法人さん計画の方を断念されたものでございます。所期の目的でございます福祉

施設グループホームでございますけども、こちらの開設は叶わなかったものの、それはあ

くまでも結果論でございまして、意図的に画策されたものではございませんし、地元の一

番のご要望でございました木造校舎を解体せずに現存させるという点につきましてはです

ね、福祉法人さんの方でですねその後屋根の吹き替え等実施されてですね建物の保全に努

められておられます。施設をですね購入された法人さんにとっては想定外の残念な出来事

であったと思いますけれども、本町としましてはですね施設の売却によりまして建物の維

持管理に伴います費用が軽減されたとともにですね、新たに固定資産税収入が得られると

いうような利点もあったのも事実でございますし、地元の方がですね、もともと何か利用

すべき施設を整備するという、そういった約束をしていたわけでもございませんので、も

うちょっと少し寛容にですね対応すべきような事案ではないかというふうに考えておりま

す。加えて、本町、他の自治体と比較しまして人口当たりの保有の財産、公的な財産がで

すね多くて、公共施設の総量削減が急務となっております。また、財政も逼迫している状

況にございまして、こうした局面で新たに財源を投入してこちらの施設を買い戻したり、

また施設を修繕して新たな機能を付加したりといったことは少し現実的ではないのかなと

いうふうに考えております。町としましては、今後も民有地として維持して頂きながらで

すね、民間ベースでの活動の中で今後少し時間はかかるかもしれないんですけど、その中

で最良の活用策というのを見出して頂きたいというふうに考えているところでございます。

少しちょっと話はそれるんですけど、近年ですね、事務環境のＩＴ化の進展等によりまし

て都市部に事業所を置く企業がですね、ロケーションの良い中山間地の方に事業所を移す

ような事例というのが増えているというふうに聞いております。こちらの施設、こうした

ニーズにもですね最適な物件ではないかなというふうに考えております。もし、そういっ

た引き合いがですね、町の方にあればですね、町としても誘致の実現の方に尽力していき

たいというふうに思っております。結論としましては、施設の活用方法の検討というのは

基本的に事業者主体で行って頂きたいというふうに考えておりますけれども、町も今後の

動向につきましては、引き続き気に掛けていきたいというふうに思っておりますし、地元

の方々にもですね、機会を見てですね、現在の状況等についてご理解を得る努力の方をし

ていきたいというふうに考えております。以上でございます。あともう１点、２点目ので

すね、旧加計土木事務所跡地の取扱いについてでございます。こちらについても少し経緯

をちょっと振り返らせて頂きますとですね、当該物件につきましては、県の加計土木事務

所が移転した後、当時の西部衛生組合、山県郡の西部衛生組合であるとか社会福祉協議会

さんのですね事務所として活用するため、旧加計町が平成 13 年 12 月、県から建物を購入

するとともに、底地であります用地をですね有償で使用する契約を結んでおりました。ま

た、底地につきましては将来、予算措置が出来た時点で買い受けることを約定しまして、

県の管財課と加計町の間で覚書を交わしていたようでございます。その後、施設の老朽化

等から平成 27 年度、こちらの上物の建物をですね解体したんですけど、土地につきまし

ては県から用地の日常的な管理、具体的に申しますと除草等なんですけれども、これと引

き換えに無償で土地を貸し出すので継続して使用してもらえないかといった打診がござい

まして、先ほど少し触れました覚書の経緯というのもあってですね将来町が借り受けると

いう事の覚書の経緯もございまして、町の方で継続して借り受けることを承諾したもので

ございます。背景としましては、県もですね広域にわたりまして、遊休財産が存在してお
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りまして、維持管理費の節減が大きな課題となっていることから、向うとしてもこういっ

た提案をしてきたようでございまして、町がですね土地を他の者に転貸して収入を得るこ

とについても容認するという取り決めとなっております。その頃、並行しましてですね、

近隣の町有地に定住用の民間住宅を整備する計画が持ち上がりまして、山県警察署のです

ね職員駐車場の方が不足するというような事態を回避するために、旧加計土木のこの当該

用地をですね代替の駐車場用地として貸し出すことといたしました。また、翌年の平成 29

年度にはですね砂利を敷くなどしてですね駐車場としての最低限の整備を施しまして、以

降は有償で山県署の方に土地を貸し付けております。この駐車場の整備には当時 170 万円

程度、予算を掛けておるんですけれども、賃料収入がですね年間先ほども質問の中で触れ

て頂きましたけれども約 24 万円ほどございますので、あと残り５年程度でですね投資額

は回収できる見通しとなっております。ちょっと経緯説明が長くなったんですけれども、

ご質問の県の機関同士での土地の融通なのだから、直接、県の管財課と山県警察署の方で

契約をすれば良いのではないかというご指摘なんですけれども、そもそも県の組織はです

ねこの職員駐車場を組織として用意する義務というのが無くてですね、契約は職員個々に

任されておりまして、管財担当が例外的に調整に動く必要がないというのがございます。

私も派遣元は県の職員でございますけれども、私も地方機関におったときは個人で駐車場

の方を借り受けておりました。２つ目としてですね件のこの覚書の件ございまして、土地

の借受契約を解除するのに少しちょっと冷却期間を置いておいた方が良いのではないかな

というふうに判断したこと。あと最大の理由としましては、駐車場使用料の収入を得るこ

とでですね継続にお金を生む土地と今なっておりますので、契約を解除することは町にと

って不利益となる。以上３点によりまして、当面は、町の方で土地を借り受けて活用する

ことが適当ではないかと判断したものでございます。説明は以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 吉見議員。 

○吉見茂議員 

 まずは寺領小学校の件ですが、今の答弁においてはこの契約については、さしあたって

問題はないというような意識でおられるのかなという風に聞かせて頂きましたが、これ契

約においては、福祉施設を作るということでまぁその契約をされたわけですけども、その

福祉施設もまぁその業者の色々な状況の中で断念をされた。それは充分よくわかりますが、

ただ旧小学校、地域にとっては、有効活用して欲しいという風な思いで、そういう契約の

方にも、当時町と購入される方、地域と三者でしっかり協議をされてそういう福祉施設に

使ってもらえるものであるなら、あのー使ってほしいということでまぁその土地売買がさ

れたという風に聞いておりますけども、それが約束というか契約上その施設の改修もでき

ず、施設も有効に利用されずに、数年も経っているというような状況で、前ちょっと聞か

せてもらったときには、これはまぁ課題として十分もってると、早急にその売買された方、

地元としっかりと協議をしていきたいというような話もちょっと伺って、あぁそういう話

が進んでいるのかなという風に思っておりましたが、今の答弁においては全くそういう経

過はなく、今のままで過ごそうというふうな話になっておりますが、非常にその説明とし

ては不十分だったかなというふうに思います。１つ質問をしておきます。寺領の旧小学校

で、そのもしそういう約束事というか、福祉施設ができなかった場合について、町、売買

された方、地域と覚書、協定その他のものはなかったかどうか、確認をさせてください。

それともう１つ、土木、旧土木事務所ですが、言われることもよくわかります。色々単純

に考えると、県と県の土地なんで町がその中へというような形で思いましたが、今の説明

を聞いて半分ぐらい理解できました。ただその土地に対して、駐車場で貸してるという面

があります。町内加計地域においても民間の駐車場等もあります。かけはしのところにも

有料の駐車場が設置してあります。そこと町が県の警察に対して駐車場見るのに、１台で

はなくて、６、７台止まっていると思いますが、それ全部であわせて月２万円という事に
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なると、一人当たり１台の駐車料金は相当低い額になりますが、そこらの整合性はどうか

というふうに思います。回答をお願いいたします。 

○矢立孝彦議長 

 河越主幹。 

○河越慶介総務課主幹 

 まず１点目の寺領小学校の案件で、なにかこれまでにここの事案について早急に対応す

るというような事を申し上げたというふうにおっしゃるんですけど、ちょっと私、少なく

とも私３年いますけれども、そういうことを申し上げた記憶はございません。この当該案

件につきまして、少し先ほどの答弁との繰り返しにはなりますけれども、一昨日の一般質

問でも答弁しておりますけれども、町財政大変逼迫しております。今更ですね施設を買い

戻して残念ながら町はですねそこに財源を投入できるような状況にはございません。当時

福祉法人さんが施設買い取ってなければですね、おそらくもう旧校舎も解体するほかなか

ったと思ってます。地元の皆さんにとってですね、思い出深い木造校舎、これ何とか維持

できている状況ですので、すぐすぐどうするどうするとあおるんではなくてですね、もう

少しちょっと長い目で状況を見守る必要があると思っています。あと何らかの契約時にお

いてのですね土地の取り決めが無かったのかという事なんですけれども、これが平成 23

年３月にですね交わした土地売買契約書、これにですね、第 10 条、指定用途に供すべき

期間としまして、ごめんなさい、えーと第 11 条のこの土地譲渡の禁止というところがご

ざいます。乙は指定期間中は土地について所有権を第三者に移転しない。あとごめんなさ

い、10 条についても指定用途に供すべき期間という事でですね、ごめんなさい、売買物件

をですね、平成 28 年３月 31 日まで、これはなので、契約を結んで５年間についてはです

ね指定用途以外の用途に供することができないというような要件をつけておったという事

でございます。あと、次の駐車場の事案でございます。あの周辺の駐車場との利用料との

差等についての考えというところでございますけれども、どうなんでしょう、こちらにつ

きましてはですね、駐車場問題等周辺に駐車場用地がないという事で、例えば山県署が撤

退されるとか、そういうところも防ぐ意味もありましてですね、従来その定住アパートを

建てておるところはもう少し低値な価格でですね、貸し出しの方をしておりましたので、

若干現在はそれよりも上回った金額で貸し付けておるわけなんですけど、あまりあのー使

用料のアップというのをですね回避して、そのまま警察の方にですね、町内に留まって頂

くような、そういうような政策的な意味も含めてですね、貸し付けておるところでござい

ますし、あと他の駐車場につきましては、他の利用の方にですね有効に利用して頂きまし

て、駐車場収入を得る人がありますので、その区画を確保するという意味もあったと思い

ます。以上でございます。契約単価につきまして、１台あたり 1,000 円で貸し付けており

ます。貸付料金につきましては、これは月当たり1台1,000円でございます。 

○矢立孝彦議長 

吉見議員。 

○吉見茂議員 

旧寺領小学校の件ですが、協定書は覚書はないという答弁であったと思いますがよろし

いですか。それはまた後ほど。えーと土木の話、今の答弁聞いてもなかなか納得できる話

でないのでまだ今後まあそのままやるということなんでしょうが、もう一度再度内部でも

しっかりと検討されて改善をして頂くようお願いをいたします。 

○矢立孝彦議長 

小島副町長。 

○小島俊二副町長 

山県警察署に貸しておる土地についてはまた内部でとおっしゃいますが、うちの今最終

的な、今河越が答弁したんが今のベストの判断だろうと思いますんでよろしくお願いしま

す。 

○矢立孝彦議長 



- 17 - 

 

小島副町長。 

○小島俊二副町長 

今担当者と話をする中で、寺領で地元を交えた覚書は無いということなんですが、この

施設をどういうふうに活用するかというのは三者で相当長い期間協議をいたしまして、地

元も納得して、その誘致を決めたわけですが、なかなか経済情勢とか基準に当てはまらな

くて実施できなかったという事でございますので、そういった覚書等々確認はさせてもら

います。 

○矢立孝彦議長 

 吉見議員。 

○吉見茂議員 

 それでは最後の質問をさせて頂きます。最後３問目、町民の関心の高い道の駅はどう変

わるのか。この件については昨日も同僚議員の方から質問がありましたので、同じような

ところは省きたいというふうに思いますが、その昨日の説明でも今の構想段階で、今年度、

新年度平成 31 年に構想基本計画を作るんですよと。そのときにはしっかりと利用者の方

とか、一般住民の方にもしっかり意見を聞いて、検討していきますという話をして頂きま

した。本当にこの道の駅のリニューアルについては、非常に皆さん聞くのにどうなるんか

ねっていうような興味もしっかりお持ちですので、昨日の３月号の広報が出ておりました

が、その中でもまぁモデル地域に選ばれたというページが１ページ掲載されておりました

が、そのような形で今後色んな検討、協議をされると思いますが、できる限りその住民の

方に今の状況を経過についても掲載をしてもらって、しっかりと意見を聞いていいものを

作ってもらいたいというふうに思います。スケジュールについては昨日も話がありました

ので、よろしいんですが、１つ聞いてみたいのが、リニューアルしなくちゃいけないとい

うのはあるんだけども、その全体の事業費一体いくらを想定して、その構想を立て、基本

計画を立てようとしているのかというのが、ちょっとまだわからないんですよ。構想の抜

粋についても読ませて頂きましたが、色んな大きな課題、出入り口をどうするかであると

か、国道を挟んで両側にその施設があると、そこの危険性をどう回避するかであるとか、

セブンイレブン、チャレンジショップを今のままでいいのかとか、色んな課題も書かれて

おりましたが、そこらを解決するという事になると、非常に莫大な費用もかかってくるか

なという感じはしておりますけれども、今担当課なり、大体のその工事の概算というかま

だ設計、計画も立ててない段階で難しいと思いますが、そこら言える範囲でよろしいんで、

その金額、そしてまた財源をどのような形でやっていくのか。そこらについて問います。 

○矢立孝彦議長 

企画課、二見課長。 

○二見重幸企画課長 

道の駅のご質問でございます。道の駅のリニューアルにつきましては、先ほどご質問の

中でもこざいましたように平成 29 年度に基本構想という形で策定をさせて頂き、現状に

おける課題や将来道の駅が担うべき機能、あるいは施設の配置パターンなどを検討を行っ

ております。先般は基本構想の内容も盛り込んだ重点道の駅の企画が採択されたところで

ございます。平成 31 年度予算におきまして基本計画の策定に要する経費を計上をさせて

頂いておるところでございます。この基本計画策定の中で利用者の導線でありますとか施

設の機能、施設の配置、施設内容、規模のアウトライン等定めて実施設計へつなげてまい

りたいと考えておるところでございます。この際、先ほどの質問の中でもございましたよ

うに関係の皆様にアイディア、ご意見等頂く機会を設けて参りたいと考えておるところで

ございます。また検討の過程につきましては、町広報等を通して、計画の進捗状況などを

お知らせ頂く機会も設けて参りたいと考えておるところでございます。今後のスケジュー

ルでございますが、先ほど 31 年度予算をお認め頂きまして、基本設計に 31 年度早々に着

手をして、できるだけ早い段階で実施設計の段階に進めるように進めていきたいと思いま

す。財源状況にもよりますが 2020 年度の後半から工事着手、2021 年度末ぐらいの完成の
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目標ということでご理解頂ければと考えております。財源と事業規模のお話でございます

