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令和元年第５回定例会 

（令和元年６月１０日） 

 （開会 午前１０時） 

○矢立孝彦議長 

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

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

────────────・────・──────────── 

 

日程第１．一般質問 

 

○矢立孝彦議長   

 日程第１、一般質問を行います。今期定例会においてお手元に配付した一般質問通告表のとおり７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。３番、平岡昭洋議員。 

○平岡昭洋議員 

みなさん、おはようございます。かねて３番４番の発表をしておりましたけど、今回は思いきって

１週間前に質問を出しまして、めでたく１番を勝ち取りました。役場の方にもですね、対処しやすいよ

うに色々配慮しておりますので、ぜひですね、私の質問に対して、こちら納得できるようなですね答え

をしていただきたい、そう思っております。それでは１番の質問に入ります。本町に人口減対策本部を

設置することについてということです。一応この質問を、まぁまた提案ですね、出しました要旨を発表

させもらいます。今年５月15日の新聞報道に安芸太田町の高齢化率が50．6％となり 県内23市町で初

めてその 50％を超えたことが報道されました。先陣を切って１番を走る事は決して悪い話ではありませ

ん。お年寄りがこの町の住みよい環境で長生きをされて、結果人口の半分以上が 65 歳以上になったの

であれば、それはむしろ喜ばしいことです。そうであればその報道を機会にお年寄りが長生きで安心し

て暮らせる町だということで、県内外に広くアピールすべきだと思いますが、ご存知のとおり、現実は

極めて厳しい状況であります。３月定例の私の一般質問でも明らかになったように、実際には全く歯止

めのかからない人口減少が続いております。特に少子化と住民の町外流出により、若者を中心とした中

間層が減り、結果的に 65 歳以上が人口の半分を占めることになったということです。町民約６千人の

人口のうち、なんとも３千人以上が 65 歳以上ということです。私も今月 67 歳になります。それでもこ

の町内では若手の方なんですね。それではこの６千人の人口を何とか維持できるかというと昨年度の本

町の出生数は私の知る限り 19 人と聞いております。この 19 人という出生数は、昨年度だけが特別少な

かったのでしょうか。決してそうではありません。安芸太田町では女性の出産可能人口も極めて少なく

なっています。世の中では少子化により子供の数が減っているとよく言われます。ですから親がたくさ

んの子供を育てやすいように、どの地域でも子供の出生数を増やすために、出産のお祝い金や幼児教育

の無償化など様々なサポートで出生率のアップを図っていますが、この安芸太田町の問題はすでにもっ

と深刻な状況となっています。どんなに優遇制度を施してもすでに出産できる女性そのものが少なくな

っている、そういう可能性があります。皆さん 30 年後のこの町の姿を想像してみてください。現在の

人口の半分以上を占める65歳以上の方は30年後は全員95歳以上です。毎年子供が例えば20人ずつ生

まれたとしても 30 年間で 600 人です。果たしてその子供たちも何人がこの町に残るんでしょうか。親

は本当に子供の将来を思って、この町に残れと言えますか。私は今こそ行政はこの問題に真っ正面から

ぶつかる時と思います。そこで本町の中に人口減対策本部を設置することを提案いたします。人口対策

については第二次安芸太田町長期総合計画にあるとしていますが残念ながらこの人口計画は単なるお題

目であると私には思えました。たくさんの労力を使って作る長期総合計画は、産業も福祉も教育も医療

も建設もその他諸々全て住民がそこにいて初めて成り立つものです。その住民が急激に減少しているこ

の町でどうして 10 年間の姿を描くことができるのでしょう。私から見るとその肝心の人口問題がおざ

なりになっている長期計画は全く計画の意味をなしていません。コロンブスの卵という話があります。

卵が先か鶏が先か、私も子どもの頃ちょっと悩んだものです。が、この安芸太田町に関して言えば、は

っきりしています。この町を飛びっきり幸せな町にするためには、すべてに優先して人口減問題に取り

組むべきです。人口問題は決して長期総合計画のＯｎｅ ｏｆ ｔｈｅｍ（ワン・オブ・ゼム）ではあ

りません。教育や社会インフラや産業など、その他様々な問題もおのずからこの問題を解決できれば、

それらは速やかに解決していくものだと私は思っとります。本町に人口減対策本部を設置して行政一丸

となってこの問題に取り組むことを提案します。町長の考えを聞きたい。 
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○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 

ただ今、人口減対策ということでご質問いただきました。現在安芸太田町においても、これまでも同

じように過疎そして少子化、高齢化ということが、全てが解消できてる状況ではないというのは改めて

認識をしておりますし、その対策について総合的にやっていこうということで長期総合計画にも、そう

いうような書き方をしております。特に今回センセーショナルに 50％を超えたということからしますと、

対外的にもやっぱり２分の１以上が高齢化しとるということで、相当かなりショックはあったように聞

いております。今回は広島県下で本町が 50％超えたということでお書きをいただいたマスコミにも関係

ありましたが、これまでの状況見ますと、中国地方でもすでに４つの市町で 50％を超えたという事例が

ございました。特にそれは本町だから大丈夫なんだというんではなしに、やはりそういう状況それぞれ

迎えた市町もたくさんありますし、合併によって解消された部分もありますけども、やはり安芸太田町

としてはどんどん数値が高くなっておるということは、厳粛に受け止めるべきだと考えております。特

に先ほどありました自然動態と言いますと、出生者数というのがございましたが、ここ近年、20 人台に

急激に落ちてまいりました。先ほど 19 名という事を昨年度の数字を言われましたが、町の方で調べて

る中では 20 人という出生者の数となっております。これが 1 人違うからどうこうでなしに、やはり 20

人代にすでに入って今３年目になっておりますが、それがどんどん 10 人代に入っていくというのがや

っぱり今後の対策の大きな柱ではないかと思っております。特に安芸太田町ではそういう少子化高齢化

に対する施策をこれまでも合併以後取り組んできております。私どもの所掌をしておる中に社会増とい

う１つの切り口で言いますと、空家バンク、現在あります家を受け入れる移住をされる方の受け入れ先

として、空家バンクという制度を運用して参っております。これは当初は平成 17 年ですから、約 15 年

前から取り組みをしておりますが、最近では全国いたるところで取り組みをされております。安芸太田

町の実績をこれまでの経緯を見ますと、全体では 202 世帯の方が空家バンクの利用をされています。こ

れはバンクに登録された部分を利用された方が 202 世帯で 372 人がバンクの中で利用されています。そ

の内特に転入者、いわゆる町外からのお住まいをされておりますのが 118 件、263 人という数字を町の

方で掌握しております。これが決して多いとは思いませんが、いずれにしてもこういう空家バンク等を

利用することで新たにこの町に住んでいただきたいという受け皿作りには１つ貢献できとるんではない

かと思っております。また町においてもやはり就労の場であったり、教育の場であったり、医療の場、

色々な都市部とは少し物足らないという意見も聞いておりますけれども、やはり安芸太田町でビジネス

を起こすためには、例えば商工観光課が所掌しておりますがんばるビジネス、いわゆる起業であるとか、

そういうふうな形で、新たな可能性を求めて安芸太田町にお越しいただくという色々なチャンスの部分

も、もうちょっとＰＲすればまだまだ可能性というのは広がるんではないかというふうに捉えておりま

す。また教育につきましては、安芸太田町の小中学校、特に校舎もここ近年新たな整備をされましてや

昨年度ＩＣＴという内容で言いますと、全国には引けを取らない形でのインフラ等も全てが整備されて

おります。こういう部分も新たな教育な部分に安芸太田町での可能性を大いに皆さんにＰＲするという

ことも１つの大きな新たに社会増への道筋ではないかと捉えております。こういうことから安芸太田町

で人口対策で、本部をいうご要望ございましたが、現在でもそれぞれの担当部署が一丸となって人口対

策に取り組んでおるという認識をしております。あえて対策本部という形での取り組みは現在のところ

設置は検討しておりませんが、今後もこのオール安芸太田町役場の中で、全体の施策をうまく組み合わ

せる。そして内外の人に知ってもらう。そして利用してもらうというようなこと、もう少し分かりやす

い形で情報発信していくことが、まず大切ではないかと思っております。こういうことが一番人口対策

への１つの大きな対策の１つではないかと思っております。それと私どもで今取り組んでおりますのが、

昨今言われております関係人口という、今までは交流人口というような言い方をされておりましたが、

そういう方々をファンクラブ等でこちらに関心を持っておられる方、ましてやふるさと納税のような形

で応援をいただいた方、そういう方々にこちらから情報を発信することで、安芸太田町への移住とかそ

ういう部分での応援を頂けるような形というものを、もう少し突っ込んだ形で施策展開をして参りたい

と思っておりますので、ご理解をいただければと思います。また町においては人口ビジョン計画という

ものを長期総合計画と合わせて作っております。これは終期を平成 36 年あと５年でございますが、そ

れを人口を 5,800 という設定をして今各方面の施策をそれに向かってやっておるということでございま

すので、人口対策イコール町の振興という事で、5,800 人は守るんだという事で進めております。その
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人口構成については今後新たな移住等をされる方々によって少しパーセントを下げていく方法を考えて

いきたいと思っております。私の方からは以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 現在の人口減対策についての取り組みの具体的なことを担当の方より申してくれました。まさに人口

減対策という趣旨をもちましてですね、平成何年でしたかね、現在の地域づくり課をですね、そういう

ふうな思いを持って設置をこの５年か６年前にしたものでございます。そうしたふうな取り組みを続け

ている中ではございますが、なかなか人口減少、またあるいは過疎化、高齢化に歯止めがかからないと

いう現在ではございます。でありますので、そのセクションのみならずですね、本当に教育領域、ある

いは保健医療の領域、または産業振興の領域、それぞれがこの最終的な目的であります住民福祉の向上、

住民福祉が向上した本当に住みよい町になってこそ、多くの皆さんから評価され、交流転入が促進でき

るものであるし、転出が抑制できるものという取り組みを今してるところでございます。 

○矢立孝彦議長 

平岡議員。 

○平岡昭洋議員 

今そういう提案をいたしましたけれど、今の感じでは、新しくそういう組織を作ってやる考えはない

と、やんわりと言われたというように私は理解しておりますけれども、非常に残念なことだと思ってお

るんです。なぜかというと私が視察だとかいろいろ訪れたいろいろなある程度成功してきてると言われ

ている市町の中でですね、なんでその町が今脚光浴びて成功しているかというのをたどってみると、た

いていの場合は人口減問題から走っている。その危機感で初めに子育ては一番いい町だとか、いろんな

ことを施策をうってるうちに、そのためには空き家対策はどうなのか、それではは産業にはこういう特

産物があるのではないかとか色んなことをやって、究極的にはその町が栄えることが人が増える、人口

を維持することだという信念が脈々とあって何十年の結果、今皆さんの注目される町になってるという

理解を私はしている。ですから点数を取るのに、テストにですね、ここは 20 点この問題は 20 点、あわ

せて 10 問題で 10 点ずつで人口問題は 10 点と、長期総合計画を見る限りはそのようにしか見えない。

本当にそれでいいのか。10 年後 20 年後に２千人になった安芸太田町にどういうものが必要なのか。私

はたまたまもう子供が成人して、始めから町におりましたんで、その悩みは抱えておりませんが、もし

今若い親御さんで子供がいて、高校卒業する、大学に行く、じゃあ就職どうしたらいいのかと言われた

ら、安芸太田町に残れと、当然就職の色んな業種の問題もございますので、必ずしも言いきれないと思

いますけど、じゃあ生涯的に必ず帰って来いよと、ここに居れば一生安泰で暮らせるんだよと言えるの

かというと、残念ながらなかなか言い切れないものがあるのではないかと思います。どの世界でもそん

な簡単なものはありませんが、少なくても行政としてはこの問題を一番と抱えて常にやっていると。そ

れが５年後 10 年後少しずつ効果を表すと私は信じております。今まで私が仕事をしてですね、本当に

できる人間は常にそのことを継続して丹念にやってる。最終的にはそういう人間が最終的には成果をも

のにしております。行政もそう思いますけれど、長期計画に書いてあって、空家対策それらもろもろの

事が人口増につながるんですよと言われて今までいってこれなんです。実際には今現在町内に居住され

ている方は私は６千人を切っているんではないかと思いますが、5,800 の目標と言われましたけど、あ

と 200 人弱をあと５年間、６年間の間に本当に維持できることを真面目に考えてますか。それができな

かったら首だと言われたらどうしますか。そんな厳しいことをあまり言いたくはないですけれども、も

しそういうことを 5,800 人という事でこれからも旗印を上げられるんであれば、その妥当性とその方法

としっかり皆さんに町民にわかるように教えていただきたい。私は色んなことについてはですね、何か

町が何もやってないとかそんなことを言いたいわけでは一切ありません。一緒にやりたいと思うし、10

年後も 20 年後もですね、自分がこの町に住んでよかったなぁとみんな帰ってきてよかっただろうと、

こんな自然で豊かな所に住めて、なおかつ商業地はたかだか 60 ㎞のところにあると。そう言える町に

したいと思っておりますので、この質問に関しては以上で終わります。じゃあ２番目です。新しい道の

駅が安芸太田町にもたらすものについて。非常にほんわかとした質問を出して、これはなんだろうと。

一応あと内容については少し書いておりますので、お分かりになると思いますけれど、私はこのことが

大事だなぁと非常に思っておるんで、この質問させていただきました。今年４月 23 日に開業４年目を

迎えた道の駅世羅が３月に当初の計画より半年以上早く、レジ通過客が 100 万人を突破したということ

です。お客様にいつ行ってもあそこは賑わってると思ってもらうことが重要。そのコンセプトのもとに
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最近では賑わいを演出するために、年間で 90 回のイベントを開いているといいます。世羅の道の駅に

