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令和元年第６回定例会 

（令和元年９月３日） 

 （開会 午前１０時００分） 

○矢立孝彦議長 

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

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

────────────・────・──────────── 

 

日程第１．一般質問 

 

○矢立孝彦議長   

日程第１、一般質問を行います。今期定例会においてお手元に配付した一般質問通告表のとおり、10

人の議員から質問の通告がありますので順次発言を許します。８番、角田伸一議員。 

○角田伸一議員 

 おはようございます。８番、角田でございます。先月の末には九州北部で大雨による災害が発生をい

たしました。それ以来、ぐずついた天候が続いております。そうは言いましても、晴れた日には厳しい

残暑を感じるところでございます。台風の発生情報もあるところでございますが、秋の収穫時期を迎え、

天候に恵まれることを願うものでございます。日々町政運営にあたっておられます町長はじめ、職員の

皆様に敬意を表し、早速ではございますが、通告をしております一般質問をさせていただきます。まず

最初に、森林環境譲与税による森林整備について。これまでの森林整備は、森林所有者自らが、森林整

備をする者に対して、補助金が交付される仕組みでございます。森林組合に施業委託をして実施するも

のも含まれております。町有林、財産区、会社有林、共有林、個人等のいずれであっても、森林計画に

沿って実施された事業実績に基づいて補助金が交付される、いわゆる、経営意欲がある者に対する助成

制度でございます。今年度から森林環境譲与税を財源とした森林経営管理制度による森林経営管理が実

施されることになりました。森林経営管理制度の仕組みは、町が森林所有者の意向を確認し、経営意欲

のない森林所有者の森林について、町と森林所有者で森林管理の委託契約を締結をする、森林所有者に

代わって町が管理をするということになります。町が委託を受けた森林で、森林経営に適した森林は、

経営意欲のある者に、経営管理の再委託を行う。経営意欲のある者の経営規模の拡大になるものでござ

います。経営意欲のある者が見つからないとき、また林業経営に適さない森林については、町が自ら管

理をするとなっております。これは、林業経営に意欲がないも者の、森林を適正に管理するための制度

といってもいいと感じております。この、新たな森林管理システムの円滑な事業推進に森林環境譲与税

の一部を充てることができるとなっておりますが、一部ということなので、他にも事業ができるものと

思います。そこで、森林環境譲与税は、森林経営管理事業以外の、どのような事業に充てることができ

るのか。次に、森林経営管理制度では、手入れ不足森林の管理責任を明確にし、森林所有者の責務を明

確にするとありますが、対象となる森林は、人工林に特化されるのか。天然林、伐採跡地は、対象にな

らないのか。次に、経営意欲のない森林所有者の森林とあるが、手入れ不足が明らかな森林で、所有者

不在のため、意思確認ができない場合の取り扱いはどうなるのか。経営管理の委託または再委託に、金

銭が伴うのか、伴わないのか。経営管理委託の山林または再委託の山林の、固定資産税の納税義務者は、

あくまでも所有者ということなのか。町が管理することになった森林で行う施業の種類はどんなものが

あるのか。本町の経営管理事業の実施方針及び進捗状況はどうなっているのか。以上について答弁を求

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 

 はい、森林環境譲与税にかかります森林整備についてのご質問をいただいたところでございます。ま

ず、１点目の、森林環境譲与税に森林経営管理事業以外のどのような事業に充てることができるのかと

いう質問でございます。森林環境譲与税は、森林所有者自らが経営管理できてない森林について、市町

が実施します継続的かつ安定的な森林整備及びその促進に要する財源に充てる税制として創設されたも

のとなっております。市町においては管理放置されている奥山や里山林の保育や間伐、また住民に危害

を与える恐れのある危険木、竹林の伐採、除去等の森林整備に対する補助、森林整備等のために、森林

林業に関する専門的かつ高度な知識及び技術を持った専門員の雇用、公共建築物等の木材利用、木質バ
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イオマスの燃料利用に対する地域材の調達、利用への支援など、また植樹、下刈り等の森林整備体験、

木工体験活動に対する支援など、人材育成、担い手の確保、また木材利用の促進や普及啓発等に充てる

ことにより、森林整備の一層の促進を図り、森林の有する多面的機能を発揮することが必要となってお

ります。続いて、森林経営管理制度では対象となる森林は人工林に特化されるのか。また天然林、伐採

地の対象にならないかという質問でございます。森林経営管理制度については、森林所有者自らが経営

管理できていない人工林を優先的に整備していくことが必要となっていますが、森林経営管理制度にお

いて、対象となる森林は人工林、天然林、放置竹林、伐採跡地が対象となります。森林の樹齢、状態等

の生育段階による制約も受けないものとなっております。３点目に手入れ不足が明らかな森林で、所有

者不在のため、意思確認ができない場合の取扱いについてでございます。森林経営管理法では所有者が

不明な場合や、共有林で一部の所有者が不明な場合には、市町による森林の登記事項証明書等に基づい

て、森林所有者と思われる個人、相続人を探索し、探索を行っても森林所有者が確知することができな

いときには、インターネットまた市町の広報への掲載等の方法による広告、また県知事による裁定によ

るみなし同意を得ることなど、一定の手続きを経ることにより、森林所有者から市町に経営管理権を設

定できる手続きの特例措置をとれるものとなっております。４点目の経営管理の委託またその再委託に

金銭が伴うか伴わないかの質問でございます。森林の販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお、

利益がある場合には、森林所有者に金銭を支払うことと定められております。５点目の経営管理委託の

山林または再委託の山林の固定資産税の納税義務者はあくまでも所有者という質問でございます。森林

経営管理法では立木の伐採、及び木材の販売、造林並びに保育を実施するための経営管理権の設定であ

り、登記を要する権利ではないため、経営管理権が設定された山林であっても、固定資産税の納税義務

者はあくまでも山林所有者となります。６点目に町が管理することとなった森林で行う施業についてで

ございます。植栽、下刈り、除間伐、森林作業道等の開設、維持、修繕、また森林病害虫、獣害による

伐倒駆除、忌避剤の散布など、どのような施業を選ぶのかは森林所有者と市町との同意のもとに設定を

し、実施するものとなります。対象となる森林の樹種、樹齢、状態、傾斜、路網整備等の状況を踏まえ

た上で施業を行っていくものとなります。７点目の本町の森林経営管理事業の実施方針及び進捗状況に

ついてでございます。実施方針としましては、森林所有者の経営管理する意思のない森林が増加し、森

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

森林が増加しております。今後高齢化等によりさらに増加することが予想されております。このような

森林において公営的機能の発揮のために、適切に経営管理していくことが求められ、将来的には意向調

査を基に林業経営に適した森林は、意欲と能力のある林業経営体による林業経営をすすめ、林業的利用

を継続していくこととなります。これまで困難であった施業地の面的集積を行いながら、低コスト施業

を行っていきます。また、林業経営に適さない森林は、市町が経営管理を行う、間伐等の施業を実施し、

自然に近い森林へと誘導していくことと考えております。新たな森林経営管理制度により森林の適切な

管理を行い、公共建築物への木材利用など、土砂災害等のリスクを低減する取り組みや、雇用場所を確

保する仕組みを作り、雇用の創出も推進していきたいと考えております。進捗状況についてでございま

す。森林環境譲与税の使途に関する方向性や、森林経営管理制度、実務上の課題抽出に対する研修会の

参加、また市町において行うことになります森林の経営管理に関する意向調査に係る森林情報の収集、

意向調査予定箇所の選定、また意向調査の項目の整理などについて、県、関係機関、近隣市町と定期的

に意見交換等を行っております。森林経営管理事業が円滑にできるよう、準備も進めているところでご

ざいます。また本年度、公共建築物の木材利用として地域材を活用した椅子、机を安芸太田病院に整備

することとしております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 角田議員。 

○角田伸一議員 

 答弁をいただきました。森林環境譲与税を財源として森林の整備、担い手対策、その他危険木の除去、

多面的機能の発揮等の事業が可能であるということでございました。国民から森林環境税を徴収し、実

際には、徴収は令和６年度からとなっておりますが、国民みんなで、森林環環境を支える仕組みですか

ら、目に見える形で成果を上げることが必要だと思います。安芸太田町の地域特性に沿った、町民の要

望等も考慮した、森林環境の整備を幅広く展開するべきだと思います。委託の関係で言いますと、経営

意欲のある者に集約された森林には、除伐、切り捨て間伐、また収入間伐が可能な森林もあろうかと思

います。将来は、皆伐可能な森林にと育っていくわけです。委託の関係において、その時になって、問

題が生じないようにと思っております。この委託の期間について、どのような考えなのか。ここで１点
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お伺いいたします。町が管理する森林で行う森林施業については、もともと、林業経営に不向きな森林

の管理なので、将来にわたって、収入間伐や、皆伐は考えられないのだと思います。森林の健全性を保

つ施業に特化するということだと思います。経営管理制度の実施方針、進捗状況について、森林管理制

度に沿って、森林の適切な管理が必要です。県、関係機関と意見交換を行い、事業開始の準備をしてい

る、との答弁でありました。私の質問の趣旨は、森林の適正な管理を行うための、森林管理事業をどの

ように進めるか。また、その進み具合いは、どうですかと質問をしたつもりです。例えば、経営意欲の

ない者の、森林を把握するための、具体的な作業の進め方等についての答弁を期待したところでござい

ます。この森林経営管理制度は、これまでの造林事業とは、比べ物にならないくらい、複雑な事業執行

になると思います。専従の職員配置等の執行体制の整備について、お考えがありますか。以上について

答弁を求めます。 

○矢立孝彦議長 

 産業振興課長。 

○瀬川善博産業建設課長 

 はい、ご質問いただきました部分について答弁をさせていただきます。まず、経営管理の中の委託期

間についての質問だったと思います。その委託期間についてはですね、森林経営管理法では森林所有者

自らが経営管理できてない、森林の経営管理に至る委託期間については、原則上限下限はございません。

森林所有者と市町との間の合意により定めるものとなっております。続いて経営管理制度の進捗状況に

ついての詳細な管理事業、それのなかでの詳細なことについての質問だったと思います。具体的には森

林経営管理制度では森林所有者自らが経営管理できてない森林の整備を進めるため、本町において当面

は森林所有者自らが経営管理できてない森林の意向を把握するため、林業経営及び適正な森林管理が行

われている森林に隣接する森林の所有者を対象に、今後森林を経営管理するかどうかのアンケートによ

る調査、聞き取りを行っていきます。また本町において、森林所有者自らが経営管理できてない森林が

約 8,000ha あります。意向調査は経営管理できてない約 8,000ha の森林を１年間に 400ｈａを目途に、

一定の区域を定めて、20 年以内に意向調査が終えるよう、計画的に進めていきたいと考えております。

意向調査の結果を踏まえ林業経営に適した森林を意欲と能力のある森林組合、会社、個人等の林業経営

者に集積するとともに、林業経営に適さない森林については、森林所有者からの申し出に基づきまして、

市町で経営管理を行っていくものとなります。続いて専従の職員配置等の執行体制の整備についてのご

質問でありました。森林経営管理制度の施行に伴いまして、市町では経営管理の意向調査また森林所有

者の探索、経営管理の計画作成、また森林整備の再委託等の業務を行っていくこととなります。さらな

る山林管理に求められる知識や経験が必要となる中、知識や経験を有する専門職員等の配置については、

その方策として国の地域林政アドバイザー制度の活用による林業技術者の確保や、また県、林業関連機

関で知識を有している方との連携により町の山林管理に携わる専門職員を配置しまして、本町の地域特

性に沿い、また地域住民の要望等も考慮した森林環境の整備を幅広く展開するような森林経営管理制度、

また林業振興の方策を立てたく検討を行っていきたいと考えております。国県が行います実務研修への

参加によって、林務に関する専門的かつ高度な知識技術を習得し、また町内の森林の情報を一元的に取

りまとめ、効率的に管理活用するための林地台帳の充実にも努めるなどして、執行体制を整備し事業に

取り組んでいきたいと考えております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 角田議員。 

○角田伸一議員 

 はい、実施方針、執行体制については、理解ができました。今年度も半ばにさしかかっております。

事業実施額が、財源であります森林環境譲与税に満たなかった場合、簡単に言えば、金余りが生じるよ

うな場合の取扱いはどのようにお考えか、伺います。 

○矢立孝彦議長 

 産業振興課長。 

○瀬川善博産業振興課長 

 はい、森林環境譲与税にかかります事業費の執行残の取扱いについての質問でございますが、今年度

において執行残が生じた場合については、基金を設置しまして、森林の有する多面的機能の発揮を通じ

て地域住民の安全安心の確保に努め、森林整備の一層の促進に要する経費の財源として、事業執行管理

を行っていきたいと考えております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 
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 角田議員。 

○角田伸一議員 

 それでは次の質問に移ります。サケ・マス類陸上養殖共同研究の成果について。安芸太田町の新たな

ブランド開発を目的として、岡山理科大学と好適環境水を活用した、サケ・マス類の陸上養殖共同研究

が行なわれてきました。養殖実験のほか、商品化、販路の可能性、事業規模等、実用化に向けた、研究

も併せて行うことになっておりました。これまでの、この共同研究について、同僚議員、また私も、質

問をした経緯があります。研究の途中での質問であったため、質問の内容、答弁についても、取り組み

状況の域を超えることができませんでした。平成 30 年度で、この、サケ・マス類陸上養殖共同研究は

終了しております。ここで、次のとおり質問をします。１つ、好適環境水による陸上養殖では、成長が

早く、大きく育つと聞いておりますが、生育期間、個体の大きさについて、自然界に生息している魚類

との比較はどうなのか。陸上養殖のメリット・デメリットは何か。２番目に、商品化・ブランド化につ

いて。安芸太田町の特産品として、商品化の可能性・価値について、宿泊・飲食施設での利用の可能性

等について、食の特産化・ブランド化を図るという観点から、答弁を求めます。３、販路について。調

査方法を含めて、販路の可能性について答弁を求めます。４番目、事業化について。この共同研究の目

的は、好適環境水による、陸上養殖事業の可能性についての調査研究でもありますから、収益性のある

施設を整備するとすれば、魚の生産量、見込み生産額、施設の規模、施設整備に必要な事業費はどれ位

かかるのか。以上、４点について答弁を求めます。 

○矢立孝彦議長 

 企画課、二見課長。 

○二見重幸課長 

 はい、サケ・マス類の陸上養殖共同研究についてのご質問でございます。地方創生の事業の一環で、

実施をしてまいりました企画課の方から答弁をさせていただきます。岡山理科大学との共同研究により

まして、好適環境水を利用しました、サケ・マス類の共同研究、30 年度で終了をしておるところでござ

います。この中でご質問のございました生育期間、個体の大きさ、それから自然界に生息している魚と

の比較についてでございます。まず今回の共同研究では、今回の飼育結果の比較対象として、青森県の

内水面試験場が実施しました通常のヒメマス養殖の記録を採用をしております。ヒメマスの平均魚体重

の比較において、通常のヒメマス養殖では 10 グラムが約 30 グラムに生育する期間が 300 日程度かかっ

ております。これが好適環境水の養殖では 300 日の時点で 390 グラムまで成長しているという結果が出

ております。さらに 400 日の経過時点では、通常のヒメマス養殖では 60 グラムまでの成長でしたが、

好適環境水では 650 グラムまで成長をする結果となりました。このことから通常のヒメマス養殖に比較

すると、好適環境水の方がかなり早く成長するという結果になり、ヒメマス養殖における好適環境水の

優位性を確認することができたという結果となっております。それから陸上養殖のメリットとデメリッ

トでございます。まずメリットの方ですが、これ当然のことなんですが、気象、気候の影響が少ない。

そのため生産性の向上でありますとか、品質の向上の可能性があると。飼育環境に人的な管理が可能で

あるということがまず１点あげられます。それからトレーサビリティの対応が安易であると、容易であ

るということで、安全性が確保しやすいということでございます。それから外部環境への影響の軽減と

いうことで、排水処理の管理あるいは飼育水が少量で済むといったようなメリットがございます。それ

から作業量の軽減ということで、当然でございますが、漁船でありますとか網等の漁具等が必要ないと

いった面、それからそういう漁業上での安全面等がメリットにあげられると思います。それからデメリ

ットは、まず第１点あげられるのが、施設整備のイニシャルコストでございます。それが最大のネック

というふうに考えております。それから電気料等のランニングコスト、これも高額にかかるというよう

なデメリットがございます。それからデメリットとしては、ウイルスでありますとか病気が万が一持ち

込まれた場合に、トラブルが発生しやすいといったデメリットもあるというふうに報告を受けておりま

す。それから２点目、３点目の質問でございます。サケ・マス、今回の養殖しております魚の商品化、

特産化、それから販路の関係の質問でございます。今回の共同研究の一環として、900 グラム程度に成

長したヒメマスを、これをサイズやスモルト化の観点から判断して、ヒメマスを紅鮭として、紅鮭の名

称で試験販売を行ったところでございます。この販売先でございますが、関東近郊及び岡山県内の百貨

店やスーパーに試験販売をしております。約 340 キロ 371 尾を試験販売をしております。総合的な評価

といたしましては、まず臭みがない、それから脂ののりも程よいといったところから、刺身商材あるい

は寿司ネタ商材に最適であるという評価を受けているところでございます。それから市場に流通するこ

のサケ類というのは、冷凍加工がされているものがほとんどでございまして、今回の試験販売は好適環
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境水の養殖で安全であるということから主に生食で食され、このことも評価されておるところでござい

