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令和元年第６回定例会 

（令和元年９月４日） 

 （開会 午前１０時００分） 

○矢立孝彦議長 

ただ今の出席議員は 12 名です。定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。本

日の議事日程は、あらかじめ、お手元に配付したとおりです。 

────────────・────・──────────── 

 

 

日程第１．一般質問 

 

○矢立孝彦議長 

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

します。６番、津田宏議員。 

○津田宏議員 

 みなさんおはようございます。質問に移る前にちょっと安芸太田町消防団がですね、このたび去年の

災害復旧のお手伝いをしたということで、内閣総理大臣から表彰を受けるということを耳にしました。

栗原団長以下地域のために一生懸命尽くされている消防団員の皆さん方にお祝いとそして敬意そして感

謝の気持ちを表したいと思います。それでは本日通告しておりました中小・小規模事業者の振興に関す

る施策について一般質問をしたいと思います。中小・小規模事業者という概念はですね、中小企業とい

う十杷一絡げの概念で６年前までは政策的には行われておりました。事業所数が全国 421 万、大企業は

その中で 0.3％、99.7％は中小企業であります。その中小企業における国の施策は、小規模であろうが、

300 人の雇用のある中堅企業であろうが、同じ政策の下で長い間国は施策を行ってまいりました。６年

前に私が一般質問をした折り、中小企業の中で小規模事業者、従業員５人以下、製造業では 20 人以下

と小さな町工場あるいは商店、個人商店に対しての施策が非常になってないと。中山間地域あるいは島

しょ部においては、ほとんどそういう事業所が多い。その皆さん方が消防であるとか地域のお世話、イ

ベント、PTA、子育て、頑張っておられる。その方々がだんだんだんだん跡継ぎもなく事業を辞めてい

かれる。それと比例して地域が少子高齢化を迎え、さびれていったという現状がございました。その時

に町にお願いして施策をうっていただいた。企業誘致条例、また小規模のためのがんばるビジネス支援

やっておられます。それがですね５年目を迎えようとしておりまして、平成 26 年の４月に小規模企業

振興基本法というのができまして、10 月に小規模企業振興計画という法律が定められました。基本計画

は、一貫かつ継続した方針のもと、必要な施策を重点かつ効果的に実行することを担保するために定め

られたものですが、小規模企業をめぐる情勢の変化を勘案し、及び小規模企業の振興に関する施策の効

果に関する評価を踏まえ、おおむね５年ごとに基本計画を変更することとしております。本年は５年目

を迎えて、基本計画変更について、中小企業政策審議会に諮問がなされ、その結果を踏まえ、基本計画

を変更し、新たな５年間の計画を開始するとともに、国、地方公共団体、中小企業基盤整備機構、中小

企業に関する団体その他関係者が相互に連絡を取り、協力をすることにより、小規模事業者の振興に関

する施策があまねく全国において、効果的・効率的に実施されるよう努めることとなっております。平

成 26 年度の基本計画策定当時、全国の小規模事業者は 334 万者でありました。最近のデータでは 305

万者となり、４年間で約 29 万者の事業者が減少したこととなります。また、中小企業全体としても、

385万者から358万者と27万減少しておりますが、小規模事業者の減少数よりも減少幅は小さくなって

おり、中小企業のうち、小規模事業者のみが減少しており、大企業数も横ばいで推移していることを鑑

みれば、企業全体としてみたとき、小規模事業者のみが減少した４年間であったといえます。我が国は、

人口減少、高齢化、国内外の競争の激化、地域経済の低迷等の構造化に直面しており、これらの構造変

化が地域の経済・雇用を支える小規模事業者に、引き続き大きな影響をもたらしております。さらに、

この 20 年間で経営者の高齢化が進み、今後 10 年間に、経営者の平均引退年齢である 70 歳を超える中

小企業・小規模事業者の経営者が、二百数十万人規模に達し、その半数程度はまだ後継者が決まってお

りません。こうした状況を放置すれば、廃業に伴う小規模事業者の減少は、ますます加速し、加えて、

生産人口の減少により、中小企業・小規模事業者は、事業承継の課題に加え、深刻な人手不足に直面し

ており、成長の大きな阻害原因となっております。政府の試算によりますと 650 万人の雇用が失われ、

22 兆円の GDPが減少するという結果も出ています、こうした窮地に対して、ICT、IOT、クラウドサービ
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スといった新たな手法を活用する機会と捉え直し、小規模事業者のバックオフィス機能の改善をはじめ