行かれた人はもうおわかりだと思いますが、高速のインターから近い以外は別段何もないところです。

建物もそんなに新しい以外は特別なものでもありません。インターに近いというだけなら安芸太田町の

来夢とごうちの方がもっと近いと思います。世羅の道の駅の成功の鍵はいつ行っても賑わっているとお

客様に思ってもらうと。このコンセプトにあるのではないかと私は感じています。現在ドライブととも

に訪れる各地の道の駅が静かなブームとなってますが、登山や自然セラピーを体験したいと明確な意志

を持って山あいの観光地を訪れる人は、実際はそんなに多くはないのではないかと私は感じています。

ほとんどの一般の観光客は休日の１日を豊かな自然の中で手軽に安価に、そして楽しく過ごしたいとそ

う思っているだけではないでしょうか。その不確定なニーズの旅行者に高い高速料金と、ガソリン代を

払ってまで世羅に足を運ばせる動機として、あの道の駅に行けばきっと楽しいことをやってるとお客様

に思ってもらう。そのコンセプトとして実際日々実行していることがこの道の駅のすごいところです。

年間 90 回のイベントと一言で言いますが、それは並大抵のことではないと言うことです。道の駅のス

タッフだけでできることには限りがあります。地域住民の協力や県内外の協力も必要となってきます。

世羅道の駅の商業的な成功は単に収益という面だけではなく、様々なイベント協力を通じて地元住民の

交流を深め、地域の自信という大きな成果をもたらしいるのではないかと私は思います。一方、安芸太

田町では現在道の駅の再建計画が進んでいます。その概要は業者の利害関係や地元住民の話し合いと色

んな観点からまだ公表するには至っていないと思いますが、コンセプトとなると別です。世羅のように

１つのコンセプトをもとに、たかだか４年間で 100 万人の人に実際に買い物をしてもらったと。そうい

うことができたのですからいかに当初の思いが大事か、そしてそれを継続することが大事かが分かりま

す。広島市内までたかだか 60 ㎞、それも高速を使えば、たかだか１時間で来れる、バックには県内有

数の景勝地を控える本町の道の駅来夢とごうちが世羅におとる理由は全くありません。新しい来夢とご

うち道の駅を成功に導くコンセプトとは何か、それはいったいこの町に何をもたらすのか、聞きたい。 

○矢立孝彦議長 

 一般社団法人地域商社あきおおた武藤事業本部長 

○一般社団法人地域商社あきおおた武藤克巳事業本部長 

 道の駅が地方創生の核であるということ、全くそのとおりだと思います。議員からご質問があった、

本町において今、企画段階にあります、重点道の駅のコンセプトについて私の方からご説明させていた

だきます。その前に重点道の駅の制度でございますけれども、道の駅制度を所管する国土交通省により

ますと平成５年からこの道の駅が始まっております。選定が始まっております。その当時、通過する道

路利用者へのサービスの提供の場でありました。そのためには 24 時間利用できるトイレのある駐車場

これらが必須機能でありました。これに対し第２ステージこれは平成 25 年ごろから全国で広がり始め

ております。その中では地域の拠点機能の強化とネットワーク化これを重視し、道の駅そのものが目的

地化して参りました。世羅町の道の駅もまさにこの道の駅のコンセプトに則って作られております。こ

れに伴って国土交通省では平成 26 年度から地方創生の核となる優れた企画を持つ重点道の駅の選定を

始めております。道の駅に観光ＤＭＯや、地域商社、小さな拠点、防災ステーションといった新たな役

割が生まれております。全国今 1,145 駅の内、これまでに重点道の駅に選定されているのは 88 駅でご

ざいます。ご承知の通り当町の道の駅来夢とごうちは昨年度中国地方では唯一この重点道の駅に選ばれ

ております。この重点道の駅の選定を受けまして、今後整備を進める当町の新たな道の駅のコンセプト

ですけれども、来ていただいた方全ての方々に安芸太田の魅力をここに来れば丸ごと知っていただける、

そして安芸太田の楽しみをここで全て味わえる、そういったドリームステーション夢の駅、これが基本

コンセプトであります。このドリームステーション夢の駅には大きく２つの機能を備えます。欲張りな

機能です。まず 1 つ目の地域外から活力を呼び込むゲートウェイ機能、もう一つが地域の元気を作る地

域センター機能であります。それらの地域の内側外側両面に作用する機能を融合させて安芸太田町のま

ちづくりの中心拠点となるべく、触れて心に残るもの、あきおおたからブランドの発信基地、実践の場

を実現していきます。昨年４月に地域商社あきおおたが運営を始めておりまして、すでに取り組んでい

るものも多いのですが、具体的に 1 つ目のゲートウェイ機能としては、地域観光情報の発信、貨客混載

物流のハブ機能、インバウンド客の受け入れ、野外活動工芸体験、郷土料理の飲食機能、これらを新た

な道の駅にはもっていきます。そしてまた地域センター機能ですけれども、これは６次産業化、商品開

発、地元ならではの商品食材の販売、そしてもう一つ学校連携による学びの場の提供の機能を整備して

いきたいというふうに考えております。以上です。 

○矢立孝彦議長 



- 7 - 

 

平岡議員。 

○平岡昭洋議員 

今、聞きましてですね、しっかり考えてらっしゃると理解しております。なぜあの道の駅をとらえて

いるかというと、私はもう 40 年近く安芸太田町におりませんでしたので、ある意味この町を客観的に

見ることができます。どこになんの施設があるからどうだとかなんとかではなくて、じゃあこの町の中

で１番成長性のあるところはどこかと私なりに考えればやはりあの道の駅周辺。他の地区の方にはそん

なことはないと、うちへ持ってきてくれと、そうなるのも当然だと思いますけど、私はそう理解してお

ります。まずそこをしっかり固めて、そこをしっかり広げて、それからもっと周辺に広げていくという

ことさえできればですね、この町はもっともっと発展できる可能性があると思っております。実際に 10

日間のゴールデンウィークの時に、たまたま広島県内のある道の駅にまぁみんなで行こうということに。

まぁ別にそこを目的としてたわけではないんですけれど、山間というか中間地にある道の駅ですけど、

まず入れない、道路にはもう道を車で大混雑して大渋滞してて、結局駐車場を確保できないということ

で引き返すような羽目になってしまいました。それだけ今は道の駅は旅行者にとって先ほど武藤部長が

言いましたように、本当に最終目的化してる場所という感じがいたします。そこに行けば全てが旅行の

体験ができるということ、実際たまにみなさんも見られることもあると思いますけど、来夢とごうちの

ですね駐車場の向こう側に、お昼にですね旅行者の方と思いますが、弁当広げて食べてる方がいっぱい

いらっしゃいます。なぜここまできてそこで飯を食うのと。もっと山の方に行けば、もっといい景色が

あると思うんですけど、旅行者にとってはそれでも十分な自然の味わいが実感できるということなんで

す。ですからまず先ほど 90 回のイベントをやった世羅というのは、それができるかどうかはわかりま

せんけれど、ぜひですねこの道の駅だけは絶対成功させると、そのためにはですね多分どちらもそうで

しょうけど、道の駅に行ったら私いつも思うんですけど、買うものがない、そういう惜しいところもあ

ります。買いたいものが無いんです。別に特別なものをそんなに選んでるわけではないと自分では思う

んですけど、お金がないわけではない。買いたいものがもう一つ見当たらない。買うとかなんとかとい

うのはですね、やはり 1 つはどうしても欲しいと思わせるということと、それから買ってもいいなと思

わせる雰囲気を作るということ。バブルの時にですね、飲み屋さんが大繁盛してます。なぜかというと、

あるブームだったわけです。なぜか終わったら行ってみようと。そのまま家に帰らない。極めて楽しい

んです、それで。だけどバブルが終わったあと私はどちらかというとお金持ちなりました。お金が無い

わけじゃないけど、行っても楽しくない。だから使わない。だからますます不況になるわけですね。人

間はどういうわけか人が集まるところに集まります。楽しいとみんなが思ってるとこにみんな並びます。

そういう事をしっかり考えてですね、このコンセプトをしっかり考えて、皆さんに共有してなおかつ住

民を巻き込んでやっていただきたい。以上思います。それでは３番目の質問にまいります。安芸太田町

の上水道設備の現状についてと。私はこういう上水道とかそういうことは全く門外漢で、水は必ずひね

れば出るもんだとしか思ってないわけなんですけれど、たまたまあるとこでちょっと知る事がありまし

て、今年北海道の古平町という町で上水道管の故障により全町が９日間もの間断水に見舞われたという

ことです。冬場の深い雪が設備の復旧工事を妨げ、復旧により時間がかかったこともありましたが、根

本的な問題は同町の水道網の法的耐用年数が更新基準の 40 年を超えており、老朽化による事故ではな

かったかと考えられています。皆さん９日間水道の蛇口をひねっても水が出ない、そういう生活を体験

した事はありますか。私は昔、会社員時代に勤務した岡山県の倉敷であります。夏場に長期間雨が降ら

ず結果的に水道の給水制限がありました。このときは完全な断水ではなく時間制限でした。確か夜の

８時から夜の 10 時まで、また翌朝５時から８時まで、水道が使えました。それでなんとかやってやり

くりできましたが、それでも大変でした。その間、町中は、みんなすぐに帰宅するためにゴーストタウ

ンのようになりました。会社のトイレはそばに水を満たした大きなポリバケツを用意して使用後はひし

ゃくでいちいち流すと、そんな有様でしみじみ水のありがたさが解りました。同じようなことは、神戸

の大震災でも起こっています。震災による断水で運良く地震の直接の被害を免れた私の親戚も水洗トイ

レが使えないそういう理由で結局自宅を離れざるをえなくなりました。生活上水は普段の生活はそこに

当たり前にあるものとして誰も気付きませんが、いざ無いとなるとこんなに困るものはありません。全

く日常生活ができなくなります。炊事も洗濯もお風呂にも入れません。当然水洗トイレも使えません。

天候による水不足や地震や水害による断水は単なる老朽化だけの問題ではありませんが、設備の老朽化

による断水となると話は変わります。９日間の断水に見舞われた古平町も上水道設備が更新基準の 40

年を超えていることが分かっていたものの、予算の厳しさから毎年小さな更新を続けていたということ
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です。そこで安芸太田町はどうなんだろうとそれが気にかかります。水道設備の現状はどうなっていま

すか。全体的に更新基準を満たしていますか。これから維持更新計画を含めて、今後の方針を聞きたい。 

○矢立孝彦議長 

建設課、武田課長。 

○武田雄二建設課長 

失礼します。ご質問のあった内容について説明をさせていただきます。安芸太田町の水道管の延長で

ございますが、本町では全体で 145 ㎞ございます。そのうち 40 年以上、ご指摘のあった 40 年以上経過

しているものは 13 km を占めております。これは配水管全体の９％にあたります。 １番古いものでは

約 50 年も経過しているものもございます。町では平成 29 年度に管路施設の更新計画を策定しておりま

す。この更新計画に基づきまして、平成 30 年度から令和４年度まで、５か年計画で国庫補助事業によ

り、まず加計津浪地区の一部の管路の更新計画の工事を進めておるところです。更新箇所の実施順位に

つきましては、経過年数の設置から経過年数の古いものと漏水箇所が多発している箇所を優先して実施

をしています。現在津浪地区におきましては、夜間常時５トンの漏水がございます。配水池の水位低下

が度々発生している箇所から優先付けて、ここを選定いたしました。水道施設の老朽化はどの施設でも

課題なっております。計画的に更新することとしておりますが、今後も経過年数や漏水箇所の多い箇所

を選定して、地域バランス、財政状況を踏まえながら、管路施設の更新に取り組んでいきたいと考えて

おります。以上です。 

○矢立孝彦議長 

平岡議員。 

○平岡昭洋議員 

分かりました。この問題の中心部と若干離れますけど、派生してちょっと質問いたします。最近です

ね非常に大きな水災害が起こって、特に山陽あたりの山を見ればびっくりするほどのですね被害があり

ます。大水によってですね山肌が完全に削れてですね、道路越しにもびっくりするような形になってお

りますけれど、もしそういう安芸太田町が水害に見舞われて、例えば上水から自宅につなぐ配水管が遮

断された場合、特に谷合をめぐってそういうものがもしあるとすればですね、そういう時の対処はどう

されますか。 

○矢立孝彦議長 

建設課長。 

○武田雄二建設課長 

町では水道についてはですね、安芸太田町水道施設災害水質事故緊急時マニュアルというのが策定し

てございます。その中で水道事故や災害時の対応、特に初期の対応を定めてございます。防災計画やマ

ニュアルを基本として、個別の状況に応じながら対応ができるよう取り組んでまいりたいと考えており

ます。そういった異常、水道の異常が発生した場合どうしても水不足になりますので、その対策といた

しまして広域連携というのがございます。この中で広島広域都市圏というんですけど、広島市から 60

㎞以内、24 市町で協定を組んでおります。この中で備品の相互利用というのがございます。それら各市

町で給水車やローリータンク、あとはそうですね、水中ポンプ、発電機など借り受けるようなことも協

定で結んでおります。それとあとはですね、町では加計支所、筒賀支所とあるんですけど、そちらの方

でもそういう異常時の機具、ポンプ、先ほどのポンプなどを保管場所を決めてですね、一覧表にして皆

で管理して共有して異常事象に対応できるような体制を整えております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