ます。このことは今後販売を行っていく上で有利に働くというふうに考えておるところです。課題とい

たしましては、通常のサーモン、サケというのは、大体２キロぐらいのサイズで出荷されることが多い

ということでございまして、今回は試験販売でございましたということもありまして、また限られた飼

育期間ということもありますので 900 グラムと、やや小ぶりの状態で出荷しておるということ、それか

ら紅鮭らしい身の色が少し薄かったというようなことが指摘をされておるところでございます。今回の

試験養殖では、養殖期間が限られておったこともありまして、サイズについては十分ではなかったです

が、今後の飼育方法によっては２キロ程度までの成長は十分可能であり、町の食の産品化、ブランド化

は十分可能であるというふうに考えておるところでございます。それから事業化の検討でございます。

事業化の可能性につきまして、今回の飼育の費用等から算出をいたしましたところ、今回の共同研究の

飼育に要した費用から試算した場合、販売額を年間１億円に設定した場合、今回の試験販売のキロ単価、

1,000 円で試算すると、100 トン、12 万５千尾を出荷することになります。その経費は今回の養殖試験

の経費から試算すると、9,800 万円必要となります。言いかえますと１キロ当たりの生産コストは 980

円ということになりまして、これに見合う販売額の設定を行う必要があろうかと考えております。この

ことから今回の試験販売では、キロ販売単価を 1,000 円と設定しておりましたが、これでは採算の目途

が立たないため、このキロ単価を 1,500 円あるいは 2,000 円程度まで設定した場合の販売路の可能性に

ついて、今後調査等行う必要があろうかと考えております。またこの試算では、3,000 ㎥の容量の養殖

水槽を想定をしております。これは 25 メートルプールにしますと、大体 5.5 倍の規模でございます。

この施設を段階的に規模拡大していくのか、あるいは設置場所をどこにしていくのかといった条件の設

定がございますが、このサケ・マス類を養殖している他の施設の例からいきますと、年間 100 トン生産

の規模の整備費を推計しますと約４億円以上の設備投資が必要であるというふうに推計をしておるとこ

ろでございます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 角田議員。 

○角田伸一議員 

 実用化を目指して調査研究が行われてまいりました。今答弁をいただいた以外にも膨大な研究のデー

タがあると思うわけでございますが、研究の成果を見て今の心境はいかがかと問います。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 先ほど担当の方より報告をさせていただいたところでございます。確かに私どもが当初思ってたより

か大きなボリューム、数字が今報告を受けておるところでございますが、やはり全国各地におきまして

は、こういうふうなことのみならず漁業振興の形で企業とタイアップをした取り組みが展開されておる

ところでございます。私たちもこの研究成果をどのように活用できるか、またどのように企業とタイア

ップできるかをこれからの課題として調査研究をさらに進めていきたく思っておるところでございます。 

○矢立孝彦議長 

 角田議員。 

○角田伸一議員 

 この地域には存在しない好適環境水、この地域には生息していないヒメマス、特別な組み合わせによ

る特産品開発という画期的な調査研究ではありましたが、実用化に当たっては採算性、事業の継続性に

ついて熟慮が必要であると感じております。以上で私の一般質問を終わります。 

○矢立孝彦議長 

 ４番、冨永豊議員。 

○冨永豊議員 

 おはようございます。冨永でございます。よろしくお願いいたします。昨日、長期総合計画の打ち合

わせっていうのか出させていただいて、１つ学校校長が言われてましたけど、全国の学力調査において

広島県で英語でしたか第１位というふうなことを、１位かどうかちょっと２位でしたか、トップクラス

っていう表現でしたか、どちらにしても少人数学校においてですね、こういった力っていうのは保護者

の方にとっては安心を与えるものだというふうに思っておりますので、これからもそういったことには

注視しながら、教育の方もお願いしたいと思っております。どうもご苦労様でございました。それでは

始めさせていただきます。今日は通告しております医療計画についてということで、お伺いしてまいり



- 8 - 

 

ます。急速な超高齢社会がもたらすことは、社会保障費の増加と、医療・介護等のケアを担う人材不足

と言われる。その強い影響を受けるのが、団塊の世代が 2025 年までに後期高齢者に達することにより、

生じる医療・介護需要の急拡大で、社会保障費の増加といった問題が発生してくるのが 2025 年問題。

最も深刻なのが次の 2040 年といわれる。団塊ジュニア世代が 70 歳を超える年で、現役世代の減少が顕

著になることで生じる、働き手不足を中心とした、様々な問題が 2040 年問題といわれています。以上

の背景から私の、今回の質問テーマの中心は、医療の問題です。高齢化が進むと実は、入院や手術を必

要とする患者は減り、その代わり、生活習慣病など慢性疾患や、複数の持病をかかえるお年寄りが増え

る。これに対して、病院のあり方が問われる。病院から在宅へといった、在宅重視の医療を実現するた

めには、医療・介護・福祉が連携した体制が求められる。安芸太田病院と行政は、都市圏を中心にした

高齢化社会で、起こり得る医療の問題を注視し、その影響を含めた医療の範囲を明確化した内容の体制

を作り上げることが求められ、その方向を示した安芸太田町病院事業新経営改革プランが最新では 28

年度に示されている。その内容を中心に現状を照らし合わせながら、安芸太田病院の経営状況と、今後

の見通し、示した医療計画についてお聞きしてまいります。また、その内容は、医療・介護・福祉の連

携を重要視されることから包括ケアシステムの現状についても答弁を求めることとしています。最初に、

広島県地域医療構想策定と連携した安芸太田町病院事業改革プランの内容を中心にお聞きしていきます。

改革の視点４項目あてられている。１つは経営の効率化、２つは再編・ネットワーク化、３つ目が経営

形態の見直し、４つ目が地域医療構想を踏まえた役割の明確化の４点であるが、現状は同一地域に複数

の公立病院の併存もなく、役割が競合しているケースもない。また既に見直されていることなどから、

現状において主として考えていくべき項目は４つの項目のうち２点。１つが経営の効率化、２つ目が地

域医療構想を踏まえた役割の明確であると思います。まず４つのことが柱とした背景何か。病院の現状

認識、将来においての病院のあり方についてその受け止めをお聞きします。次に医業収益について。医

業収益の基本は、患者数と診療報酬で決まると思っています。安芸太田病院の場合、公的医療機関とし

て、地域医療の重要な役割を果たしているその反面、損益収支は良好とはいえない。病院利用者の８割

近くが町内で、人口減少は、スピードも速く、人口密度は低く、平均外来患者数は減少の状況で、診療

科目等の医療提供体制の維持が極めて厳しい状況とみております。現状で経営状況から、医療提供のあ

り方等で、今後病院の見通しの受け止めについてお聞きいたします。安芸太田町病院事業経営改革プラ

ンからの医業収益については、人口目標を 2024 年の 5,040 人を前提にして計画されている。その時点

の人口比率は 65 歳以上が 53.6％、現役世代が 39.7％、このことから見える事は、入院・外来収益の内

容が高齢者に偏る。入院収益については、社会生活環境から在宅医療が望めないことから、病床の工夫

で一定の稼働率の維持は保たれている。ただし、精神科病床の稼働は低い状況が慢性化している。理由

について、今後特別な対応があるのかどうなのかお聞きいたします。次に外来収益について減少傾向に

ある。推測できることは、運行本数の少なさ、住民の高齢化に伴い、自家用車の運転が困難、また足腰

が弱まると通院が難しくなっている状況があるのではないか。本町の環境下では、訪問医療は費用負担

が大きい、稼働率も悪く医療従事者の不足が起こり得ることも予測される。訪問医療の必要性を求めて

も、適切な体制で出来ないのが実情かもしれません。以上のようなことへの、改善策を考えてみなけれ

ばならないのではないか。そのためには、交通手段に視点を当ててみる。現在の交通計画が本当に有効

なのか、急所は外れていないのか。供給と需要がともに生きれる道なのか。それには、公民の医療機関

の通院手段の状況調査を行い、行われておれば、その結果を報告いただきたい。結果によっては、現在

の交通経路の見直しに繋げ、医療確保等は考えなければならない。ご意見を伺います。重要なことは、

医療あるいは交通等が果たすべき役割は、町民の安心・安全な社会の重要なインフラだからです。医療

従事者の確保についてお聞きいたします。医師が無制限に増えると、国民医療費総額が増える。そうな

ると国家予算にも影響が出て国家の危機となりかねないという考えのもと、日本では医師の数は、厳格

な管理のもとに制限されています。医師免許は国家試験ですが、医学部の定員を管理することで調整さ

れている状況です。現状は、医師が大都市部に集中し、地方の医師不足が深刻化している。政府などは、

医学部の定員増や地域勤務を義務づける地域枠を導入したが、効果はすぐに出てこない。地域勤務の義

務化を嫌う医師らの反発も強い。医師の確保に向けては、平成 20 年度以降の、医学部入学定員を過去

最大規模まで増員している。地域枠の数・割合も、増加してきている。地域枠ついても平成19年度 183

人定員総数の 2.4％から平成 29 年 1,676 人で定員総数の 17.8％まで増加となっている。このようなこ

とが医師確保ついての流れがある。この流れが、地域医療において特に地域枠が、過疎地域などに安定

した医師確保の状況を迎えることとなっていくのか、現状での対応策と今後見通し等について率直な意

見を求めます。現状での対応策として、先般６月定例議会の行政報告で、医師の確保について現実的な
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対応がありました。広島市立病院機構と本町で、医療体制の確保に向けた連携協定を締結した。これに

より医師不足を解消することになるといったような情報の発信がありましたが、どの程度のこの協定の

中身なのかお聞きいたします。今後、益々医師不足の解消は、人生 100 年といわれる環境で診療も、社

会変化で、先述した、生活習慣病などの慢性疾患や、複数の持病を抱えながらの予測は、需給関係のバ

ランスの読みが難しさを増すものと思っております。今後の医療従事者の不足の問題、どのような考え

をお持ちであるのかお聞かせください。また、医療技術者等育成奨学貸付金の対象者数の現状をどのよ

うに受け止めておられるのかお聞かせください。次に職員の適正配置の目的は医療収益の確保なのか、

働く環境の改善なのかでお聞きいたします。具体的には、地域包括ケア病棟の職員配置が 10 対１で行

うとなっている。内容について、診療報酬への対応なのか、人材不足の考えなのかどのような影響があ

るのかの説明を求めます。創設された 18 年４月の診療報酬改定後、職員配置で看護師の争奪戦が激し

くなったとの文面もある。それは何を目的にしたことなのか説明を求めます。次に病床数について。次

に病床数で具体的な内容でお聞きいたします。病床数を決めることは、病院の理念、町の姿等に通じる

大きな要素であり重要と受け止めています。国は、病床の機能分化を進め、高度な医療を提供する病床

の数を絞り込み、そこにあらゆる医療の経営資源を集中させていく方針。その方針は、2025 年に向けて

病床数を 135 万床から 119 万床に減らす。個別医療機関ごとの削減計画をまとめるよう求めている。広

島県も 2016 年３月の医療機関構想の中で個別医療機関ごとの削減計画の積み上げを行い、医療機関別

の病床数をまとめている。安芸太田病院における病床数は、一般病床 53 で稼働率 80％以上の推移。療

養病床が 52 で稼働率 80％以上の推移。精神科病床が 44 で 60％後半の推移の内容である。今後、病床

数について、病床機能報告制度が設けられ、これに基づき、稼働病床数を報告していくことになる。今

後、病床の機能分化また、病床数の予測をどのような考えで行われていくのかお聞きいたします。人口

構造が示す本町の社会生活環境の内容から考えると、在宅医療は望ましいことであるが難しい状況であ

る。その意味から、31 年度当初予算で包括ケア病床の増床は、現状の認識から考えた計画と受け止めて

います。今後、病床の位置づけについては、十分な調査分析を行っていくことが重要であると思ってい

ます。受け止めをお聞かせください。また、地方財政計画において公立病院の運営費にかかわる地方交

付税措置の算定基礎の考えが許可病床数から稼働病床数に変更の文面が目に留まったが確認の答弁を求

めます。本病院の場合、稼働病床で求められた場合、その要因が職員不足による場合も考えられるが、

その場合などにおいては緩和措置などが考えられていくものなのか。考えをお聞かせください。最後に、

28 年度で練られた安芸太田町病院事業新経営改革プランについて所見を述べると、医療政策が財政主導

で行われていく以上、公立病院の役割である救急医療、不採算医療等についての対応が懸念されること

になる。社会保障が社会生活の安定に寄与していることを念頭に置いて、実行されることが安心な生活

が実感できるものと考えます。そういった意味から、包括ケアシステムの確立が、地域を基盤とするケ

アが進んでいくことが大切なことと思っています。病院サイドからの現状での包括ケアシステムの現状

についてご意見を求めます。次に包括ケアシステムについてお聞きいたします。地域包括ケアシステム

という言葉が最初に厚生省の公的資料に出たのは、2003 年６月です。その後、様々な検討が行われ

2013 年３月、システム構築の地域ケア体制の整備を提起しました。その内容は、住まい、生活支援、介

護、医療、予防の５つの構成要素の相互関係性を、自助、互助、共助、公助という４つの視点で整理し、

地域包括ケアシステムの構築の課題を提起した。今回、４つの視点で現状認識についてのご意見を伺い

ます。まず現状認識において、地域包括ケアシステムの構築は進んでいるとは思えないが、まずその現

状の受け止めについてお聞きいたします。最も進まないのが、地域を基盤とした、自助と互助といわれ

る。はたしてそうなのか。考えを深めていくと、自助、互助、共助、公助の４つの視点の、連携した関

係を作り出す中枢は、公助の部門にあると思います。公助の役割を深掘りして意見を求めます。自助、

互助の発想は、もともと統合ケア部分の介護・医療サービスである、共助、公助の支援を極力抑えるた

めに、自助、互助の努力を要請された考えと思っております。現状で自助を振興させていく取り組みは、

介護予防活動に取り組んだり、検診を受けたり、病気のおそれがある際には受診を行うといったことが

行われている。互助についても同様なことが言える。地域住民のボランタリーな活動を促進するために、

そこには公費が投入され評価される仕組みがある。自助、互助の基礎確立のための支援策が行われてい

る。この支援策は共助です。制度に基づいた共助だけでは、自助、互助の振興につながっていくことに

はならないし、現状においても満足な成果は上がってこない。繋げていくのは公助です。超高齢化社会

のケアは、身体心理とか、倫理的なこと等が絡み、外傷的ケアだけでなく人間の内面に対するケアが重

要視されている。複雑なケアに対応していくには、専門職連携の基で下されるケアの判断が、住民がお

互い様で活動して、家族の絆、地域の絆を強くすることに繋がっていく。具体的にはその弱さを露呈し
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ているのが、地域ケア会議のあり方です。統括センターでの専門職による実態調査、相談ごとなどから