が、この３月に今年度中に中国地方整備局等を中心とした国の関連機関との協議の機会を

設けることにしております。そこでどういった財源が活用できるかといった内容の話も出

てこようかと思います。財政が非常に厳しい状況に今後入っていく中でどのくらいの事業

規模が適正であるか、なおかつその限られた予算の中でどれだけの開発ができるかといっ

たところも今後大きな課題になってこようかと思います。具体的な事業規模については今

回は答弁を差し控えさせて頂きたいと思いますが、今後その辺りが中心の検討課題になっ

てこようかと思います。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 吉見議員。 

○吉見茂議員 

 全体の規模、非常にまぁ難しいというふうに思います。ただ、先ほども町長も言われま

したが、安芸太田町今財政的になかなか厳しい時代を迎えてきて、その時に道の駅の整備

をする。金額についても相当な金額がもしかかるんであれば、行財政審議会を通して、ま

た今後安芸太田町の財政が本当に大丈夫かという議論も踏まえながら、設備費用の積算で

あるとかいう関連も出てこようかという風に思いますので、ぜひ慎重な議論の方よろしく

お願いしたいと思います。それでは、全て３つ終わりましたが、今日全体を通してですが、

新庁舎の問題については、私個人的にはここ戸河内の本庁を、本庁でもいいということも

思っております。出来ればまぁ加計の方にとかいう思いもありますが、合併の協議会の中

では加計筒賀戸河内の中心部、人口の重心部に置くのがベストだという議論が出てるんで、

その中にもその決定を尊重し、いつの時代か作りたいなというような気持ちもありますが、

まぁ財政の問題で難しいにしても、もし本当にその協議で話をされた修道安野の方からは、

非常にその本庁が遠いと、その不便さをなくすためにも、やっぱり中心に作るんだという

協議をされておりますんで、しっかりそこの意見も大切にしたいという事であれば、やは

り作ることを前提とした協議、作るにしても、本当に新しい７億の工事費がいるのか、も

っと低いレベルのことも考えることはできないかとか、色んな協議をされていいのかなと

いうふうに思っております。いう事で凍結というその思考停止になることでなく、ぜひそ

の凍結を解凍できるような試みをやって頂きたいというふうに思います。以上で質問を終

わります。 

○矢立孝彦議長 

 以上で、吉見議員の一般質問を終わります。しばらく休憩します。 

 

                休憩 午前１１時４０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。２番、田島清議員。 

○田島清議員 

２番田島です。通告に基づき一般質問をしていきたいと思います。通告書にあります、

まず若者定住対策の充実強化について質問していきます。合併から 15 年を迎えようとし

ている安芸太田町ですが人口世帯数高齢化からその推移をみると合併当時は 8,784 人であ

った人口が6,260人。この間2,524人平均180人の減、世帯数も3,632世帯が3,120世帯、

512 世帯の減、平均 37 世帯となっています。安芸太田町が抱える深刻な過疎高齢化の現実

を如実に示しています。また町の時代を担う子供達の出生者数も想像をはるかに超えて深

刻の度合いを深めています。合併以後平成 27 年度までの出生者数は町が推進する若者定

住対策、医療費の公費負担の拡大、保育料の第２子からの無料化および住宅整備での軽減、

税軽減措置など、総合的な政策の推進もあってのことかと考えますが、30 人以上で推移し

ていました。しかし 28 年度以降は 20 人、今年度は 10 人台が見込まれる状況にあるよう

です。町長は就任以来、持続可能な安芸太田町づくりを推進するためには、定住対策が重
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要とされ、特に若者定住対策の大切さを述べられ、この間様々な政策を導入されましたが、

現実は厳しく現状のまま推移するなら、10 数年後には間違いなく人口が 3,000 人台になる

見込みです。より一層の超少子高齢化の安芸太田町になります。町のトップとしてこの間、

行政運用担われ指揮をとってこられた町長はこの現実をどのようにお考えですかお尋ねい

たします。１番として、子育てしやすい安芸太田町を目指す計画策定での課題をどう認識

されていますか。出会いの場づくりおよび縁結び支援制度等の導入の考えはありませんか。

町民の中には出会いの機会を求めつつもその機会が見出せないでいる人が相当数おられま

す。以前、社会福祉協議会において出会いの場づくりの企画もありましたが、最近はそう

した話も聞いていないように思います。安芸太田町の現状を見ると、町が先頭に立って出

会いの場づくり推進が必要と考えます。また出会いからめでたく結婚に至る過程でも縁結

びの役割を果たして頂いた方を対象に縁結び支援制度の創設の考えがないかをお尋ねしま

す。イとして、出産祝い、祝い金制度の創設についてお尋ねします。出産祝い祝い金支給

制度について全国の多くの自治体で取り入れており、特に過疎少子化に悩む市町村が多く

取り入れてます。これら自治体では定住対策特に若者定住対策については、生き残りをか

けた競争に勝とうと本腰を入れて取り組んでいます。今年度 10 人代と落ち込んでいる安

芸太田町として、なりふり構わず、ありとあらゆる手法を講ずるべきと考えます。この制

度はもはや遅いかもしれませんが、この際制度導入について決断すべきと考えます。また

町民も賛意を表すと考えますが、導入の考えはありませんか。２番目として、就学前教育

環境整備の今後のあり方について。あり方検討委員会での報告を受けて、アとして就学前

教育環境のあり方について昨年 10 月梶谷会長らから報告書が町長に提出されましたが、

検討委員会のみなさんにおかれましては熱心かつ真摯な姿勢で議論なされ、報告書のとり

まとめをなされたことに敬意を表すものです。私もすべての委員会を傍聴させて頂きまし

た。そこでお尋ねします。出された報告書の取り扱い、特に関心を持っておられる保護者

や町民のみなさんにはどのように周知されましたか。確かにホームページには掲載されて

いたかと思いますが、これだけでは不徹底で町民広報や自治会会長会議など多種多様な形

での説明こそが実施段階での理解と協力につながるものと考えますがどうでしょうか。イ、

報告書を受けての対応方針についてお尋ねします。検討委員会設置の考え方などについて

議会説明の場において第三者機関として設置する検討委員会が、取り決められた内容につ

いては真摯に受け止めその内容を尊重しつつ議会とも連携のもとに推進するとの見解が表

明されました。報告書提出から既に５ヶ月が経過しようとしていますが、いまだに報告書

を受けての対応方針が関係者などに示されていません。町の認定こども園とごうちへの統

合方向であった筒賀保育所について報告書では存続の見解です。町では、今議会に提案予

定の平成 31 年度一般会計予算において、筒賀保育所の改修予算計上の段取りとのことで

す。提出された報告書をもとに町において十分検討を加え議会や関係者にも情報提供され

るのが筋と理解しますが、どうお考えですか。ウ、新年度の就学前施設への応募状況はど

うですか。保護者が希望する就学前施設に入所可能がベストと考えます。昨年までは認定

こども園とごうちを中心に加計あさひでも、定員いっぱいでスタートし、途中入所希望者

に対しては期待に応えるがことができない状況も発生したかに聞いておりました。現段階

において入所希望者状況をお伺いします。就学前施設の給食のあり方について、今後の方

針はどうお考えですか。報告書では自園方式が望ましいとあり、町が考える共同調理場方

式での給食と異なる内容でありました。現状は合併前での供給体制の違いをそのまま引き

継いでいると思われます。町として自園方式が望ましいとの提言、そして町内保育所や幼

稚園での供給体制の違いについて、いつ頃を目安に統一されるのかをお尋ねします。また

安芸太田町だからできる給食として提言を踏まえ食育の視点を大切にするとともに、地産

地消の推進など生産者の顔が浮かび、ありがとうの気持ちがいっそう高まる生産から消費

に至るプロセスを大切にする仕組みづくりの社会実験をする考えはありませんか。以上に

ついてお尋ねします。 

○矢立孝彦議長 
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 児童育成課、園田課長。 

○園田哲也児童育成課長 

 ただ今のご質問に対しまして児童育成課所管の部分ついて答弁をさせて頂きます。まず

最初の子育てしやすい安芸太田町を目指す計画策定での課題という形でございますが、子

育てしやすい事業計画策定の課題に関するご質問に関して町では 2020 年度から 2024 年度

までを計画期間とした、第２期子ども子育て支援事業計画を平成 31 年度に策定すること

としております。本年平成 30 年度においては、小学校就学および就学前保護者を対象と

したアンケートを中心としたニーズ作業を行っており、現在回答の分析、保育所や放課後

児童クラブをはじめとした保育サービス事業のニーズ量の把握を行っているところでござ

います。これから調査分析結果を把握して、様々なその中で課題が出される中で、必要な

子育て支援策について検討を行い、計画策定に生かしていきたいと考えているところでご

ざいます。続きまして質問の２番目の就学前教育環境の事についてでございますが、あり

方検討委員会の報告を受けてのご質問つきまして、前回にもご質問頂いてるところでござ

いますが、その後の状況も含めまして、答弁をさせて頂きたいと思います。まず保護者等

への説明についてでございますが、あり方検討委員会の内容については各施設ごとに保護

者代表委員を通じての報告、またその後要望等によりですね、保護者会での説明を一部施

設の方で行っておるところでございます。先ほど議員も言いましたように、町への周知と

しましては住民への周知としましては、町のホームページを通じてですね検討委員会の報

告内容など、広く行っているところでございますが、今後においては先ほど申されました

ような、振興会等、出向きまして必要であれば出向く事を考えながら理解を求める方向で

いるところでございます。続いて報告書を受けての対応方針でございますが、現在幼児教

育の推進につきましては、まずは２月の 14 日、教育委員会と協議して県の乳幼児教育支

援センターの職員を講師に招き、小学校、幼保施設の代表が集まり幼保小の連携における

研修を行ったところでございます。今後は小学校、幼保の担当教諭、保育士が集まりアプ

ローチカリキュラム、スタートカリキュラムの研修、研究などを行い、より円滑な幼保小

の連携を図る取り組みを始めたところでございます。施設のあり方については議員のご指

摘もありましたように、先日の教育委員会議において、教育委員会の意見を頂いておりま

すので、幼稚園の対応については教育委員会方針を尊重するとともに、筒賀保育所を始め、

他施設の老朽化改修等については新年度予算で基本計画、基本設計を行う予算を計上させ

て頂いておりますので、これに基づいて計画、設計を行い、必要に応じ議会等にですね、

情報提供を行いながら、住民等の意見も聞きながら、進めていきたいという形で考えてお

るところでございます。続きまして施設の応募状況につきましては、昨年と今年入所見込

みの比較はですね、別添資料のとおりで、総数で 30 年度当初 162 名の入所入園者に対し

まして、31 年度は 140 名前後の見込みとなっておりまして、全体で約 20 名の減、特にで

すね３歳未満児の児童は 15 名の減と、減少が著しく近年の出生数の減少が影響されてい

るものと思われます。こうしたことから新年度当初においてですね待機児童が発生とかと

いう事は当面考えられるものではないというふうに考えております。給食のあり方につき

ましては、前回も答弁をさせて頂いたところでございますが、現状自園方式とする事は難

しいのではないかという形のもので考えておるところでございます。ただしご指摘のあり

ました地産地消につきましては、現在業者委託の施設においても新年度から町内産の米の

使用を決定しております。また野菜などについても安定供給が可能なものについて季節に

応じてできる限り地元産品を使用することとして協議検討を行っているところでございま

す。また園児の栽培、収穫したものを給食メニューに加える、季節の行事食、地元料理等

献立を工夫するなどして、食育に関してもこれまで以上に取り組むように協議検討を行っ

ているところでございます。児童育成課からは以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

地域づくり課、栗栖課長。 

○栗栖修司地域づくり課長 
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若者定住対策の充実強化ということでご質問を頂いた部分でございますが、町としては

最重要課題という事で人口対策ということで定住対策というものを私の課の方で所掌をし

ております。現状では先日来、人口減少への対策という事で、人口が合併以来もう2,500

人くらい減っておるという先ほどお話もございましたが、実際に人口減少しております。

なおかつそして少子化高齢化ということで、どんどん地域の力というものが下がっておる

という認識を持っております。特に自然動態で言いますと出生数が少ないということで、

先ほど来、ご質問ございましたが合併当初は出生者がだいたい40人代で、推移した時期

もございましたが、平成20年に入りましては30人代、そして近年では20人代というこ

と、特に昨年については10人代に近づいておるということが現状でございます。そうい

うことから特に自然動態で言いますと、毎年120人の方々があの実際には減っておるとい

うのが出生と死亡の差し引きで言いますと、それくらいの人数で推移しております。特に

この社会減というは出生数増やすことが大きな課題でございますが、現状ではその子供を

育てる過程と言いますか、年代の方々が少ないというのも大きな町の課題として捉えてお

ります。そういうことからこれまで定住対策ということで様々な施策を合併以来ずっと講

じてきておりますがなかなかそれが歯止めがかかっていない、と言うのが現状として捉え

てございます。特に社会増減という部分で転入転出の差が、先般も企画課の方から紹介ご

ざいましたように、これまではだいたい転出者が220人、そこへ転入者が入って社会減が

減っていくというのが本来の私達が進めてきておる色々な取り組みでございましたが、平

成27年 8年については、プラスマイナスがマイナス10名というようなところでかなりの

僅少した状態になってございましたが、この２年間はまただんだんとその差が大きくなっ

てきとるというふうに捉えております。この転入の人数からしますと、大体一番多かった

時が 270 人くらいが入ってきて頂いてましたが、今は 200 人程度が実際の転入という事で、

推移しております。そういう部分から言いますと、社会増の部分で言いますと、新たにＩ

ターンＵターンの方をこちらの方に住んで頂くということの施策を今特に制度としては定

住対策として今町の方でも平成31年度予算から少しその視点を変えた形での取り組みを

しようという事で取り組みを行っておるところでございます。ご質問頂いておりますそう

いう方々の人数を増やすという事も含めて、出会いの場の創出等のご質問でございました

が、これまでも旧町時代にもそれぞれの町で行っておりましたそういう場づくりのイベン

ト等も開催をしてきていました。なかなかその中でタイムリーな状況に至ってないという

のが現状で、結果として思っております。特にこれまでの取り組みの中で、あのそういう

成立したカップルは私どもが承知しとる中では、あの10組ぐらいと、その中で実際にこ

ちら方で生活された方は３組程度ということで、確かに出会いの場はあるけども、こちら

で生活をずっとし続けるという方々が極めて少ないという状態もございます。これは色々

な町の施策もあり、その、ここで子供を作った方々が育てられるその環境に合わなかった

のかそれとも就労という部分での町から出られたと言うこともあろうかと思いますが、そ

ういう分からしますと、なかなかこの出会いの場のみでは、なかなか出生率という部分で

は、直接は影響してないのかなというの現在思っております。そういう部分からしますと

これまでも行政としての取り組みも行ってまいりましたが、いわゆる民間レベルで今の例

えばＪＡさんがそういう出会いの場作りも実際にイベントとして企画もされておりますし、

実証されております。そういうふうな形で一緒に行政と民間の方々とタイアップしてやっ

ていくことが大きな力になるんではないかと思っておりますし、このような取り組みが実

際には町自体にこちらに関心を持って頂く、例えば若い女性の方、そういう方々へのどう

やってアプローチしていくかというのが今は一頃の時代と少しニーズが変わっておるよう

に受け止めもしております。そういうことも一緒にあわせて民間の方々と一緒に手を携え

て色々な場づくりというのは今後も検討して参りたいと思っております。それでまた特に

行政だけでの、そういう出会いの場づくりというんではなしに、先ほど言いました民間レ

ベルの方とタイアップするのと行政としてはこっちに住んで、ずっと住み続けられるその

環境づくり、例えば、空き家バンクであるとか空家の改修であるとか、そういうような支
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援制度をずっと行っております。そういう部分をもう少しトータル的な支援ということで、