平岡議員。 

○平岡昭洋議員 

分かりました。もう１つですね聞きたいんですけれど、あのー、今一番初めに人口問題をやりました

が、最近テレビであのーこんなところに家がとかいうんでですね、よくテレビでやっておりますけれど、

考えによってはあと 10 年後 20 年後はどんどん過疎化が進んで、この安芸太田町もですね、500ｍ、

１㎞いって、あそこに２件、あそこには３件と、そういうように人は住んでいる。人が住んでいる限り、

上水道がもしあるのだとすれば、その義務を果たさなければいけないと、そういう可能性があると思い

ますけど、そういう事態において維持管理だとか色々な面で費用とか、大きな問題が発生するのではな

いかと私は思います。それをどう考えていますか。 

○矢立孝彦議長 

建設課長。 
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○武田雄二建設課長 

ご質問のありました高齢化とか人口減少対してですけど、町では今年度の料金体制の見直しを検討し

ております。まずは協議会の設置をいたしまして、有識者などから意見をいただきまして、料金の組み

替えを検討いたします。それと、あと昨年度からですね、広域連携ということで県内 21 市町で構成い

たしておりますが、こちらの方で協議会を発足いたしまして、２年間を目途ということなので、今年度

で方針を一応決めたいということなんですが、この内容はですね広域化なので安芸太田町の中の広域化

もそうですけど、例えば広島市と近接しておりますので、そちらの方と施設をつなぐようなことも検討

したりですね、離れた箇所はそういう検討も進めております。これの協議会毎年毎回私今年度１回参加

させていただいたんですけど、県議会でも色々情報を提供されるようでございます。その辺を私も確認

をしながら、協議会の方に参加させていただき、また皆様にご説明できる時が来ましたら、説明をさせ

ていただきたいと思います。そのような方向で広域化の方にも検討をいたしておりますので、その方を

お伝えしておきます。以上です。 

○矢立孝彦議長 

再々質問以降の質問は却下します。平岡議員。 

○平岡昭洋議員 

今言葉の端に聞きましたけど、料金の見直しという事を聞きましたけど、どういう見直しをするのか。

それと私感覚的にわかってないんですが、安芸太田町そのもの水道料金というのは他の市町に比べて割

高なのか割安なのか。結局ここに住みたいけど、あそこに住んだら水道料金がめちゃくちゃ高いので住

まないというのではさすがに話にならないと私は思います。それはどうですか。 

○矢立孝彦議長 

平岡議員、質問は無理よ。意見だけ言って終わってください。 

○平岡昭洋議員 

質問ができないということなので、今の考えを私は思っとりますので、是非そこのところを考えてい

ただきたい。生活するという、この前水道の事で聞きましたら、あるところでは無料で水道が使えると

同じ町内にあるということを聞いてちょっとびっくりしました。そんな所もあるのかと。こんな天国み

たいなところもあるんだなと。天国があれば必ずどこかで地獄があるんだろうと思いますけれど、そう

いうこともあるように聞いております。やはり生活をするというのはよくわかるんですけどたまに伝票

をふっと見ると水道料、うーっというようなことがよくありますね。電気料金、水道料金は金額できっ

ちりきますんで、あのーやはりそういう生活する最低のレベルのところの料金というのをですね、なる

たけ抑えながら、なおかつリーズナブルな生活ができるという工夫をしていただきたい、そう思ってお

ります。あの時間がきましたので、以上で私の質問を終わります。 

○矢立孝彦議長 

 以上で平岡議員の一般質問を終わります。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。いつものことながら、町長はじめ職員の皆様の安芸太

田町のため住民のために、日夜ご尽力いただいていることに心より敬意を表します。５月末まで前年度

の出納事務がありましたが、出納閉鎖に伴い新年度事業に集中できる環境になりました。町の定める第

二次長期総合計画の前半を総括する年度に当たっております今年度の事業執行に、全力を注いでいただ

きたいと思っております。それでは通告をしております一般質問を行います。防災災害対応体制につい

て。今年もすでに大雨による土砂災害警戒警報また新たな大雨洪水警報レベルによる避難勧告の発令が

あったところもございます。梅雨の時期にさしかかり、いつものことながら大雨による災害が発生しや

すい季節になりました。防災に対する意識を高める必要性を感じているところでございます。昨年６月

には国道 191 号線の津浪で大規模な崖崩れが発生をし、尊い人命が失われました。７月には西日本豪雨

災害で広島県を含む広い範囲で多くの人命が失われ、住宅地、道路、河川に甚大な被害が発生をし、今

もなお復旧には至ってない現状があります。安芸太田町では大きな災害の発生はなく幸いであったと思

っております。安芸太田町の高齢化率が４月末時点で 50％を超え、住民の半数以上が 65 歳以上になり、

地域の活力も低下の一途をたどっております。当然、地域の災害対応能力も低下をしており、いざとい

うときは行政を頼りとすることになります。災害時に実効性のある避難のための施策、土砂災害等の危

険が予想される際の住民がとるべき行動について、国が５段階の警戒レベルの設定を行い、人災を未然

に防ぐ施策として自治体や住民に速やかな実行を求めているところでございます。これを受けて安芸太

田町の防災、災害対応はどうなるのか。このことにつきましては後ほど伺います。昨年６月の定例会の
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一般質問で、災害対応について安芸太田町の場合、本庁と支所では対応能力に差があると感じているが、

災害対応は大丈夫か、合わせて自治振興会との連携による災害対応について質問をいたしました。答弁

の内容は本庁に災害が予想される時は災害警戒本部、災害が発生したときは災害対策本部を設置し、加

計支所、筒賀支所にはそれぞれ支部を設置、人数の少ない支部には本庁または出先機関から応援態勢を

とる、自治振興会との連携については避難所開設についての事前連絡、施設の開放についてのお願い等

で連携を取っているとのことでございました。その後７月の豪雨の際、安芸太田町で実際に避難勧告の

発令があり、多くの方々が避難をされました。その中で避難所の運営についていろいろな意見要望があ

りました。あれから１年が経過をし、町の基本体制は変わっていないとしても、人事異動また自治振興

会の役員交代等による人的な対応体制に多少な変動があると思われますので、次のことについて伺いま

す。１つ、外部支援について。特に支部においては、少人数での対応になる。地理に精通した人材の確

保等、外部からの人的の支援についての考えがあるか。２つ目、避難所の種類、その避難所の運営面の

違いについて。３つ目、避難にあたって誰もがどこの避難所に避難するかは不確定でございます。地域

以外の避難所に避難されることもあろうかと思います。各避難所では避難者名簿が作成をされ逐一本部、

支部に報告されていると思いますが、この避難者の情報を避難所間で共有することはできないのか。避

難所の情報提供について。以上３点について答弁を求めます。  

○矢立孝彦議長 

総務課、長尾課長。 

○長尾航治総務課長 

防災災害の体制についてということで３点ご質問を頂戴いたしましたので、担当の総務課の方から回

答させていただきます。まずこの防災災害対応についてでございますが、ちょうど昨日、日曜日でござ

いますけれども、地域の自治自主防災組織また地域の自治振興会さんと協力をいたしまして、町内一斉

防災訓練といったことも実施をさせていただいているところでございます。まず１点目、外部支援につ

いてということで支所の対応についてご質問を頂戴しております。支所につきましてはご指摘のとおり

限られた人数で様々な対応を迫られているところでございます。災害時、特に初動における人的支援に

ついてですが、前回の答弁のとおりですね、町の方では実施をしていきたいというふうに考えておりま

す。また他の自治体等にもその人的支援を求めるといったことも考えられますが、昨年度の 7 月豪雨災

害を鑑みると、他の自治体の同様な状況に置かれているような状況の中からですね、困難であるといっ

たことも考えられると思います。一方で昨年度の広島市の豪雨災害をきっかけにしてるところでござい

ますけれども、本町でも災害対策本部設置時におきましてはその災害状況等により国土交通省また中国

電力等の職員をですね、本町に派遣いただきまして、相互間の情報共有を行うとともに対策についての

ご支援をいただけるよう、協定や連携また調整を行っているところでございます。また町ではですね消

防団で経験を積まれ退団をされてる、退団をされる方を対象に支援団員制度を設けてございます。今後

はですね、こうした方のお力を借りるといったことも含めて今後の検討を進めてまいりたいと考えてお

ります。２点目に頂戴いたしました避難場所種類、運営の違いについてでございます。昨年度の７月豪

雨時、本町では 53 箇所の避難所を開設いたしました。指定緊急避難場所は大きく分けて一時避難場所、

これは災害時において一時的に身を守るための避難場所でございます。それと広域避難場所、いわゆる

それよりより大きな施設で自宅に帰れない住民の方々が避難生活を送るといったような施設に分かれて

おります。安芸太田町の避難場所のほとんどが施設規模が小さい、災害時１日程度の避難をする一時避

難場所でございます。町では災害時に限られた職員で様々な対応を行うことになるため、ある程度の収

容人数規模を持つ集会所のみに職員を配置しその他の避難所については施設管理者や地元自治振興会等

に開設の依頼をし、ご協力を頂戴してるところでございます。避難所のあり方については課題があると

も認識をしてるところでございます。引き続き検討をする必要があるものというふうに考えております。

３つ目に頂戴いたしました避難情報の共有についてでございます。避難所の情報については役場職員等

配置している避難所につきましては町職員による避難所名簿等による情報収集を行い、その他の地元に

開設頂いている避難所につきましては消防団等による避難所の人数確認を行っているところでございま

す。これらの情報は町のシステムに入力をさせていただき、職員であれば誰もが確認できる状態にして

共有をさせていただいてるところでございます。ご質問の自治会長への情報提供についてですが、地元

住民の所在確認等で必要となる情報でございますので、求めがあれば当然町としても情報提供をするべ

き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 

角田議員。 
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○角田伸一議員 

答弁をいただきました。１つですね、最後なんですが、最後の答弁の中で、求めがあれば提供すると

いうことでしたが、これ求めがなくても関係すると思われるところにはですね通知されるべきじゃない

かというふうにはちょっと思います。えーとですね、外部支援について、道路事情等によりですね、防

災災害対応体制が分断されることもですね予想されるので、まぁ緊急に人材を必要とする事態をですね、

想定をして置かれるべきだというように思います。避難所の開設運営につきましては、避難所の区分に

より運営が一律ではないこと、避難所の開設運営に至った段階での意思の疎通が欠けていたことは事実

でございます。改めるべきところは改めていただきたいと思います。冒頭で触れておりました国の定め

る災害時に実行性のある避難のための施策、土砂災害等の危険が予想される際の住民がとるべき行動の

５段階の警戒レベルの設定の内容と、これらの国の施策を受け、安芸太田町の対応方針について町の考

えを伺います。 

○矢立孝彦議長 

総務課長。 

○長尾航治総務課長 

ありがとうございます。先ほど頂戴いたしました、避難所に関する運営、また情報共有につきまして

はですね今後もしっかりと考え検討を進めてまいりたいと思っております。再質問をいただきました国

の定める ５段階の警報、警戒レベルの情報提供についてでございます。今期出水期から国県では、こ

れ実際に運用されることとなっております。本町の対応がこれまでと大きく変わるものではございませ

んけれども、気象庁から発表される情報として各種注意報の情報として警戒レベル１または２、避難準

備高齢者等避難開始の情報として警戒レベル３、避難勧告避難指示は警戒レベル４として、レベル段階

に公表することで一般の方によりわかりやすい情報提供目指すものでございます。ちなみにレベル５に

つきましては、既に被災した状況を示すものという風になっております。ただしあくまでも避難勧告や

避難指示等の決定、これにおきましては、それぞれの自治体にゆだねられているものでございます。迫

る状況を的確に判断し避難情報を発表することが行政に課せられている課題であるということも認識を

してるとこでございます。また先週末、ちょうど６月の７日にはですね、本町にも注意報との発令もな

くですね、いきなり大雨警報と土砂災害警戒情報がほぼ同時に発表されました。本来であればこれは国

の基準にあわせますとレベル４の避難勧告に相当しております。しかしながらその後の雨量が見込まれ

なかったこと、それからレベル告知がまだ住民さんの方に浸透していない等々もですね、考慮して今回

の勧告は見送ったところでございます。今後においてでございますが、国や県からも求められていると

ころでもございます。本町でも防災行政無線等でレベルを表現した形で放送等を行うことを検討してい

るところでございます。またですね６月の行政文書配布におきまして、警戒レベルのチラシを配布いた

しております。先日の新聞等報道でもあったようにですね、住民のみなさんが混乱するようではいけま

せんので引き続いて周知や情報共有に努め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 

角田議員。 

○角田伸一議員 

３回目になります。事前に災害を減らす取り組み、運悪く災害が発生したとしても、その災害の被害

を最小限にとどめるという災害に強いまちづくりの取り組みが必要だと思います。町の防災災害に対す

る施策、方針を住民が理解をして行動を起こさなければその効果を最大限に引き出す事は出来ないと思

います。防災意識の高揚を目的としたハザードマップ作成配布、防災シンポジウム開催が今年度計画を

されておりますが、ハザードマップ作成配布の時期はいつ頃を予定されているか。また防災シンポジウ

ム開催の時期と内容について答弁を求めます。 

○矢立孝彦議長 

総務課長。 

○長尾航治総務課長 

ありがとうございます。町のハザードマップにつきましてでございます。ハザードマップについては、

平成 26 年度に作成をし現在ホームページでも公開をさせていただいてるところでございます。現在で

すね当初予算にてご承認いただいてるところでございますけれども、昨年度土砂災害等の基礎調査が完

了しております。平成 26 年度以降の調査の状況等を反映したハザードマップの更新を予定していると

ころでございます。ご質問の配布の時期でございますが、大変遅くなって恐縮でございますけれども 7

月を目途に行いたいと考えております。また防災シンポジウムについてご質問頂戴いたしました。先ほ
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ど説明させていただいた気象情報の警戒レベル等についてですね、気象予報士を招いた講演や、昨年度

太田川河川事務所と合同で作成をいたしております、太田川水防防災タイムラインですね、これは災害

の発生が予見される場合に各種関係する団体の必要な防災行動を時間を逆算で対応整理したものでござ

いますけれども、こちらについての説明、紹介を内容に盛り込み、また配布するハザードマップの反応

を見させていただきつつ、住民の皆さんが一番参加しやすい時期を選んで開催をさせていただきたいと

思っております。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

○矢立孝彦議長 

 角田議員。 

○角田伸一議員 

 はい、えー、ただ今の答弁、まぁハザードマップについては７月を目途に配付という事です。シンポ

ジウムについては時期を今から選ぶという事ですからまだ未定ということでお受けをしておきます。行

政自治振興会、地域住民が共通の防災意識を持つことは大切なことであるというように思っております。

大きな災害が発生しないことをですね望んで私の一般質問を終わります。 

○矢立孝彦議長 

 以上で角田議員の一般質問を終わります。しばらく休憩します。 

 