の課題について、地域ケア会議を設け、各関係者、関係団体、住民、本人、家族等の連携を諮り、QOL

の向上を基本としたケア内容を行うその仕切りは、どこが行うかといえば、公助の役割の専門職です。

住民参加で専門職との間で行われる議論が、自助、互助の役割が芽生えるものと思っております。本来

であれば自助、互助は自然発生的と思われるが、現状では社会生活環境の著しい変化のおり、改めて意

識を持っていただくことが大切で、ここに公助の役割である。ご意見をお聞かせください。また現状で

地域ケア会議の具体的課題の実績内容の紹介、その時の構成メンバー、地域住民の代表者などは加わっ

ていたのかお聞かせ下さい。その評価は QOL に基づき評価を行うものと思います。その評価の状況につ

いて要約された内容で答弁を求めます。最後に、役場組織全般における現状に対するお考えでお聞きし

ときます。組織統制に専門職を配置の持つ意味は、現代の複雑社会において、多種多様な価値観と社会

変化の速いスピードの中において、経験則だけでは、ことは収まりにくくなっている。本町の行政の組

織は、財政主導の策にこれまで偏りすぎがあると思っています。現状において、組織が自覚した考えを

もつには、専門職の配置が問われている。組織の体制づくりへの考えについてお聞きいたします。以上

でございます。お願いいたします。 

○矢立孝彦議長 

 質問が多岐にわたっておりますので、整理をして順次答弁を願います。病院事業、菅田事務長。 

○菅田裕二安芸太田病院事務長 

 私からは医療計画について、特に安芸太田町病院事業改革プランについて大きく４つのご質問をいた

だいたところでございます。まず１点目、改革４項目につきましてですが、国が示した新公立病院改革

ガイドラインに基づいて、平成 28 年度に安芸太田町病院事業新経営改革プランにより、５か年の計画

が病院事業での運営方針となっております。ご指摘のとおり、国のガイドラインで示している改革４項

目、特に地域医療構想を踏まえた役割の明確化の視点に立った改革を一体的に推進する必要があるとい

うふうにしております。この４つの柱とした背景でございますが、全国公立病院の経営状態の悪化であ

りますとか医師不足のため医療を提供することが難しくなったため、平成 19 年度に公立病院のガイド

ラインを発出し、本病院事業も取り組んでまいりました。国は更なる公立病院を改革するため地域医療

構想を踏まえた改革プランの作成を求めてきたところでございます。平成 28 年度に策定いたしました

改革プランでは、本町は広島市と同じ広島圏域で病床過剰との指摘に対して、ほとんどが広島市内に病

院が集中しております。本町の病床数は適正程度と考える一方で、専門的な治療を行う広島市内の病院

と連携するため、更なる医療機能の連携が必要であると計画したところでございます。その一例といた

しまして安佐市民病院の画像診断でございますとか、テレビ会議による医師同士の連携を可能としたと

ころでございます。しかしながら、本町のように高齢者を含む人口減少が始まりまして、年々入院患者、

外来患者ともに減少している現状、また、安佐市民病院の新設許可を得るため、地域間で連携し、地域

医療構想を取り込むよう昨年度計画したところでございます。これにより北広島町では病院から診療所

に変更する等の病床を削減し、新設許可を得る結果となりました。本病院におきましては次期改革プラ

ンで協議する方向で整理しておりますが、国・県からの指導もかなりありましたので、病床削減は避け

て通れないとしております。しかし、町内唯一の病院でありますから、住み慣れた地域で生活するため、

また帰るための最後の砦としての機能でありますとか、規模を維持すべきであるというふうに考えてお

ります。２点目の質問でございます。医業収益でございます。現状での経営状況でございますが、安芸

太田病院につきましては平成 30 年度黒字決算ということでなっております。町の人口推計であります

とか国が示す方向からいいますと右肩上がりは見込めないと認識をしております。手術規模の現状でご

ざいますとか医師派遣状況から、ある程度のダウンサイジングはやむなしとしながら、経営はよくなる

という考え方のもとで病院のあり方を検討いたします。入院収益につきましては全収益の半分を維持し

ていることから、稼働率が下がるとその影響は大きくなります。そのため、毎日の入院患者数は全職員

に確認をさせておる状況でございます。医局会議でありますとか管理職の会議で、全科における毎月の

患者数、診療収益の結果について共通課題をもって診療に対応しております。精神科病棟のご質問いた

だきました。平成30年度稼働率で51.1％、１日平均22.5人となっております。原因といたしまして町

内患者が 85.4％、介護保険制度によります認知症高齢者対策といたしまして、地域密着型グループホー

ムの設置、特別養護老人ホームによる認知症ケアの充実による、また更に広島市内からの患者も見込め

ていない状況です。この稼働率は増加しないと考えております。今後、認知症治療病棟のマーケティン

グを行いまして、病床を維持するべきか、精神科医療における特別交付税措置が終了しておりますので、

不採算医療をどのように対応するかを考えていきたいと思います。外来収益についてのご質問はご指摘
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のとおりで特に医師が行う在宅医療は負担が大きいこともありますが、件数自体も減ってきております。

その１つが在宅医療は計画的に行うと、診療を行うということになって、その際に必要な介護サービス

の提供が少なくなっていること、家族による介護者も少なくなったことが考えられます。ご提案のあり

ました交通経路に関しては、あなたくでありますとか、町内代替バスが病院まで乗り換えなしで来てお

ります。交通経路がこれまでよりも確立されましたら、ある程度患者数は増えると考えています。また、

介護者の移動手段においても課題はあると認識しております。安芸太田町との協議をしていくためには、

患者にあった提案を行うとともに本院での課題でもあります待ち時間の解消に向けた取り組みも行って

いきたいと考えております。３点目、医療従事者の確保についてのご質問いただきました。医療従事者

確保に対するご質問ですが、ご指摘のとおり、地域枠、ふるさと枠につきましては、広島県内で医療に

従事する意思のある者を選抜して奨学金を貸与する。中山間地域勤務を義務年限として、勤務すること

となってます。ふるさと枠医師の配置も始まり、期待も高まっていますが充分な医師配置とは言えない

状況であります。１つが専門医制度により指導医が配置されている病院を選ぶ傾向にあります。本院の

ように指導医の確保が難しい病院はその確保も難しい状況にあること。また、大学の入局後の医局人事

にしばられ、関連病院以外は勤務は難しくなっているのが現状です。しかしながら、本年度ふるさと枠

医師の派遣を受けております。ふるさと枠医師２名を安佐市民に一旦派遣し、この２名のふるさと枠医

師１名を常勤医師として受入れ診療を行うことで確保につなげております。３月 18 日に広島市、広島

市立病院機構、安芸太田町で地域医療体制の確保に向けた連携協定を締結したことにつきまして、内容

は安芸太田町の地域医療を確保するために医師を含むスタッフの派遣、２点目に人材育成の研修の実施、

３点目に医療材料の共同購入等による経営改善の取り組みを行う、これが大きな基本協定の内容でござ

います。ふるさと枠の医師の派遣がこの協定の結果となりますが、安佐市民病院総合診療科からの医師

も月２回の派遣、月１回の循環器外来医師の派遣、月２回の土曜日の当直、また、院長不在の際の代診

等の成果を得ております。安芸太田町医療技術者奨学金貸付制度の受け止めでございますが、これまで

安芸太田町は平成 23 年度から 29 名が制度を利用しておりまして、現在の貸付は、医師３名、看護師

６名、薬剤師１名の 10 名を行ってます。残り 19 名の内、学生期間中に辞めた者が２人いましたので、

17 名を採用し地域医療に貢献をしております。現在勤務している職員が 11 名で退職者は６名おります。

貸付期間を就職後に勤務すれば貸付の返還免除となります。将来の採用人数に対して貸付を行いますの

で長期的な確保ができる長所がありますが、義務年限を過ぎて退職事例が出てきたことにより本病院の

ように余裕のないような人員であれば、退職が相次ぎますと看護師不足となります。通常、普通に募集

いたしましても、本町のような中山間地域での確保は難しいと考えております。いずれにいたしまして

もこの制度が医療従事者の確保につながりますし、今後も必要であると考えております。地域ケア病棟

のご質問ですが、現在、一般 53 床の内、８床を地域包括ケア病床として運営しております。この病床

は急性期治療を経過した症状が安定した患者に対しての在宅や施設への復帰支援に向けた医療でござい

ます。通常の病床でありますと 21 日以内に退院するということが条件になっていますが、地域包括ケ

ア病床は 60 日の入院期間となります。集中的なリハビリの実施が義務付けられ、在宅復帰に向けた病

床となります。つまり地域包括ケアシステムを支える医療機能を最低限としていかなければならない病

床でございます。また地域と病院をつなぐハブ機能というふうに考えております。看護師確保には、こ

れまでと同様でございますが、在宅復帰率７割以上あること、また看護必要度が１割以上の施設基準も

クリアしなければなりません。高度急性期病院からの受け入れや在宅復帰を目指して、介護サービスと

一体となった医療を提供することは本町にとって有効であると考えております。４点目の病床数でござ

います。平成 29 年度病床機能報告、広島医療圏での病床数と、県が定めました 2025 年地域医療構想に

よる必要病床数は全体で 282 床増加しております。この考え方と地域完結型の医療提供を行うため、高

度急性期病院を限定しながら回復期の患者は住み慣れた地元の病院に転院するため、地域包括ケア病床

を増やしながら回復期病棟としての安芸太田病院は目指すことと考えております。このことで、救急医

療でございますとか、手術が全くできないといったことはないことを付け加えておきます。地方交付税

措置の算定基礎であります許可病床数と稼働病床数の違いは前３年０床の病床が対象ですので、現在の

稼働数の算定における減額はありません。当然、許可病床数を減らしますと地方交付税は影響いたしま

す。今後の病床及び機能の検討は来年度末までに結論を出したいと考えています。病床数は、現在の患

者数から人口推計により医療需要を推計し、地域の実情に合わせて調整することとなります。地域の実

情に合わせて医療機能を考えるときに不採算医療をどこまで行うか。また、その財源をどのように確保

していくか充分な議論を行いたいと思います。最後に地域包括ケアシステムのご質問でございます。医

療の面から地域包括ケアシステムを考えたときに、まず、医療を受ける患者も生活基盤である移動や買



- 12 - 

 

い物がしっかり整っていること。また、住まいと住まい方を患者本人とその家族が選択し、その心構え

があること。本町のように高齢者世帯でありますとか老老介護世帯が多く存在し、生活の支援の難しさ

から都市部に移れば安芸太田病院の患者ではなくなります。病院が医療のみならず介護機能であります

とか在宅機能にも参画すること。また、住み慣れた地域で最期まで暮らせる体制づくりをしながら医療

というキーワードが安心安全を提供することも考え、将来を計画したいと思います。以上でございます。 

○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 

 はい、失礼します。私の方からは包括ケアシステムの現状認識について、包括ケアシステムについて

お答えしたいと思います。地域包括ケアシステムとは、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援を目的と

して、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地

域の包括的な支援・サービス提供体制のことを指しております。国においては、平成 17 年の介護保険

法改正で地域包括ケアシステムという用語が初めて法の上に使われました。少子高齢化の進行が引き起

こすと予想される問題を緩和するため、地域住民の介護や医療に関する相談窓口である地域包括支援セ

ンターの創設が打ち出され、その後、平成 23 年の同法改正では、条文に自治体が地域包括ケアシステ

ム推進の義務を担うと明記され、システムの構築化が義務化されたところです。本町における地域包括

ケアシステムの考え方は、国が条文化する以前からありまして、現安芸太田病院のリハビリも、病気は

治癒しても社会への復帰、また在宅生活を送るにしてもそれに向けた訓練が必要であるとのことから、

力を入れ設置されたものと聞いております。新町発足当時、本町が掲げた地域包括ケアシステムは、高

齢者に限ったことではなく、全体を対象とする考えがありましたが、国が介護保険法の改正により明確

に打ち出したことから、高齢者の方々を対象としたものとなりました。質問にもありましたが、今後、

2025 年問題を控え、一層の構築が、システムの構築が急がれているのが現状です。地域包括ケアシステ

ムとは、形あるものを指すものではなく体制であり、色々な施策が合わさり、１つの体制を作っていく

ものと考えております。既存の施設、現在整備している施設、法改正により設置が義務化された地域包

括支援センターや保健・医療・福祉などにおける日々の業務が複合的に役割を果たしていくことにより

成果が出せるものと考えております。また、地域包括ケアシステムは、地域に住み続けることが一番の

柱で、このためには公助は当然のことながら、自助・互助・共助が最も大切になると考えております。

地域包括ケアシステムにおける自助・互助・共助・公助は次のように考えられております。自助とは、

自分のことは自分で行う、自らの健康管理、市場サービスの購入などとされており、家族・親族におけ

る協力もある程度含まれてると考えております。互助とは、ボランティア活動や住民組織の活動などで、

共助とは、介護保険など社会保険制度及びサ－ビスとなります。公助とは、一般財源による高齢者福祉

事業等や生活保護、人権擁護や虐待対策などとなりますが、介護保険制度の運用については公助に近い

ものではないかと考えております。費用負担区分から見ると、公助は、税による公の負担、共助は介護

保険などリスクを共有する仲間というか被保険者の負担となり、自助は自分のことを自分でするという

こと以外に、自費による市場サービスの購入も含まれていると思います。これに対して互助は、相互に

支え合っているという意味で共助と共通点はあるものの、費用負担が制度的に裏付けされていない自発

的なものであり、主に地域の住民やボランティアという形で支えられるものと認識しております。また、

時代や地域により自助・互助・共助・公助は、範囲や役割を変化させていき、2025 年には、ひとり暮ら

しや高齢者のみの世帯がより一層増加することが予想され、自助・互助の概念や範囲、役割も新しい形

が求められてくると考えております。住民間のつながりが希薄な都市部では、強い互助を期待するのが

難しい一方、民間サービス市場が大きく、自助によるサービス購入が可能な部分も多いとされ、反対に

中山間地域では、民間市場が限定的になりますが、互助の役割が大きくなると思われます。国全体が少

子高齢化に向かっている現状、共助・公助を求める声が根強いのは確かですが、少子高齢化や財政状況

を考えると大幅な拡充は難しいため、自助、互助の果たす役割がより大きくなることを意識した取り組

みが必要になると考えています。これらのことを踏まえまして、地域包括ケアシステムにおいて最も大

切なことは自助と互助ですが、地域全体が高齢化してきており、一人暮らしの高齢者が多くなっている

現状から、自助や互助が困難な状況となっていることも現実で、直接的な公助の充実はもとより、地域

の力を上げるための工夫が町に求められると認識しております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 福祉課、伊賀課長。 

○伊賀真一福祉課長 
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 はい、それでは福祉課の方から色々ご質問いただいた中で特に公助の役割についてとそれから地域ケ