町としてもその若い方々ずっと住み続けられる環境整備をやっていきたいと思っておりま

す。またこれまでは、あのー町外から転入された方に限定した形で高速道路のＥＴＣ割引

の補助を行っておりました。それも現状では約100万円ぐらいの実際の補助金というぐら

いの内容でございます。しかし町外から新たに入ってきた方に特定した形にしておりまし

た。そういう部分からしますと実際にはこの町でずっと日常的に広島市内の方へ通われる

方も中にはいらっしゃいます。そういう方々への少し、町にずっとおり続けて頂けるよう

な環境づくりも進めれるんじゃないかという事で、次年度からはそういう町内在住の方々

への交通費助成というような形での少し制度の改革を考えております。そうすることによ

って、この町にずっと住み続けて町外での就労、いわゆるこの町がベットタウンというよ

うなことも少し打ち出しをしていきながら、全てのものがここの町で整うというのはなか

なか難しい環境にあろうと思いますので、日常生活はこの町に住み、そして平日の勤務に

ついては広島市等への町外での就労という形で、夜間の人口を増やしていく、いわゆる定

住人口として進めていくということも一緒に考えて行きたいという事で、今回の交通費の

助成についても特に町内で一番大きくダウンをしております人口は20代から29歳までの

方々が全体の45パーセントくらいを占めている結果ございます。やはり若い方が就労と

いう事で町外に出られるケースが多いんだと思いますが、実際にはこちらに住んで頂いて

就労、高速道路を使った通勤になろうかと思いますけれども、そういう方々への交通費の

支援をしていくことで、ここをベットタウン化という事も１つのポイントではないかと思

って、次年度からの予算化を今予定をしております。続いて出産祝い金支援制度の導入の

考え方という事でご質問ございましたが、出産祝い金の支給については、これは全国で

色々な自治体で取り組みをされておるのを承知をしております。しかしこの支援策でもな

かなか効果が見えにくいと言いますか、その支援策がある故に、出産という事は実際に繋

がってるか、なかなか色々な自治体に問い合わせをしましても、なかなかそこはあのー明

確な効果というのはなかなか現れにくいという意見も頂いたところでございます。本町に

ついては出産後の子育て支援ということで、先進的に保育料第２子以降の無料化や医療費

の助成、公費負担ということでさまざまな子育てと言いますか、18歳以下の方々が色々な

経済的負担を少しでも軽減していく、そういうことで生活しやすさを皆さんに実感しても

らうということでそういう施策もこれまで行ってきておりますが、現在では他の市町にお

いてもそういうような、同様な取り組みもされておるという事で、今度は第二弾としての

安芸太田町で暮らすことの色々な効果と言いますか、メリットというものを出していける

ような施策に今検討しておるところでございます。特にライフステージに応じた出産、健

診などのこともこれまでずっと町として取り組んでおりましたが、それをトータル的に支

援をしていくことが、より効果的な施策として皆さんにとらえて頂けるんではないかとい

うふうに捉えております。こういうことを独自の施策それを単にあの施策のＰＲではなし

に、若い方々がここに住み続けて、そして子育てができるという色々な制度のライフス

テージに応じたトータル的な支援というのがやはり安芸太田町の魅力にもつながるじゃな

いかと思っとりますので、そういう部分を制度のみならず色々な定住施策として取り組み

をしていきたいと思っております。そういうことが、町に愛着を持って住み続けて頂ける

方になるんではないかととらえております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

教育委員会、学校教育課、長尾課長。 

○長尾航治学校教育課長 

教育委員会分といたしまして、学校教育課よりお答えをいたします。２番目のご質問頂

きました就学前教育環境の整備については、あり方検討委員会の報告を受けた町長より総

合教育会議が招集されたことをきっかけに教育委員会といたしましても３回にわたる教育

委員会議で協議を行ったところでございます。また直近２月20日開催の総合教育会議で

は、教育委員会の意見集約を持って町長にお返しをさせて頂いたところでございます。こ
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の会では町内全体の幼児教育の推進を行うための体制づくりと今後の就学前教育、幼児教

育にかかる方向性が明確化されたところでございます。今後においては先ほど児童育成課

長の答弁にもございましたとおり、就学前教育のさらなる充実のために、町長部局との連

携、また接続カリキュラム作成につきましては、教育現場の観点が必要不可欠でございま

すから、教育委員会として全力で取り組んでまいりたいと考えております。以上でござい

ます。 

○矢立孝彦議長 

田島議員。 

○田島清議員 

大変有難うございます。教育委員会議については私も傍聴いたしまして、たいへん活発

な議論をされて周知がされてきてるなということを感じております。さらにですね、えー

と、保育所こども園については、保護者代表、ホームページ、それから振興会への協議予

定ということで、回答頂きました。これからということではありますけども、この協働の

まちづくりではないですが、あのー、就学前教育のあり方検討委員会の議論された中身が

ですね、経過がですね、大変皆さんに結果でなくてですね、その議論された中身について

皆さん理解、どういうことでそういう結論になったかということも、理解して頂くことで、

また今後の理解が深まるのかなということを感じております。そういう意味では今後です

ねあのー細かく住民の皆さんに内容がわかるような方策をとって頂きたいというふうに思

って期待しております。それから出生者数の問題ですけども、まぁ大変危惧しております

のは今年度が10人代ということで持続可能なまちづくりのステージ対策について非常に

危惧をするわけですけども、今年度落ちてるというところの分析等がもしあればお答え頂

きたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

健康づくり課、栗栖課長。 

○栗栖浩司健康づくり課長 

失礼します。今年度最終的に20にならないかなぁと期待はしてるんですが、２月28日

現在で19名、もうあと１人生まれれば20名になるんですが、なかなかそうもいかないと

いう状態です。原因としましては子供を産む、何歳で絶対産むという決まりはありません

が、20歳から30歳代の女性の方がですね361名なんですね。その361名の方がですね、

想像するとやはり皆さんが結婚され、子どもを作られたとしても 30人から40人くらいし

か、望めないわけですね。今の兄弟皆さん少なくなっている時代ですから、そういう中で

またなかなか晩婚化が進んでいるとかいうようなことが、まぁこれは全国的に起きている

ことですが、そういうなかにおいて、やっぱりなかなか難しいのかなというところが原因

だろうと。もう１つはですね、やっぱり子供、これはＡＩＵの保険会社がですね調べたち

ょっと古いんですが2005年の子育ての経済考という2005年の資料があるんですが、それ

によると出産から22年間の間の養育費が1,640万円1人当たりいるよと言われてるんで

すね。となるとそういう数字をぱっと考えたときにそれじゃあ昔のように５人だ６人だと

かなかなか子供をようつくっていかないというのも１つはあるのかなというふうに思われ

ます。それともう１つはこの前ＮＨＫでもやっておりましたが、不妊、子どもができにく

くなっているという医学的な問題等々もあるのかなというふうにも思っております。それ

らに関して来年以降ですね予算化してちょっとでもあのー、町の宝と言われている子ども

が１人でも２人でも増えるような方策を検討していけたらなというふうに考えております。

以上です。 

○矢立孝彦議長 

田島議員。 

○田島清議員 

若者定住についての質問については、以上なんですが私の方の提言といたしましてです

ね、あのー先日来人口問題については、少子化問題については出ておりますけれども、Ｎ
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ＨＫでも取り上げておりました里山資本主義の藻谷さんの説によりますとですね、これか

らはですね、今のこのざっと見て頂いてもりじしゃ理事者、議会も含めて男性ほとんどで

すけども、中高年男性については考え方がですね、儲けて昇進をするということで、仕事

にまぁ仕事人間と言いますか、必死になられるんですけど、子供に残す価値を生み出した

いという感覚が欠けていると言う説を出しておられます。今だけ金だけ自分だけが大事で

未来や子供に向けた思いがない。それに対して、女性はその子供のですね、次の世代、常

に次の世代次の時代の事を考えた子育てなり政策なりを考えていけるんではないかという

ふうな説を出しておられるところがあります。さらにですねあのー、今子供の数の問題が

ありますけども大都市東京と地方都市広島も含めてですが、島根あたりと比べますと、一

人当たりの子どもの出生数がですね、あのー育てやすいということで、田舎の方が今は非

常に有利になってて、都会の方は1．1人ということで逆にですねあの地方だからこそ子

供をたくさん育てられるというふうな有利性もあります。で、まぁこの政策色々考えるに

当たってですね、女性の声、そういうこれから今の住民の方に色々協働のまちづくりをお

願いするに当たりましてですね、女性の方の声をですね十分に反映していったら、この少

しでもですね、前に進むのではないかというふうに思いまして、そのことを提言として申

し述べて最初の質問については終わりたいと思います。それでは２番目の公共施設の管理

計画の推進についてご質問します。公共施設の管理計画について、平成の合併以降、過剰

気味となった公共施設の適正管理の必要性が叫ばれ、総務省が管理ソフトを作成、県、市

町村も取り急ぎ公共施設の適正管理に向けた計画書の作成に着手しました。作成から３年

目を迎えようとしています。計画書では施設の全体像の把握もなされ、今後実施段階にあ

ります。過疎高齢少子化が進行する中において、過剰過度の負担となる公共施設の統合縮

小化は安芸太田町が生き残るためには避けて通れない問題です。残念ながら管理計画の全

容が町民には理解できておらず、今後適正管理に向けての実施段階において相当なエネル

ギーを投入する必要があると思われます。特に町民の理解と協力は計画の正否を左右する

ものと思われます。そこで以下の質問します。１番、計画策定から丸２年、計画に基づき

対応され施設の数、施設はどうなっているのでしょうか。計画の再編、整備の実施には町

民の理解と協力が必要です。町民参加の委員会を設け一定のコンセンサスを得るというこ

とが必要と考えますが、どう取り組みをするのですか。町が作成した計画を町の判断のみ

で行うとなれば町民の反発は必至で、心からの協力が得られないのではないではないです

か。２番、旧加計町役場本館部分の取り扱いについてお尋ねいたします。この建物は昭和

30年代に建てられました。合併以来この建物の取り扱いについて様々な議論があったよう

ですが、結論から言って老朽化が進み、耐震化施設でもなく今後においても有効活用の方

策は断念せざるを得ないでしょう。この建物は市街地の中心に位置する一等地であります。

現在シルバー人材センターの事務所として、また３階部分は書庫として活用されています。

維持管理費の増大はもちろん回避すべきと考えますが土地の有効活用の観点からも早期に

解体し有効活用を考えるべきと思われますが、どうでしょうか。３番、昨年12月議会中

に筒賀地区の公共施設再編案が口頭でなされましたが、地域から事情を知らない地域の

方々中には、憤慨される方もおられるようです。公共施設の維持が合併前のまま可能と考

える人はおりません。筒賀地区に限定する事なく戸河内加計地区を含め課題問題点を出し

合い、その上で一定の方向を見出すという丁寧な地域目線での対応は必要と考えますが、

今後の進め方について答弁を求めます。 

○矢立孝彦議長 

総務課、財政管財担当主幹。 

○河越慶介総務課主幹 

ではまず財政管財担当の方からですね、公共施設のまず最初に数の話がございました。

あとは計画策定の推進体制等についてご質問ございましたので、こちらにつきまして答弁

の方させて頂きたいと思います。まず本町でございますけれども、平成28年度末時点の

ですね建物としまして棟数488棟、面積、床面積でございますけれども、12万1,672㎡と
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いったですね公共施設を保有しております。これ住民1人当たりのですね保有面積、あと

建物数というのはですね、他の自治体に比べてもかなり多い状況でございます。そしてで

すね計画策定の推進体制についてでございますけれども、その前にちょっと公共施設の管

理計画の策定のですね取り巻くような状況についてご説明しますけれども、地方公共団体

を取り巻く将来人口の減少やですね政策財源の不足といいました課題を踏まえまして、現

在、国が主導しまして自治体が保有する公共施設の総量削減や長寿命化対策に取り組んで

おりまして、この取組みを推進するためにですね、自治体ごとに公共施設管理計画の個別

計画を策定するよう国が指導を強めておるところでございます。本町におきましても、施

設類型別にですね施設の適正配置や遊休資産の除却に向けました協議等を進めておるとこ

ろでございまして、次年度当初予算の方にもですね、関連予算の方をお願いしておるとこ

ろでございます。具体的にはですね幼保関連施設の整備計画の検討であったり廃校施設の

除却、行政系施設や生涯学習施設の集約・長寿命化対策、そして広い意味では地域拠点施

設の先ほども質問の中にございましたけども、地域拠点施設のですね整備検討等もですね

含めて公共施設の配置や管理のあり方を整理するものでございます。今後はこれら個別案

件ごとに対応の方針をまとめて、主要施設のですね方向性が定まった時点で個別の計画と

して落とし込んでいきたいというふうに考えております。従前の考えではですね計画策定、

合理的に進めるために行政側が考えます適正配置案をですね策定して、それを町の審議組

織等に諮って一括して議論するようなイメージでおりましたけども、本町の特性であると

か過去の施設再編に係ります事例等を踏まえますと、個別の施設ごとに地元の住民さんと

か、あと関係者との協議を重ね、また必要に応じまして関係分野の審議会に意見を諮るよ

うな方法、こういった方がですね、より好ましい意見集約に繋がるというふうにですね、

現在では考えております。実際、先ほども申しましたが数百に及ぶような公共施設の配置

計画を十数人等の審議会のメンバーで議論するというのは、なかなか非常に困難でござい

ますし、必ずしも利害関係者がその構成員に加わるというものでもございませんので、そ

うした体制で計画を策定してもですね、実際の現場で受け入れられない絵に描いた餅にな

ることが懸念されます。これ先ほどご質問の中でもですね、同じような発言があったと思

いますけれども、そういうふうに思っております。そのことを考慮しますとですね、現場

に出向いて、なるべく多くの方々とのですね議論を積み上げることが、最も多くの住民意

見を反映でき、また関係者の納得が得られる一番の近道であり、なお且つですね一番丁寧

な方法であるというふうに考えておりますので、そうした手法でですね計画策定の方を推

進してまりたいと考えております。いずれにせよですね、この公共施設の個別計画の策定、

これ自体はですね施設の適正管理を促すツールの一つに過ぎないというふうに思っていま

す。計画ありきでなくてですね、個別の施設のあり方を検討する中で住民の方々の利便性

の確保、あと将来負担の軽減についてですね、本質的な議論というのを進めていきたいと

いうふうに考えております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 企画課長。 

○二見重幸企画課長 

 すみません、生涯活躍のまちの筒賀拠点のご質問でございます。昨日の一般質問におい

ても答弁させて頂きましたとおり、地域の高齢化あるいは人口減少等が進む中で、安心感

が感じることができる拠点づくりというの目指しておるところでございます。先ほどから

ございますように公共施設の再編等の観点も重要でございますがさらにそういった安心感

を得ることができる拠点整備という観点も必要であろうかと思います。今回予算の中でも

筒賀拠点の計画づくりにかかる経費についてお願いをさせて頂いておるところでございま

すので、こちらの予算を活用させて頂いて来年度に向けて、この拠点づくりの計画づくり

を進めて参りたいと思います。この中で自治振興会の筒賀支部等を通しまして、住民の皆

さんとの意見交換の場をきっちり作らせて頂いて、皆さんで納得して頂けるような拠点整

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。 
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○矢立孝彦議長 