               休憩   午前１１時１７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。４番、冨永豊議員。  

○冨永豊議員 

４番の冨永でございます。えー、午後の１番という事で、非常に言うなれば眠たい時間っていう俗に

言われることなんですけど、今回の私の一般質問もちょっと固いかなっていうふうな思いを持っておる

んですけど、せっかくの節目ですので、平成と令和の節目、それによって平成がどうだったのか、大き

く本当に平成っていうのは改革っていうのがスピードを速めた、構造計画が行われてきたということは

一言で言えるんじゃないかなと思ってる。そういった思いのもとに皆様方が今後どういった思いで令和

になっていくのかっていうところをですね、制度とかそういう事でなくて、そういった思いを述べてい

ただいたらなというふうに思っております。よろしくお願い申し上げます。それではやらさせていただ

きます。まず平成の日本の振り返りについて、情報源としては、日常における情報誌などを基に、文化

的精神的な内容は除き、衣食住に必要な、数字的なことで語られる経済の視点で、自分なりに整理して

申し上げ、意見をお聞かせ願いたいと思います。比較年度は、平成元年 1989 年とその 30 年後の昨年、

平成 30 年 2018 年と比べながら振り返ってみたいと思います。平成元年はどんな年か、日本のニュース

では消費税の始まりです。この頃から少し財政、社会保障などに厳しさの声が出始め、消費税３％で始

まった。世界のニュースではベルリンの壁が崩壊した。冷戦の終結し、平成のグローバリゼーションの

時代が始まりました。平成元年を経済規模で数字で見てみると、日本のＧＤＰが 421 兆円、中国が 29

兆円と日本は中国の 15 倍で圧倒的に、日本の経済力が勝っていた。29 兆円は当時の日本の九州地方に

値していると言われている。世界の企業の時価総額で、世界トップ 10 のうちの７社が日本であった。

1989 年平成元年はまさにジャパンアズナンバーワンでした。それから 30 年後の平成 30 年 2018 年日本

のニュースは、日産のカルロスゴーン会長の逮捕、経済界の面では大きな事件に出会ったと思います。

世界のニュースは、米中の貿易摩擦伝えている。アメリカに対等に、渡り合うことが出来るほど、中国

の経済力は強くなっている。貿易交渉で、中国は一歩も引かない、アメリカが中国製品に関税を引き上

げるならば、中国も、アメリカ製品に関税を引き上げることで、対等に渡り合っている。中国はそこま

で経済成長してきた。平成 30 年の時点である。平成 30 年の経済規模の数字を見てみると、日本のＧＤ

Ｐは 549 兆円、中国は 1,472 兆円、日本の 2.7 倍まで経済力が大きくなっている。平成 30 年世界時価

総額ランキングを見た時、上位 10 社に、アメリカが８社、中国が２社である。日本はどうか、トヨタ

の 35 位のランキングである。アメリカ、中国、そして東南アジアは、30 年間で成長し続けた。日本は

1997年から500 兆円前後で横ばい。日本はＧＤＰで第三位だが、暮しはどうか。ＯＥＣＤの調査の貧困

率は世界第４位となっている。母子家庭や父子家庭の貧困率は世界第 1 位となっている。もう少し突っ

込むと、子育て貧困世帯が 20 年間で倍になっている報道がある。また子どもの貧困率が６人に 1 人と

いうデータも出ている。相対的貧困率がどんどん増えている。近年の日本の経済社会は、大きな矛盾が
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起きている。その矛盾は格差社会です。それぞれの格差が緊密につながっている、根本になっているの

は所得格差。非常に理不尽な社会が出来上がった。代表的な理由は、デフレ経済です。もう 1 つは労働

者層の変化、非正規社員等の増加、外国人の雇用で人件費の下落と言われる。このような日本の経済社

会を迎えている現状にあっても月例経済報告の表現は緩やかな回復と発表または戦後最長の表現を用い

てきているが庶民生活からの景況感は感じられない。失われた平成の 30 年を乗り越え、新元号ととも

に新しい成長軌道に乗るには、将来を見据えた人材の育成、生産性の向上が問われ、その経済環境の構

築と人口減少社会の将来のビジョンと政策実現が急がれることが明確になった平成ではないかと思いま

す。平成の 30 年を振り返って、令和に向けてどのように受け止めか所見を伺います。次に平成の日本

が歩んだ 30 年の状況の中、本町の直接的、間接的な受けた影響を中心ご意見を伺いたいと思います。

平成の大合併で一村二町の合併がありました。平成 16 年 10 月に安芸太田町がスタートして 15 年目を

迎えようとしています。市町村の、総数 3,032 から 1,724 の約半分となり、広島県は 23 に減った平成

の大合併である。目的として掲げられたのが仕事の効率化、財政の安定化のための財政の改善です。合

併するにあたって、推進策として、施設建設には国の７割負担、10 年間地方交付税を増額などが用意さ

れた。本町の合併は、本来合併すべき意味合いを外れた、合併新法による強制的合併に近い合併ではな

かったのではないかと思っています。様々課題を抱え、見切り発車的に行われた合併の中、安芸太田町

の将来の姿や目標を定めた、第一次の長期総合計画が平成 18 年度を始期とした西中国山地に抱かれた

暮らし・交流・元気のまちを目指した計画が実行された。次に第二次の長期総合計画が、平成 27 年度

を始期とした豊かさあふれ つながりひろがる 安芸太田町を目指した。その計画はまち・ひと・しご

と創生総合戦略を取り入れたもので策定され、これに基づき、まちづくりが進行しています。実行にあ

たっては、特に当初は地方分権の推進を加速化していくための、三位一体改革は痛みが想像以上の改革

で、経常収支において硬直化し、安心安全のまちづくりを目指さなければならなかった。本町のような

人口密度が低い地域同士の合併は、財政圧迫が強いられることが必然で地方分権は、結局は中央集権の

強化・地方潰しになるのでないかと思っております。また、人口減少、偏った人口構造への変化、労働

力の低下など、地域力の低下は予想を超えたものでないかと思う。行政運営において、地方分権の考え

が進むにつれ、専門分野の必要性が意識されるようになった。コンプライアンスの自覚の未熟は、組織

体制が未確立で、意識教育の希薄さによる事件であると思います。改めて節目にあたって、合併から地

方分権による、国の関与の基本的原則が明らかになった平成を振り返り、今後、安心安全なまちづくり

においての取り組み、その受け止めお聞かせください。次に平成の本町の田園回帰の新しい動きについ

て。農山村は、1970 年に過疎法成立から考えると、かなり以前より衰退が論じられてきたが、平成に入

り一段と本町の空洞化が進んだと思います。本町における人口ビジョンなどから推察すると次のような

ことが見える。平成の本町おいて、人、土地、むらの３つの空洞化が、段階的折り重なるように進んだ。

その影響は、助け合いの力が低下し、道路の草刈りや水路清掃といった共同作業の困難が生じてきた。

こうした空洞化傾向に対抗する動きとして地域づくりへの再挑戦が生まれた。その動きの 1 つは、町内

の経済活力を引き出し、多様な就業の機会の創出です。その挑戦は、一次産業、観光産業などを中心に

据えた、独自の資源を基に、付加価値をつけ商品やサービスを生み出し、雇用、所得獲得を目標に掲げ

た内容である。２つ目は地域コミュニティの再構築です。地域課題の解決の実現に向けて挑戦です。高

齢化の通院、買い物、防災、子供の通学などの見守りなどなどです。地域づくりの動きは、バブル経済

崩壊以降のいわゆる失われた 20 年と重なっています。注目すべきは、そこに援軍が生まれた。地域お

こし協力隊です。人口の自然減・社会減を食い止めるまでにはならないが、社会を担う多様な人材確保

の必要性、多様な就業機会の創出へ引き寄せられることは事実である。このような動きは、住民の覚悟

や努力だけでは十分でなく、それを支える行政や国の政策の力は欠かせない。新たな支えの形も生まれ

てきた。被災地の後始末等に、ボランティアとしての支援が必然的に形成されまた、ふるさと納税を含

む寄付などの応援です。このような動きが移住、定住への導火線ではないか思います。平成の本町の田

園回帰の動き、状況などの受け止めについて、ご意見をお聞かせください。次にインターネットの急速

な普及について。世界の距離を縮め、コミュニケーションを広め、情報の価値を高めたのは、1995 年に

発売したＷｉｎｄｏｗｓ95 のＯＳ です。一部のマニアックな人たちだけで使っていたパソコンやイン

ターネットを一躍普及した事、画期的でした。日本では、インターネットが口の端にのぼるようになっ

たのが、1995 年の阪神淡路大震災です。インターネットを通じて支援者との連絡を図ることが出来たこ

とです。また 2011 年 3 月 11 日におこった東日本大震災です。この時は、ＳＮＳや携帯電話が大きく注

目された。日本では震災により、インターネットが普及した。もし、スマートホンなどを中心とした、

モバイルによるインターネットが 15 年早かったら、現在の都市との格差、人口流失は今日の状況を少
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しでも抑えることが出来たのではないかと思わせるほど急速に伸びた。次の情報通信の波となるのが次

世代通信規格５Ｇである。日本は 2020 年から本格化。市場規模は 3,300 億円。５年後には３兆円とな

り 10 倍にも膨れ上がると言われている。高速、今の 100 倍・大容量今の 1,000 倍でなおかつ多数同時

接続、超低遅延といった高いハードルをクリアする５Ｇは、産業機械や自動車などが、ＩＯＴ端末化し

ていくことで、多くの社会的課題を解決していくサービスを実現させる可能性を内包している。携帯通

信事業者の業界団体によると、５Ｇ回線は世界ベースで 2025 年頃に 11 億回線に達する試算。これは世

界総人口の３割をカバーする規模となる。世界各国、この５Ｇ分野に前倒しで投資を行い競ってインフ

ラ整備を進めている。日本はこの世界でも遅れをとっている。この整備は都会から順番に進むとは限ら

ない。光回線の敷設があれば５Ｇへのステップはどの地域からでも可能となる。本町も 2014 年度より、

町内に敷設している。情報分野における テクノロジーでの急速な社会変化と、労働者不足で移民の問

題は、本町のような過疎は十分研究していくことが求められる。どのような受け止めであるのか、ご意

見をお聞かせいただきたい。最後に時代の変化に伴う学校の在り方についてです。小学校から高校まで

の学校が、今後も教育機関としての役割を果たし続けるために何が必要なのか。その一つ社会とのつな

がりが欠かせない。テクノロジーの観点で考えると、ＡＩなどの情報活用能力の習得は大きな要素を占

めると思います。具体的に言われているのが、21 世紀の新しい教育、子どものうちからロボットやＩＴ

技術に触れて自分で学ぶ力を養うという、21 世紀型の新しい教育ＳＴＥＭ教育です。日本でのＳＴＥＭ

教育は、世界各国に比べるとかなり遅れているデータです。中国、東南アジアなどにおいては、ＩＴ社

会とグローバル社会に人材を多く生み出す、教育システムに支援と力を入れていることを伝えている情

報誌などにお目にかかる機会が多くなってきている。我が国は、教育分野の方針として 2020 年度の新

学習要領が全面的実施となる。その内容で不足に思う意見にお目にかかった。内容を要約して申せば、

小学校で学ぶべきプログラミング教育とはプログラミング的思考などを育むことで、言語を使用して教

育指導は行わない下りは明らかにトーンダウンである。トーンダウンのした内容を調査してみると小学

生で言語での教育は、コミュニケーション能力が十分発達していない子どもたちを、パソコンの前に座

らせて行う授業に抵抗感が強い大人が多い有識者が集まり議論が行われてきたと言われている。口幅っ

たく言えば全く愚論でしかない。モバイルの時代、学校以外の場で知識、技術の習得に子供たちは簡単

に行っていくことが推測できる。このような愚論から次のようなことが思い浮かべます。教育には、個

人の成長とともに社会全体が受ける恩恵があると言われる。こうした側面は日本ではあまり知られてい

ないと言われる。その側面の議論が、制約を前提にせず行われることが、変革の時求められているもの

と思います。今、側面の一つに、本格的な、ＡＩの本格的な活用、ＩＯＴ、ビッグデータ時代の到来で、

新たな学びは、世界と肩を並べて競える能力を養う事が問われ改正された。その背景には 2030 年を見

据えた、超スマート社会の実現があり教育政策が大きな影響と聞くところである。時代の変化に伴う学

校の在り方についてどのような意見をお持ちであるかのお聞きいたします。以上でございます。お願い

いたします。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

はい、多岐にわたってご質問いただきました。私の方より冒頭概略のお答えをさせていただき、また

詳細に至りましてまた、現行政の取り組み状況につきまして、担当の方より補足の説明をさせていきま

す。まず、経済の視点で日本を振り返った時にどのように考えるかというご質問でございますが、ご質

問がありましたように私自身まさに経済がグローバル化したというのがこの 30 年間での一番の思いで

ございます。と申しますのも、我々の地域の基幹的な産業でありました林業あるいは農業、そうしたふ

うな我々の産業が国際的な競争にさらされるというような状況に立ち入った 30 年間だろうと思ってお

ります。１つには外国材が国内の山から産出するものよりか価格的に厳しい状況だ。また米におきまし

ても、いわゆる自由化の波の中でですね、大きな稲作の条件を変えておる。ひいて言えば地域の基幹的

な産業が衰退したというような思いを持っておりますし、またかつてこの地にも学校校舎を利用した縫

製工場がですね、あちらこちらにございましたけれども、これもグローバルの波によりまして、より労

働コストの安い海外へ進出するというような意味で、地元経済には大きくマイナスの影響を与えたグ

ローバル経済がこの 30 年間で大きく進んだと捉えておるところでございます。また本町の合併という

事でございますが、今合併をして 15 年目を迎えようとしております。その 15 年間のそれぞれのまちづ

くりの目標、あるいは計画立てて取り組んだところでございますが、なかなか思うような形で計画が進

んでいないという大きな課題を持っているところでございます。しかし一方では、これを合併をせずに
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旧２つの町と１つの村がですね、同じような仕組みでこの先ほどから申します大きな課題をつきつけら

れている状況の中で、果たして今日と同じようにですね、教育の面、あるいは医療の面、そうしたふう

な形のものが実現できればと考えるときに、やはり合併はやむなし、また合併をしてさらにこれからの

まちづくりに前向きに取り組んでいかなくてはならないと思っております。それと本町の田園回帰につ

いて、新たな支えという事でございますが、このように人口が減少する中で、これほど広大な面積、あ

るいは午前中ありました水道を維持する、道路を維持するというような形の中でですね、かつてのよう

に、右肩上がりで税収が確保できる時代でないことを含めてですね、町民の皆さんと一緒になってまさ

に協働のまちづくりをですねお願いをする。いわゆるできるところはお願いする。助け合ってまた力を

出し合ってできる範囲を広げていく。そしてやはり公が予算を持って対処するというような段階を踏み

ながらですね、地域の皆さんと一緒になって、いわゆる支え合いながら、まちづくりを進めていきたく

思っております。またインターネットの急速の普及というご質問がありました。これも我が町にイン

ターネットを敷設するということが民間の通信業者さんの方でできないということで、町費をもってす

る、これも大きな反対を受けながらですね実現をいたしました。またその実現があってこそ、今日のこ

のＩＯＴ社会にですね幾分か対応できるところにいってるかと思いますし、これはまだまだ進むと質問

のとおりだろうと思っております。先日も携帯電話の番号を 100 億個追加するというような方針が示さ

れました。人口１億人としましてもね、一人 100 個です。そういうふうなことが今我々の頭ではなかな

か想像ができないのですが、そうしたふうに大きく時代が変わってるということをですね肝に銘じまし

て、新しい時代の情報を集めながらですね、適切な町づくりを進めていきたく思っているところでござ

います。次に教育のご質問をいただいております。これは教育委員会の方で答弁をさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