ア会議の内容、実績等についてまずはご回答したいと思います。質問におきます、公助ということにつ

きましては特に専門職の関与という点でのご質問だというふうに受け止めております。公助の関与とい

う点では、民と民との力を繋ぎ、地域をコーディネートしていくのが公助の役割でありまして、その役

割を担うのが福祉課におきましては特に地域包括支援センターの力が大きいというふうに考えておりま

す。地域包括支援センターでは総合相談に加えて、住民主体の通いの場づくり事業を創り出したり、ま

た生活支援体制整備事業におきまして住民との意見交換・生活支援サービス等の創出等、専門知識を有

した職員が加わって、協議・検討や事業実施の場にも参画をしております。一人暮らしの高齢者が多く

なっている現状から、直接的な制度の拡充はもとより、地域力を高めていくための工夫が町にも必要だ

というふうに認識しております。これからも支援の拡充にも努めていければというふうに考えておりま

す。続きまして、地域ケア会議の内容です。現在本町において行っております地域ケア会議は、個別会

議といわれる会議で、主に困難事例を検討し、課題解決に向けて協議をしております。平成 30 年度の

実績は、カンファレンスを除き８件でした。その内容につきましては、認認介護やサービス利用に繋が

らないケースへの対応、認知症の徘徊者への対応などです。いずれの案件も、個別会議により、一定の

方向を見出すことが出来ております。この個別会議におきましては、地域包括支援センターが、課題解

決のために関係者を招集をいたしまして実施します。この会議の参加者は、その内容の困難度・緊急度

に鑑み、利用者の家族、担当ケアマネの他に、地区民生委員や自治会長を交えて協議をする場合がほと

んどでございます。会議においては、日常生活動作の維持のみならず、議員の方からご質問のありまし

た利用者の生活の質や幸福度（QOL）を高める視点も重要でありまして、特に個別会議後の事後評価に

おいては、健康面や経済的なこと、近隣との交流や余暇の過ごし方など、利用者が少しでも満足できる

ように支援していくことが大切でありますけれども、現時点におきましては、その視点に基づく評価が

弱いというふうに考えております。また、地域ケアの個別会議で確認できました課題や解決できた内容

などを町全体の視点で協議する場所、多職種の関係者とネットワークを構築し、情報を交換・共有する

中で、地域の社会資源を開発し、施策へと繋げていくための連携、俗にいう連携会議といわれるもので

ございますが、こういったところが弱いというのが大きな課題です。福祉課といたしましては、ここが

大きな課題であるというふうに認識をしており、今年度は、保健・医療・福祉に係る多職種の関係者が

全体で協議できる場を設定し、その場でしっかり議論できるようにしていきたいというふうに考えてお

ります。最後に組織の体制づくりです。福祉課におきます地域包括支援センターの機能強化につきまし

ては、昨年５月 10 日付けで地域包括支援センターの設置運営について指針が一部改正され、その役割

の強化が求められました。これまで議会の中におきましても、地域包括支援センターの専門職の確保と

いう部分では沢山ご意見をいただいておるところでございます。本年度におきまして臨時職員でありま

した保健師において正規の保健師を地域包括支援センターに招くことができ、より総合相談であります

とか、介護予防事業について昨年度以上の力を加えて事業を実施しているところでございますが、いか

んせんまだ社会福祉資格を持っておる職員は地域包括支援センターには存在しておりません。その代り

隣接しております福祉事務所においてこれに準ずる職員が地域包括支援センターの職員と一緒になって

業務の方を進めておるところでございます。担当課といたしましては、柔軟に対応することによって相

談された方々の不安をあおることの無いよう、各種相談業務にも応じておりますし、この点については

今後も継続をしてまいります。また業務の役割、重要性に鑑み、地域包括支援センターの業務体制につ

いては、更に福祉課としても検討させていただきたいと思っています。福祉課からは以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 最後の質問で専門職の配置というのが、医療とか福祉だけじゃないというふうに受け止めましたので、

今行政、求めるニーズが非常に複雑多岐になってきとって、各分野で専門職が必要になってきてるのは

よく認識しております。しかしながら安芸太田町現在、第三次定員適正配置計画の策定中。それと来年

度から会計年度職員の制度が創設されます。そういった部分を鑑みながら、やはり外部人材の活用であ

るとか、そういったことを活用しながら定員管理と専門職の配置というのを模索して参りたいというふ

うに思います。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 冨永議員。 

○冨永豊議員 
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 最後の方からちょっとあれなんですけど、包括ケアシステムね、まだその枠からやっぱり越えてこな

いといけないんだと思う。用語の解説だとかそういった現状は、町に求める現状はこうだとかっていう

システムの内容だとか、そういったものはもう越えた段階の話をしていかなければ、これはずっと今ま

でどおりと同じ内容なんですよ。私が言うのはその包括ケアを本当に進めていく上においては、どうい

ったことが本当に必要なのかっていうことをもっと掘り下げて考えた時に私が回答出したのは、公助の

役割である、端的に言えば公助の役割である、専門職がやっていくということが 1 つの方法だろうと。

私この前地域包括ケアについてこういった内容での研修ちょっと行ったんですね。1 日程度の研修でし

たが。その中で思いましたことは、やっぱり福祉士の役割っていうのが大きいんじゃないかなと思うん

です。これから福祉士っていうのが、その中で福祉士の話を聞いたときに福祉士っていうのがどういう

ことかって言えば、さっき言った４つの連携のもとにおいたときに、今の介護の問題っていうのが多岐

にわたってるということ。要するに警察の問題もあれば、息子と親子で居住しとって、息子の方が暴力

振るうとかいうことなどがもうきとると。そういったことに対して対応していくようなものが必要にな

ってきとると、介護の問題の中に入ってきとると言われたときに、その時に福祉士の役割っていうのが

相当幅広いもので、どこにこの問題が起きたときにはどういった対応が必要だとかいうもののような知

識を持ち、あるいは経験を両方持っとかなければこれからは対応しきれないだろうっていうふうなこと

をちょっとしゃべられた内容が非常に印象に残ってる。これからっていうのは、本当に組織をこれだけ

専門化されて個別化されていくような社会になってきたときに、今までの経験職だけでは行政もやって

いけなくなってきておると。それぞれのやっぱり専門的な知識っていうのを深めていくことは努力して

いくことは当然だけど、それ以上にやっぱり専門職の１つの力も変えなきゃならない状況に陥ってるっ

ていうところをちょっとこれからも考えていただきたいと思っております。それと包括ケアについては

もういったこれから答弁を行われるようでしたら、それからもっと抜け出たところでというところをち

ょっと注意してお聞かせいただきたいと思っております。それと包括ケアについて個別会議でなぜやる

のか、地域ケア会議とその辺の違いっていうのはどういうふうに捉えられてるのかちょっとお聞きした

いということと、医療のところでお聞きしたいのは、精神病棟の少なさは受けないのか、受け付けない

のかどうなのかってところですね。現状においてそういう人が少ないのか、あるいはそのこれを守しよ

う、守っていうのか看ていこうとした場合は、看護師等必要になってくる。そういった問題があるのか

どうなのか。この問題についてはこれから在宅へ移行されるっていうところだろうと思ってるんですね。

その辺のところの兼ね合いがあるのかどうなのかっていうことをお聞かせいただきたいということと、

もう１つは外来者への交通機関の対応についてですね、一度調べていただきたいと思ってるんですね。

これ本当に交通機関っていうのが今役に立ってるのかどうなのかっていうところ、役に立ってることは

確かだろうと思ってるんですけど、まだ役に立ち方がさらにあるんじゃないかっていうところで、まず

は安心安全なインフラ部分である医療の部分に対して、どれだけ極端に言えば今の交通機関を利用され

て行っとられるのか、っていうことなんですよ。もう私も上殿もやっておられるけど、一緒に行くとき

にね、やはりそういう部門があればそういったものを稼働すれば、行く回数も増えとるんですよ、正直

なところ。それでね、この問題は非常に難儀なところはあるんですよ。限られてきますからね。でもそ

れを何かで、やっぱり地域の住民が何とかして乗り切らにゃいけんだろうっていうふうな気持ちに来る

までは、やっぱり年数かかる。だからそこが公助の役割として色々なケアするときも同じだろうと思っ

てるんで、地域住民を囲い込んでやろうとしたときは、やっぱり専門職の考え方が必要になってくると

きには、それをとっていくと。ごまかすのではなくて、ごまかすっていうのはおかしいけどね。本当に

事実に基づいてどういうふうなものの対応があるかというところをやっぱり探ってほしいというふうに

思っております。以上、今さっき言いました包括について、医療の部門についてどういうお考えか、そ

れと最後に町長に今の病院経営についてどういう受け止め方をされとるかっていうことと、今後の病院

経営はこうあるべきだろうというふうなもののお考えをお聞かせいただきたいと思います。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 病院事務長。 

○菅田裕司安芸太田病院事務長 

 はい、医療の点からご質問がありました精神科病床でございます。現在 44 床ありますけど、やはり

患者さんの受けにつきまして、全てが全て断っている状況ではございません。当然外来診察があって入

院が必要となった患者さんにつきましては、入院をしているというような状況にもありますけど、ただ

し、44 床全床満床に対する看護師の配置っていうのは当然行っておりません。当然現在で言いますと

30 床程度の患者さんに対する職員の配置ということがあります。それ以上にも広島市内全市町で地域密
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着型というサービスが介護保険にできてきて、例えば広島市で言いますと中学校区に１つ以上グループ

ホームを設置があったりとか、そういったケアの充実が分散されてきたというふうな受け止めをしてお

ります。当然認知症病棟からグル－プホームに移行される方もいらっしゃいますし、特別養護老人ホー

ムの方へ入所される方もいらっしゃるといったところでございます。公共交通機関でございますが、

色々患者さんから不憫であると、例えば待ち時間でバスが間に合わないだとか、そういったご指摘を受

けることも多くあります。これらも待ち時間であります、こういったことの解消でありますとか、実態

調査を通じてですね、町の方としっかり協議を行っていきたいというふうに思っております。私の方か

らは以上です。 

○矢立孝彦議長 

 福祉課長。 

○伊賀真一福祉課長 

 再質問の中でございました地域ケアシステムと地域ケア会議の関係ってことですね。個別会議の。地

域で個別会議で出ましたその色々な課題とか改善点を集約し、それを集めて上にあがるのが地域包括ケ

アシステムなんですけれども、今の現状で申しますと、結局個別会議で結論は出したものの、それを他

のメンバーもさらに集まって地域の方も加えて連携をした中でこういうふうにやりましょうとかさらに

課題を明確にしたり、享受したり、それを持ってシステムの方にあげるという今の流れがいってみれば

弱いということで私たちはそこを課題というふうに認識しております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 地域包括ケアシステムまた病院の運営につきまして、ご質問をいただいたところでございます。いわ

ゆるケアシステムの目的は本当にそれぞれの地域の皆さんが住み慣れた地域で自分らしく尊厳のある生

活を送るということが何よりでございます。そうしたことを実現するために、いろんな機関がございま

すけれども、その機関と機関との連携またコーディネートする成果がケアシステムの成果だろうと思っ

ておる所でございます。それぞれ形態が違うのが１つございます。やはりあんしんという施設の中にも

やはり福祉課、健康づくり課、あるいは病院の方も企業会計を求められておる。さらには共にサービス

提供します社会福祉協議会等々、また民間の事業者等々、それぞれが経営という思惑の中でですね課題

を持ちながら先ほど申しますような連携を縦割りの弊害を取り除いた、それがまさにケアシステムの目

指すものであり、成果がそこにあるんじゃないかと思っております。それとご質問いただきました病院

の経営でございます。今開業しておられる先生が本当に年を重ねられ、また体調を崩されたりしてある

意味安心、医療の安心の拠り所の最後の砦が安芸太田病院であるし、また戸河内診療所ではないかと今

思っておるところでございます。そういった意味におきましてはやはり採算のみならずですね、町民の

皆さんの安心安全を確保するために、それぞれの組織は目的が達せるように、さらなる改善また工夫を

して重ねていく必要があろうと思っております。それと、先ほど申しましたように、福祉・保健・医療

ということの連携が必要であるということの中でそれを支える側の自助あるいは共助また互助その機能

が高齢化が増すごとにですねやはり弱まっていくのではないか。また特に冬等々の交通事情等を考えた

ときにはやはり施設としての機能がですね最後の砦的に備えておく領域があるんではないかと思ってお

りますが、それは今精神科病棟の話がありましたように、採算の面、あるいは診療報酬の面で色々課題

があるところでございますが、やはりその役割を中心に担ってくれるのはやはり病院事業会計だろうと

思っております。ですから病院事業会計という採算の中で、どのようなサービスができるのか、広く言

えば先ほど申しますように自助あるいは共助の領域における福祉サービスのですね、これからは病院事

業会計に求められることの１つになるんじゃないかと思っております。それとやはりこの地域の唯一の

医療機関としてやはり 24 時間患者さんを受けれる体制をですねぜひとも維持をしていくべきだろうと

思っておるところでございます。課題がたくさんあるところでございますし、また地域の人口構成等々

考えたときに無くてはならない医療機関でありますし、また皆さんのご理解いただきながら進めていき

たく思っております。 

○矢立孝彦議長 

 以上で冨永議員の一般質問を終わります。しばらく休憩します。午後１時30分再開します。 

                 休憩  午前１１時３９分 

                 再開  午後１時３０分 
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○矢立孝彦議長 

 休憩前に引き続き、会議を再開をします。一般質問を続けます。９番、佐々木美知夫議員。 

○佐々木美知夫議員 

 昼一ということで、皆さんお腹の中は満腹感あるので眠くなるかもわかりませんが、眠くならないよ

うな質問をしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。私今回２件の通告書を提出してお

ります。１件は高齢者の運転免許証返納後の支援対策について。もう１件は小中学校の児童・生徒のス

マホの持ち込みについて、２件を質問をしたいと思います。まず最初の質問でございますが、先日町の

方で公共交通会議に出席をさせていただきました。その席で初めてではなかろうかと思うんですが、こ

の免許返納に関する意見が多少出ました。なんと私はタイムリーな時にこの一般質問をさせていただく

のだなと思う次第でございます。で、この高齢化が進む我が町でこういった免許返納に関する件は、今

後も色々と議論がされるところだとは思っておりますので、その辺の答弁をよろしくお願いをいたしま

す。それでは最初の質問を行います。1998 年、70 歳以上の高齢者が運転免許の更新時に高齢者講習を

受けることが義務化されました。また 75 歳以上は認知症機能研修も受講しなければいけません。高齢

者講習とは、視力や反射能力をはじめとする身体機能の低下だけでなく、認知症の高齢者による交通事

故が増えています。交通事故の死者に対して65歳以上の高齢者の占める割合は、10年前から約50パー

セントと高い水準にあり年々増加している傾向にあります。視力や体力はうっすらと自覚症状があって

も、認知症は本人が自覚するのが難しい。そのために高齢者自身に運動能力や技能水準を自覚してもら

うという目的で高齢者講習の実施が義務付けられました。この講習及び検査で認知症と判断されたら免

許の取り消し等の行政処分の対象となることがあります。2018年５月29日、神奈川県で90歳の女性が

運転中に歩行者４人をはね、死傷させる痛ましい事故があり、また全国各地でブレーキとアクセル踏み

間違いやオートマチック車でのバックと前進のチェンジ間違い等の判断ミスで、人身事故や物損事故が

多発し、今運転免許証の自主返納制度が注目されています。自主返納制度とは 1988 年４月に導入され、

車の運転が不安になった人や、高齢になって身体機能に不安を感じるようになった人が、自主的に免許

を返納できる制度です。最近ある高齢者の方から、今年に入り運転免許証の自主返納をしたが、色々と

大変、不便になったと、返納を後悔している旨のことを言っておられました。本町のような中山間地域

での生活は、車の運転無しではなかなかしんどいものがあると私自身も感じております。しかし今後も

増え続けるであろう運転免許証の自主返納だと推測されます。全国で 75 歳以上の返納率は 5.4％です。

ちなみに広島県内の自主返納者は 2012 年 2,339 人だったが、2016 年 6,111 人、その内 75 歳以上は

2,900 人であった。また 2017 年は 7,883 人、2018 年は５年前の６倍にもなりました。さて安芸太田町

ですが、少し調査をしてみました。町内の運転免許証保持者ですが、3,991 人で男性 2,270 人、女性

1,721人、その内、75歳以上の人は695人、その内訳は男性495人、女性203人です。過去３年間の運

転免許証の自主返納者は平成28年21名、平成29年26名、平成30年26名という結果でした。今年は

と言いますと、１月から７月末現在すでに 25 名となっております。今年はおそらく 30 名前後になるの

ではないでしょうか。このように運転免許証の自主返納の意識が高まるにつれ、毎年返納者の数は増加

し続けると思われます。全国でも各自治体によって異なるが、返納者への支援が実施され、食事代やシ

ョッピングの割引、タクシーやバスの優遇措置が行われています。東京都では、銀行の店頭金利にプラ

ス 0.05 パーセントで預金することができることや、大阪府など、レジャー施設、温泉入浴料の割引、

また、秋田県ではスーパーの配送料無料や、理髪店での割引、愛知県武豊町では 65 歳以上の方を対象

にコミュニティーバスの無料券を２年分贈呈をしております。高知県では鉄道・路線バスが半額、また

隣の島根県ではバス乗車の半額や電動自転車購入助成金として２万円以内、生活交通サポート券、年

２万円交付などで実施しております。広島県内では７市町が運転免許証の自主返納者への支援助成制度

が行われているが、神石高原町ではご存じとは思いますが、2016 年 19 人だった返納者が 2017 年には

73 人になり、返納後に申請、交付される運転経歴証明書が身分証明書として無期限に使用し、町内のタ

クシー助成を最大 600 円に設定し、返納者に喜ばれております。登録者は現在 1,709 人と人口の２割近

くになった。町の総務課は車を持たなくても快適に暮らせる町づくりを今後も維持継続させたいと述べ

ております。また、海田町では広島県 IC カード、パスピーや、１万円のタクシー利用券等支援をして

いるところでございます。その他、安芸高田市、三次市、世羅町、府中町、廿日市市など同様な支援対

策を行っていますが、では本町はと言いますと、高齢者対策は十分とは言えないが支援は行っています

が、このような免許証の自主返納への啓発も含め、運転ミスなどで重大な交通事故が起こる前に行政と

して公共交通の利便性の見直しや返納者が安心安全に生活できる支援対策を考えていかなければいけな

いと思いますが、そのような考えはあるのかを伺います。 
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○矢立孝彦議長 