河越主幹。 

○河越慶介総務課主幹 

すみません、あのー２点目のですね、加計支所のあり方についてちょっとごめんなさい

こちらの財政管財の方で補足で答弁の方をさせて頂きたいと思います。加計支所の西館で

ございますけれども、ご指摘のとおりですねかなり老朽化が進んでおりまして、こちらに

ついてなるべく早期にですね解体の方をですね検討していきたいというふうに考えておる

んですけども、現在支所機能のあり方の協議というのも並行して行っておるところでござ

いますので、そのあたりとセットでですね引き続いて検討の方していきたいと考えており

ます。以上です。 

○矢立孝彦議長 

田島議員。 

○田島清議員 

まぁ住民の周知徹底の方法等、より細かくですね理解が得られるようにという努力をさ

れるということで大変期待をしております。さらにですね、あのー、この今年のですね、

この冬の降雪量の少なさ、昨年の降雨量、今まで経験したことのないことが非常に起こっ

ておる状況です。我々の今抱えてる問題というのも、少子高齢化の問題も含めて、あのー、

今まで誰も経験したことのない取り組みを自分たちでやってるんで、大変行政の方もしん

どいと思います。我々も議員としてですね精一杯ですねこの問題を真摯に取り組んでいく

必要があるのかなということを思っております。で、あのー、今回の定例議会の一般質問

の色々な議論をですね同僚議員の皆さんの議論を聞く中でですね、特に３番議員さんの進

化論の話がありましたけども、変化に対応できたものが生き残るということでその変化と

いうのがですね、今まで経験したことのない変化、住民の感情等も色々今まで経験がした

ことが無いですから、非常に戸惑いもあるし、不安もあると思いますけども、やはり我々

がですねしっかりとそこ受け止めて今後この行政を進めていく必要があろうかというふう

に感じを思っております。私自身も身の引き締まる思いで今回の討論を色々と聞いており

ました。そのことを述べてですね私の質問は終わりたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 以上で田島議員の一般質問を終わります。１番、大江厚子議員。 

○大江厚子議員 

 大江です。よろしくお願いいたします。町会議員になって２年が経ちます。折り返し地

点ということで議員の役目をきちんと果たせて来たかと自問する今日この頃です。一般質

問も今日で８回目を迎えると思います。この間地方自治体と国・政府との関係について一

般質問のたびに常に常に考えさせられてきました。財源を国に依存し、３割、２割自治と

さえ言われる中山間地の自治体に、国は2016年からさらに交付税算定に行政改革や民間

委託の実績を反映するトップランナー方式を導入し、また自治体を、生き残りをかけて競

争させる国の方針があらわです。さらに、昨日、佐々木道則議員が一般質問でも問題提起

をされました。私もすごい勉強になりましたが、2001年以降臨時財政対策債制度つまり国

の地方交付税特別会計の財源が不足し、地方交付税として交付するべき財源が不足した場

合に、地方交付税の交付額を減らして、その穴埋めとして、該当する自治体自らが地方債

を発行させる制度というふうに理解しました。償還に要する費用は後年度、地方交付税で

措置されるとは言いますが、あまりにもこの創設は国の責任の放棄であると私は感じまし

た。さらに、国と地方自治体は対等であるとか、地方のことは地方が決める、の大原則を

踏みにじるような国の暴挙が見られます。直近のことで言えば、沖縄県民投票で突き付け

られた辺野古新基地建設反対の意思を無視し埋め立て工事を続行している政府の姿勢、こ

れに関しては、今日の中国新聞に出ていましたが、防衛相は国民投票の結果にかかわらず、

工事を続ける方針を事前に決め、安倍首相の了承を得ていたとの記事がありました。地方

蔑ろの極みだと思います。さらにお隣り山口県萩市に、イージス・アショアを配備する計
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画に対し、阿武町議会や町長は、配備計画を明確に反対してますが、政府は2019年度新

年度の防衛省関係予算でイージス・アショアの経費を盛り込むという事をしています。何

回もこの一般質問で言っていますが、かつて、もの言えぬ地方を戦争体制に組みこみ、従

わす中央集権の元で、国は暴走し、戦争に突き進みました。その反省から、憲法の第８章

に地方自治を明文化しました。地方自治体は住民の権利や生活を守るために国家に対して、

時に対等に意見を言うことができる事をいつも確認していきたいと思っています。これか

ら今日の質問に入ります。安倍首相は１月30日衆院予算委員会で６割以上の自治体は自

衛官の募集事務を拒否している。残念だ。終止符を打つためにも、自衛隊の存在を憲法上

明確に位置付けることが必要だと述べ、さらに、自民党は２月14日全ての所属議員に対

し、自衛官募集の関連名簿提出を地元市町村に促すよう求める通達を出しました。これら

一連の事態に中国新聞は憲法へなりふり構わずとか、朝日新聞は自治体への不当な圧力と

の見出しを付けて掲載しています。質問です。１、自衛官募集に対して、当町に防衛省か

らどのような形で名簿作成のための資料提示依頼があるのか、また、当町はどのような形

で対象者の情報提供をしているのかお聞きします。２番目、今言いました１月 30 日での、

安倍首相の発言をどう受け止めるか。以上２点お願いします。 

○矢立孝彦議長 

 総務課、栗栖課長。 

○栗栖一正総務課長 

自衛官の募集事務につきましては、総務課が担当しておりますので、お答えをさせて頂

きます。まず１点目の自衛官募集に関する町の情報提供方法という事ですけれども、この

自衛官の募集に関する事務は、安芸太田町における事務ですが、法定受託事務として地方

自治法施行令に定められた事務です。現在、安芸太田町では、募集対象者情報の紙媒体若

しくは電子媒体での提出は行っておりませんが、対象者リストを作成して、閲覧それから

書き写しには協力をしております。これは町の住民情報の各種サービスについては、安芸

太田町のような自治体の場合は住民基本台帳法を基に事務を行っております。この取扱い

については住民基本台帳法を根拠としております。それから安部首相の発言に関するとい

う部分がございました。本町では先ほど申し上げましたように、自衛官の募集事務を協力

して行っております。例えばこのちょうど国道側の庁舎の前には陸海空自衛官の募集中こ

ういったもの、それから色んなパンフレット等も窓口等でも配布しておりますし、先ほど

申し上げましたような対象者名簿についても協力をさせて頂いております。昨年の11月

にも実際に来られまして、自衛隊の方が来られまして、今後電子媒体での提供を協力をお

願いできませんかというようなことも来られました。私どもも協議をさせて頂きまして、

今後の協議を続けていきましょうというような事で、継続して協議することとしておりま

す。状況については以上です。 

○矢立孝彦議長 

 大江議員。 

○大江厚子議員 

 ２番の、今の総務課長の発言では、名簿を作りその名簿を閲覧書き写しを自衛隊に認め

ているという部分ですよね。はい、わかりました。だから紙媒体でそれをそのまま渡して

いるのではないということですね。わかりました。安倍首相は６割以上の自治体が募集事

務を拒否しているという風に述べられていますが、実際は９割が何らかの形で協力してい

るという事になる、その当町はそれに属するという受け止めです。ですが安倍首相は６割

以上が事務を拒否しているので、自衛隊の存在を憲法上明確に位置づける必要が必要だと

いうふうに述べています。そのことについても質問しました。これは町長から答弁がある

と思いましたが、次の私の質問と一緒にお願いします。私は基本台帳の閲覧自体は問題は

ないというふうに思いますが、それを名簿にして、その自衛隊に渡すということはね、や

はり個人情報の問題からも大いに問題がありと思います。今の今の当町のやり方がすごい

微妙、微妙と言えば微妙なんですが、それがさらに紙媒体、電子媒体で渡す検討も今後し
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ていかなくてはいけないという風に言われましたが、そこにいくとかなりの問題があると

いうふうに私は思っています。それから２番目の質問に対して、言ったうえでまた答弁頂

ければと思いますが、憲法９条を変える根拠に６割の自治体が自衛官募集の協力を拒否し

ているという事をあげるのはあまりにも軽易だと思います。９条に自衛隊を明記するのは

本当に重いことです。自衛隊員の命に関わることです。憲法を根拠に命令を拒否できなく

なります。改憲の動きに隊員は戦闘地域へ送られることになるのではないかという心配が

あり、また家族も同様に危惧しています。すでに 2015 年の安保関連法が制定されて自衛

隊の性質はそれ以前とは全く異なり変わってきました。密接な関係にあると攻撃され日本

の存立が脅かされたり国民の生命に明白な危険があったりする場合には集団的自衛権が認

められました。戦闘中の他国軍をいつでも自衛隊が後方支援できるようになりました。ま

たＰＫＯでも自衛隊の活動が広がり、駆けつけ警護や自衛隊が武器を持って巡回や検問と

いったこともできるようになりました。さらに自衛隊の実力として護衛艦、周知の通りで

すが護衛艦いずも型の事実上の空母化、そしてアメリカからの莫大な兵器購入です。自衛

隊の実力はこの間格段に増強されます。こうした変質した自衛隊がそのまま憲法に明記さ

れるという事になります。さらに自衛官の募集についてちょっと調べました。あのこの表

紙にもあるんですが、2019 年度の自衛官の募集パンフレットがあります。任期制自衛官と

いうのが募集が中心に、任期制が中心になるんですかね、自衛官候補生として採用後は必

要な教育を得て、任期制自衛官に任官します。一定期間で若い隊員が入れ替わり、若年層

の隊員を大量に確保することで戦力の維持向上を図るため、陸上自衛官は 1 年９ヶ月、海

上・航空自衛官は２年９か月を 1 任期とするいわば有期雇用隊員です。正規雇用になるた

めには、階級、曹というのがあるようですが、その任用試験に合格しなければならず、試

験に合格しない若者は退任です。この自衛官募集はマイナビ転職サイトにも掲載されてい

ますが、カテゴリーは、契約社員の中に入っています。これまで、イラク派兵や、スーダ

ン派兵などでは、かなりの死亡補償金が用意されていたようです。ちなみに１億円位とい

うふうに言われていますが、これから戦地を任務とすることを前提とした海外派遣兵では、

補償額も引き下げていかなければならず、そのためにも若年制、非正規の隊員の雇用は増

やしていかなければならないと言われています。また、近年の少子化や若者の自衛隊離れ

で、採用年齢上限が２６歳から３２歳に引き上げられましたが、それでも青年隊員、実際

に戦闘現場に送られる隊員ですが、激変しています。９条に自衛隊を明記すれば、この流

れでは徴兵制の導入も考えられます。また、今の流れでいけば、自衛隊は防衛省の、ごめ

んなさい、自治体は防衛省の要請に従って対象者の名簿を提出することが義務化されると

いうふうに思います。まさに前の一般質問でも言いましたように、自治体職員が末端組織

として徴兵制を支える任務を負うことになります。安倍首相が言いましたが、名簿提出非

協力的自治体を改憲の根拠にする、そして改憲の後は、自治体に兵事を担わせる、こんな

ことは許されません。今ではまだ、自治体の判断で名簿の提出は拒否できます。また改憲

も反対できます。先ほどの安倍首相の意見も踏まえて町長にお伺いします。町長は若者を

戦場に送る任務には自治体はくみしない、そのような改憲には反対するというふうなこと

を明らかにする意志がおありかどうか再度問います。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 はい、あのー、先ほどご質問頂きまして、総務課長の方から答弁をさせて頂いたことで

ございますが、重ねて私の方から答弁をさせて頂きます。今ご質問にありましたように、

１月 30 日にという日付も認識しておりません。ただ、活字上６割以上の自治体がこの募

集要項に対して拒否という表現であったかどうか知りませんが、協力的でないというよう

な活字の見出しをですね拝見いたしました。その折に先ほど課長申しましたように自衛隊

の方が我が町においでになられて、名簿の提出を求められたことに私も同席しておりまし

た。その名簿を提出するしないのことについて、６割というラインがあるのかなと一人思
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いをしておりました。我が町は答弁してましたように閲覧には応じておりますが、名簿の

提出には応じておりません。これもまた先ほど申しました住民基本台帳の観点からですが、

一方自衛隊の、勉強してないんですが、自衛隊の法律からすると提出して当然であるとい

うような口調で依頼を受けたところでございます。我々も勉強しながらですねやはり個人

情報保護の立場としての責任を果たしていきたく思っております。それと若者が戦場にと

いうことでございますが、これは誰も望んでおることじゃないと思いますし、またまして

や憲法の議論は前回にも答弁させて頂きましたように国会においての大きなハードルがあ

りますし、また国民的な議論をですね得ての最終的な判断になるものだと思います。一自

治体の長が軽々にその方向性について判断するものではない、述べるものではないと思っ

ておりますが、若者を戦場に送るということに関しては、いわゆる戦場ですね、には反対

をすべきものだと思いますが、やはり一方現在の自衛隊が認めて肯定的に表現しておりま

す、やはり自衛という事での権利、自衛という能力、これは私は必要であろうと思います

し、維持すべきものと思っております。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 ちょっと細かい話になるんですが、自衛隊法の施行令 120 条で、防衛大臣は地方自治体