○矢立孝彦議長 

 企画課、二見課長。 

○二見重幸企画課長 

 ２番目のご質問の合併の受け止めに関しまして企画課の方から答弁させていただきます。平成 30 年

間を振り返るとき、本町行政にとって最も大きな変化は、やはり平成 16 年 10 月の町村合併による安芸

太田町の発足であると言えると思います。このいわゆる平成の大合併でございますが、明治 22 年の合

併、それから昭和 29 年から 31 年にかけた昭和の大合併に次いで行われたものでございます。地方分権

の推進のなかで、その受け皿となる市町村の自主的な合併を進めたものであるというふうに受け止めを

しております。本町におきましては、平成 12 年 11 月に山県郡広域合併問題研究会というのが設置され

ました。この研究会では住民意識調査でありますとか、合併の方向性が協議をされ、平成 14 年４月に

山県郡西部合併検討協議会というのが立ち上げられておるところです。そして翌年 15 年４月には法定

協議会であります山県郡西部三町村合併協議会を設置されまして、この協議会におきまして 55 の協定

項目が協議をされたということになっております。そして平成 16 年 10 月１日に、いよいよ新町安芸太

田町が誕生したという経過でございます。合併後から平成 26 年までは、合併にあたり策定された新町

建設計画及び、同計画の考え方や方針を基本に策定した第一次の長期総合計画、これに基づきまして、

新たな町づくりの基盤づくりを進めることができたと考えております。その主な取り組みといたしまし

ては、就学前教育保育施設の整備あるいは学校適正配置などによる子育て環境の整備、それから公共下

水道の整備、あるいは火葬場の整備であります、こういった生活環境の整備、それから住民主体の健康

運動の取り組みよる健康まちづくりの推進、また旧ＪＲ跡地等を活用した交流拠点等の整備、こうした

新たな町づくりを進める基盤づくりができたと思っております。しかしながら、合併前から続き、人口

減少、高齢化を抑制することは難しい状態が続いております。平成 27 年度からの第二次長期総合計画

では、人口目標を設定するとともに、人口対策を筆頭施策として、取り組みを進めておるところですが、

人口の減少を抑制する、人口の社会減を抑制するに至っていない状況が続いておるところでございます。

合併後実施した、安芸太田病院の建替え、あるいは子ども園や学校施設の整備、こういったハード面、

あるいは職員数の削減等の行政改革こういったソフト面の両面で合併のメリットを活かすことができた

んではないかと考えておるところです。この合併後、この間、特に平成16年から平成18年、16年から

18 年、これは国が推し進める三位一体改革の期間中、本町の財政状況をみますと、もともと脆弱な財政

基盤に加えて、国庫補助負担金の減額、それから地方交付税の大幅な削減などによりまして、極度の財

源不足をもたらすものとなりまして、本町にとって大変厳しい財政運営を迫られた期間がございました。

この財政状況につきましては、人口減少に比例しまして、町税の減収が今後見込まれます。また地方交

付税の合併算定替えの特例期間が終了することから、財源の確保は今後ますます厳しさを増し、財政調
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整基金の取り崩しを余儀なくされる状況が予想されております。財政運営につきましては今後ますます

厳しさを増す方向であると考えております。しかしながら、地域社会の状況変化に対応するための住民

サービスの拡充でありますとか、地域経済を支える雇用の創出、あるいは防災減災対策、また町の将来

を支える人材育成等、持続可能な町づくりについて今後必要な施策を展開する必要があると考えており

ます。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 

 ご質問の３番目にいただきました、田園回帰という言葉での振り返りという事で、受け止めさせてい

ただいております。この田園回帰と言いますのは、国の方で過疎地域、特に中山間地域と言われている

ところで起こっておる人口の異動という部分を田園回帰というような形で総称された言葉だと受け止め

をしております。本町においても今朝ほど３番議員の方から人口対策ということで指摘がございました

が、やはり現状の人口対策としてはやはり今地域の方々がそれぞれ、どんどん高齢化そして少子化とい

う部分に対しての対策がなかなかタイムリーなことになってないというのがございますが、今は社会減

という事で新たにこちらに住んでいただく方を、どうにかこちらに少しでも誘致をしていこうというこ

とで、色んな施策をうっておりますが、得に今は若い方が特に中山間地域と過疎地域の方でいろんな可

能性を目指して、定住フェアであるとか、そういうふうな地域で何ができるんだろうかという事にかな

り興味を持っていただいておりますし、関心をいただいております。こういうフェアの中で来場者のア

ンケート等を見ますと、やはり移住先の条件、自然が豊かなところであるとか、教育とか、そういう部

分のワンポイントの色々なメリットをやっぱり重視されとるように思っております。全てがそろっとる

という形ではなしに、これだけはこの地域で自分がチャレンジできるんではないかというような色んな

可能性を探っておられるのが現状として受け止めをしております。そういうふうな傾向の中から田園回

帰という言葉がどんどん使われてきて、地方創生の中でもそういうふうな取り組みをされておりますが、

このつながりとしては、やはり地域社会が都市部だけではなしに日本全体がそういう部分の色々なバラ

ンスが崩れているという事は皆さんお分かりになっておるように私どもは受け止めをしておりますし、

そういう事から、過疎地域であっても色んな可能性がチャレンジできるというところをもう少しＰＲを

していけるようにしていきたいと思っていますし、今現在取り組んでおります地域おこし協力隊である

とか、森林セラピー、そういうふうな地域の良さをどんどんそういう方々、新たなこちらで住まいをさ

れる方々に色々な視点で地域づくり、まちづくりに貢献していただくことが 1 つの田園回帰を加速させ

る１つの要素ではないかと思っております。そのためにも、地域のある資源、今朝ほど申し上げました

が、空家であるとかそういう地域資源をどうやってみんなが共有できる形にしていくのか、そういうよ

うなものをやっぱり行政としても色々な仕掛けをしていくようにしていかないとなかなかその田園回帰

という定住というとこまでつながってこないんじゃないかというふうに捉えております。それの、その

ことは田園回帰の波をもう少しこちらの地域で実感できるような形にしていくというのが今後の取り組

みではないかと思っております。これまでの田園回帰の動きについては、そういう動きが平成時代には

かなり後半については起こってきたという捉えをしております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 総務課、長尾課長。 

○長尾航治総務課長 

 それでは議員の方からございました、情報通信等の急速な普及についてという分につきまして、答弁

を申し上げます。議員の方からもございましたとおり、平成で社会経済の環境を大きく変化させたのは、

インターネットや移動通信網でございます。携帯電話、またスマートホン等ではないかと思っておりま

す。本町におきましては平成 26 年８月より高速ブロードバンドである光インターネットサービスの提

供を順次開始し、現在までに町内全域へ拡大しております。平成 30 年度末の加入実績は 1,419 件で、

世帯数に対し 45.5％の加入率となっております。近年では様々な物、車でありますとか、電気ポットに

至るようなものまで、インターネットに接続され始め、通信インフラの重要性はますます高まってまい

ります。通信量の増加対策として期待されているのが、来年の東京オリンピックに合わせて本格的な運

用がスタートされる第５世代移動通信、議員も申されました５Ｇと認識しております。５Ｇの基地局で

ございますけれども、これにつきましては、通信事業者が主体となって整備されるものというふうに考

えてはおりますけれども、通信網や情報量の更なる強化にあっては、過疎・高齢化が進む本町にとって、

どのように使えるのかといった不安感がある反面、様々なことが改革・改善できる可能性も秘めている
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というふうに考えており、大きな期待感も持っております。今後の町づくりにつなげていけるよう、担

当課として積極的に情報収集を行ってまいりたいと考えております。総務課は以上でございます。 

○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、最後にお尋ねいただきました、時代の変化に伴う学校のあり方というご質問でございますけれ

ども、ご質問の中で出ましたように、これから間もなくＳｏｃｉｅｔｙ5.0 そういう社会がやってまい

るわけですけれども、そういう社会に向けて学校としてどうあればいいのかというご質問でございます。

ご存じのように、Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0 を実現する社会、これはすでにその先端は見えてきてるわけでご

ざいまして、ＩＯＴによっていろんなものが人とつながって、電気家具等々、外から使える、そういう

社会でございます。そういう様々な知識とか情報がお互いに共有されて、今までにない新しい有効な価

値、そういうものを生み出してくる、そういう中でですね、これらを活かしていく為には、様々な知識

とかあるいは能力というものを身に着けなきゃいけないと思っています。もう１つは、人工知能と言わ

れるＡＩによってビックデータに基づいた多くの情報が出され、それも教育の中にも押し寄せておりま

す。そういうものを使って、最終的に我々にとってよりよい社会を作っていく、その作り手の一人一人、

担い手が今の子どもたちであるべきであると思います。そういたしますと、そういう子どもたちが近い

未来にあって、その社会の変化に対応して、また社会を変えていく人間に育っていくための今の学校が

どうあるべきかという事と思います。これから来る時代に向かって求められる力、資質・能力というも

のは、１つ、読解力や情報活用能力、２つ目、学びを生かして自分の頭で考え表現する力、３つ目は、

対話や共働、共に働くと書きます、共働を通じて知識やアイディアを共有して、新しい答えや納得でき

る答えを生み出す力、こういうものが必要と言われています。子ども達がこれから、これらの資質・能

力を育成し育っていくためには、いわゆる学校で行う授業、この中で、どこまでできるか、そのために

は環境の整備が必要というふうに思っています。とかく学校においては、不易と流行という言葉の中で、

不易の部分が先行し、変えてはならないという気持ちは大変強くございます。しかし時代がここまで参

りますと、流行の部分、いわゆる新しい文化や科学を取り入れて、それをこなしていける力、これも学

校の現場にも必要となって参ります。では本町でどうか。これらに対応するために、２つのことを現在

取り組んでおります。まず１つ目は、もうすでに 10 年目を迎えましたが、平成 22 年から東京大学と連

携した新しい学びプロジェクトの協調学習を先生方を中心に進めております。本町の児童生徒は，小学

校、中学校、高等学校の間で、この協調学習というものを使ってですね、課題に向かって仲間と共に学

びそして解決し、自分で考える。そういうことを小、中、高と繰り返しながら育ってきております。お

互いの考えを対話を通して、より良くしていく。そういう学びを重ねて参りました。また，全国の教員、

大学関係者、これらと質の高い研究を積み重ねてまいりまして、本町に勤める教員の授業力を高めてい

ることにもつながっているというふうに思っております。２つ目、昨年でございますがＩＣＴ環境整備

を予算化させていただいて整備をさせていただきました。学校現場に先端技術を取り入れて、これらを

生かした授業を展開し、提供することでございます。ＩＣＴ機器を活用することで、子どもたちが自分

の学びをより豊かにする、そして深い学びへ繋がっていくそういうふうな子どもを育てたいと思います。

昨年の予算執行では、県内では私はトップレベルに近いふうな整備だというふうに思っております。ま

たＷｉ-Ｆｉ環境も大変優れております。ありがたいと思っております。導入後は現在学校で、タブレ

ット、電子黒板など活用した授業が始まっております。これらを使いこなしながら、来るべき時代をた

くましく生きていける、そういう力をどうするのか。そのためには学校現場での指導を行いながら、確

実に進めていきたいと思います。それからこの先端技術を活用して、先生方の授業力向上の支援を今考

えております。テレビ会議システムを活用してインターネットを使って授業を県内また県外の多くの学

校や大学機関に配信、送り、送ってですね、それを見ていただき、多くの方々からその授業についての

建設的な意見をいただき、町内の先生方の授業力を高めていく、そういう取り組みを今しております。

もう 1 つは、児童生徒一人一人にボイスレコーダーという音声を録音する装置を身につけ、マイクを付

けて、1 時間の授業の子ども達のしゃべった言葉を全て録音し、それを人工知能ＡＩによって、文字に

していく。その文字化されたものを分析して先生方や児童生徒は自分の授業を振り返る。そしてより良

い授業、学びを作っていく。そういう研究を現在しております。文科省の初等中等教育局の中の教育企

画課に先端技術活用推進室というのが現在作られておりまして、私たちが今やっていることそのものを

全国にどう広げるか、そういう段階に今来ているところでございます。そういう点からも我々も新しい
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時代を読み取りながら先端技術を使いこなして、社会に貢献できるそういう人づくりを進めて参りたい