 企画課長。 

○二見重幸企画課長 

 運転免許証返納後の支援策ということでご質問いただきました。企画課の方から答弁をさせていただ

きます。運転免許証の返納後の不安のない利便性のある交通手段の確保、あるいは支援策の考え方でご

ざいますが、これにつきましては現在運行しておりますあなたくと、それからタクシー助成、移動活発

化事業のタクシー助成、それから町内バス、幹線バスによって移動手段という観点から見れば概ねカ

バーできているというふうに考えておるところでございます。ただし、公共交通機関に関しましては、

自家用車の移動に比べまして、移動できる時間が制限される、あるいは目的地までに乗り換えが必要に

なってくるといったような不便さや不自由さを感じるということが大きな要因ではないかと考えており

ます。一方で、経済的な面でみますと、移動に不便のない自家用車を所有した場合に、車両の維持費、

燃料費等を、独自試算ではございますが、月２万５千円から２万６千円の経費がかかると考えて見込ん

でおるところでございます。これを、あなたくの５００円区間に換算しますと、月 50 回利用、往復利

用で月に 25 回、25 日は利用できるということになりまして、経済面でみても、あなたく等の公共交通

を利用した方が、経済面でも有利な面もあるというふうに考えておるところでございます。これまでの

移動支援の取り組みの中で、運転免許証を返納し、自家用車を手放すことで、自由度の高い移動手段を

失うことへの不安感、これを払拭する取り組みの部分ができていなかったというふうに考えておるとこ

ろでございます。そこで、10 月から、公共交通の利用体験会等を開催することとしております。これは、

運輸局、広島県、広島県警察、バス事業者等と共同により、あなたくの利用体験でありますとか、高齢

者の身体機能をチェックする講座でありますとか、安全サポート機能付きの自動車の乗車体験、こうい

った行事を行うこととしております。その中で公共交通を使ってどのような移動ができるのかというの

を皆さんで話し合いながらワークショップのような形で自分のルートを探ってみるというような取り組

みもしてみたいと考えております。こうした啓発活動を通して、高齢者の移動を確保、支援する取り組

みを推進したいと考えております。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

を返納される方も今後ますます多くなるということが予想されていくと思います。現在運行しているあ

なたくや、タクシー助成券の制度等を総合的に見直し、より利便性の高い地域内移動サービスの仕組み

を引き続き検討してまいりたいと考えております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 福祉課長。 

○伊賀真一福祉課長 

 福祉課の方から、今のあなたくの助成の状況等についてご回答したいと思います。福祉課で実施して

おりますあなたくにつきましては、ごめんなさい、タクシー助成につきましては、あなたくの区域外に

居住されて 65 歳以上の方で、さらに自ら移動の手段をもちえない方という方が対象となりまして、1回

あたり 500 円の助成券を年間最大 48 枚ほど今交付しておりますが、平成 28 年に福祉課の方に事業の方

が移管され、平成 29 年から今までありました距離要件というものを撤廃されて以降の利用につきまし

て見てみましたところ、平成29年度においては200人、平成30年度においては242人、本年度におき

ましては８月末現在で 228 人の方が申請され、このタクシー助成の方を利用されているところでござい

ます。利用者の中でも免許を自主返納された方の実績につきましては、この申請時におきまして、その

申請理由というものを求めておりませんという関係もあって、実際には自主返納されてタクシー助成の

方を申請された方もいらっしゃるとは思いますけれども、詳細な数値の方は申し訳ありませんが把握し

ておりません。その他、福祉課の方では認知症対策の一貫も兼ねまして、昨年４月の 16 日に山県警察

署の方と認知症高齢者等の支援に係る総合連携に係る協定というものを結びました。この協定は、免許

を返納された方の中で何らかの生活支援また援助を希望する、そういった情報を他の機関に提供しても

いいよというふうにおっしゃられた方については、警察の方から福祉課でありますとか地域包括支援セ

ンターの方にそういった情報が入り、その方に対して今度こちらから色々な情報提供でありますとか、

生活支援について色々考える仕組みを取っておりますけれども、これまでのところまだそういった情報

の提供を警察からいただいたという実績はございません。タクシー助成につきましては、あなたくもそ

うなんですけど、やはり多くの方に利用していただきたい、そのための周知というものがまだまだ不足

してるんではないかというふうに考えておりますので、これからもそういった事業の周知に努めていき

たいと思いますし、先ほど企画課の方からもありましたようにさらなる交通体系の見直しを検討してい
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くべく、またタクシー助成の利用の拡大等につきましても、財政面的なこともございます。そこら辺も

含めまして改めて考えていきたいというふうに思っております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木美知夫議員。 

○佐々木美知夫議員 

 先ほども言いましたが、町、安芸太田町として高齢者対策、先ほど公共交通色々努力してるのは私わ

かります。私言いたいのは、今、広島県、また広島県警、全国の警察署もそうなんですが、高齢者の免

許返納を推進という形ではないにしても積極的にその取り組みをされてます。この町内でも免許返納を

したいんだが、こういう地域だから考えてまだよう返納しとらんというような方の割合が 36 パーセン

トくらいあるという話も聞きました。ということは、やはり公共交通だけでなしに、いろんな面から免

許返納するには不安があるというような高齢者の不安があるんだと思います。その後押しするという形

でね、返納されたらこうこうこういった特権がありますよとか、いうような施策が無いものかというよ

うなこともお尋ねをしとるんです。というのが先ほど申しましたが、高齢者が東京都の銀行に預金をし

てプラス 0.05 パーセントの利息を上乗せするというた施策というのは、高齢者がただ単に銀行に金を

預けたから 0.05 パーセント上乗せするという話じゃないんですよ。たまたまやはり免許返納する機会

に恵まれて、したがためにこういった施策をね、とっておられる。こうして先ほど全国的なこともある

こと言ったんですが、私、今、今日言いたいのは、高齢者に対する全般的にですよ、それじゃあちょっ

と不公平じゃないかといったような議論も出てくるかとは思うんですが、免許返納率を上げるがための、

上げるがためので、施策を何か取ってあげて、高齢者が安心して返納ができるような環境づくり、その

公共交通の充実であったり、利便性であったり、するのはもちろん当然のことなんですがね、その辺を

お尋ねをしとるんです。あれば。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 ご質問の主旨は理解するところではございます。今まで車の運転をされて、どういった時間帯であろ

うともどこへでも思うように移動できた方がですね、免許を返納されるということは、本当に大きな決

断だろうと思います。その決断の動機は、やはりこういったふうな高齢者が加害者となる痛ましい事故、

そこが原因だろうと思いますし、またそれを促進する施策としてですね先ほど来から答弁しております

ように、交通移動手段をお持ちでない、持っておられる方のみならず、全てのやはり地域のいわゆる交

通の利便性が十分でない方々が、十分活用できるような公共交通の体系を備えるのがまず一番だろうと

思っております。それの中で、今色々課題がありまして、タクシー助成等々の拡大をしております。ま

た更にはまた幹線道路のいわゆる民間企業の経営体が方向がまた新たな課題をお持ちのことと承知して

おるところでございます。そういったことを含めてですね、先例でありますような、神石高原町の取り

組みはどうなんだろうかとか、色々工夫を重ねてすべての移動手段が十分でない方の対策について取り

組みたいと思っています。でありますので、とりわけ我々の政策で免許返納を誘導するというような今

取り組みは今計画しておりません。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木美知夫議員。 

○佐々木美知夫議員 

 今の町長の答弁ですと、別段その免許返納者に対する特典といいますか、誘導策はあえて考えてない

ということなんですよね。やはりね、身近に、ちょいちょいは高齢者の事故いうのはあるんだと思うん

です。アクセルとかブレーキとかの踏み間違いでね。それによって最近よく言われているサポートカー、

自動ブレーキとか自動運転とか等々言われておりますがね、やはりそういったことを考えるなら多少と

もやっぱり免許返納率を上げると言うたら語弊もあるんですがね、やっぱりそういうことも考えていた

だいたらと思うんです。で、先ほど福祉課長言われましたが、その返納者の数を把握してないと。私に

言わせばね、やはり先ほど言いましたが、運転経歴証明書なるようなものを作成をして、やはりその身

分証明書代わりにでもなるようなものをね、やっていただけたらと思っとるわけです。そこのところを

よう検討してもろうて、と思いますが、そういったことはどうですか。 

○矢立孝彦議長 

 福祉課長。 

○伊賀真一福祉課長 
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 先ほど把握してないと申し上げましたのは、タクシー助成の申請者に関するものでございますので、

先ほど議員が質問の中でおっしゃいました免許の返納者数に関しましては私どもも警察署の方に確認を

とっておるので、その点はまた置いておいてください。先ほどからご質問のあります免許の返納証明書、

これらについては他市町においてもまた他県におきましても、その証明書をもとにして色んなサービス

提供であったりという事をされとるというのは、インターネットの方でも私どもも確認をしております

ので、そこについてはもう少し検討を加えさせていただきたいと思います。今のところは以上でござい

ます。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木美知夫議員。 

○佐々木美知夫議員 

 じゃあ、次の質問に入ります。小・中学校の児童・生徒のスマートフォン等の学校への持ち込みにつ

いて。今年の３月 15 日携帯電話を学校に持ち込むことについて、中学校の保護者は賛成 34％、反対

31.2％と賛否が分かれております。子どもの携帯電話の所有状況は、持たせていないと回答したのは小

学生低学年で 70.8％、中学生 56.8％でありました。2008 年文部科学省調査によると、公立小中学校の

90％以上が、持ち込み原則禁止としております。しかし文部科学大臣が原則禁止とした指針に見直す方

針を明かしました。記者会見で大臣は基本的には世の流れで当然の方向だと述べ、10 年後には小・中学

生が普通に学校へ携帯電話を持っていて、授業でも活用していると、そうしていかないと日本の子ども

たちは、これからやってくる高度情報化社会を生き抜いていけないでしょうと述べております。そんな

中 2019 年度春から、公立小・中学校に持ち込み OK を認める決定を大阪府教育委員会が決めました。携

帯電話の学校への持ち込みは緊急時の連絡手段や、やむを得ない場合のみ認められておりました。しか

し、災害発生時の安否確認の手段として、持ち込みを求める声も上がっていたのも事実です。スマホの

所持率は 29 年度には小学生 55.5％、中学生 66.7％であったと産経ニュースは報じております。教育評

論家の尾木ママこと尾木直樹さんは、小・中学校へのスマホ持ち込みを決めた大阪府庁をブログで批判

をいたしました。容認できない理由として、災害時の安否確認はスマホはあり得ない錯覚、スマホの危

険性に全く無頓着、スマホは世界に繋がっている高速道路を小学生に無免許で運転させるようなもの、

スマホの使い方教育もせずに持たせるなんて無謀、フランスでは学力が低下することや、いじめ防止ト

ラブル回避のため、法律で禁止をされている。緊急時対応なら、キッズ携帯や他の手段がある。余りに

も安易すぎると記載をしました。この意見に賛成の声が多数寄せられたとあります。一方で、今後 AI

時代を生きていく、つまり人知を超えたコンピュータと共生していくことになる。これからの子どもた

ちに一番必要なのは、コンピュータを理解すること、そしてそれをいかに使いこなすかということだ。

それを真っ先に教えなければならないのは学校現場でないのだろうかとの意見も。本町では現在小・中

学校では、タブレットを使用した授業がされているが、日本の教育現場はまだまだ ICT 教育に大きく遅

れてきております。未だに多くの学校で黒板とノートで授業が行われている現状があります。ICT 教育

をするために電子黒板、タブレット、スマホは必要で、これがなくてはプログラミング教育もアクティ

ブラーニングもできないとなれば、スマホは必需品ではないだろうかといった議論もあります。フラン

スやスウェーデンでは校内での使用は禁止をされているが、ICT 教育はどんどん進んでいると聞き、ま

たアメリカでは、ほとんどの州でスマホ持ち込み自由であるが、先ほども述べましたが、本町では ICT

教育が学校現場で行われていますが、学校へのスマホ持ち込みについて、今後どのような見解をお持ち

かお尋ねをいたします。 

○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 

 ご質問いただきました小・中学校の児童・生徒のスマートフォン等の携帯について答弁いたしたいと

思います。先ほど議員のお話にあったところが少し重複するかと思いますがお許し下さい。今年２月に、

文科省が学校へのスマートフォンの持ち込みの見直しを検討する内容等が新聞で報じられたところでご

ざいます。これについては、小・中学校への携帯電話等の持ち込みを原則禁止とすべきとしながらも、

災害時の連絡手段の確保といった面から見直しが必要となったもので、大阪府が全国に先駆けてそうい

った内容を認めたというところは先ほど議員さんもおっしゃられたところだ思います。うちとしまして

は、平成 29 年に保護者へインターネットに関するアンケートを行っております。町内の小中学生で携

帯電話等を子ども自身が所持している割合は、全体の２割程度でしたが、家族と共用して使っている場

合を含めると全体では 7 割になります。ほとんどの家庭にインターネット機器があることが、このこと
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によりわかっているところです。このような現状の中で保護者の心配事が大きく２つ分けられておりま

す。睡眠や学習時間が短くなるなど、基本的生活習慣の面での心配や LINE など SNS で見知らぬ人とつ

ながったり、身近な友人との関係が壊れたりという人間関係の面での心配です。このアンケートを基に

平成 29 年の町広報誌では、保護者への啓発を兼ねて掲載を行ったところでございます。教育委員会と

しては、スマートフォン等情報化社会の急速な普及に伴う子どもたちへの弊害は、決して都市部で起こ

ることではないことを危惧しているところでございます。簡単に情報が得られ、なおかつオンライン

ゲームやソーシャルメディア等により高い利便性が得られることから、長時間利用による生活習慣の乱

れや、不適正な利用による青少年犯罪被害、いじめやプライバシー上の問題等つながる恐れもあります。

学校においては、スマートフォンやタブレットなど、インターネット接続機器の被害に遭わないよう、

警察署生活安全課や携帯電話会社などの出張講座を利用し、子どもや保護者を対象に学校の実態に合う

研修を年２、３回行っているところです。今の社会では、スマートフォンなどを利用せずに生活するこ

とはほぼありません。使用を制限するというよりも、便利な道具として、正しく安全に使用することが

できる知識と判断力を持たせる指導が必要であると考えております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 二見教育長。 