に質問やら資料の提出を求めることができるという形で、そこで読めば資料提供可能なん

ですが、先ほど町長申しました住基法の中で、要は閲覧できると書いてある。そうすると

閲覧が果たして資料を提出するのに通じるのかいうところで、うちは閲覧だけを認めとる

という状況です。 

○矢立孝彦議長 

 大江議員。 

○大江厚子議員 

 今の段階では防衛省も強制はできない、提出を協力を依頼はできるが、強制まではでき

ないというふうに言ってたというふうに私は思います。これから地方議会選挙それから参

院選がありますので国会の状況がどういうふうに変わるかわかりませんが、改憲勢力が

３分の２あればもう改憲という発議ができますので、過半数ですかね、そんなに悠長なこ

とを言ってられないというふうには思っています。ではこれ以上聞いてもやはり同じと思

いますので次に入ります。２番目の会計年度任用職員制度についてお伺いします。2017 年

地方公務員法、自治法が改訂されて、2020 年来年の４月から自治体の非正規職員に、会計

年度任用職員制度が導入されることが決まりました。昨年の一般質問でも同じような質問

をしましたが、その時はまだ明確になっていないという事でしたので、再度質問いたしま

す。どの職場どの職務も正規雇用が大原則です。自治体職員も、その業務の重要性を考え

るとき、継続性や専門性が必要とされます。任用については、正規職員が大原則でした。

しかし、近年コスト削減が至上課題となり、非正規職員が３割になる状況です。これは、

職員、また住民にとって大きな問題ですが、この度の法改定で、この状況を改善するとい

うことではなくて、この状況をさらに追認するという事になります。正規職員が退職後は、

会計年度任用職員に替える、例えば当町では給食調理員さんを退職後は臨時の非正規の人

で充てているという事がありますが、そのようなことになっていくのではないか。それに

法的根拠を与えるものではないかというふうに危惧します。とても納得できるものではあ

りません。質問です。当町の非正規職員の実務実態はどのようになっていますか。また会

計年度任用職員導入後は、それぞれどのように移行されますか。当町が設けようとしてい

る会計年度任用職員の内容について、毎年試験があるのか、１ヶ月の試用期間がその都度

あるのか、賃金、各種手当、期末手当、退職金、社会保障の保障等はどうなるのか。その

辺をお聞きします。それから今も言いましたが、退職不補充で、正規職員を会計年度職員

に置き換えるという事を今後考えているのか。その２点をお伺いします。 

○矢立孝彦議長 
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 総務課長。 

○栗栖一正総務課長 

 会計年度任用職員に関するご質問です。先ほど言われましたように昨年も同様な趣旨で

ご質問を頂きましたが、それ以降現在の状況を申し上げますと、庁内に今実際に勤務して

頂いている正規の方、臨時職員の方の勤務実態等を今把握し、それから勤務時間等も把握

してこれを今後条例化、規則の方におとしこんでいくという作業を進めて、その前提の今

調査を今やってるところでございます。従って一定の規定の整備が当然、根拠となる規定

は当然必要ですから、平成 31 年度にこれがまさに細かなところが決めて行くようになる

と思います。ご質問の内容については、まだ検討段階にあるものが多くございますので、

現時点でなかなか詳細については申し上げられるものは少のうございます。ただ一応関係

条例、規定、規則等の提案時期については平成 31 年度の９月議会等には皆様、議会の皆

様にもお示しができるのかなというふうに考えております。それから会計年度任用職員に

その先ほどご質問がありました、例えば単年度で試験を毎年課すのかどうかも含めて、こ

れはまだそういった調査も行っておりませんし、今の現段階ではお答えできる状況にはあ

りません。それから退職不補充、例えば定年退職で辞めた職員を会計年度任用職員にして

退職者を不補充にするのではないかというような事もありましたが、そういったことも今

のところは全く考えてもおりませんし、検討段階にもありませんので、この点については

またそういった必要な時期が参りましたら説明ができるかと思っております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

大江議員。 

○大江厚子議員 

 2020 年変わりますけど、元号で言えばあれですけど、2020 年の４月からもうスタート

ということで、多分その前にいったんは、いったん全員解雇、そして再任用、どの形態に

入るかという事も含めてね、決まっていくんだと思いますので、大変な作業がこれからあ

るし、非正規の人にとっては心配な日々になると思います。もうこの改定になった時から

全国の自治体の非正規の人は不安がねやっぱり広がっているというふうに思います。何年

も働いていたのに、事実上毎年解雇になるのかとか、キャリアを積んできた者にとっては

それは屈辱的なことではないかとか、それから人事評価が適用されるので、正当なことと

思っていても、その来年任用されるかどうかという不安のあまりにね、きちんとしたこと

が言えないのではないかとか、正当な行動が当局にとって不都合なために任用しないとい

う事がありうるのではないかとか、さらにパートタイムとフルタイムそれから正規職員と

の分断がおきるのではないかとか、本当に色々な心配があります。生身の人間がね、一緒

の職場で働くのですから、やっぱりそうした格差というのは当然あるべきではないという

ふうに思っていますし、そのキャリアは誇りですので、それを誇りをないがしろにするよ

うなね人事はやっぱりいけないというふうに思っています。それから昨日佐々木美知夫議

員からもありましたが、自治体戦略 2040 構想についてちょっと聞こうかと思いましたが、

まだそこまでも詰めてないという事ですが、やはりこれは将来の危惧としてね、言いたい

なというふうに思います。昨年の夏に、総務省は自治体戦略 2040 構想研究会が報告書を

出しました。その内容で、行政主体として今の市町村にこだわらず、より広域の圏域を重

視、都道府県の肩代わりも増やす、AI の活用を進め、公務員以外の人に担ってもらう共助

を制度化していく。つまり、道州制、大阪で一時言われることがありましたが、道州制の

導入と、自治体職員の削減と業務の外部委託・民営化です。これは、コストばかりかかっ

て効率が上がらないような、町は退場しなさいという地方切り捨て政策の一環と考えます。

その地方切り捨ての一環がまさにこの会計年度任用職員制度の布石になると思いますし、 

中央集権の一里塚になるというふうに思っています。こんな職場にしてはいけない、自治

体を非正規の職場にしてはいけない、この町を非正規ばかりの住民にしてはいけないとい

うふうに本当に思っています。行政・住民ともに地域あげて、国に物申すべきだというふ

うに思います。では９月の定例議会で条例案を出すという事ですので、またその時に質問
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させて頂きます。では次に。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 ９月が確定しとるわけではございませんのでちょっとご容赦頂きたいと思います。それ

で会計年度職員については、もともと職員は条件付き採用でございます。６ヶ月間の。そ

れを会計年度職員に限って１ヶ月の条件付き採用に法律変えたんですけど、要は普通の職

であれば常勤でやりなさいというのが国の考えです。ですからその会計年度にいる職員、

いる仕事だけは会計年度職員にしなさいということなんで基本的には選考もできるんです

けど、毎年毎年試験とかいう形になろうと思いますので、まだまだ総務課長言ったように、

議員さんは逆に働く方の心配をしておられますけど、うちの方は今度は職員の処遇とかい

うのをどういうふうにしていこうか非常に大きな課題だろうというふうに思っております

のでよろしくお願いします。それと定年不補充とかいう問題、今、再任用の制度もござい

ますので、そこらとの整合性が十分必要だろうと思います。 

○矢立孝彦議長 

 大江議員。 

○大江厚子議員 

 あのー自治体は本当に住民と職員と行政と密接な中でね、この社会が回っていますので、

職員の処遇も考えつつも、自治体の財源的な問題も考えつつという、そういうところでは

あると思いますが、本当に国は容赦ないです。財産処分とかね、そういう公的な権利を行

使する部分だけを残して、後は非正規職と民営化アウトソーシングというふうな方向性す

ら出していますので、本当にね心して私はやっていきたいというふうに思っています。次

に役場支所・出張所機能について質問します。１番の支所・出張所はどのような機能を備

えているかは、昨日の他の議員で答弁ありましたのでそこはそれでもう了解しました。

２番目のより地域に密着した支所・出張所が求められるが、体制はどうあるべきか、どう

あるべきと考えるかです。特に支所長さんは、より近い形で住民と接しておられますので、

いろいろお考えもあると思いますが、そこをまずはお聞かせください。 

○矢立孝彦議長 

児玉加計支所長。 

○児玉斉加計支所長 

ご質問の支所のあるべき体制ということでありますけれども、この体制につきまして私

の立場から体制のことをちょっと言うのも何かと思いますので、私からは加計支所の状況

につきましてですね、ご報告をさせて頂ければというように思います。現在加計支所では、

住民生活課一課となっております。その中にですね住民担当ということで５名、産業建設

担当という事で５名、私を含めまして 11 名で、加計支所は配置をされております。窓口

担当と申しますのは、つきましては業務につきましては正確でスムーズな対応とワンスト

ップサービスを心がけておりますけれども、年々業務が複雑多様化してきております。こ

れまで以上に関係各課との連携と職員のスキルアップが求められておるというように考え

ております。産業建設担当につきましては、大きく３つ、町道林道維持、上下水道維持、

有害鳥獣対策等になっております。まず町道林道維持につきましては、加計管内では、町

道 193 路線、林道 26 路線ということで、旧３町村の中でも最も多い路線を抱えておりま

す。これですべてをですね、なかなか目が行き届いてないというのが現状でございまして、

現在は地元から要望、苦情が多い、特に生活路線、生活路線につきまして予算の範囲内で

ありますが、維持管理をさせて頂いております。しかし近年のように突発的な倒木、落石

等が発生しますと早急に対応が必要ということでありまして、職員が直接出向き対応させ

て頂いております。上下水道関係につきましては、水道が７施設、下水道が２施設という

ことでその管理をさせて頂いております。昨日建設課長の方からありましたように、どの

施設も経年劣化が進んでおります。特に水道施設につきましては、どこで漏水が発生して
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もおかしくない状況でございます。いざ大規模な漏水等の不具合が発生しました場合は、

長期化をするという傾向がありますので、職員が昼夜を問わず対応させて頂いておるとい

うところでございます。有害鳥獣対策につきましては近年特に今年はイノシシ害が多くて、

30 年度、今年はですね、捕獲班員によりまして過去最高の 88 頭を現在駆除しております。

しかしこの駆除班につきましても高齢化や担い手不足が大きな問題となっております。そ

こで加計支所では職員３名が狩猟免許を取得しまして捕獲員となりまして、捕獲員の活動

をさせて頂いておるというところでございます。このようにですね支所業務というものは

住民生活に直結した業務が多く、すみやかな対応が求められております。しかし予算にも

限りがあることから直営、先ほども言いましたように職員が直接現場に出向きまして対応

するということが多くなっておりますので職員のマンパワーへの依存度が非常に高くなっ

ておるというとこが加計支所の現状でございます。以上です。 

○矢立孝彦議長 

梅田筒賀支所長。 

○梅田幹二筒賀支所長 

失礼いたします。筒賀支所につきましても加計支所同様に現状を述べさせて頂きます。

筒賀支所は職員が８名でございまして、男性５名、女性が３名でございます。窓口業務、

産業建設業務とありますけれども、これは全員であたるということにしておりますので、

特に区分けをしているという状況でもありません。先ほどの窓口業務につきまして、加計

支所と同じ様な状況でございますので説明は省かせて頂きます。産業建設業務につきまし

ても同様の状況でございます。窓口業務及び産業建設業務としましては上下水道施設、町

道、林道などライフラインの管理と有害鳥獣駆除を行っております。地域住民が安心して

生活して頂けるよう広範な行政サービスを行っています。産業建設業務に関しまして、苦

情、要望等頂くこともありますので、すみやかに現地を確認し必要に応じて相手方と現地

で立会してもらい町が対応できるか協議し必要な措置を行っています。今後も地域住民の

身近な行政窓口として業務の遂行に当たりたいと考えております。また筒賀支所では筒賀

財産区の管理業務を行っています。支所業務は住民生活に直結した業務が多く、速やかな

対応が求められています。しかし予算的にも限りがありますので、加計支所同様直営で現

場対応が多くなり、職員のマンパワーへの依存度が非常に高くなっている状況でございま

す。筒賀支所からは以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

大江議員。 

○大江厚子議員 

直接対応、直営対応というのは、例えば補修とかを直接職員がされるということですか。

それはすごい大変です。技量もいるし時間も労力もかかります、大変なことだというふう

に思います。そういうことに関してもですが、支所長の裁量というか、権限で予算の執行

はいったいどれくらいまでは支所長が決裁できるのかというのをお伺いします。それから

どの方も言われますが、近年の災害の多さで大変さを思うと、災害時の避難所の把握や住

民への周知徹底等は、直接、緊急には支所が関わってくるように思うんですが、その辺の

対応は今の体制でどうなのかっていうことと、それから今も言われますようにその地域住

民とって支所は本当に身近な存在ですので、そこに例えば保健師さんのような役割を持つ

人がいれば、健康とか介護の相談とか、その他、子供の発育についての相談等もね直にす

ぐにして頂けるということがあると思うんですが、これはまぁ町長さんにお伺いするよう

になると思うんですが、そういう保健師の派遣とか常駐という事は考えられていないのか

ということをお伺いします。それともう１点、安野出張所についてはどのようになってい

ますでしょうか。 

○矢立孝彦議長 

加計支所長。 

○児玉斉加計支所長 
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すみません、あのーすみません、出張所の件について漏らしておりました。すみません

でした。まず出張所につきましては、安野出張所を管内にあります。これはですね、安野、

坪野地区を中心としました窓口業務を行っているということでございます。産業建設関係

につきましては、地元からありました要望、苦情につきましては、速やかに支所にあげて

頂きまして、支所から現場へ出向きまして速やかな対応させて頂いておるというところで

ございます。すみませんでした。漏らしておりました。それから支所長の権限でのお金の

公金の支出ですけれども、一応 100 万と、ごめんなさい、99 万円までという事になってお

ります。あと、災害等のどういうんですか地域との連携等でございますけれども、これは

有事の際というか、加計支所、筒賀支所も同様でございますけれども、消防の出先という

か本部、支所の本部を支所内においておりますので、あと、避難所の設置等々はですね、

連携、各行政連絡員さん等々ですね、連携を取りながら、密にしながら、開設等を行って

おります。いざ有事が発生した場合もですね、あとは本部、消防団等の連携を密にしなが

ら情報収集を図り速やかな対応をさせて頂いておるというところでございます。以上でご

ざいます。 

○矢立孝彦議長 

健康づくり課長。 

○栗栖浩司健康づくり課長 

ただいまありました支所への保健師の配置ということですが、現在保健師は健康づくり

課に集中配置となっております。というのが保健師の活動というか、特殊性というのは普

通と違いまして色々な技術というものが必要ですので情報の共有であるとか技術の共有で

あるとか、そういうような事を合併時点で加味しまして、分散配置でなくて集中配置とい

う形で健康づくり課に配置されております。先ほどありましたように、そういう相談事が

ありましたら、支所なら支所から健康づくり課の方へ連絡がありまして、訪問が必要なも

のについては随時訪問していくという形で活動させてもらっております。それとやはりそ

ういう相談事もなんですが、やはり相談される方というのはなかなか来れない方が多いの

で、どうしてもこちらから出向くという形をしっかり、まだまだ不十分だと思っておりま

すので、今後しっかり訪問ができるように、よりよい体制を作っていきたいというふうに

考えています。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 児玉支所長が決裁の権限を 99 万と申し上げたんですが、単純にそうではなしにですね、