と考えております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 冨永議員。 

○冨永豊議員 

 教育関係でですね、私すごいなというふうなものにちょっと出会ったというのが、第３期の教育基本

計画でしたか。教育振興基本計画でしたか。これ見たときにね、教育の内容よりか産業界の内容のよう

な形のものが書かれている。まさにこれ読んでいけば 2030 年の社会がどうなっていくのか。そのため

に子ども達に対する教育から始めていくっていうのがすごくね、40 ページくらいからなってるんだけど

20 ページくらいでやめたんですけどね。これを読んだらね今からの日本の未来が少しはね見えてくるよ

うな気がするんです。そこに出てくるのが、2030 年を見据えたスマート社会。そのための子ども達をど

うやって育てていくかっていう事をやらなければ、今の日本っていうのが相当出遅れていく。今は韓国

なんかはもうやってる。けど日本だけが出遅れてる。なぜかって言ったら、政治の遅れが問われてるん

ですね。その政治家にわかるそういったＡＩ、そういったものが精通している政治家が少ないという事

なんです。自民党の中でも一部若手の方でですね、福山地区あたりの若手の方なんかは、相当勉強され

て私もその講演に何度か２回くらいですけどね行って聞かさせていただいたけど、それはその政治家と

いうよりか、その産業界の発展をどう考えるかっていうところにね、すごく勉強になるんですよね。そ

れは過疎だとか、これからは過疎だとか都市だとか、そういったことを問わないっていうふうなね意気

込みを持って語られる政治家なんですよね。これ 35 歳でしたっけ。こういう政治家が出て来なければ

と言われてる評論家もおられるんです。日本っていうのは変わってこないだろうと。先ほど言いました

ように小学校の教育においてプログラミング言語をやろうとしたら、それはまだ子供たちのためにはよ

くないというような議論が起きるようでは、日本はまだまだだという表現を使っておられた。そういっ

たところとかですね、もう１つは教育長言われたようにね、ここまで来たんですよもうすでにね。今ま

での教育っていうのを本当にだめじゃないけど、ひっくり返して考えていくようなものがないと、今の

過疎における子ども達が自然環境の中で育つとかそりゃあある。その反面でやっぱり世界が変わってく

る、日本も変わっていく中で、子どもたちっていうのは、やっぱりそれについて行かなきゃいけないっ

ていうのを先生方にもよくね、自覚していただいて、今先ほど言われたように、先生方の授業力を高め

るためにね、色んなものを先端技術を使ってやるとかいう方法っていうのはね、そういうとこから始め

ると段々この中身っていうのがどういうものを求めて我々やるべき、どういうものだというのがわかっ

てくるんだろうと思うんで、ぜひそこらはですねやっていただきたいと思うんですね。それとですね、

ちょっと具体的にちょっとお聞きしたいことがあるんですね。それは平成の振り返りでですね、私がち

ょっと質問で、これ質問してみようかなという項目で述べたんですけど、要するに今回の本町のような

ね人口密度が低い中で、こうやって合併がやられるということは財政的に圧迫するという事は私は必然

だろう思ってるんですよね。それでもなおかつこういう合併を強いられてきたという事は、これからや

っぱり逆に中央集権の方が中央集権であって中央集権の支店くらいの形でねやられた方が、こういう小

さい町は良いのではないかというような気がするんですよね。地方主権と言いながら地方分権になるよ

うな体をなしてないんだと思ってるんですよね。財政的にですよ。それを制度的なもので押し付けてき

てもね、それはちょっと無理なんじゃないかなという思いで私は安芸太田町の地方分権っていうのは、

そういう能力とかそういうんでなくて、地形的にちょっと無理なんじゃないかっていう思いを持ってる

んで、そこらはどうなんかなってお聞かせいただきたいこと。それともう１点はやはり、今回の事件を

言わなきゃいけないんですけど、どういうふうな今の状況なんかっていうのは、コンプライアンスの自

覚の未熟さから出た事件、いうなれば不正事件的な要素ですよね。そういったことっていうのは、これ

まで言われてきてからちょっとチェックが入ってないのかなって思うんで、そこらの状況っていう把握

とかね、日常的な研修だとか、そういった状況はどうなのかなっていうところを、もしね今後の予定で

も結構ですので、そこらあたりは常にやっていかなきゃいけないと思ってるんです。それはこの前いい

ことだなって社是を出されましたけどね。同僚議員が貼っとけやと言われたけど、まさしくその貼るく

らいの勇気がないとね、コンプライアンスなんか守られてこないと思ってるんで、是非ねそこらを実行

していただきたいと思ってるんです。町民が何かなって言って笑う、ちょっとくすぐられたとしても、

それをねやっぱり堂々とやっていかなければその辺のとこの組織っていうのは成り立っていかないんじ

ゃないかなという思いがするんで、社是くらいきちんと貼って、社員にその意識づけをしていくってい

うことをね、やっていただきたい。その辺のご意見があればもう一度お願いしたいと思います。社是に
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ついては、あのー前総務課長が社是を作りましたと言って、内容的、分かりました、そのことでそれき

りになってるものですから、それをちょっとどうなのかなということが、せっかく作られて意気込みが

出されたのに、机の中で眠っとるんじゃないかなっていう思いがあるんで。経営理念的なものなのか、

経営方針なのか、そういったものですよね。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 ご質問いただきました我々の人口でこの広大な地域を維持していくことは大変だろうと、まさしく大

きな課題でございます。そういったふうなことを含めてですね、色々な取り組みを働きかけております。

１つには先日法制化されましたけれども、森林環境税、我々の地域に活かして、林業が基幹産業として

山が手入れされていた時代がございましたが、先ほどの答弁のようになかなか今思うようになってませ

ん。しかしこの山を守っていくという事が、国民共有の価値がある、また国民共有の財産であるという

観点からですね、住民税を納める６千万人の方に千円ずつ負担をしていただき、手入れの行き届いてい

ない森林山林を手を入れていこうと、まさにこの広大な山地をですね、国民共通の課題として取り組み

をする。そういったふうな取り組みを今進めておりますし、ようやく法制化になったところでございま

す。またそういったふうなこととまた違う観点なんですが、今我々が今の広島市を中心にですね広域連

携という形で共通事項を共同でやろうという取り組みをしております。その観点のそれ以前にですね

我々が合併をして間もなく常備消防につきましては広島市にお願いする。また最近、し尿の処理あるい

はごみの焼却等につきましても、広島市にお願いする。いわゆる我々の規模の１つの自治体で申します

ように、常備消防あるいはし尿・ゴミの処理をですね、独自にやるということは大変効率が悪いという

意味合いを含めて先ほど申しますように広域連携。これは消防あるいはごみし尿のみならずですね大き

な課題、今朝方は災害に対する対応も含めて皆で力を合わせてやろうというような形のことを今やって

おります。それともう１点、広島県はこの町村合併も含めてですけども、早くから地方の出先機関をか

なり縮小されておるところでございますが、今日先ほど申しますような状況の中では、やはり県にです

ねもう少しこの中山間地に対する行政的なある意味役割を担っていただきたい。地方分権とは逆行する

ということもご意見いただくところではございますが、ご質問にありましたように６千人あるいは６千

人を切る人口で、この地域のことすべてを我々独自でですねカバーしていくことは大きな課題があると

いう認識をしてそのような取り組みをしとるところでございます。社是、我々は安芸太田町職員の行動

理念という形でですねまとめました。これは重ねての不祥事を発生させたという事に鑑みて、外部の講

師を招いてですね、コンプライアンスあるいは行政の職員としての立ち位置を確認するという研修講習

を進めて参りました。その中で、広島県で定めておられます行動理念を我々もそのような形のものをみ

んなで作っていこうということで、若手の職員が中心になって作ってくれました。その作成過程をです

ね我々にも情報公開してくれまして、いわゆる若手に対して年配の職員が色々なサゼスチョンしながら

ですね、素晴らしいものを作りあげてくれとる所でございます。それぞれ小さく印刷してポケットに持

ってる職員もいますし、机に貼ってくれてる職員もありますし、また各課においては１週間に１回くら

いの割合でですね、それをみんなで復唱するというような取り組みをしてくれておるところもございま

すし、１つずつではございますけれども、新しい方策に向けて職員皆で頑張ってくれとることをご報告

させてもらいます。 

○矢立孝彦議長 

 冨永議員。 

○冨永豊議員 

 もう１点ちょっと、総合的にはトーンはあんまり私も考えられておるようなことかなって安心してお

るようなところなんですけどね、もう１点はどうなのかなと思うのは、介護の問題で介護看護の関係で

ですね、まぁ嫌な顔せずに質問ですから、あのねー移民の問題っていうのは上がってくるんですかね。

移民問題。例えばその介護不足によってそういった移民問題的なものが安芸太田町としても自治体とし

てね取り組んでいくような事っていうのは、考えられる場があるのか。それとも要請するような場があ

ったりするのかどうかっていう事なんですよ。その不測に対して例えば東南アジアの方を呼び寄せてや

るとかっていうふうなところのもののツールっていうのか、要請するところだとかいうものは出来上が

ってるのかどうかってことですよね。そこらはどうなんですかね。状況ちょっとお話しいただけたらと

思います。 

○矢立孝彦議長 
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 質問通告にはありませんけど、執行部の方で工夫をして答弁ください。福祉課、伊賀課長。 

○伊賀真一福祉課長 

 質問に対して私のわかる範囲では少ないんですけどお答えさせていただきたいと思います。先ほどご

質問にありました移民問題等につきましては、広島県それから全国含めて、その東南アジアの方からで

すね研修に来てもらって資格を取ってもらって、それぞれの施設の方へ介護の介護職の職員として入っ

ていただくという制度は確かにございますが、本町におきましては現在のところ先日も施設の関係者の

方々とお話しをしたんですけれども、まだその外国人の方をこの町内の施設に就労していただくという

ところまでの具体的な計画であったり、これからの展望等についての協議はまだまだ未定の部分が多く

ございます。わかる範囲は以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 以上で冨永議員の一般質問を終わります。10番、吉見茂議員。 

○吉見茂議員 

 10 番議員の吉見です。本日は通告しているように３つの質問を行います。まずは、上殿小学校施設の

耐震工事について質問をいたします。現在、安芸太田町の小学校は、加計小学校、戸河内小学校、筒賀

小学校、及び上殿小学校と、４つの学校となっております。その中の 1 つ、上殿小学校は基本方針では

筒賀小へ統合するとされていますが、地元関係者との統合協議が整わないとの理由から、1 年先送り扱

いとされ、既に丸２年が過ぎようとしております。現在上殿小学校には 25 人の子ども達が通っており

ます。統合の目的の１つに子どもたちや教職員の安全確保を図るとのことがありました。特に上殿小学

校の校舎・講堂の老朽化は顕著であったわけですから、統合協議は特段に重要性を帯びたものであった

はずです。他の３つの小学校は耐震構造となっておりますが、上殿小学校施設は最小限度の補修工事が

されたにすぎず、今現在も耐震構造となっておりません。これでは子どもたちの安全確保をすることが

できません。保護者や心ある地域の人たちからも有事の際の心配をしているという声も聞いております。  

同じ安芸太田町の小学校に通う子ども達が、耐震構造の建物で学校生活をしている中、なぜ上殿小学校

に通う子ども達が耐震構造となっていない学校に通わなくてはならないのでしょうか。統合協議が整わ

ないということは理由にならないと思います。小学校統合計画もあると思いますが、その計画は現在ど

のような進捗状況なのでしょうか。地元関係者との協議の経過はどうなっているのでしょうか。統合目

標年次をいつに設定して取り組みをしているのでしょうか。また耐震診断であるとか、耐震工事の実施

についてどのように考えているか問います。 

○矢立孝彦議長 

 教育委員会、学校教育課、児玉課長。 

○児玉裕子学校教育課長 

 それでは、10 番の吉見議員さんからご質問のありました上殿小学校の耐震の実施という事につきまし

てご答弁いたしたいと思います。ご質問の件につきましては、以前からもお答えさせていただいており

ますとおり、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ございます。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。そうは言いましても現在、学校の校舎、講堂につい

ては、安全な建物であるとは言い切れません。児童が通っておりますので、校舎内のクラックの補修工

事や校舎軒や体育館外柱の錆止め、夏場の網戸の設置といった補修をこれまで行ってきております。今

後の対応については、これまで同様のスタンスで、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、議員のお力添えもいただきながら、合意形成に向けて粘り強く取り組んでまいり

たいと思っております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 吉見議員。 

○吉見茂議員 

 なるべくですね、早く子ども達の安全を守るためにも、協議を重ねて前に進んでいっていただきたい

というふうに思います。それでは次の質問に入ります。少し質問の順番を変えて、次は太田川の環境保

全について質問をいたします。以前にも太田川の水質調査や河川事務所も一緒になって協議会を作って

はどうかという提案の方をさせていただきました。回答は、水質検査は実施する。協議会も検討したい
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との話でありました。その後の取り組みはいかがでしょうか。ここ数年、太田川の環境が非常に悪くな

っております。水の減量に伴い、立ち木の成長、土砂の堆積や雑草の増加があちこちで目立っておりま

す。太田川は一級河川であり所管は国土交通省河川事務所で河川の許認可や維持管理を行っております。

先般、河川事務所加計出張所の所長さんとお話をさせてもらう機会がありました。維持管理の財源も限

られており、立ち木の伐採や草刈りを行ってはいるが要望に十分応えることが出来ないと現場管理の立

場として悩みも話されておりました。河川事務所に全てをお願いするだけではなく、安芸太田町が主体

的に協議会を立ち上げ、河川事務所、広島市、大学、中国電力、河川沿線の自治振興会、関心を持つ団

体、個人の皆さんに呼び掛けてはいかがでしょうか。すぐに問題を解決する事はできなくても、協議会

で課題を共有し検討し、知恵を絞り、少ない予算でも太田川の環境を守り育てる事が出来るのではない

でしょうか。芦田川をはじめ中国地方の一級河川においても協議会を立ち上げられ、立ち木の撤去や運

搬処理の取り組みもされております。安芸太田町を横断する太田川です。清流の太田川と自慢の川であ

りましたが、現状は環境悪化が進んでおります。次代に誇れる太田川、なによりも災害の心配のない太

田川づくりに向け、環境保全に町も積極的に関わるべきではないでしょうか。この間の取り組み状況は

どうなっているでしょうか。護岸改修が必要な箇所と改良に向けての進捗状況。太田川堤防法面の草刈

りを国交省は年２回実施していると聞いていますが、町内における対応箇所、及び地元振興会への情報

提供はどのようにされているでしょうか。河川内の支障木、特に堤防すぐ脇の支障木の計画的伐採の状

況、既に実施済の箇所数、そして、今後対応が必要な箇所をどのように把握されていますか。町長の考

えを問います。 

○矢立孝彦議長 

 建設課、武田課長。 

○武田雄二建設課長 

 ご質問いただきました太田川の環境保全についてですが、以前もご回答いたしましたように太田川河

川事務所では毎年河川の横断など定期的に調査を行っております。その結果、断面を阻害するような樹

木や土砂の堆積の状況ではないと回答を得ております。しかし、太田川河川内の草木の繁茂、堆積土砂

の変化は、河川環境及び防災面において重大な問題であると考えております。これらの河川環境、護岸

の改修、堆積土砂、樹林化などでございますが、改善に向けて河川管理者と連携を取るという話を以前

もしていると伺っております。協議についてですが、関係機関へ現在要望書を上げて協議会の設置をお

願いしておるところです。今後は協議を重ねて行きたいと思っております。それと協議の相手のことで

すけど、先ほど色んな提案をいただきましたので、そこら辺も含めて相手も検討しながら進めていきた

いと思っております。あと除草を２回実施というようなお話ちょっと私聞いた箇所があったんですけど、

護岸の除草というのは年１回と私は認識しております。今後ちょっと確認はしてみたい、認識は私は今

のところ１回で聞いております。それとですね現在太田川の河川内において、草木の除去をしていただ

いておる箇所でございますが、水の親しめる場所ということで、国では進めておられますが、見入ヶ崎

のスポーツ広場、加計の体育館前、上殿さくら公園、旧戸河内中学校の沖、後は町外ではございますが、

水内の沖を色々工夫されて、草木の生えないような作業をしていただいております。坪野地区ではござ

いますが、こちらは住民からの要望で、防災的要素のある水はね、こちらに草木が繁茂しておりますの

で、それを全て今回２箇所あるんですけど、そちらを除去していただきまして、その水はねをつなぐ管

理道をコンクリートで通路を施工していただきました。今後においては、地元で管理するという事で、

坪野の地域の方、盛り上がっていただきまして、今準備を進めておられるそうです。これが除去を続け

られるという事になると、観光の観点にも使えたり、後は教育の方のというお話も地元の方から出てお

りまして、その辺また協議を進めていきたいと思っております。私からは以上です。 

○矢立孝彦議長 

 吉見議員。 

○吉見茂議員 

 それでは最後に、退職した職員の手続きは適正かという質問をさせていただきます。退職した職員の

手続きは適正に行われたのか。５月末で中堅職員が退職されたと聞いております。４月２日以降勤務さ

れていなかったとの話もありますが、退職願の提出であったり、休暇処理などの手続きは条例等に基づ

き、法令順守、適正に行われているかお答えください。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 
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 ５月 31 日付で退職した職員につきまして、あとの職員もそうですが、安芸太田町の条例に従って適