○二見吉康教育長 

 今課長の方から本町としてスマートフォン等そういう機器の所持、また使用についての基本的な危惧

をですね申し上げさせていただきました。私の方から持ち込みについての考え方等もお話しさせていた

だきます。その携帯、スマホの前にですね、小・中学生は学校へ腕時計を持っていくことを禁止してお

ります。小学生はボールペン、シャープペンシルは持っていくことを禁止しております。これはそれぞ

れ教育的な狙いがあり、それに基づいて行っているわけですけれども、そのように腕時計を持つことは

なんら支障なさそうでございますけれども、学校にも45分50分ごとにチャイムが鳴るなど、集団行動

を１つの合図によって行うという点で、そういう非常に高価なものを持たなくても生活できるよう対応

させていると。また小学校のシャープペンシルについては、鉛筆という筆を持たせて字を教えるという

点から、シャープペンシルの弊害をですね考えて禁止していると、それぞれ趣旨があるわけでございま

す。そういう点でまず先ほどの弊害等について申し上げましたが、本町でもですね、おそらく小学生で

も４割ぐらいは小学生も持ってるかもしれない。中学校では６割くらいかなと思っています。加計高校

生等では95％を越える、まずほとんど全員ではないかと思ってるんですね。そういう点では先ほどから

各国の状況もお話しされましたけれども、持って当然というところでございますけれども、その論が

２つあろうと思ってるんですね。スマホというものと、携帯電話というものは全く違うものでございま

して、子どもたちが欲しがるのはスマホでございます。親としてはなぜ持たせたいのか、理由として一

番大きなのは、緊急の時の連絡を取りたい。それから防犯のため。それからいつでも子どもと連絡がと

れるようにしておきたい。これが主な理由だと思うんですね。本町の場合に、それで昨年７月の集中豪

雨の時に、県内で多くの災害がありましたけれども、高校生は大変長距離の通学をしているために、全

く連絡がとれない、あるいは帰ろうとしても家に連絡がとれない、そういうふうなことから昨年の秋か

ら高校生の校内持ち込みについての議論が再度スタートいたしました。広島県では携帯電話等に係る啓

発活動推進会議というのをずっと以前から作っておりまして、正しい使い方、家庭におけるルール作り、

こういうふうなものを議論をし、県教育委員会、都市教育長会、町教育長会、小中高のPTAそれから小

中高の校長会、これだけのものが集まってルール作りをやって参りました。その中で昨年の12月に高

校生については持ち込んではどうかと議論いたしまして、結論といたしましては、学校は一切管理しな

い、持ち込みをしても学校の門の前でスイッチを切る、全ての責任は保護者にある、この確認をしてや

ると。なぜかと言いますとスマートフォンは１台10万円を超すものでございますから、１クラス40人

では400万円を超す財産を学校は預かることはできないと、こういう問題でございます。そういう点で

高校ではそれぞれのルールを作っております。そういう点から考えたときに、本町ではほとんど徒歩通

学できる距離の者は２キロ程度まで、それ以上については本当に学校の玄関から家のすぐ近くのバス停

までバスでお送りしているという点では、登下校におけるトラブルは非常に少ないと、あるいは防犯の

面でも安全がかなり確保できるというふうなこと、そういう点で、学校の連絡は学校の公衆電話で親と

やり取りをするというのが日常でございますので、そういう点で本町としては私は必要はないと思って

います。先日ちょうど10日前でございますが、県内の９つの町教育長会でこの問題についても議論を

し、確認いたしましたが、広島県の町としても、小・中学校における持ち込みについては引き続き原則

許可しないということで、このまま進めていきたいということで一致いたしました。以上でございます。 
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○矢立孝彦議長 

 佐々木美知夫議員。 

○佐々木美知夫議員 

 今、課長並びに教育長から答弁があったわけでございますが、私もこの持ち込み、諸手を挙げてした

方がいいじゃないかといったような意見は持ち合わせておりません。ただ先ほど言いましたように、大

阪等々、ああして許可されたと、皆さんもご存じのようにスマホによるいじめ、昔と違いましてスマホ

でやるいじめ等は誠に暗い、口頭で言うのよりは好きなことが書けるといったような意味から、それに

よる表に出ないいじめも全国で相当あるものだと把握しております。そういった観点からね、私も諸手

を挙げてこれはしなさいと言っとるわけじゃないんです。父兄に聞いても先ほども述べておられました

が、色々な賛否があって緊急時とかどうしても必要なんだといったこともある程度理解はできるんです

が、今後ねこの安芸太田町として例えば全国的にこういった持ち込みOKというような事例があちこち

で出た場合に、本町としてはどういう姿勢なのかというのを問いたかったということでございますので、

答弁の方、ありがとうございました。これで質問を終わります。 

○矢立孝彦議長 

 以上で佐々木美知夫議員の一般質問を終わります。３番、平岡昭洋議員。 

○平岡昭洋議員 

 みなさん、こんにちは。今回もちょっと一番を狙いたくていきましたんですが、残念ながら４番目と

いうことで、みなさん気持ちよく眠たくなる時間だとは思いますが、私、結構声が大きい方ですから、

大抵は寝てても聞こえるくらい大きな声でしゃべりますんで、ぜひですね、一応３問ほど通告しており

ますので、その１番目の質問に入りたいと思います。空家の移住促進策についてという題ですね。前回

一般質問において当町の人口減少に歯止めを掛ける１つの方法として、空家を活用して移住の促進を図

っていると町より回答を得ましたが、今、安芸太田町と同様に過疎に苦しんでいる市町村は全国にあま

たあります。ただ単に空家情報をネットで流したり、少々の移住の優遇措置を設けても、その程度では

他の市町村と比べ移住希望者に差別化できるものにはなりえないのではないかと私は考えております。

現在、日本全国で住宅は6,063万戸あり、その内約820万戸が空家になっているといわれています。な

んと日本の住宅の７戸に１戸が空家です。このまま日本全体の人口が減り続ければ、益々空家が増える

ことは容易に想像できます。50年60年前にあったような、一生懸命働いて将来一戸建てを建てること

が夢だと思っているような社会ではもうなくなっています。このことはただ単に住むということだけな

ら総合的に便利な都会でも容易に物件を探すことのできる世の中になりつつあることを意味しています。

実際に私の元の会社の仲間でも本人はすでに都会に住居を構え、既に空家となってしまった田舎の実家

をどうするか悩んでいる人をたくさん知っています。その観点から、もし町が空家を活用して移住の切

り札としたいと考えているのであれば、他の市町村に比べて差別化できるような施策はありますか。単

に町内の空家情報をまとめてネットに流してマッチングするのを待っているのが施策と考えていません

か。20年前ならともかく、これだけ全国で空家があふれている今、それだけでは今後何年経っても大し

た成果をあげないのではないかと私には思われます。私は申すまでもなく我が町の止むことのない社会

減という現実が数字で示しています。いい空家が無いことが社会減の主な理由だとは思っていません。

移住を促進し、空家活用に結び付くような総合的なアイデアが我が町には無いのではないかと危惧して

います。高速を使えば広島市内までわずか1時間、それだけでアクセスできます。自然豊かな安芸太田

町は移住には適した環境が整っていると思いますが、町の考える今後の空家活用による移住促進策につ

いて考えを聞きたい。 

○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 

 空家を活用した移住促進ということでのご質問でございます。特に空家の移住活用による問題点とい

う部分を特に聞かれておるんじゃないかと思っております。町の最重要課題であります人口減の対策と

いうことで社会増を進めていこうということで、前回の６月議会でも人口対策としての1つの移住政策

といいますか、そういう空家を利用した新たな移住者を取り込んでいこうということをご紹介をさせて

いただきました。このことはすでに人口ビジョン計画ということで、平成36年には5,800人を目指そ

うということで、目的を持って今取り組んでおります。その中で他地域からの移住者を受け入れるその

受け皿としての空家というのが1つあろうか思います。これあくまでも空家があるのでその生活をしに

この町に住んでいただくという発想ではなしに、この町で暮らすためにその空家の活用ということで、
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主目的ではないというのが空家の活用の1つの方法ではないかと私は捉えております。ご質問いただい

ております特に空家の活用については、ただ単に日常生活をされていない家が一応空家という大きな概

念で捉えております。それは日常的に使われてないけれども、月に何回か帰ってこられる空家もあると

思います。そういうものも総じて空家という概念で今私の方は整理をさせていただいております。この

空家については平成17年に空家バンクという形でのそういう登録されたものを皆さんに紹介する制度

をスタートしております。その運用から、前回も申し上げましたが、約200名の方が新たに町の方に移

住をいただいたというデータがございます。この200名の方は全て空家を利用されたということではな

っておりませんが、やっぱり200名の方が新たに社会増になったという事を成果ではないかと捉えてお

ります。そういった面で町内には年々空家が増加しております。これは地域の大きな資源という捉え方

と、そしてずっと放置の状態になりますと地域環境がかなり悪化していく、獣害の被害の巣になったり

というようなことで、いろんな二面性の空家という部分の捉え方があろうかと思います。特に平成26

年度に全町的に空家の実態調査を行った例がございます。その時、前回申し上げましたが、634戸が空

家という部分での調査になっております。それを今回今年度春から地域自治振興会等のご協力をいただ

いて、５年ぶりに実態調査を行いました。これも先ほどありました空家というのは日常的に使われてい

ない家を空家という概念でまず調査をさせていただいて、前回の634戸から増減があるのかということ

で、新たにこの５年間の内に空家が出てきたものを調査させていただきました。そのデータがまだ全体

の把握が最終的にはなっておりませんが、現在５年間で約350戸が新たな空家ということで、前回の空

家からしますと、大体約1,000戸が空家の状態に安芸太田町内にはあるということで大きな捉え方をし

ております。それを今後はこういう移住の受け皿として空家の活用をしていこうということで今その実

際の実態調査の詳細調査を今行っています。そのことによって使えるもの、特に特定空家と言われる今

危険な建物というものも相当その中には含まれております。そういうものも一緒に町の移住の部分もあ

りますし、地域環境を守っていくという二面での対応を考えております。ご質問のありました空家活用

に係る問題点ということで言いますと、日常生活をされていないお家ですので、近い方でしたら月に何

回かの管理をされておりますけど、遠方にいらっしゃる方については年に数回ということで、相当管理

状態が格差が出ております。そのものと、やっぱり以前お住まいになっておった家財道具等があること

で、なかなかせっかくあいとる家だけれども、家財道具の整理等ができないので貸せない、特によくあ

ります仏壇とかそういうものがあるが故に新たに新しい方にお貸しできないという色々な活用への弊害

がございます。そういうことを今後色々なアドバイスをしていくということで、私の課の方には暮らし

移住アドバイザーを２名配置をしておりまして、その実態調査とそれぞれ相談をいただいた方々に色々

な相談ごとにのってアドバイスをさせていただくということの活用を行っております。また町への移住

希望者へのアピールということでのご質問でございますが、これまでは相談をややもすると受け付ける

という待ち受けの状態が今までのずっと状況だったと私も思っております。こういう部分から言います

と、町のもっとる資源を地域から情報発信をしていくということで、基本的にはホームページが中心で

すけれども、移住フェアであるとか、そういう他地域でのそういうイベント等での紹介というのも行っ

ております。それだけでは、あくまでもソフト事業だけになりますけど、これを今後私が今考えており

ますのは、町内の空家のリノベーション、改修工事をすることで、新たな田舎暮らしを提案できるよう

なことを少しモデル的にやっていきたいということで現在その取り組みを行っております。一応、今年

度中には形にしたいということで今取り組みをしていますが、このリノベーション自体は町が勝手に改

修工事をするんではなしに、移住希望者の方々の色々な思い、そういうものを少しずつその中に取り入

れる中で、改修工事をやっていきたい。ただ改修工事だけですと、なかなか暮らし方ということができ

ません。先ほど言われましたこちらのベットタウン化、広島市内にお住まいの方であった方が職場はそ

のままでこちらから通勤していただけるような移住という部分のハードルを少し下げるような提案の仕

方をしていきたいと思っております。それとこれまでは移住をされる方が改修を基本的に計画されてや

りましたが、なかなかリノベーションするための色々なハードルございます。それを少し今思ってます

のは、全国展開されとる民間企業等と少しタイアップして今その協議を進めておりますけれども、そう

いう暮らし方提案とそして地域にある資源を体験していただくようなツアーを一緒に開催することで、

その中からそのリノベーションされた家の活用方法を具体的に皆さんの方にお示しをしていきたいと思

って、この秋から町の行っておる子育てとか、教育の見学会もあわせて、そのリノベーションとあわせ

てやっていきたいということで、町の魅力化を少し皆さんの方に具体的に見えるような形をこの秋から

やっていきたいということで今準備をしております。そういうことが今後空家のいわゆる有効利用とい

うことが実際の移住者の確保につながるんではないかと捉えております。以上でございます。 



- 23 - 

 

○矢立孝彦議長 

 平岡議員。 

○平岡昭洋議員 

 私がこの一般質問で空家を捉えた理由というのはですね、私は現役で仕事をしているとき、色々な日

本各地で回っておりましたけど、私の机の前には必ずパソコンがありましたので、私はいつも安芸太田

町のホームページを開いてこの空家情報をいつも見てたんですね。そうか樽床の方にこんなんがあると

か、小板の方にこんな家が700万かと、そんなのをいつもやって、それで初めて穴という地名を知った

わけなんです。そんなところがあるのかと。ずっと私だけで多分なくて、この安芸太田町に関係のある

人、またそうでない人もそういうことをよく見てる人はいっぱいいるはずなんですね。ただそれを選ぶ

かどうかはまた別として、色々な情報を提供して何かやれるというのはあると思う。ただそのことは20

年30年前の話ですから。その当時でしたらその方法だけである意味はあったかと思うんですけど、今

はそう簡単にはいかないだろうと思うのと、もう1つ、２つあったんですが、１つはこの前私の家のご

存じと思いますけど、田吹へわたるとこの２軒ほどですね、老夫婦がどちらも移住されとります。片方

の昨日ですけど、片方の方に奥様に聞いたら、こんないいところはないと主人は現役の時にですねもう

薬をいっぱい抱えて会社に行ってたんだ。それを飲んで飲んでどうかいなと思ってたのが、こちらに来

たら２週間でみんな飲まなくなったと。だから私にとってはこんな住みやすくていいところはないとい

う方もいらっしゃった。やっぱり本当に住んでもらえばいいとこだと思うんで、それをいかに実現して

もらうかということなんですが、もう１つこの質問をしたかった理由というのは、たまたま中国新聞で

すけど、これ著作権の関係で皆さんにコピーは渡しませんけれど、何か月か前に出とります。邑南町で

すね。また邑南町かと思われるかもしれませんけれども、本当にこれを見て感動したですね。何が出て

るかというと、空家を活用してDIYに使うと。要するに教室もしてですね、いろんな人からそういう自

分で大工で家を改修したいとか、そういう意向のある人とか町とかいろんなところから呼んで、お金も

多分いただくんでしょうね。泊まってもらって家を空家を改修すると。いわゆる空家マイスターになっ

てですね、卒業してもらうと。すごいと思ったですね。１つは町内の交流という面で、新しい人と交流

ができる。もしかしたら空家でただ新しくできないんだよ、そんな金はないよと言ってる家主がいたら

ですね、そのお金はこちらでやりますからと、何とこのお金は800何十万も国からお金が出ると、教室

はですね。あーと思って、やっぱり別にお金が出るから何とかじゃなくて、本当に考えればいくらでも

方法はあるなと、それを思ったんでですね、先ほど色々なことのこれからの方策を考えていると言われ

ましたんで、別にそれはそれでしっかりと受け止めときますけれど、こういう発想をしてもらいたいと

私は思いました。これは人のことじゃ、わしらは関係ないんだと思うかもしれませんが私にとってみれ

ば真剣に考えればこの発想が出てくる。これはやっぱり根性が入ってると私は思いましたんで、ぜひで

すね、１つの何かをやるということにつきつめて考えたら何かのアイデアが出て、そのアイデアを自分

の仕事としてもし活かしていければ、皆さんが仕事をするのはもっと100倍もこの仕事は楽しくなると

思いますんで、ぜひ検討していただけたらと思います。以上で次の質問に入ります。最近話題の話です

ね。老後2,000万問題について。年金だけでは老後の生活資金が足りず、95歳まで生きるには夫婦で約

2,000万の金融資産の取り崩しが必要になる。今年６月３日に金融庁が公表した報告書が大きな波紋を

呼んでいます。巷では日本の公的年金制度は100年安心と言っときながら、それは嘘だったのかといっ

た私には全く意味の分からない論調もありますが、実際この報告書に国民はびっくりし、政府に裏切ら

れたと思ったのでしょうか。実はほとんどの国民は老後年金だけではとても暮らしていけないことなど、

とうに知っていたはずだと思います。報告書の内容は老後の夫婦の月間の生活費は最低25万程度必要

で支給される平均的な年金との差が約５万円程度不足となるんではないかと。そのためには95歳まで

生きるとすれば2,000万程度65歳以上毎年５万ずつというような計算で不足するということがこの骨

子なのです。私は20年前に仕事でライフプランの講演会の講師をやることがありましたが、その当時

の資料には夫婦で老後を豊かに生活するためには月額で約37万円程度必要であると資料には書かれて

いました。ですので今回の金融庁の提示した夫婦で月額約25万円の生活費という報告は個人差や地域

差があるとしても、それほど楽な生活ではないことが私にはわかります。また年金のマクロ経済スライ

ドにより将来の年金支給の相対的な減額も考えれます。当然今現在年金を払っている現役世代の人口が

減れば必然的に支給額の減額も予想されます。このような状況の中で、今日本では健康で長生きの大合

唱で、私には長生きすることがあたかも人生の目標のように思えて、勝手ながら長生きして私は一体何

をしたいんだと自問することがあります。ただ今回はそのことは脇において、長生きした結果、老後の

苦しい貧困生活が待っているのであれば何とも悲しいことです。町としては健康で長生きであれば、住
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民生活の満足度を高め、公的な医療費負担の削減にもつながるということで公として取り組むべき最重