要は支出科目とか色んな部分で上まで上がってくる、こなくちゃいけないものがまだまだ

たくさんあります。ですから北広なんかでは支所長にもう権限を預けてるような予算をつ

けてる部分もあります。うちでも議論があるんですが、なかなかそこまで進んでいないと

いう事で、もう少し組織内の分権というか、そういったことも検討していかなくちゃいけ

ないというふうに思ってます。 

○矢立孝彦議長 

 大江議員。 

○大江厚子議員 

 組織内の分権ということも考えていくということでした。出張所はいわゆるフルタイム

の非正規の人が 1 人おられることでいいんですね。わかりました。他の議員の答弁にもあ

りましたが、行政改革のあおりで、やっぱりそのどんどん人員が減らされていく、規模が

機能が縮小するってことがあってきたようですが、これ以上はだめだろうというふうに思

います。今の体制をぜひ維持、拡大する分でもね、維持、縮小することのないようにすべ

きだというふうに思います。それから今のことについてまたいろいろ質問はしたいんです

が時間の関係で次にいきます。次に、最後の質問で原発政策についてです。2011 年の東日

本大震災と福島のね原発事故からもうすぐ８年目の３月 11 日がやってきます。この時期
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になるとやはり原発事故に関して考えなければいけないし、考えることが多い時期になり

ます。あの原発事故で私たちは原発に依存する社会がいかにもろいものかということを知

らしめられました。福島では今や 270 人もの子どもたちが甲状腺癌が発症しています。ま

た免疫低下によるさまざまな病気、がんも発症しています。避難者は未だ５万人を上回っ

ています。このような状況でも国や電力会社は再稼働を強行し今年２月 14 日現在、９基

が稼働しています。私たちの地元、中国電力も島根原発２号機を再稼働、３号機を新規稼

働させようとしています。2014 年に島根県は広島県、岡山県と原子力災害時における広域

避難に関する協定を締結しました。これは島根原発事故で災害が発生した場合に、原発 30

キロ圏内の住民 27 万人を、岡山と、それから広島県 20 市町に受け入れるという内容です。

この町は出雲市の斐川町阿宮っていう地域ですかね、の住民を受け入れることになってる

というふうに見ました。どの程度までそれが内容が充実してる、決められてるかというの

は、ちょっとまぁ分からないんですが、ともかく避難計画ができているから原発を再稼働

あるいは稼働、新規稼働しても構わないとは絶対になりません。一旦事故が起これば避難

すればいいというものではなくて、初期の大量被爆は免れません。その後残留性放射性物

質は長期にわたってその地を汚染します。島根原発やすでに稼働している伊方原発は安芸

太田町から 120 キロにあります。風や、雨、雪、雲によって広域に放射性物質が拡散され

るのは、チェルノブイリや福島の例を見るまでもありません。明らかになっています。こ

こから質問です。１、島根原発再稼働と広域避難訓練について。当町も島根原発事故時に

は避難先になっているが、一旦事故が起これば、広域で被爆は免れない。原発再稼働ある

いは新稼働についてどう考えるか。さらにもう一つの質問です４年ぶりに文科省は放射線

副読本、小学校、中学校、高校生用向けの冊子ですが、を昨年９月に作成され、昨年年末

には各学校に配付されたように聞いています。この冊子には当然、原発事故の原因やその

経過放射能汚染の状況、被爆の脅威等知らせるべきですが、それらの記述はなく、原発事

故でも健康被害はありませんでしたとしか受け取れないような内容となっています。放射

線の説明ではその安全性と優位性ばかりを強調しています。放射能の被爆の危険性やリス

クについての説明は極めて不十分なものです。具体的な被爆や放射線性、放射能、放射線

被害、遺伝子への影響についてのきちんとした説明はほとんどありません。特に子供は放

射線に対する感受性が高いと言われています。そのことに言及する記述も全くありません。

健康被害より風評被害を重要として取り上げています。なぜそのような事になるのか、そ

の背景には放射線はそれほど恐れる必要がなく、原発事故は収束に向かっている、原発は

再稼働しても大丈夫という国家プロジェクトプロパガンダがあります。安芸太田町の保養

支援グループがありますが、全国のカンパを財源に毎年福島の親子を当町に招待していま

す。目的は少しでも被爆のリスクを回避してもらうことで申し込みがとても多くてお断り

する現状です。その中でお母さんが福島の子どもがいつどの子が甲状腺にかかるか、ロシ

アンルーレット状態だ、毎年保養に出るのは原発政策に対する抵抗だと言っています。教

育委員会にお聞きします。文科省はこの放射線副読本を２億円以上の予算をかけて作成、

全国の小中学校に送られています。この冊子は国策として推進された原子力開発について

ほとんど根拠を示すことなく、安心安全を子供たちに教えこむ、刷り込むような内容が扱

われています。当町ではこの冊子をどのように扱っていますか。以上２点お伺いします。 

○矢立孝彦議長 

総務課長。 

○栗栖一正総務課長 

それでは１点目の島根原発の再稼働と新稼働について、どのように考えているかという

事について、お答えをさせて頂きます。島根原発２号機の再稼働につきましては国の原子

力規制委員会の厳正な審査受けている段階と今認識しております。仮に再稼動が認可され

るということになりますと、当然に専門家、専門機関が判断した安全性が担保されてると

いう審査結果でありますので、それを受けた電力会社、今回の場合は中国電力さんになり

ますけれども、その中国電力さんに対しては地元自治体等の意見を十分に尊重した上で慎
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重に判断を頂きたいというのが思いでございます。次に新稼働についてもご質問がありま

した。島根原発３号機については、昨年８月に原子力規制委員会に安全審査を申請したと

されております。この３号機についても２号機と同様に専門家は専門機関において厳正な

審査が行われた結果その認可がもしくだされれば、その際には２号機と同様に中国電力さ

ん、運営会社としての中国電力さんが、地元自治会等の意見を聞いて慎重にご判断を頂き

たいと、そういった思いでございます。以上です。 

○矢立孝彦議長 

教育委員会、学校教育課長。 

○長尾航治学校教育課長 

それでは２番目のご質問頂きました放射線副読本につきましてですが、これにつきまし

ては改訂版として本年度 10 月にですね、各小中学校および高校へ直接配布があったもの

でございます。この副読本現物は私の手元、ここにもあるんですけど、小学生用とそれか

ら中学生高校生用、２種類ですね、がありまして、それぞれに合わせて第１章では原子放

射線等はどんなものなのか、また第２章では原子力発電所の事故と復興の歩みといった題

目で風評被害や差別、いじめの問題等について考える教材となっております。本町でどの

ように取り扱っているのかというのがご質問の要旨でござましたので、実態について回答

を申し上げます。通告頂きまして学校の方へ調査をかけました。学校により若干の違いは

ございましたけれども、この副読本については、児童生徒各個人に配布したのみで、ほと

んどの学校において授業では取り扱っていないのが実情でございました。また加計高校、

高校の方はですね、県立高校でございますので調査出来ませんでしたのでご了承ください。

学校には大変多くの副読本、例えば消費者教育や、ここ近年で言われる主権者教育などそ

ういった資料や専門分野で例えば河川環境考える資料でありますとか、下水道の仕組みの

本のようなものですね。こういった資料等が毎年たくさん配布されてまいります。いずれ

にいたしましても町教育委員会としては学習指導要領に定める事業を実施するに当たって、

これらの教材を教材として使用するかどうかは、各学校にゆだねられるべきものであると

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 

大江議員。持ち時間にご留意の上、再質問願います。 

○大江厚子議員 

100 年に 1 度、1000 年に１度という本当に考えられない災害の中で、どれだけ安全対策

をしても事故は起こるというふうに認識しなければいけないと思うんですね。原発ってい

うのは本当に事故が終わったらもう復旧かといったら、放射線被害はもう何万年と続くわ

けですね。それを考えるとあのその安全に留意したから稼働できるというふうにするとい

うのは本当にできないというふうに思います。副読本は個人に配布されたということなん

ですね。私の知ってる三次の近くの小学校は、教職員、校長教頭も含めて、その冊子につ

いて協議をして、これは配るべきではないってことで配らなかったという学校もあります。

当町のそれぞれの学校がどのように協議されたのか、また聞きたいところです。最後に私

たちの地域は黒い雨認定を求めて裁判を戦っている人がいます。昨年私は安野で行われた

裁判の経過報告会に参加しました。高齢の原告や関係者の方々が、この被爆を無いことに

させてはいけない、このことは自分たちのだけの問題ではないと言って頑張っておられま

す。広島の地は誰も被爆はさせない、原発は撤退を訴えるべきと考えます。福島の子供た

ちが 74 年前被爆し黒い雨を浴びた子供たちと重なります。福島の子供達の不安に寄り添

うことなく原発は安全、原発推進教育を意図的に学校教育の中で行うための放射線副読本

は撤収、そして発行した文科省に抗議すべきと考えます。以上です。 

○矢立孝彦議長 

答弁あれば簡潔に願います。よろしいですか。以上で大江議員の一般質問を終わります。

しばらく休憩します。 
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                 休憩  午後３時１７分 

                 再開  午後３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。11番、中本正廣議員。 

○中本正廣議員 

 中本でございます。平成という元号で最後の定例議会のまた最後の一般質問という事に

なりました。平成２年に議会議員となりましたので、平成が変わるということに対してち

ょっと感慨深いものがあるわけですけど、それはさておきまして、平成 31 年度の予算に

ついて、という事であのー質問項目的には 30 年度予算の実績についてと 31 年度の予算に

ついてという２項目で出しております。その中で平成 31 年の予算について、入る前に 30

年度の予算についてことで質問させて頂きます。町長は地元の経済の活性化に資する予算

になるよう取り組んで参ると言われておりました。各課におかれましても昨年３月、30 年

度当初予算について各課長の力強い、もう一ぺん言います、力強い取り組み意気込みを語

っておられましたので期待はしておりますが、この 1 年間予算を掲げた執行に当たってど

うであったか。今回一般会計補正で２億 4,921 万２千円の減額ではありますが、これはあ

のー事業執行できなかったもの、入札残のものとか、繰越のものがあろうと思います。平

成 30 年度の実績はどうであったか、成果はどうであったか、そして課題はどうであった

か、各課において地元の経済の活性化にどうつながったかを各課の課長さんはその成果に

対して答弁したくて手ぐすね引いておられると思いますが、ここはちょっと我慢して頂い

て、要約して町長に答弁を頂きたいと思いますんで一つよろしくお願いします。 

○矢立孝彦議長 

小坂町長。 

○小坂眞治町長 

平成 30 年度の総括をという趣旨でのご質問を頂いたと心得ておりますが、まだ 30 年度

もわずかですけれども残っておりますし、また行政の手法としては、継続繰越があったり、

出納閉鎖期間があったりするというような事でですね、まだまだしばらく最後の踏ん張り

をするタイミングはあるのではないかと思っておるところでございますが、総じて、今回

の一般質問にも頂きましたように、やはり町民の人口の減少具合い、あるいは出生数の数、

等々がですね、やはり我々の施策の１つのバロメーターになるものと心得ておるものでご

ざいます。そういった意味におきまして、今年度 20 名の出生を期待するという事で、現

在のところ 19 名というふうに報告を受けておるところでございますが、そういうふうな

環境をですね、我々が目指しておる子育て世帯、あるいは出産から育児、あるいは幼稚園

あるいは保育所の取り組み等々の成果にですね結びついたとはなかなか言えない数字が

１つそこにあるように心へ認識をしております。また一方、働く場を確保して、若い方々

の定住を促進するという事におきましても、やはり社会減が大きな数字を占めているとい

う事で、やはりそれぞれの施策の効果がですね、まだまだあらわれてないように思ってお

ります。そうしたふうな取り組みと報告も今回の一般質問の中にも報告させて頂いており

ますが、28 年 29 年には、社会増減が減少すると、いわゆる国立社会保障人口問題研究所

の推計を上回るというような取り組み成果もですね、ご報告させて頂いたところでござい

ますが、今日 30 年度をこの時点で振り返った時に、そういったふうなことをやはり我々

も受け止めざるを得ないように今思っておるところでございます。そうしたふうなことと、

やはり一方ではその直接の成果になることには至っておりませんが、教育の領域におきま

しては、ＩＣＴの導入をですね先駆けて行い、現場の先生方も積極的に取り組んで頂いて

おるという報告を聞いておりますし、また保健・医療・福祉の領域におきましても、安心

して生活して頂けるよう病院事業あるいはあんしん等々が地域包括ケアシステムという領

域に積極的な取り組みを重ねてくれておるものでございます。それとやはり稼ぐという領

域ではございますけれども、地域商社が１年遅れてですねこの 30 年度からある意味活動
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が始まっておるところでございます。そうしたふうな取り組みの成果が、また次の年度に