正に手続きをして退職をいたしております。本人からの退職願ですか、辞職願を５月 31 日付で受理を

し、同日に辞令交付を行っ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 

 吉見議員。 

○吉見茂議員 

 それでは次の質問にいきます。退職に関わる協議の場で町長によるパワーハラスメント発言等、不適

切な言動があったと聞いておりますが、それは事実なのか、問います。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 先ほど副町長の方から申しましたように、この５月 31 日で町職員が一人退職いたしました。その経

過のことはですね、人事案件というような事も含めて、なかなか全て申す訳にいきませんが、退職した

職員が私が指導しなくてはならないというような事がございました。それを指導するという折に、ご質

問にありましたような表現があったという事でのご質問だろうと思うところでございますけれども、過

去の２回ほど不祥事を生じたり、職員の退職については本当に残念なことが続いておるところでござい

ます。そうしたふうなことを含めて、また過去２回の不祥事等々でいわゆる残っとる職員がどれほど意

気消沈したかという事も知っておりますし、厳しく町民の皆さんからご批評をいただいたことも承知し

ております。そういったふうな観点から係る行為に対して、私は厳しく指導するという立場であったに

も関わらず、やはり感情的になっていたことがあろうかと思います。そういった意味におきまして、ご

指摘のような不適切な言葉を本人にという事ではなしに先ほどのような観点から１つの内部から組織が

内部からですね弱くなって崩れていく、そういう観点から厳しく指導したという事でですね、そのよう

な発言をしたという事についての、これ記憶の範囲なんですけども、そのように認識しておりますし、

またそのことをもちまして、そうであるなら大変当該職員に負担をかけたという意味合いを込めまして

６月３日でございましたけれども、本人に直接会うことができまして、私は先ほどの観点からですね、

そういうことについての謝罪をし、また本人もそれは受け入れてくれてという事で、私にとりましては

本当にいかに状況があろうと、また感情的になることなくですね、職員と冷静に対応しながらですね、

いわゆる一人一人の職員がそれぞれのポジションで力が発揮できるような組織運営に努めて参ることを

誓ったところでございますし、また課長会議を通じてですけれども、このことについて私の未熟なとこ

ろについてお詫びをし、またこれからの取り組みについて反省を述べたところでございます。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 吉見議員。 

○吉見茂議員 

 非常に残念な思いで今聞かせてもらっております。違う場所で話された内容と変わってるなという気

もしておりますが、この話、ほぼ皆さんの聞かれておる話が合ってると思いますけれども、私個人もこ

の間の話を聞かせもらう中で、町長が明らかにパワーハラスメントをされたと。これは人権侵害の言葉

そのものであり、町民の皆さんや議会、職員の信頼を大きく失墜させる行為であって、その責任は計り

知れないというふうに考えております。５月 29 日参議院においてハラスメント規制法が成立をいたし

ました。この法律は行政が、事業所に対し適正化を求めるものであり、罰則規定はありませんが、相談

窓口を設けるなど、一歩前進した内容と評価をされているものです。今回発生した事案は町長自身が認

めているようにまさしくパワーハラスメント行為であり、町内の事業所を指導する立場である行政のト

ップのすべき行為ではありません。謝罪をしたから、それで済む問題でもありません。自治体のトップ

である町長にとって重要な事は、町民から信頼の有無です。選挙で選ばれた首長にとって、町民からの

信頼が生命線です。そのためには、自らの不適切な発言について詳細に説明し、責任を負うこととなり

ます。間違いを起こした時の対応によって、自治体、安芸太田町の真価が問われます。自治体のトップ

として不適切な発言を行った時は、自らを猛反省し、真摯な態度で早急に謝罪し、自らの処罰を決断し

なければなりません。間違った決断をすれば自治体安芸太田町の名を汚し将来に渡って非難を受ける事

もあり得えます。過ちは誰にもあります。真摯な反省とその対応姿勢によっては好評価を受ける事もあ

ります。反対に対応によって最悪の状況にもなりかねません。 町長は事の重大さをどのように受け止

めているのか。議会への謝罪だけで済むものではありません。 事実を知った多くの町民は、人権尊重

の先頭に立って町政運営をすべき立場ある町長としてあるまじき行為と厳しい声があります。町民への
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謝罪、説明を今後どう対応するのかをお聞きしたいところですが、質問回答がもうないという事なので、

以上で終わります。 

○矢立孝彦議長 

 答弁求めないの。よろしいの。３回目だから大丈夫よ。 

○吉見茂議員 

 すみません、最後質問できるそうなんで、今のことについて町民への謝罪、説明をどう今後やってい

くのか町長に問います。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 もう１度ですね当事者本人とまた会いましてですね、そのようなご質問いただいた言葉を踏まえなが

ら、また当時の状況を確認してしかるべき方策立てたく思っております。 

○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  午後２時４８分 

                再開  午後３時００分 

 

○矢立孝彦議長 

 休憩前に引き続き会議を再開します。一般質問を続けます。２番、田島清議員。 

○田島清議員 

 ２番田島です。通告による２項目について質問いたします。まず最初に、空き家対策について質問い

たします。空き家の実態調査について。１つ、６月８日の中国新聞の朝刊の一面に、出生率３年連続減

のタイトル記事が掲載されていました。これによりますと、合計特殊出生率は1.42 で、対前年比0.1％

下がったとのことです。ちなみに広島県は 1.55 で山口県と同等の数値にありますが、鳥取県 1.82、隣

の島根県 1.74 となっています。深刻な少子高齢化進行を危機意識をもって具体的な取り組みをしてい

る県においては、数値が徐々に高くなっております。ここ数年出生者数が 30 名を下回る危機的状況に

ある安芸太田町においても、取り組みを検証し、具体的成果に結びつけることが大切と考えます。空き

家の発生は少子高齢化の町の姿を現したもので、持続可能なまちづくりを進めるうえでもきめ細かに、

現実を直視した政策展開が基底に据えられることが大切と考えます。政府においては、空き家対策の充

実・強化の必要性を唱えて、法制化など展開中です。安芸太田町においても危険住宅撤去や空き家撤去

への補助制度を導入されています。５年前の取り組みでは、自治振興会を通じての空き家実態調査が行

われ、このデータによる具体的施策展開をしていくとの説明だったように聞いておりますが、空き家実

態の把握がどのように施策展開されていますか。また、将来の見通しはどうかお答えください。２番、 

空き家の中には、所有者の管理が不徹底で廃墟状態で放置された物件をたくさん見かけます。町では空

き家撤去に対する条例整備や補助制度の導入もされています。町道に隣接する空き家で通行に危険な空

き家も見られます。実態把握されていますか。またその対策について実施状況はどうでしょうか。３番、 

将来人口減少とともに空き家が増え、さらに深刻な問題になると思われます。安芸太田町において 1 世

帯当たりの人口は２人ですが、多くは高齢者世帯で今後急速に空き家が増えますが、対応策について計

画があればお答えください。また、これまでも主張してきましたが、将来人口に対する住宅政策をどの

ようにお考えでしょうか。公営住宅の整備、空き家活用、民間住宅など、総合的な住宅政策が必要と考

えますが、町の基本的な考え方をお聞かせください。  

○矢立孝彦議長 

 建設課、武田課長。 

○武田雄二建設課長 

 ご質問のありました空家対策につきまして回答させていただきます。まず 1 番でございますが、制度

につきまして、ご存知とは思いますが、国の方で平成 27 年度に空家対策の推進に関する特別措置法が

施行されました。適切に管理されていない空家が倒壊の恐れや防災、衛生、景観上など生活環境に影響

を及ぼしていると判断された場合、必要な措置を適切に講ずることができることとなっております。町

では平成 29 年度に空家等対策計画及び特定空家判断基準を策定しております。平成 30 年度からは特定

空家判断基準により危険度が高いと判断された空家については解体の補助制度の適用ができることとな
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っております。ご質問のあった実態把握でございますが、まずは地域の皆様の意見が情報が一番大切で

ございますが、先ほどありました平成 26 年度に地域づくり課において実施した、空家の実施調査を自

治振興会に協力をいただきまして実施していただいております。その情報を基に今年度は集落支援員が

現地にて詳細な調査を行います。その後の利用者に今後の利用状況の意向の確認を行います。その後、

実態把握後におきまして利活用ができる物件につきましては、地域づくり課による待ち家バンクへの登

録を行います。それ以外の倒壊の恐れのある危険な空家につきましては、建設課により所有者へ、先ほ

どの空家対策計画に基づき段階を追って助言、そして指導、勧告場合によっては代執行を行うこととが

できることとなっております。続きまして２番で町道などに影響があるような危険空家があった場合、

どのような対策をということですけど、本来やはり所有者へ指導をして町道などへ例えば瓦が落ちると

かいう場合には本人にやっていただくのが筋なんですけど、所有者がなかなか特定できなくて、相続を

探すのがまず１番なんですけど、そちらがなかなか難しくて探しきれない場合はもう町の方でバリケー

ドを置いたりだとかいう作業をせざる負えない箇所もございます。本来は所有者本人の方にやっていた

だくのが筋でございます。続きまして３番ですね、民間の方は地域づくり課の方からあるとは思うんで

すが、町営住宅の方ですね、こちら政策、住宅政策どのように考えているかという事なんですけど、基

本的には、新しい町営住宅というのもあるんですけど、まず町で管理する町営住宅は建物が建設年度が

古いものが多々あると思います。それについて今後もう新しい入居者は募集しない、いわゆる政策空家

という物件ございます。そちらの方へもう危険なので安全に入居していただくことが不可能な住宅の場

合は、他の住宅へ移転をしていただくようにお願いをしております。その際に住宅の移転によって生じ

る家賃の増加を緩和すべく家賃の激変緩和措置というのを行っております。入居者の方になるべく負担

の少なくなるよう他の住宅への移転を進めております。入居者の方に特別な事情などある場合もござい

ますので、その際は文書に限らず出向いて、直接出向いて事情を伺ったりして相談に乗るような方法も

とっております。この政策空家についてはなかなか移転が難しくなっておりますので、今後も引き続き

粘り強い対応と思っております。建設課からは以上です。 

○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 

 空家の対策についてでございますが、先ほど建設課の方からありました、制度等々については特定空

家等の対応についてはその計画なり法に基づいたことをやっておるというのが現状でございます。私ど

もの方はいわゆる活用できる空家ということで、役割分担をしております。今回は平成 26 年度に行い

ました一斉調査によって空家と分類できるものがその 26 年時点では 634 件ございました。これは使え

るものも使えないものもあわせて 634 件という事になっております。今回はそれが実際には増えておる

のか、どうなのかというのと、1 つは先ほどありました特定空家、いわゆる危険建物になっておるよう

なものが実態的にどうなのかという事も含めて再調査を５年ぶりという事で現在自治振興会の会長さん

等々にお願いをさせていただいて、まずリストアップをいただく、その情報を今度は町の集落支援員等

が現地で詳細調査をし、実際の現地の状況を確認する。その後今度は町の職員において、所有者等への

アプローチをさせていただくというのが基本的な考え方でございます。だいたい秋頃までには活用そし

て不活用と言いますか、活用できないものの分類をさせていただいて、活用部分については極力空家バ

ンクの方に登録をいただいて、活用策という事で展開をしていきたいというふうに思っております。こ

ういうことが先ほど来あります社会増の１つの受け皿の１つにもなりますし、やはり町の空家バンクの

登録の件数が決して多くございません。今は 40 件程度くらいしかありません。そのものをやっぱり皆

さんで色んな分野の方々がこちらに注目を浴びる中で、まず住むところはここにあるという形で皆さん

にアピールもしていきたいと町がいう大きな地域の資源だという捉えをしておりますので、こういう部

分を今後も進めていきたいと思ってます。それと民間等の住宅政策ということで、私どもが特に所管で

はございませんが、上殿に定住団地という団地を造成をしまして、５戸作っております。現在４戸がす

でに分譲が完了しております。１戸がまだ分譲ができていないということがございますので、そもそも

団地へはＩターンの方を基本に入居をお願いしたいという事で、基本的な考え方を持って今まで展開を

しております。それがなかなか皆さんのご希望に沿えない部分になっておるのか、そういうところも再

度調査をしまして団地を早めに分譲ができるような形の展開を図っていきたいという事で大まかな全体

の流れが決まりましたらまた議会の方等へもご相談をさせていただいて、早めの対処をしていきたいと

思います。そこが一応全てが団地が完売した状態を基本的には考えて次の展開という事を再度検討して

参りたいというふうなスケジュールで考えております。以上でございます。 
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○矢立孝彦議長 