点の仕事の１つと考えていると思いますが、長生きすることに伴う貧困のリスクについてはどう考えて

いますか。2018年の国民生活基礎調査では日本全国の65歳以上の高齢世帯の内、働いて得られる収入

が無く、総所得が公的年金と恩給のみという世帯が約半数に上るといいます。また高齢者世帯の約55％

が、生活が苦しいと答えているという調査も報告されています。健康で幸せな老後のはずが、生活苦に

苦しむ長い老後生活。こうなると一部の人には長生きはもしかしたら老後の最大のリスクかもしれませ

ん。町としては個々人の生活費のことまでは面倒を見きれないと考えているかもしれませんが、健康で

長生きはどんどん推奨しておいて、長生きした結果かかるお金の問題は全て個人任せでは、私にはどこ

か片手落ちのような気がします。現実問題として楽しい老後の幸せは、やはり安心して暮らせる経済的

余裕があってこそ成り立つものではないでしょうか。私は健康で長生きで豊かな老後生活はそれを支え

る経済的な余裕があってこそ、より意味のあるものになると考えています。にもかかわらず、この町に

は、老後を経済的に豊かに暮らすためのレクチャーはほとんどありません。一生懸命働いて、ただひた

すら老後に備えて貯金する。これ以外の方法を町民はどれだけ知っているでしょうか。とかくお金の問

題については、日本人は何となく避けて通っているような傾向がありますが、衣食足りて礼節を知ると

いいます。どんな聖人君子も決して霞を食って生きているわけではないのです。長寿化の今、この問題

は益々大きくなり、将来自治体としても放っておけない状況となると考えています。町としての見解と

今後の対策について聞きたい。 

○矢立孝彦議長 

 ただいまの平岡議員の質問の中で一部不適切な表現がありました。削除いたします。答弁願います。

健康づくり課長。 

○栗栖浩司健康づくり課長 

 失礼します。老後の経済的な観点からということが、特に質問の内容を占めてましたが、私ども健康

づくり課としては、健康の概念の方からお話しをさせていただきたいと、答えさせていただきたいと思

います。本町では、本年４月末の高齢化率が50％を超え、全国的に問題となっている2025年問題以前

に超高齢化社会のまだその先を行くという状態になっております。超高齢化が30％くらいと言われてま

すから、50という数字は未曾有の数字なんだというふうになります。そのような中、６月初めに出され

た、金融庁の市場ワーキング・グループがまとめた報告書において、老後の生活には2000万円以上い

るという内容のものが出され、その部分のみがですね取り上げられ、報道されて、かなり物議をかもし

たというふうな状態になっております。日本の年金制度は、明治８年に作られた恩給制度に端を発し、

戦後の昭和34年に制定された国民年金法を根拠として昭和36年に国民年金が始まり、その後、平均寿

命の長寿化や社会変動などを受け、改正を繰り返し今日に至っておるという現状です。しかし、想定を

超えた少子高齢化に将来的な不安が高まっているのも事実で、そのような中、一部分がクローズアップ

されて、2,000万円問題になったというふうな状況と捉えております。平成29年度における全国の生活

保護受給世帯数の月平均は164万世帯ぐらいが月に平均するとそれぐらいの生活保護を受けている方が

おられるということになっております。その中でも以前は仕事がないとかいう方がかなりあったんです

が、今では高齢者世帯が半数近くを、その生活保護の半数近くが高齢者世帯が占めているということに

なっております。その高齢者世帯がその現状から見ても、高齢者世帯がかなり貧困状態なんだなという

ことが伺われると思います。その内ですね、生活保護に使う予算のうちのまた半分がですね、医療費と

いうふうになってます。ですから高齢者の方々が健康でなかったら、ものすごくお金がかかるというの

はこれからも言われてくるんだろうなと思います。質問にもありますように、元気で心豊かな老後を過

ごすことは誰もが望むところですが、健康づくり課では健康のまち宣言において、健康寿命を延ばすこ

と目標に掲げております。ただただ長生きするのではなくて元気で長生きということをやはり最大の目

標にしております。健康は人のためではなく自分自身のためであり、何よりも本人が一番元気なことが

幸せなことなんだろうなというふうに考えておりますし、介護負担の減、医療費の負担の減と、元気で

長生きという、長生きの所は別としてもですね、元気であるということは良いことづくしなんだろうな

というふうに思っております。心豊かな老後とはいってもですね、その方のこれまでの生活、またこれ

からのライフスタイルによってですね経済的側面での制約はそれぞれ違ってくると思います。健康であ

ることは元気で心豊かに過ごすことの根本であり、こればかりは誰も変わらない望みだというふうに思

っております。特別な場合を除き、公の立場から個々の方々に経済的な直接支援はできませんが、健康

に暮らすための応援は可能であり、一人でも多くの方々の健康寿命を延ばすよう寄与するよう事業を進

めていきたいというのが健康づくり課では考えておるところです。ただ先ほど言われましたように、金
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銭的な問題というのは確かに老後の生活で考えられることですが、やはり生きがいを持つことというの

は、お金を使うことだけで得られるものではなくてですね、そういう楽しみ方、それと友達と一緒に暮

らすとかそういう色々な面での生きがいを通じてお金を使わにゃあ楽しくないというんじゃない方法も

あると思うんで、そういうことも含めて田舎でできることというものを見据えながら、健康宣言にもう

たってますが、やっぱり生きがいという部分を重点的に考えて進めていけたらというように思っており

ます。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 福祉課長。 

○伊賀真一福祉課長 

 はい、ご質問の内容につきまして、福祉課の方から少しお答えをさせていただきたいと思います。老

後の困窮ということにつきまして、特に安芸太田町内におきます、この生活困窮、生活保護に至るまで

の色んな生活面での困りごとについてのご相談を今本町においても相談にのってるところではございま

すが、昨年までは年間通して４件くらいのご相談、その内65歳以上の高齢者はお２人、２件というこ

とだったんですけど、今年度に至りましては４月から７月までの４か月間でもうすでに８件のご相談、

その内５件が高齢者の方の相談ということで、やはり高齢者におきますその経済的な面、色んな生活面

での困りごと等もどんどんどんどん増えていくということで、その状況も少しずつ垣間見えてるなとい

うふうに思っております。福祉的な面でですね、それこそ豊かな老後云々かんぬん語るときに、どうし

ても先ほどご質問にありましたお金もさることながら、やはり健康づくり課長が申しました健康のこと

そして生きがいについてもやはり大切なキーワードであると思っておりますし、これらはやっぱり密接

に影響しながら高齢になればなるほどその影響度というのは増してくるんだろうというふうにも思いま

す。福祉課におきましてはとにかく少しでも健康の寿命を長くしていただくためにも今は取り組んでお

ります介護予防、また地域で行っております通いの場づくり事業等を通しましてですね、家の中で閉じ

こもるのではなくて、少しでも外に出ていただいて、社会とつながっていただきたいというような思い

で、これからもその取り組みを進めていきたいというふうに思っております。また生きがいということ

でありますと、やはり外に出て社会につながるということが大変大事なことです。今本町におきまして

は、町の社会福祉協議会の方と連携いたしまして、ボランティアセンター事業というものを立ち上げ実

績、ボランティアセンター事業を社協の方で実施をしていただいておりますけれども、30年度の実績を

見ますと、町内にはサロンの運営でありますとか、またさんさんネット、演奏や喫茶に関わるもの等、

また昨年度におきましては豪雨災害におきますそのボランティアを含め、11のボランティアの活動、そ

して243名の方がそのボランティア活動に登録をされておりました。第７期の介護保険事業計画を策定

するときにも、その日常生活圏域ニーズ調査というものを行いましたが、やはり生きがい活動とか健康

づくり活動に参加したいんだけどという意思を持ってらっしゃる方はですね、アンケートに答えてくだ

さった方の半分以上にのぼっておりますけれども、ですがその意思のある方に対して結局適切な活動の

働きかけであったり、研修の機会が持てていないということがかいまみえました。福祉課の方といたし

ましては、これからもですねその生きがいを作っていくための色んな活動、ボランティア活動等の推進

等について町の社会福祉協議会とも連携しながら、取り組みの方を進めていきたいというふうに考えて

いるところでございます。福祉課からは以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 平岡議員。 

○平岡昭洋議員 

 今の回答いただきました分で、ある程度わかりましたけど、当然出てくるだろうと思った回答で特に

生きがいとかですね、そういうことはよくわかりました。また先ほど聞きましたように、老後のやっぱ

り生活のこの中で、一番大きな要因になるのがやっぱり病気の医療費ということも、ちょっと私は初め

て知ったような感じなんで、健康であることは大事だと思っております。ただ皆さんは本当にそういう

ものの知識をご存じか、私は40年近く証券関係でこういうことの仕事をやっておりましたんで、私は

自分の腹の中では人の生活を豊かにしたいといつもそう思ってやっておりましたんで、リスクとか安全

とか色々なもののことをいつも考えておりました。皆さんは72の法則というのをご存じですか。大抵

はご存じないと普通に思います。7.2の法則とも言うんですけど、40年近く前に郵便貯金が10年間で

複利で２倍になったと。古い方は皆さんご存じだと思いますが、これは7.2％以上で10年間複利に回っ

たという理由です。そうすれば100万円のものは10年後には200万円になってるわけです。だから元

本は安全で7.2％で複利ならこれはすごいと、当然安全でいいなと、こういうことなんですが、では同
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じように0.1％の定期預金、もし複利で回せるとして、10年間でやったら何年で倍になるでしょう。簡

単ですね、720 年です。0.1％でやったら安全ですよと、あなた倍になりますよと言われた時には720 年、

遡れば南北朝時代です。楠木正成に会えるかもしれません。その郵便貯金とかですね、例えば今現在も

しお宅定期これ0.1特別出しますよと言われて、そうかとやるとします。だけどよく考えていただきた

い。今いくら低インフレ時代だと言われても、インフレは1％以上あります。ということは、毎年皆さ

んの預金は１％近く目減りしてるという意味です。ですから40歳になって60歳まで2,000万円貯めよ

うと、毎年一生懸命貯蓄して0.1％で預金をしてですね、2,000万に60になってなった。その時は今皆

さんが想像している2,000万の価値は1,600万でしかない。本当に元本保証で安全というものは安全な

のかと、そういうことをいつも考えてた私は人間なので、これからやはり先ほど申し上げた生きがいは

必要だ、でも生きがいがあるためにも、ある一定のお金は必要となれば、そこに何か提供できるものは

ないのかといつも思っておりますんで、ここで本当に申し上げたかったのは、いわゆるそういうレクチ

ャー以外にも例えばお金をどう見るのか、そう増やすのか、どう将来に備えるのかというレクチャーが

私は個人的には欲しいと。町としてそれができるかどうかわかりませんけれど、ぜひその点について検

討いただきたい、そう思ってこの質問をやりました。以上でこの質問は終わります。それでは３番目の

質問に入ります。商業の再生について。２年前、戸河内幼稚園の園児が急減していることにショックを

受けました。認定こども園とごうちに一部の子どもたちが分散しているとしても、それは私の想像を絶

するものでした。私の住んでいる戸河内の町筋を見回しても、ほとんど子どもの声が聞こえません。多

分、加計の中心部でもそうではないかと思います。いくら過疎としてもその中心筋にさえ、子どもがい

ないことの訳に恥ずかしながら最近ようやく気づきました。それは商店街の衰退です。農業や林業も厳

しいですが、どんなに人口減でもそれらが生産している商品は、町外に売ることができます。すなわち、

農業や林業や建設業などは何となれば外に需要を見つけることができます。そして人口減の影響をカ

バーすることも可能だと考えていますが、地域の住民を相手の小売りはそうはいきません。地元の商店

は人口減少によってお客様が減れば生計が成り立ちません。また生計が成り立たなければ自分の仕事を

子供に継がせることもできません。商店は店をやめてしまえば、その店の不動産以外に子どもに引き継

ぐものはありません。田畑もなく商業以外に生きる術を知らない子どもたちは地元で何とか生計を立て

られる仕事を探すか、それが難しいとなればほとんどが町外に出ていきます。その繰り返しの結果は、

現在の戸河内幼稚園の園児の激減に大きくつながっていることに、恥ずかしながらようやく気づきまし

た。便利なスーパーや量販店やネットなどの出現で流通システムが大きく変わっており、日本全国でも

町の小売りそのものが存続することが難しいことは十分承知しております。経済は安くて便利で効率の

いいものに基本的に流れていきます。その大きな流通革命の変化の中で、町の小売りそのものの生き残

りが厳しいものであることも知っているつもりですが、人口が減少する町の商店がやっていけなくなる。

その子供たちが生きる術を求めて町外に出る。家の近くに商店がないことで、日常生活にも不便を感じ

る住民は生活のサービスを求めてまた外に出る。益々人口減少に拍車がかかる。このドミノ倒しのよう

な人口減少の構図に対して町として生活の基盤のような商業をこれからどうすればいいのか。また今後

どうしたいのか。考えを聞きたい。 

○矢立孝彦議長 

 商工観光課、正木係長。 

○正木隆商工観光課係長 

 失礼いたします。商業に関する質問でございますので、商工観光課の方より答弁させていただきます。

商業、町の商店の再生についての質問ですが、まず本町の商店を含めた事業者数の状況について報告さ

せていただきます。本町の事業者が年々少なくなっている実態ですが、商工会総会の資料によりますと、

小規模事業者数が477件から380件と、この10年間で97件減少しております。このうち商工会員数と

しましては、328名から305名と23名の減少に留まっております。町の商工施策であるがんばるビジネ

ス応援補助金につきましては、事業開始から５年が経過し、47件の方が利活用されております。その中

で、いわゆる食料品商店としての利用につきましては、事業継承の１店舗のみとなっています。そのほ

か、既存事業者が取り組む新分野進出としましては17件、事業継承が５件、新たな参入者が行う起業

化促進が22件、IT活用が３件となっております。このことから、この補助金を活用して、過去５年間

で既存事業者が関係したものが22件、新たな創業者が22件も町内に生まれたということになっており

ます。このほかに企業誘致促進奨励金事業を活用した２社が、附地で操業を開始しております。この

５年間、平成26年から平成30年度の商工会員数の動向としましては、14名の減少、小規模事業者数全

体では16件の減少となっており、その前の５年間、平成21年から平成25年度における減少について
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は商工会員数が９名の減、小規模事業者が81件の減であることから、この補助金により小規模事業者

の減少を少なからず抑制していると思われますし、商工会の加入率も 6.7 パーセント向上しております。

このほかの町の施策としましては、１％のプレミアムが付与された商品券発行事業が、今年で11年目

となっており、ごめんなさい、10％、10％のプレミアムが付与された商品券発行事業は、今年で11年

目となっておりまして、プレミアム相当分と発券等の事務費を町のハートフル協同組合に補助しており

ます。これにより、地域外に買い物消費額が流失しないように誘導しております。また今年度は試行的

にですが、道の駅で町外者向けの商品券を販売し、外貨獲得を目指したところです。もう1つは、町内

各商店にキャッシュレス決済の導入を誘導することで、町内外の方が気軽に買い物や食事ができる取り

組みを進めておりまして、消費税軽減対応レジスター導入事業と合わせまして啓蒙活動を今年度も商工

会と連携して行っております。商店の再生に関しましては、中小企業庁のよろず支援拠点である広域財

団法人広島産業支援機構も協力を得ることができますので、経営支援などの個別支援活動メニューを、

町内の事業者にも紹介し、活性化を図りたいと思っております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 平岡議員。 