ですね、十分期待できるんではないかと思っておるところでございます。総じて、さっき

冒頭申しましたように、我々の施策の一番の判断材料とするところの持続可能性がある町

づくり、これは人口にまず表れてるという認識を持ちまして、30 年度については厳しい状

況ではなかったかと今の時点で思っております。まだ残りわずか頑張っていかくちゃなら

ないことと、やはり私のところへまだ 30 年度の決算につながるようなですね事業の報告

を十分私自身が把握しとる所じゃございません。ただ先ほど申しますようなことについて、

やはりもう一度定住に結び付く、あるいは交流促進に結び付く、あるいは産業の振興に結

び付く取り組みですね、再度点検をしながら取り組んでいく必要があろうかと思っており

ます。 

○矢立孝彦議長 

中本議員。 

○中本正廣議員 

 今 30 年度が全般的に終わった訳ではありませんので、全般的な実績とか成果とか課題

とかいうのは中間だとは思いますが、町民がどれだけどう言いますか、予算に対する享受

を受けたかという事を考えるときにですね、それはあまりにもまだまだ足らないような状

況になってきてるんじゃなかろうかなというように思います。そういった中でこの結果に

ついてはまだまだ今どうこうという事はまだできないと思いますので、早いですけど次の

質問に入らせて頂きます。２番目の質問は 30 年度の予算の実績、31 年度の予算について

という事で、これは 30 年度の実績、成果、課題を踏まえた予算編成だと思うというふう

になっておりますけど、それは若干入っていると思います。その予算の取り組み姿勢を伺

うという事にしております。今日本経済の現状は月例経済報告に示されておりますように

景気は緩やかに回復してると言われております。私が思うのにこれは日銀による金融政策

により円安となり一部の企業あるいは業種は利益をあげてるということではないでしょう

か。一般庶民にとっては今朝のテレビでもありましたが円安により輸入商品や、原材料の

高騰につながり、公務員の皆さんのように給料は上がっている方にとっても実質は物価が

上がり豊かさを感じられてないのではないでしょうか。なおさら安芸太田町の一般の住民

にとっては家庭内の財布は厳しい状態で、とても政府が言う景気回復の恩恵は受けていな

いのが現実ではないでしょうか。そのようなことで安芸太田町の経済状況は景気は緩やか

に下降線となっているというように思われます。今国会で問題になってる勤労統計の不正

問題、これはまぁ従業員 500 人以上事業所が対象ですか、集計後の平均給与額は実態より

は低くなってたといわれております。延べ 2,015 万人の雇用保険の給与給付は少なかった

ことが明らかになっております。そういった中 31 年度の予算一般会計 79 億 9,000 万、特

別会計が 29 億 5,700 万、病院が 23 億 9,300、合計で約 133 万 4,000 となり、平均的には

4.65 パーセント増ということになっております。まぁ一般会計については、9.3 パーセン

ト、特別会計は 7.51 パーセント減という形にはなっております。基本方針として長期財

政推計を踏まえた財政運営方針に基づき持続可能な財政運営に向けて歳入確保を徹底する

というように述べられております。また前年にとらわれずにとらわれない事業の見直し、

限られた財源を最大限に活用するとしておられます。そう言ったことで 10 項目あげてお

られます。財政健全化が一番大事でありますが、交付税も年々と減少してる状態になって

おります。町税が平成 29 年では８億 8,200 万、平成 30 年は８億 5,400 万、31 年は８億

4,400 万と言われております。ずっと減少してきてるわけですよね。この第１番の質問で

この現象の歯止め策はどのように考えておられるか、という事をまず聞きたいと思います。

それから人件費が年々抑えられている事は良い事ではありますが、人件費率、予算にして

17.42 というのはどうなのか。人件費率の目標として理想はどのぐらいの事を考えておら

れるのかを２番目に伺います。そして予算配分の中で投資的経費が平成 29 年では 11.5

パーセント、 30 年度が 9.87、31 年度が 6.94 と、どんどん下がってきております。商工

費、農林水産費、土木費あわせて 13.3 パーセント、30 年度は 15.76 でございました。こ
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の中で全体のどう言いますか、全体の予算から見ると商工費、農林水産費、土木費、まぁ

経済対策に一番直結するんではなかろうか思う、それが 13.3 パーセント、この中で人件

費は 17.42 というようになっております。一般の会社では成り立っていかないような状況。

経済の好循環を促し、そういった施策を展開することで地域の活性化を図りたいと言われ

ている。これで何ができるのかというのをちょっと伺いたいと思います。それから産業に

おいて、産業とそれとまぁ産業でいいですか、産業においては平成 30 年が３億 9,500 万、

今回が３億 4,200 万で 13 パーセントの減、安芸太田町は他市町と比べて、比べてみると、

狭隘な耕地でしかない。その中で先ほど一般質問の中でも答弁がありましたが、農業多品

目の生産を目指すと言われました。こういったことをどう誰が指導していくのかという事

を伺いたい。それから林業にしても 90 パーセントが山林であります。近年山に対する補

助金が増加しつつあり、森林環境税もその一つであり、議会では私も 20 年ぐらい前より、

森林交付税創設の委員とし、現在は全国の理事として活動してる状態でございますが、補

助金が出る、あるいは補助金が付くという事での事業をやってるようにしか見えない、中

身的に。これをこれが今、今になってちょっとなんかバタバタして良い結果になっとらん

のじゃないかと思う。長いスパンを見据えた形の中でどう対処していくかを伺いたいと。

それから土木について30年度は５億6,300万、31年度が４億9,000と、やっぱり13パー

セントのマイナスです。今年は雪も降らず補正で上げた 5,000 万の今除雪費も空振りとな

りました。マイナス 13 パーセントなり、これで経済の活性化ができるかを伺います。も

う一つ観光面について、安芸太田町のホームページを見る中で、あるいは観光パンフレッ

トを見てもですね、物産についても、紹介が偏っとるんじゃないかと、安芸太田町全般に

わたる紹介でなく、一部分が強調されてるように思います。公平さを感じ得ないというよ

うに私は思う。まぁ新しくホームページを出来上がると聞いておりますが、そういった中

では地域商社においては、安芸太田町全体を見回した観光物産等のアピールはして欲しい

というように思いますが、どのように考えておられるか。また春夏秋冬各季節ごとの紹介

も必要と思いますが、一年を通しての行事あるいは物産についても紹介が中身にあれば年

間の来町の計画を得られるじゃないかのように思います。そのへんも考えて頂けたらとい

うように思いますんでまず 1 回目の質問はそこで終わらせて頂きたいと思います。よろし

くお願いします。 

○矢立孝彦議長 

小坂町長。 

○小坂眞治町長 

たくさんご質問を頂きました。記録しとる順にですね答弁させて頂きたいと思いますが、

もし漏れておりましたら再度のご質問をお願いいたします。１つ、町税の減収、減少は傾

向的に見受けられる、これをどのように考えとるかというご質問でございました。先の質

問でも答弁させて頂いておりますが、いわゆる町税は町住民税、それと固定資産税が我々

の税収のウエイトを占めております。住民税はまさにこれは課税対象者の町民の人口にか

かってくるし、またそれぞれの皆さんの所得の状況も反映されるものでございます。そし

て固定資産の税は固定資産の評価につながるものでございます。そういったことは先ほど

申しましたように、やはり人口の数、あるいは地域経済を活性化し、それぞれの所得がで

すね向上することによって住民税を増やすことに繋がって来るものと思いますし、そうし

たふうなことが経済活動としてですね、地価の下落を食い止めるという事がまさに固定資

産税の確保につながって来るものと思っております。やはり固定資産税を確保するあるい

は人を増やすという事になりますと、やはり民間企業の投資をですね呼び込むような積極

的な手法が必要だろうと思います。先ほどもちょっと触れましたけれども、28、29 だった

と思いますけれども、附地の方に２つの企業が進出してくれました。当然、企業誘致の減

免措置はございますが、長い将来においては固定資産税が入ってまいりますし、またそこ

で 40 名を超えるような方々がですね働いて頂いております。これは全て町民ではないと

聞いとるんですが、そういったふうなことをですね、これからもやはり遊休地等々を活用
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しながら取り組んでいくべきと考えております。それと人件費がここで数字の中にあがっ

ておるところでございますが、これは投資的な経費、その他それぞれの支出割合と連動し

ますので、一概に言える数字ではないと思いますが、やはり今安芸太田町におきましても

職員の適正化計画、これは職員の配置状況を踏まえてですね、もう少し減少をするという

事を課題としておるところでございますけども、なかなかこの広い面積を、またこの色々

な景気対策等々の行政施策を取り組むにおきましてですね、やはり人員の削減ということ

については、大変現場とすれば厳しいものがあるところでございます。それと３番目に経

済の活性化という事で予算配分をという事で聞いておりますが、これはあのー国が財政を

持って景気対策をする、あるいは融資施策を緩めて景気対策をするというようなことにで

すね、町村財政においては景気対策に至るような予算編成はなかなか難しいものと認識し

ております。必要にかられて組む予算の中で、地元に仕事をして頂く、また地元で全てを

償却するというようなことがせめての取り組み状況でございます。でありますので、経済

対策につながるようなという大きなことには至っておりませんが、それぞれの産業を支援、

あるいは応援するという補助金等々の計上をですね、積極的にやっていきたく思っており

ます。それと農業の領域でご質問があったんではないかと思いますが、少量多品目という

事を掲げておるが、どのような体制でそれを進めているのかというご質問でございます。

今までも産業振興課を中心にですね、野菜カレンダー、安芸太田町安野から松原、猪山ま

で標高差が結構ある。その標高差を利用してそれぞれの気候にあるいは季節にですね応じ

て、安野からどんどんどんどん作っていけば最後に猪山、松原まで引き続いて同じ作物が

ここにできるというような野菜カレンダーをですね、全ての世帯へ配付させて頂き、また

農協等々の指導を受けながら、その取り組みを重ねて参りましたが、なかなか十分な成果、

その成果と申しますのが我々のまずは産直市へ十分な素晴らしい商品を出して頂きたいと

いう思いで取り組んだことでございますが、なかなか十分なことになっておりませんが、

これは引き続いての取り組みをしてまいります。そうすることによって農地の保全にもつ

ながりますし、またあるいは半農半Ｘというような仕組みづくりがですねできるんではな

いかと思っておるところでございます。新年度におきましては、また地域商社の方もそう

したふうなスタッフの配置、スタッフの中でですね新しい特産品の開発であるとか、ある

いは今までのノウハウを持って出荷体制の構築であるとかどんどん新しいことを提案して

いきたく準備をしております。そして林業でございます。林業、これはご指摘のように、

ご質問のように、度々東京の方へ私も同行をさせて頂き、森林環境税の創設については、

本当にお骨折りを頂いたことに感謝をするものでございます。この森林環境税まさに環境

を維持するという観点から都市部の皆さんにも税金を納めて頂いて、いわゆる林業、山が

ある中山間地、いわゆる山地にですね、経済的な仕組みを回すという事で、やはり都会の

皆さんの期待に応える取り組みを一つは大きく求められるものだろうと思っておりますし、

またこの財源をエネルギーにですね起爆剤に安芸太田町の林業がもう少しもう一度山が動

くというような表現につながるようにですね、元気になればという事で、今一生懸命計画

をたてておるところでございます。そうした中、幸いにも自伐林業という切り口で、若い

方々がですね林業に取り組んで頂いております。町の方も担当課の方で補助金等々の予算

を組みながら応援する体制を組んでいます。さらにそうしたふうな若い方々の力、若い

方々の転入につながるような取り組みを引き続いて取り組んでいきたく思っておるところ

でございます。土木費という事でご質問頂きました。先ほども申しましたように、投資的

に取り組むという地方財政の状況ではございません。国が景気対策というような形でです

ね、公共事業に取り組むということと同一に我々の財布があるのではないことはこれは認

識を頂きたいと思いますが、そうした中でやはり生活、安全確保、あるいは先ほど申しま

したが産業基盤等々の整備のためにやはり必要な予算は組むべきだろうと思いますし、そ

のことが地元の業者さんに発注できることにつきまして、経済対策の一助にはなるものと

思っておるところでございます。メモしておりますのは以上のことでございますが、また

再度ご質問頂きながら取り組みを説明させて頂きたいと思います。それとあのー先ほどち
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ょっともれとったんですが、今私たちの手法は行政評価というような仕組みを取り組みを

しております。いわゆるＰＤＣＡを回してＫＰＩを評価するというような形でですね、昨

年もその評価の報告について報告はさせて頂いておるところでございますが、まだ十分な

評価の仕組みにまだ過渡期だろうと思っております。30 年度におきましては、そういった

ふうな観点からより町民の皆さんに伝わるような評価をしながら、またそれを基にですね

予算編成に取り組んでいきたく思っております。もう１つ観光という領域でご質問ござい

ました。観光と聞かれればまずこの冬の雪不足をですね、まず１つご報告していくべきだ

ろうと思います。我が町の冬場の雇用の場でありますし、冬場の観光客の入込であります

スキー場がですね、今年は例年に比べて約 25 パーセントくらいの経営日数、営業日数で

あったというような状況で、大変売り上げもですね伸びずに苦労しておる。あわせてそこ

へ働く方々の収入も当然さえぎられておりますし、またおいで頂く方々がコンビニである

いはガソリンスタンドでというような状況にも大きく表れておるものと思いますし、また

雪不足があったが故に除雪作業が少なくありました。これは減額予算を、減額はしてない

か、予算の中でも説明すると思いますけど、大変土木業者さんに除雪の準備をして頂いて

おりながらですね、そういったふうなことに繋がらなかったことについて、雪が少なかっ

たという事だけではなしに、地元の経済にも大きく影響するような状況であったことをご

報告させてもらいます。あのー産業を引っ張っていく色々な領域がございます。今は我々

が地方創生の中の切り口で産業支援センター、産業支援センターという取り組みのメニ

ューがありまして、その実現を挑戦いたしましたのが地域商社でございます。地域商社も

いわゆる過渡期がございました。いわゆるあのー観光協会等々のつながりの中で、充分な

スタートが切れませんでしたが、この 30 年度を準備期間といたしまして、31 年度からま

た体制を整えてですね、取り組んでいきたいと思います。そうした中でやはり特産品を開

発する、また特産品を先ほど言うように流通に乗せていく、また入込という状況の中では

ヘルスツーリズムについて力をまず入れて参りたいと思っておるところでございます。そ

れとやはり業としての農業、業としての林業につきましてはですね、かねてからの取り組

みをさらに続けて参りたい、その財源として先ほど申しましたように森林環境税が１つ大

きな財源になるものと思っておるところでございます。農業におきましてもやはりこのグ

ローバルな価格競争の中に取り組まざるを得ないような状況でございます。そうした中で

やはり特徴的な先ほどお質問がありましたように少量多品種、100 万都市を市場にしてで

すね、グローバルでないところをですね我々はやはり活動領域を求めるのがこの狭隘な地

域の農業施策ではないかと思っております。観光もですね、今年今観光ビデオの制作をし

ております。そうした中で色々今制作途中でございます。秋からこっちの冬を今取材をし

て新年度にまた予算を頂いて春から夏の取材をしたく、そうしたふうな中にご指摘があり

ましたように、広く安芸太田町域、全域をですねＰＲするようなやはり編集をする必要が

あるという意見がありましたので、そういった観点から、今取り組みをしておるところで

ございます。それとやはりあのーご質問頂きましたように、四季を通じてまた１年を通じ

てですね、やはりそういったふうなものを今計画をしておるところでございますし、また

四季、景色としての四季だけではなしに、今モノからコト、すること、体験をすることと

いうような事がございますので、そういった観点からもメニューを、そういった観点から

もＰＲをしていきたく思います。それとやはり四季折々のおいしい食べ物また特産品につ

いても、そういったものの中に入れていきたいと思いますが、これは今映像を中心として

考えております。その映像が完成したら、今度は映像の中からポイントになるもの、ある

いはＰＲにすぐさまなるものを抜き出して、また活字媒体、ペーパー媒体に繋がっていく

ような取り組みになればと考えております。 

○矢立孝彦議長 

中本議員。 

○中本正廣議員 

あのー最後の今の観光の関係の中の、どう言いますか、ホームページとかこういったパ



- 41 - 

 