 田島議員。 

○田島清議員 

 先ほど答弁いただきました町道の支障のある可能性のある廃墟状態の建物等の対応についてですけれ

ども、個人の私有地ということでありますんで、ましてや町道もあまり広い町道でない場合は対応のし

ようが無いのかと思いますけれども、例えば町道のバリケードでなくてフェンスみたいなもので危険を

回避する、車はもちろんなんですけれども、歩行者が歩いていて、瓦が落ちてくるという可能性もある

ようなところも見受けられますので、そういう対応も必要ではないかなという事を町内を歩きますとち

ょっと感じております。答弁があればまたお願いします。それと政策空家、町営住宅についてですが、

今年の予算でですね、木造住宅の耐震補助事業というのがございましたけれども、昨年 30 年度が９万

円の予算で、実績が無かったという事で本年度３万円になっておる、でしたかね、なんか下がっている

ような、失礼、45 万円が９万円にという事で、実績がないというところがあります。こういった住宅を

ですね個人が管理されるまたは相続された時にそういう補助制度をですね十分活かして民間に譲り受け

るなり、撤去するなりというふうな、こういう制度を十分に活かされてですね、空家の対策をですね取

り組むべきではないかという事も思っております。その解体事業についても昨年度が 150 万円の予算で

本年度が 90 万円という事で、実績が無かったという予算説明ではありましたけれども、減額になって

おります。そこら辺の運用についてもお考えがあればまたお答えいただきたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 建設課長。 

○武田雄二建設課長 

 先ほどの質問に対してですが、まず木造耐震住宅の耐震の補助の方ですけど、まず診断をしていただ

きます。その診断をした後に今度は補強なりの工事の方に入っていくんですが、まず昨年度確かに実績

ございませんでした。今年度は耐震診断の判定士の方をうちから町から紹介をするという事にしており

ますので、そちらをまずやっていきたいという事で、今年度は実績無かったので９万円と少なくさせて

いただいておりますが、確かに先ほど言われたようにですね危険空家にならないように木造の方も進め

ていくように考えております。空家の解体補助についてですが、こちらの昨年 150 万円の予算で今年度

90 万円、単純ではございますが、昨年度の実績が３件でございましたので、２件でございましたので、

１件上乗せをさせていただきまして 90 万円予算計上してます。これはニーズがあれば補正なり検討は

していきたいと思っております。私の方からは以上でございます。（町道に面した対応は）失礼しまし

た。町道の方もですね危険な箇所、先ほど申しましたように、本人ではございますが、バリケードなり

場合によっては場所も確認させていただいて、特にひどいような場合はバリケード以上の強固なものも

場所を確認させていただいて検討したいと思います。実際にそういう箇所がございましたらまた教えて

いただければと思います。よろしくお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 田島議員。 

○田島清議員 

 ありがとうございます。空家についてはですね、今修学旅行とかいうことで他県から安芸太田町に子

ども達が来ておりますけれども、見栄えの問題もありますし、やはり住民の方がですね持ち家の方が相

続なりしても諦めと言いますかですね、そういうものもあるのかなという事もありますが、こういった

制度も十分活かされながらですね、この空家を少なくしていくという努力が必要なのかなというふうに

思います。これでこの１番目の質問については終わっていきたいと思います。続きまして２番目の質問

で農業政策の推進について質問していきます。１つ目ですが、私は議員になってから、毎月町内全域を

回り地域の実態や町民の皆さんの生活実感に根差した切実な思い、町政に対する意見・要望などを拝聴

してきました。大変参考になるご意見をいただきました。これからも町政に活かしていきたいと思って

おります。地域を回る中で、周辺集落を中心に農地の荒廃が際立っており将来に不安を感じてきました。

聞くところによりますと農地の約４割が遊休農地または、荒廃地とのようですが、年々荒廃が進んでい

ると思われます。過疎高齢化がこれに拍車をかけていると思われますが、実態把握をどのようにされて

おりますか。合併以降における荒廃農地の実態把握はどのようになっているでしょうか。具体的な数値

でお示しください。また、状況をデータ化して残すことが大切と考えますがどうでしょうか。２番目、

農地荒廃が進む原因の１つに後継者不足があると考えられますが、零細規模での経営は至難の業で、い

かなる事業や産業も所得補償に連結しない限り持続は困難です。こうした中、安野修道地域では青年に
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よる野菜ハウス栽培者があります。先日、私の地域でこの青年の一人を招き事業内容を詳しく聞く機会

がありました。目を輝かせ失敗談も含めて元気いっぱいの姿に感銘したところです。こうした事例など

の現状と今後の見通しはどうでしょうか。さらなるエリア拡大など町として積極果敢に事業展開すべき

と考えますがいかがですか。３番、高齢化により自前の農機具使用などでの耕作ができなくなり、さり

とて依頼したくても引き受け手もなく困っているという声が寄せられています。農地保全の観点からも

耕作者に代わって作業してもらえる機関、組織が確保できなければ農地荒廃がさらに加速し、周辺集落

の住環境の悪化、強いては集落維持も困難になると懸念されます。町として現状をどのように認識され

ていますか。また、今後先進事例調査や建設業協会などとの協議、積極的な展開が必要と考えますがど

うでしょうか。４番目です。山づくりでは地域おこし協力隊員を確保し、やまおこしの任意団体に派遣

するという現実的な対応がなされており確実な成果が期待されるものと認識しています。産直市の整備

や、零細農業であっても所得補償に連動する農業を目指す安芸太田町にとって、やはり農業支援者とし

てのスタッフ配置は必要不可欠と考えます。ＪＡ広島市との連携による営農指導には限界があります。

産業振興課の職員が現場に出向き、農家の人と語り合い、肌身に感じて自信をもって仕事と向かい合う

ことができる体制づくりが必要と考えます。現状では到底目的を達成することはできません。専門職員

を配置し、農家に出向き、学びつつ頑張れる仕組みづくりこそが大切と考えますがどうですか。 

○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 

 ご質問いただきました、まず１点目の合併以降におけます荒廃農地の実態把握についてですが、合併

以降におけます荒廃農地の実態ですが、農地法の一部改正により、平成 20 年から、毎年 1 回、町内の

農地の利用状況調査について、調査することと規定されております。今現在では農業委員、農地利用最

適化推進委員、町職員で現地調査を行っておる状況でございます。平成 20 年に実施しました利用状況

調査では、荒廃農地が 36ｈａとなっております。また平成 30 年の利用状況調査では、荒廃農地が 28ｈ

ａと平成 20 年と比べて若干ではありますが、荒廃農地が減少している傾向となっております。その要

因ではございますが、農地所有者等への意向確認また耕作、維持管理への指導、また担い手への利用調

整を行いながら利用集積に努めたことが要因と思われます。１年以上にわたり農作物の作付けが行われ

ておらず、今後も農地所有者等による農地の草刈りなどの維持管理や農産物の栽培が行われる見込みが

ない農地の増加、解消が喫緊の課題であることを認識しておるところでございます。今後町と農業委員

会が連携して農地の有効利用の促進と意欲ある農業者への農地集積の推進を図るため、毎年８月に地域

の農地利用を総点検する取り組みとして、町内全域の農地の利用状況の現地確認を行っております。荒

廃農地として判断した農地については、農地所有者等に農地の利用の意向確認、また耕作の再開指導な

どを行っております。農地所有者等の意向を勘案しつつ、農地の利用の増進が図られるよう、農地のほ

場条件や団地化などの農地の利用条件に即した大型農家また農業生産法人による農作業受委託、利用集

積の調整を行いながら、町内外から担い手への集積、確保を進めていきたいと考えているところでござ

います。またこの農地に関わる実態把握された時のデータの保存でございますが、この現地調査を行っ

た結果については農地基本台帳というものに記録保存しまして、今後のその活動する際の基本として

データとして保存して、今後の農地利用の活用に進めていきたいと、活用していきたいと考えていると

ころでございます。続いて、２点目のご質問のありました安野地域での青年による野菜のハウスの現状

と見通しでございますが、今、平成 26 年度から、広島市と連携しました、ひろしま活力農業新規就農

者研修制度を活用しまして、現在、５人の青年就農者が安野・修道の両地域において、ビニールハウス

面積 16,500 ㎡に 67 棟を整備しまして、ホウレンソウ・コマツナを主体とした葉物野菜の生産に取り組

んでおります。生産量、販売額も順調に増加してる状況となっております。平成 26 年度以降、現在 11

人が定住し、雇用人数も 16 人となっています。広島市の研修制度を活用し、６人目となる青年が坪野

地域において、ビニールハウス面積 3,000 ㎡に 15 棟を整備し、コマツナを主体とした葉物野菜生産を

来年４月から始める予定となっております。今後も、広島市、ＪＡ広島市等の研修制度を活用して、毎

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

ての形成に努めながら、地域雇用の創出と定住施策として推進していきたいと考えております。３点目

の農地保全の観点からの町としての現状認識と具体的な対策についてですが、農作業従事者の高齢化の

進行、また有害鳥獣農作物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、農産物を作付けしない遊休農地が増えている現状となっております。農業生産活動を通じて農地を

効率的に維持、管理するためには、農地のほ場条件や団地化などの農地の利用条件に即した経営力のあ
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る大型農家、農業生産法人などによる農作業の受委託、利用調整を行いながら、町内外からの担い手の

集積、確保を進めておりますが、大型機械での作業による支障となるほ場もあることから、利用集積に

至っていない現状もあります。今後においては、建設業また観光業を含めた異業種への農業参入などか

ら労働力を確保する仕組みづくりを進め、また、ひろしま活力農業新規就農者研修制度を活用した新た

な担い手の確保を行いながら、農地の集積と有効利用に努めていきたいと考えております。農業のもつ

国土保全、また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し、農地保全されてきたものと考えられ

ます。この制度は、平成 27 年度から法律に基づいて日本型直接支払制度として実施されております。

これら支援事業を活用し、集落においての、農地、水路、農道の維持管理、また防除、草刈り機の購入

による共同作業、また個人所有機械の共同利用による作業体系づくりや農地を一体的に管理する組織化、

法人化、また、電気柵の設置、追い払い講習・資材費の購入などに充てるなどして、集落として地域を

支える活動として取り組んでいただくことで、農地保全また集落環境の保全に繋げていきたいと考えて

おります。４つ目の質問でございますが、農業でも人員配置など推進体制が必要ではないかという質問

でございます。人口減少や高齢化が進む本町の地域農業における活力として担い手の確保、育成が急務

と考えております。法人化や経営力の高い農業者等の新たな担い手を育成し、担い手への農地集積や園

芸作物の導入による経営の高度化を進め、また地域内企業や各産業とのつながりの強化に取り組み、産

業間連携による当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

保を行っていきたいと考えております。農業の推進にあたり、農業に関する専門的かつ高度な知識及び

技術を有する県、ＪＡなど関係機関との連携協力を行いながら、地域おこし協力隊制度などの活用検討

を行い、地域農業を支える法人等の担い手の組織力と組織力の維持、高めながら、地域資源を活用した

地域産品に携わる地域力の維持と高めるような取り組みを行っていきたいと考えております。農家所得

の向上や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や定住者の確保する必要があるため、

町の推進体制の充実を行っていきたいと考えております。職員が現地へ出向いての生産技術とかそうい

ったところも各種研修制度があります。そういったところを研修しながら職員の資質の向上を行いなが

ら、農業の推進にあた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 

 田島議員。 

○田島清議員 

 実態調査等毎年行われてそのデータを基本台帳にという事で細かに調査をされ、活かされていくもの

と安心いたしました。さらにですね、成功例としての安野の野菜ハウス栽培の件も非常に実績を上げて

いるということで、非常に希望が持てるものと安心をいたしました。１点、私の方、そういう考え方が

無かったんですが、先ほどの答弁の中で３番目に質問しました建設業協会及び観光産業という回答をい

ただきましたが、ここら辺をもう少し詳しくお答えいただけますか。 

○矢立孝彦議長 

 産業振興課長。 

○瀬川善博産業振興課長 

 異業種の農業参入ということであります。今県内においてもですね、建設業、また観光業、そういっ

た農林水産業以外の農業参入が今続いておる中で、そういった業種で人材を派遣するという事で、農業

へ参入する企業の今出ている状況でございます。安芸太田町においても、建設業をはじめとする観光業、

色んな業種があります。そういったとこからの要するに機械を作業を行う人材として派遣できるような

そういった仕組みづくりを考えていく必要があろうかと思います。そういった点で、観光業、建設業を

含めた異業種の参入については、そういった仕組みづくりが必要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 

 田島議員。 

○田島清議員 

 それではですね私の質問は以上なんですが、最後に一言ですね、先日ですね広島県の町議会議員研修

会で地域の未来地方自治の行方という講演がございました。その中で行政視察等で地域づくりの表面的

なノウハウ成功事例を視察するのではなく自治を基礎にした地域文化の重要性、歴史と風土と自治に根

ざした地域文化を守り地域が進むべき方向を住民が共有することがすべての地域づくりの原点である。

また地方創生の目指すものとして農山漁村と都市の両方を見据え、人口減少と地域消滅を恐怖としてあ
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おるものであってはならない。農山漁村の人々は先祖がしてきたように山林と農地を守り海を汚さず、

国土の成り立ちや伝統を守り、それを誇りに生活し続けられることを保証し、そのような地域での生活

を尊敬し共感する都市の住民を増やす方向を重視する必要があるというのがありました。いたずらにで

すね、人口減少と今朝から色々質問もありましたけれども、そういう少子高齢化を恐れるのではなくて

ですね、私たちは事細かにですね、取りこぼしの無いように、今データを細かく拾っていただいとりま

すので、そういう希望を持ってですね取り組んで議員としても取り組んでいきたいと思いますので、そ

のことを一言述べて私の質問を終わりたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 以上で田島議員の一般質問を終わります。お諮りします。本日の会議はこの程度にして延会したいと

思います。ご異議ありませんか。 

                （異議なしの声あり） 

 異議なしと認めます。従って本日はこれで延会することに決定しました。本日はこれで延会します。 

○伊藤真由美議会事務局長 

 ご起立願います。一同互礼。 

               

                 午後３時３９分 散会 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