○平岡昭洋議員 

 実は、私の実家の方も食堂を長いことやっておりまして、残念ながら高齢によって２年前に店を閉め

ることになりましたけれど、やはり地元に、じゃあ皆さんが地元にどんどんどんどん使うのか、そうで

はない。やっぱり商店というのはこうふっとなったときに行けるという安心感ですね。これがどうして

もやっぱり町という形であればどこか必要だなと。買い物ということになれば車に乗って大量に買うと、

それでいいじゃないかと思われるかもしれませんが、１つの町を形成するとすれば、やはり地元の商店

とか、やっぱり気軽に本当にこの前もたまたま夜中に電球が切れて、どうしようどうしようと。ああそ

うかということでですね、DIYに行けばですね、あるわけですけれども、もしお年寄りでそういう車で

も乗れない方には相当の生活苦になるんではないかと思います。これは全く違う話がたまたまこの前研

修をやってて、んっと思ったことがあるんですが、スマートシュリンクという言葉が出てきました。賢

い縮小というやつですね。おおっと思って私はある意味では積極的に聞いてですね、安芸太田町では未

だに5,800人ということを一生懸命人口目標で言っておりまして期待はしておりますけど、実際の数字

を見る限りはやはりどうなのかなと、残念ながら思わざるを得ない現実があります。それならそれで腹

を決めて縮小するんだと。じゃあ縮小するこの町をどうすればいいのかを真剣に考えれば何か方策があ

るんではないかと。これはどうもドイツの方で行われている政策らしいです。ここはもう粗っぽくて多

分平地が多いからだと思いますけど、田舎の方に郊外にある家を全部つぶして街中に寄せると。そうい

うことも含めてやってるようで、じゃあここ安芸太田町でそれができるかいうと、そう簡単なことには

ならないと、現実的には非常に難しいですけれども、私の本当の提案はですね、早く5,800人になると

いう呪縛に縛られずに、もう実際この研修のときにでもですね、はっきりとですね人口問題研究所の資

料を打ち出してですね、安芸太田町の人口は2045年、あと25年後は2,844人と書いてあるんです、そ

うやっても。これは3,000人とも3,500人とも書いてない。やはりある程度時代の流れということを考

えてですね、その中でまた積極的にじゃあ3,000人でどうやって生きていくかをきちっと作ろうという

ことで、じゃあこの商店をどうするのか、小売りをどうするのか、そういう観点からものを考えたこと

はあるでしょか。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 はい、先ほど担当の方から答弁を地域の実情についてさせていただきました。まさに商店がそこで消

費される方の利便性が無くなることによって生活の利便性も衰えていく。悪い方の循環がスパイラルが

続いているとのご指摘でございます。直接商店、商業にですね施策としてることは、商工会の力を借り

ながら、それぞれの形態のご支援をすることと、先ほど言いましたように10％のプレミアムをつけた商

品券というのが今日の状況でございますし、また新規に事業を起こそうという方についてですね、応援

をするのが現状でございます。先ほど楠木正成の話があったんですが、やはりその次の時代に楽市楽座

と申しますか、人が集まり物が集まり、それが初めて商業につながるということで一義的な商業の支援

策というよりか、やはり安芸太田町、先ほど来からお話がありましたように、定住人口を増やしていく、

また産業を振興させていく、そうしたふうなところで人の生活が潤い、また消費が始まって、それぞれ

の商店の売上高が上がっていくものが基本ではないかと思い、今施策を展開しとる所でございます。そ
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れとまた一方、これはおこがましい話になるかもしれませんが、やはりそれぞれの地域の商店の皆さん、

いわゆる販売される皆さんが、やはり今日の流通状況をですね、やはりこれはとてもとても正面から規

模にしても価格にしても立ち入れるものでないと思いますが、やはり地元であるがゆえのきめ細かいや

はりお客さん、消費者とのつながりをですね、ぜひとも模索していただくことが当面やはりこの地域で

の購買販売の魅力が上がっていくものではないかと思います。例えば配達を待っておられる高齢のご家

庭もあろうと思いますし、注文を聞きに来てほしい、また高齢の方もおられるんじゃないかと思います。

また電球がきれたら電球を交換することも含めてですね、サービスが提供できるようなやはり商店商業

また商売のあり方も一方では必要ではないかと今思っているところでございますが、いずれにしまして

も総合的な施策を持って町の定住人口を増やす中で、経済の進行に結び付け、また商店の活性化に結び

付けたく取り組んで参りたいと思っております。 

○矢立孝彦議長 

 平岡議員。 

○平岡昭洋議員 

 私はこの一般質問を考えている間に結構楽しくてですね、夜もじわっと考えて、わー、本当に皆さん

はですね有意義な仕事をされてると私は思ってるんですよ。何でかと言うと2,000万円必要だというこ

とを考えたら、この町で先ほど私が申し上げたように、私が 20 年 30 年前に月間分で夫婦で 37 万５千、

本当は37万５千円だったんですけど、これだけの生活が必要だと。講演会で話をしていたときは、夫

婦で１回くらいは海外旅行とか、割と大きな旅行をすると、そういう前提もあるわけですね。だから豊

かで楽しいということでお客様に講演会をやっておりましたけれども。でもこの町ではもしかしたら25

万で十分楽しくできるかもしれない。ふっと思ったんですね。街中だから30何万いるけど、この町だ

ったら25万で十分楽しい。もしかしたら野菜も取れ放題、お米だっていくらでもあるし、水はいい、

空気はいい、逆にあまりお金を使うことはないと。裏を返せばこれを売りにすればこの町に移住の促進

を図れるぞと。どうやってその移住策を考えよう、どういうテーマを出して今都会であくせく暮らして

いる方に訴えようかとふと思い出すとですね、色々なことが浮かんで眠れなくなりましたけど。多分そ

ういうこと、本当にそんなことの積み重ねが、ここをもっとよくすると私は信じてますんで、今回質問

そんなにたくさんの質問をするわけでもないし、なかなか簡単に答えの出ないことであることはもうわ

かった上で申し上げてます。だけどこれを皆さんは携われるんだということを喜びだと思ってやられた

ら、いくらでも何かアイデアが浮かんで、先ほど見た邑南町で私は悔しいですけど感激してしまった。

こんなアイデアが出てくる。そういうことをぜひやっていただいて、私らが何か言うまでも、わぁすご

いなぁと思うようなですね、手伝わしてくれと私らにもと。さっき申し上げた私はセールスはいくらで

もできますので、ぜひそのセールスを私に手伝わせてくれと言えるようなことの企画を考えてですね、

町一丸となってやっていただきたい。それが願いです。以上終わります。 

○矢立孝彦議長 

 以上で平岡議員の一般質問を終わります。しばらく休憩します。 

                休憩  午後３時１０分 

                再開  午後３時２０分 

○矢立孝彦議長 

 休憩前に引き続き会議を再開します。10番、吉見茂議員。 

○吉見茂議員 

 それでは今日最後になろうかと思いますけれども、10番議員、吉見でございます。よろしくお願いし

ます。本日は旧JRの橋梁解体に係る財政負担について質問をさせていただきます。旧JRの橋梁につい

ては2003年平成15年、合併前の年になると思いますが、可部線一部廃線に伴いJRより安芸太田町、

その当時は加計、筒賀、戸河内ですけれども、に譲渡をされました。橋梁の使用については国土交通省

河川事務所に許可申請を行い、現在も許可が続いております。当初はサイクリングコースとして使用す

る計画で使用許可を得ておりましたけれども、現在ではその計画は断念されているのかなというふうに

思います。今後は許可申請の提出が３年に一度から毎年と変更され、橋梁の解体計画を作成し毎年１本

程度撤去することになったというふうに聞いております。数多くの橋梁を解体するには壮大な経費がか

かると予想されております。何年か前に轟橋の一部を解体撤去したときも一部ですけれども相当な金額

がかかって、丸１本その橋を落とすとなると、相当の金額がかかってくるのかなと思います。今現在、

長期総合計画であるとか、財政推計を作られるについても、このJRの経費をどういうふうに算出する

かによって、相当違いが出て来るものかなというふうに考えております。町として旧JRの橋梁の撤去
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についてどのような考えをもって取り組みをされているのか伺います。このことについては昨日町長よ

り行政報告で旧JR橋梁撤去の取り組みについて話がありました。橋梁撤去に係る概略設計については

今年度12月末を期限に業務を実施しており、国土交通省河川事務所や広島県と連携を取りながら、概

算撤去費用や撤去に向けた優先度を判定するデータを取りまとめ、次年度以降の対応に資することとし

ているというような報告がございました。このことを踏まえもう少し詳しく聞かせていただきたいと思

います。まず最初に現在の河川事務所への申請の内容、許可申請理由、また河川事務所の許可の条件と

はどういうものがあったのか。解体は今現在考えられている年度で、大体いつごろ、何年度から実施す

る予定と思われているのか。財政負担について国や県、またはJR等と具体的に協議をされたのかどう

か。もしされたんであればその内容について少しお聞かせをいただきたいというふうに思います。解体

撤去費用について、原則、解体ということになれば、起債というのは出来ないというふうに思っており

ますけれども、今回この安芸太田町の鉄橋について特殊な事情というような形で起債、できれば過疎債

を使うことが可能かどうか。出来れば本当であれば補助がいくらかあって、その裏財源にその過疎債が

使えることになれば相当経費も安くつくと、費用も安くつくということだと思いますけれども、全くそ

ういうものが無ければ、まるまるその解体費用を一般財源でというのも大変財政的にも耐えられないよ

うな気がしております。それとですね、今後数年間、橋梁解体という事業を行う場合、町内業者さん、

建設業者さんを主体で実施することは可能かどうか。その橋を落とす方法というのを私よくわかりませ

んけれども、大手の企業でなくても、建設業でなくても、町内業者の集団でその事業が可能になれば、

当然町内にお金も落ちるということで、その事業費も数年にわたって安芸太田町で実施できるというよ

うなメリットもあるのかなというふうに思いますけれども、当然契約金額とかいうことで難しいのかな

と思いますが、もし可能性があればお話をしていただきたいなと思います。 

○矢立孝彦議長 

 総務課、三井主幹。 

○三井剛総務課主幹 

 はい、旧 JR の鉄橋の解体に係る財政負担についてお尋ねでございますので回答させていただきます。

答弁させていただきます。議員もお話しされましたけれども、JR可部線の区間廃止から16年が経過し

ておりまして、当時、鉄道事業者から譲り受けた多くの橋梁は老朽化が進み、景観を阻害するとともに、

国道そして県道そして河川を管理する上で障害となっていることから、それら橋梁に対しては、解体撤

去を基本的な処理の方向性としつつ、それを実行するためには、多額の費用が想定されるため、具体的

な処理方針を決定するまでは、それぞれの監督官庁から占用許可を得て、維持管理しているのが実情で

ございます。そのうち、太田川に架かる13本の橋梁につきましては、平成29年７月の九州北部豪雨災

害によるJR久大線や、昨年７月の西日本豪雨災害によるJR芸備線における橋梁崩壊など、想定外の被

害が出ていることから、河川の監督官庁である国土交通省太田川河川事務所より、計画的に撤去を行う

よう指導を受けており、従来３年更新ではございました河川占用許可も、本年４月からは、その占用許

可期間について１年単位とされているところでざいまして、今後今までの占用の事実ということは、河

川事務所は踏まえていただけるんですけど、次なる許可申請にあたりましては、町としての撤去に向け

た計画的な取り組みというものを示すことを条件として国から求められているところでございます。そ

のため本年度におきまして主要な橋梁、具体的には、太田川に架かる13本の橋梁と国道及び県道をま

たぐ７本の跨道橋、合わせて20本の橋梁の解体撤去工事の概略設計業務を実施し、それぞれの橋梁の

現況をもとに、解体撤去の工法手段や解体撤去に係る概算費用のほか、撤去に向けた優先度合なども整

理し、解体撤去に向けた具体的な計画の策定へつなげていきたいと考えており、解体撤去工事の着手時

期、お尋ねの着手時期などにつきましては、その解体に向けた具体的な計画策定の中で決定してまいり

たいと考えております。次に、解体撤去に向けた財政負担に係る国や県等への働きかけについてお尋ね

がございました。国や県等への働き掛けにつきましては、従来から制度改正業務も含めて継続して行っ

ておりましたが、今後は、ただ今申し上げましたとおり、本年度に整理する様々な検証データをもとに、

具体性のある手法や費用の観点等も加えまして、国土交通省太田川河川事務所もその相手先と含めまし

て、協議を進めてまいりたいと考えております。なお、解体撤去費用に係る起債の適用につきましても、

お尋ねがございました。議員が触れられました過疎債につきましては、その事業費の100％を過疎債で

みれ、さらにはその70パーセントは交付税で元利償還負担していただけるということで、大変魅力的

な起債でございますけれども、除却そのものということの適用という観点におきましては、そのままで

は起債の適用が困難でございます。ではということで、私ども現在検討中で、他の起債についても現在

検討中でございますが、現行の中では、例えば公共施設等適正管理推進事業債という起債がございます。
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これは除却に撤去した今までの建設公債の特例的な扱いの起債でございますけれども、そちらの起債の

適用を考えた場合、事業費の充当率は90％でございますけれども、その償還費用につきましては交付税

の措置がございません。そのため予見される多額の工事費につきまして、結果的に本町が単独で負担し

ていくことになるなど、現在の本町の財政状況では極めて困難と考えられまして、このような財政的課

題に対応できる制度見直し等々につきまして、国に提案を続けていかなければならないと強く認識して

いるところでございます。最後に解体撤去工事に係る、町内建設業者による主体的な実施の可能性につ

いてお尋ねがございました。これにつきましては、今回も調査していって、手法とか整理していくわけ

ですけれども、それには解体の手法も業者から提案を受けますが、そういった工事の仕様や規模等を総

合的に勘案させていただきまして、その適否について判断していくものと考えています。以上でござい

ます。 

○矢立孝彦議長 

 吉見議員。 

○吉見茂議員 

 はい、過疎債が使えない、非常に残念ですが、他の起債が充てれても、交付税バックはないというこ

とで、非常に財政的な負担が今現在ではあるかなというふうに思いますが、今答弁にあったように、国

への要望であるとか、県との協議も含めて、議会も一緒になってそういう方向性に向かえればいいなと

いうふうに考えております。今話があったように鉄橋を13本、その他７本、20本いうことですけれど

も、これを全て撤去するということになるとそうですが、例えばですが、まだその鉄橋、結構頑丈なも

のなので、もしかしたら17本20本の中でも何かに別の利活用いうことができることもあるのかなとい

うふうに思います。昔サイクリングロードを整備しようとしたときも、何本か安野から三段峡までいう

ような形ですけれども、一部もう撤去してますから、1本にはつながらないにしても1区間とか、ある

程度頑丈で、金のかかりそうなところをそういう利活用をするとか、歩道にするとかいうようなことも

話されておりますし、何とか数を少なくする方法を検討していただけたらいいなというふうに思ってお

ります。あと国道や県道に架かる橋梁については、今聞かせてもらいましたが、その他の橋梁、例えば

木坂の川にも道にもかかっていない橋梁もありますけれども、そこらの扱いはそのまま置いとくのかと

か、そういうのがもしわかれば教えていただきたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 総務課主幹。 

○三井剛総務課主幹 

 はい、今お尋ねになりましたその他の橋梁につきましては、地域の色んな住民の方々に声も踏まえま

して、その実際に地域住民の方々のその交通や生活の支障となるということを十分勘案させていきなが

ら、その費用面も踏まえ対応を考えていきたいと思っております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 吉見議員。 

○吉見茂議員 

 はい、わかりました。この JR 橋梁の撤去については、先ほども話したように莫大な経費が掛かると。

町も今後交付税も減り、人口も減る中で、大変財政も苦しい中でのその事業となろうかと思いますので、

色々な知恵を今から出し合ってですね、何とか負担の少ない形で、他の事業に影響がないような形で、

この課題について取り組む必要があろうかと思いますので、今後ともしっかりと協議をされて、よりよ

い方向に持っていっていただきたいというふうに思います。以上で終わります。 

○矢立孝彦議長 

 以上で吉見議員の一般質問を終わります。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３８分散会 

                                               

 

 