ンフレットでもですよ、これだけのものを作ってある中で私はものすごく偏ってると思う

んです、中身がね。やはりもうちょっとこれやらないと、あのー実際的にこれ入っとる関

係あるところは良いんですよ、載ってるわけだから。でもね、小さいところはどうやって

も入ってないもの、色んなものがあると思うんですよ。そうすると、うちはこれ載ってな

いよと、私が思うのに、それに関連した人はそこを一生懸命やってるけど、そうでなく関

心ないとこは一切やってないというのが私の感覚です。ですのでそういったことが無いよ

うな形の安芸太田ナビというのを作ればやってほしいというように思います。それから、

投資的経費の今さっき言われました町長なかなか難しいとは思いますけど、投資的経費が

多い時ですよね、今までの経過の中で多い時というのはやはりね町税も若干減りが少ない

んですよ、減ったとしても。やっぱりそれはあのー町税の方にも影響してくるわけですよ。

だからそれがどんどん減ってくる、今13パーセントですから、ずっと減ってる、それま

でもまた減ってきてるから、それだけ減ってくるということは町税も落ちてくるという事

になるので、そこらをやっぱり加味した中のバランス的なものの出し方というのをやっぱ

り考えていかないと町はどんどん疲弊してくるというように私は思うんですよ。ですので、

特にさっき言いました産業関係、それから商工関係とか土木関係というのは直接住民の生

活に響いてくる問題がある。そういったところについてはですね、しっかりと予算が出せ

るような形を作っていかにゃあいかんと思う。それと土木においては公共工事が主になっ

てくるわけですけど、今公共工事の中ですよ、今やってる松原とそれから今のどこですか

ね、今の短いところ今やってる、弁財天の分ですね、それらでも全然進んでないですよね。

これなんで進まないのかということなんですよ、１つは。政治的なこともあるかもわかり

ませんけど、やはりその辺はやっぱりしっかりそれを動いてやるというような形を作って

いかないと、あのー投資的経費が少ない中で公共事業はしっかりとれるような形をとって

これないというように思う。そこらももうちょっとどう言いますか、営業面と言いますか、

トップセールスをする必要があるんじゃなかろうかというように思います。そういった中

で先ほど人件費言いましたけど、今の働き方は改革というのがよく言われております。こ

れはあのー残業代もそうですけど、私いつも言いよるのに残業代は補正で出してください

って言いよるんですが、まぁあのー各、これできるかできないかわかりませんが、各課の

ですね人員の中の一人一人に残業した人のグラフを作ったらどうかと、縦グラフを。それ

を各課に張っとくというような形を作ればですね、若干違うんではないかなというように

思います。前にも言いましたように、ある会社ではですね、６時にパソコンが全部落ちる

と、それでも営業的には変わらなかったと、今までは 11 時とか 10 時までやってたものが、

そういった形のものが思い切ってやればできるんじゃないかなというように感じます。そ

こらを人件費を若干落とす手立ての１つじゃないかなというように思います。それからこ

れちょっと前段でちょっと言わせてもらうと、３月末で河越主幹が県に帰られると聞いて

ちょっと残念に思うんですけど、まー安芸太田町の実財源の乏しい本町で事業の推進や財

政運営にご苦労があったというように思っておりますし、敬意と感謝を申し上げたいとい

うように思います。そういったところでですね、やはり県から来られたいうことを含めて

ですね、ある程度の成果は安芸太田町にとってはすごくあったと思うんですよ。それが産

業においてもできないものだろうか。土木方面もそうですけど、商工の方もそうですけど、

今先ほど言いましたように特産物を流通に乗せる、それじゃあその特産物はどうするんか

と、今現在、道の駅に出せるような、産直市に出せるような品物が揃ってないのがよそと

比べたら歴然としておりますよね。どこの道の駅に行っても、群がるのは特産物ですよ。

やはりこれは指導員、あるいは普及員、それから農業大学出た人とか、そういったことと

の交流的なもの、交流と言いますか、職員として雇うとかいうことができないものだろう

か、町として。それがないとですね、これはいつまでたっても今の状態ですよ。ＪＡの人

に頼むと言ったって、ＪＡはＪＡの仕事があるわけですから、ここだけじゃないわけです

からね。やっぱりそこの辺を本気になって考えにゃあいかん時期でもう遅いんですよ、今

でも。そうしないと特産物を作ると言ったってできない。私一番思うのには、ここである
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のは一番多いのはなすび、きゅうり、トマトとかいうのがいっぺんにばーっと出てくると

いう形のぶんでなくてね、例えばなすびでもそうですけど、高級スーパーなんかでてるの

は、なすびの小さいのが出てる。まだ、途中で採ったやつ。きゅうりもそうです、大根、

人参も全部そうですよ。本当にこのボールペンくらいのしか出てない。これが高く売れる

わけですよね。そういう段階の売り方もあるわけですし、やっぱり売り方の市場もあると

思いますけど、やっぱり農業というのは見た目というかいろんな面の改革をしていかない

とできない。それにはそれに精通した人がおらないとですね、指導員がおらないと無理だ

と私は思うんですよ。だからそこらを町として早くどう言いますか、手立てをする、職員

として。林業もそうです。毎回言ってるように、ここは90パーセントがやっぱり山とい

うことの中でですね、何で早く県の林務課あるいは林野庁との人事交流をしないのか。今

になってばたばたして補助金が付きだして、それをやったところでですね間に合わんです

よ。特に製材所もない、色んな施設もないという事の中でですよ、自伐林業いうたってか

らそんなものは微々たるもんでしょう。今から先のこの山のことを考えた場合は、安芸太

田町は山をあるいは景観をうってく中でですね、そういった人事交流をしっかりして、そ

れを育てていくというのが 一番じゃないですか。人事交流すれば当然うちも出さにゃあ

いかん、今度帰ってきてからの仕事があるという、今まで県の方にも出て行った、帰って

きて色々なことをやってくれた、そういった形を作らないと、ここの町はやっていけない

んじゃないかと思う。そりゃあここにおるここの課長さんあたり全部で20数名ですよ。

その方がきちっとしてやればいいですけど、専門職じゃないわけですよね。それと土木も

そうなんですよ。公共事業やったところでですね、検査してみて回るのは職員ですよ。そ

れが土木施工管理を持ってるか、あるいは設計の方持ってるか言うたら誰も持って、今い

ないんじゃないですか。施工管理持ってる人がおります。課長だけ。そういう人がねやっ

ぱり行って指導とか検査してもそういったことが無いと、できませんよ、そりゃあ。以前、

ＪＶで組んだ建設会社の人が、安芸太田町の会社とＪＶを組んで、三者ＪＶ、あるいは二

者ＪＶ、当然ながらＪＶ組むから行きますよね。職員がね。しかし、来てくれん方が邪魔

になって仕事がっていう話があるんですよ。それは育ってないんですよ。地元のね。やっ

ぱり地元が育つような形を、会社もそうですけど、やっぱり町も含めてからそういったこ

とを考えていかないと、特に土木あたりは施工管理は講習行けばいいわけだから、今の国

家試験受ければ、国家試験ですか、受ければいいわけですので、できればそういったこと

を町を上げて活かすというような形を作らないと、どう言いますか、職員の向上と言いま

すか、そのあれもないという気もします。これがまぁ色んなことを含めてから経済対策に

あがってくるんじゃなかろうか、それがひいては町民が満足度を上げるその施策になって

くるんじゃなかろうかなというように思います。ただ今のようにそういった人事交流がで

きるかどうかという、そういった話しましたけど、そういったことを含めて答弁あればし

てください。 

○矢立孝彦議長 

小坂町長。 

○小坂眞治町長 

弁財天が工事着手してるのになかなか進んでないという事もございました。松原の改良

についても、今県の方に要望して採択になっておるところでございますが、これはあのー

やはり県の方の採択の後の地元説明等々のスケジュールの中で、もう少し時間がかかるも

のだろうと思っておるところでございますが、今県はこの昨年の豪雨災害の復旧に本当に

全力で取り組んでおられるというようなことで、災害が無かった我々の地域のですね、県

の公共工事の発注もちょっと控えますというような状況が今続いておるのが現実でござい

ます。またやはり今回の災害を私もあのー直接的な大きな被害がなかったという事ではご

ざいますが、そのことに安住せずに、やはり温井ダムがあった支線と、やはり本線との水

の出方がですね、わが町においても大変な違いがございました。特に吉和郷の水位を見た

ときに、一番先にですね避難勧告を出すような状況がございました。そういった意味で我
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が町におきましても被害は無かったことではありますが、やはりあれほどの雨が降ればす

ぐ被害につながるような危機的な状況がたくさん見受けられました。そうしたことを今一

生懸命国や県にですね、やはり太田川の改修についてもう１回十分検討してくれるよう、

お願いを今しとる所でございます。またそれにおきましては議会の皆さんからのまたお力

添えも賜りますようお願いします。それと働き方改革、これは先ほどご質問にありました

ように河越主幹、毎週水曜日には早く帰りましょうとノー残業デイ今しとるところでござ

います。いつもいつもインターネットを通じてですね、我々に喚起してくれとる所でござ

います。そうしたふうなことを重ねながらやはり職員の意識改革、またモチベーションを

高めていく取り組みを引き続き取り組んでまいりたいと思います。それとやはり人材、こ

れは大きなものでございますし、やはり人事交流をもって、やはり確保するという領域も

ございます。また今県の方の土木の技術者が定年をされた方をですねやはり県の方はエル

ダーいう言葉を表現してますが、そういった方の力を借りながら、いわゆる専門領域の仕

事を今お願いしとるのが現実でございます。そういったふうなことがですね、さし向きは

できるんではないかと思います。土木においても、やはり林業においても、農業において

も、そうしたふうな人材が来て頂ければですね、これは積極的な取り組みをしたいと思い

ますが、土木の方を探すのも大変苦労したような状況でございまして、なかなかそれもメ

ニューにはあるところでございますが実現についてはハードルが１つあるところでござい

ます。それと先ほど申しましたように、人件費のみならず、やはり職員の適正化という大

きな課題を持つ中で、やはり専門職というのがですね、我々の組織の中においては一番苦

手と申しますか、負担の多い領域でございますが、ご指摘のようなやはり技術の継承がで

きるような仕組みをですねこれからも取り組んでまいる必要があろうと思っております。

とりわけ、産直市につきまして、また地域商社の新しい領域において、取り組みをするこ

とと今計画しております。そういったふうなことにつきまして、またご協力を賜ればと思

っておるところでございます。観光パンフレットは先ほど申しましたように今新しいのを

映像という領域でスタートしております。そのスタートする中で今下半期ですね、秋から

冬を今映像しておりますが、その編集をする委員会の中にご質問がありましたように、や

はり全町エリアを広い範囲を、確かにスポットはあるんですけど、広い範囲で取り組むべ

きだろうという意見がありましたので、今その観点から取り組みをしています。それが出

来上がったら、ポイントとなる写真を紙におとしたり、あるいはまたインターネットに載

せたりですね、そういったふうな次の取り組みの中で改良して参りたいと思いますし、ご

指摘のありましたようにそれぞれの地域の行事、それぞれの地域の特産品についても検討

してまいりたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 中本議員。 

○中本正廣議員 

 人事交流については、したらいいなというような感じで、するとかいうような答弁が無

かったんでちょっと残念に思ってるんですけど、これ予算のことがありますので、今から

先の分についてですね、やっぱり前向きに考えていくべきだというように私は思うんです

けど、まぁ将来的にそういった考えがあるかどうかというのをまた聞きたいというふうに

思っております。それから林務についても同じようなことなんですが、今私の聞くところ

では、県で退職する地元の出身の方がおられるというような方もおられるという話があり

ますので、そういったところは今から先、そういった手立て的なことをねやっぱり考えて

動いて頂きたいと、そうすることによって、まだまだ今の自伐林業という事でなくて、も

うちょっと大きな観点で林業関係ができるんじゃないかなというように思います。それと

かあのー、道の駅なんか関係していく中でもですね、木材を使った中、色んなものが出て

おります。この前皆さん見られたかもわかりませんけど、どう言いますか、間伐材を取っ

た材でですね、サイコロ状に作って見られた方おられますかね。10センチ角くらいのサイ

コロを作るんです、サイコロね。これにいろんなを絵を描くわけですね。全部絵が違うと
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いうのがね。それを作るという大きさで、それを小さい子には、例えば３つを並べる、

３つを並べた中でストーリーを自分でやると、小学校になるともっと長くしてストーリー

を考える。これは幼児教育を含めて学校教育にものすごくプラスになるという。だから顔

があり花があり動物があったりする。それを全部自分でストーリーを考えていくというよ

うな形のものを作っていく。これはまぁ温井工芸でもすぐできるようなものですよね。今

のどう言いますかね山口ですか、あそこの道の駅ではね、いろんな高度な木工で作ったも

の、組み立てるものとか、想像力活かすものとかいうのがある、そういったことを道の駅

で作っている。道の駅の一部は木材だけで作っているとか、今色んな手立てがあると思う

んですよね、木材に関係するものは。やはりそういったことはやっぱりもっと視野を広げ

て感覚を広げて考えて頂きたいいうように思っております。そういったことで地域経済対

策に重点を置き、町民の満足度を上げるとような形のものを、町としても頑張ってやって

頂きたい。それについてはやっぱり議会も一緒になって頑張って協力していくというよう

な姿勢を取っていかないと、この町の衰退がどんどん広がってくるというように思います

ので、そういうことを最後に、そういったやるべきではなかろうかという事を申し述べて

一般質問を終わります。ですので最後にあのーそういった人事交流の件は将来的にどうす

るかという事だけ、お願いします。 

○矢立孝彦議長 

小坂町長。 

○小坂眞治町長 

人事交流はですね、かつてから重ねております。現在も河越主幹が来てくれておること

で、また町の職員が今県庁の方で研修をしてくれておりますし、またこれは来年について

もですね引き続きその計画を実現したく取り組んでおります。かつては土木領域あるいは

観光領域というような専門的なところへ職員の交流があったと聞いておるところでござい

ますが、今当面の我々の課題がですね、財政あるいは企画というような領域に今絞ったと

ころでの人事交流をしております。これが複数送り出すことがですね、まだ難しいような

状況でございますが、ご質問がありましたような専門領域につきまして、またこれからも

検討を重ねて参りたく思っておるところでございます。よろしいでしょうか。 

○矢立孝彦議長 

以上で中本議員の一般質問を終わります。通告による一般質問は全部終了しました。こ

れで一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会し

ます。 

○伊藤真由美議会事務局長 

 ご起立願います。一同互礼。 

午後４時１９分散会 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