とした生産性向上を実現していく必要があります。また、同時に、長時間労働の是正や同一労働同一賃

金といった働き方改革へ対応も必要となっており、こうした観点からも小規模事業者の IT 活用を抜本

的に進めていく必要性が生じております。小規模事業者は、そもそも資金や人材といった経営資源に大

きな制約があることに加え、その商圏及び取り扱う商品・サービスが限定されており、価格競争力やリ

スク対応力が低いため、構造の変化や災害の影響を受けやすいのであります。一方で、IT ツールの発達

により、情報格差は減少し、小規模事業者を取り巻く市場環境は大きく変化してきており、金融市場へ

のアクセスも容易化し、市場経済のプレーヤーとなることの敷居が低くなる等、規模が小さいことによ

る事業活動の制限、成長限界は徐々に小さくなっております。あわせて、IT 化により業務の負担が容易

になったこと、その場にいなくても IT ツールを活用して業務を請け負うことができるようになったこ

と、さらに、IT プラットホームを活用した市場形成により、既存事業者を含め商圏が拡大したこと等を

背景に、多様な新しい小規模事業者も生まれてきております。そうした新たな事業者の出現が、従来か

らの地域密着型の小規模事業者の活躍の範囲を広げつつあり、多様な小規模事業者の存在は、我が国経

済の発展の基盤である重層的な裾野産業群を形成するとともに、地域の雇用を支えております。こうし

た観点から引き続き、小規模事業者が、その活力を最大限に発揮し、成長発展するのみならず、事業を

持続し、地域を支え続けることは、経済の好循環を全国津々浦々まで届けていくために必要不可欠であ

ります。安芸太田町商工会では、昨年経済産業大臣より経営発達支援計画の認定を受け、多くの小規模

事業者の持続的発展を支援しております。また、小規模事業者を支援する補助金として、平成 26 年度

から小規模事業者持続化補助金、先ほど申しましたがんばるビジネス応援補助金が実施され、５年間で

延べ 66 件の支援を行っております。支援を受けた事業者の売り上げの増加、利益の向上を実現しつつ

あり、町内小規模事業者の減少が止まり、ここ３年間小規模事業者数 380 件を維持しており、これまで

の基本計画に盛り込んだ施策が実を結びつつあります。こうした中、地域経済の活性化のためには、地

域をけん引するような企業の支援を進め、地域経済の底上げを図っていくことが重要となります。代替

えの効かない小規模事業者の廃業という事態から、産地産業をいかに維持し、地域の活力や雇用を維持

していくかといった問題も顕在化してきています。さらに、過疎化の進展を踏まえると、食料品店やガ

ソリンスタンドなど、コミュニティ、地域の生活に欠かせないサービス提供機能、これをいかに存続さ

せるかという視点が必要となります。このように、数ではなく、小規模事業者が地域経済の産業に与え

る質的な影響を踏まえた機能を育成・維持していくことが求められます。このため、第二期基本計画で

は、小規模事業者の持続的発展に加え、地域の持続的発展も重要要素に加えることで、地域にとって必

要な小規模事業者の支援を重点化する方向へと深化させていくことを目指すとしています。こうした観

点で考えたとき、商工会だけではなく、市町村、都道府県といった地方公共団体、よろず支援拠点や都

道府県の支援センター等の公的な支援機関や認定経営革新等支援機関、大企業や中堅企業、地域の民間

金融機関、IT 事業者、民間事業者とも連携し、地域ごと総力で取り組む必要があると考えております。

そこで、質問に入りたいと思いますが、１番目、事業承継、円滑な相続・譲渡に対する対策、また人手

不足・働き方改革に対する ICT、IOT、AI の活用、ロボットも含めます、そして起業、創業支援、新し

く商売を始める人達の支援、それから地域内への波及効果の高い企業の支援、地元でいいますと宿泊施

設、ホテル、それからスキー場、公共交通機関等であります。そして地域のコミュニティを支える事業

の推進、キャッシュレス決済の取り組みについてと、最後に町外顧客の獲得にかかる手法、現状と将来

像について伺います。町の考え方をお聞かせください。 

○矢立孝彦議長 

 商工観光課、片山課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 おはようございます。それでは６番議員からありましたご質問に対しまして答弁をさせていただきま

す。まず６番議員様におかれましては平素より商工会の先導として、その重責と議員を兼ねて、日夜ご

活躍をなされておりますことに対しまして、まずもって敬意と感謝を申し上げます。さて、ご質問のあ

りました内容としまして中小・小規模事業者の振興に関する施策につきましては、議員ご指摘のとおり、

平成 26 年に制定されました小規模企業振興基本法が５年を経過することに伴い、今年一部法改正があ

りました。その詳細につきましては、７月 30 日に県庁でありました担当者会議での資料によりますと、

持続化支援や事業継承支援など８種類の支援や補助金申請に関して、様々な計画作成が必要となります

が、まず法定経営指導員を商工会におくことや計画策定に市町が商工会と共同で作成して、小規模事業

者を支援する項目が追加されていると認識しておるところでございます。これにより、安芸太田町にお
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ける中小企業、とりわけ小規模事業者に対する振興施策において、商工会と町政が連携していくことが

重要視され、併せて KPI 等による数値目標や実績管理報告という業務が加わることで、国からも幾ばく

かの普通交付税の増額がなされていると聞いているところでございます。また小規模企業振興基本法と

並行して、本町ではがんばるビジネス応援補助金制度を展開し、新規参入の UI ターン事業者のみなら

ず、町内の既存事業者に対する支援制度も展開しているところでございます。ご質問のありました７つ

の項目のうち、１番目と３番目及び２番目の一部につきましては、このがんばるビジネス応援補助金に

おいて支援が可能な内容であり、順次、答弁をさせていただきます。まず、１つ目のご質問にありまし

た事業継承、円滑な相続・譲渡に関する対策についてでございます。今年度当初に、６年目となります

がんばる補助金制度の見直しを行い、補助区分の簡略化を行っております。その１つである事業継承に

係る補助において対象とされる分野でございます。平成 26 年当初から、この事業継承分野に合計５社

が手をあげられて、活用されております。具体的には、顧客ニーズに応じた店舗改修、特産品製造用機

器の導入などとなっております。事業継承により商工会員も先代から継承され、店舗運営はもとより、

商工会においても青年部員として活躍をされています。次に３つ目の起業・創業支援についてでござい

ます。UI ターン事業者として、助産院・鍼灸院・理髪店・飲食店などを創業されております。在住者に

おいては、行政書士・特産品生産加工・飲食店などを創業されております。次に２つ目の ICT、IOT、AI

の活用についての一部としまして、IT の面では、ホームページの刷新やゲームソフト開発などの IT 事

業分野で活用された事業者もおられ、町内に整備しました光ファイバー網の恩恵で、自宅や事業所でネ

ット環境の構築や情報発信が可能になったためと評価しております。町の補助金のみならず、国県の補

助制度もありますので、商工会と連携して、より有利な補助金を選択していただくように指導している

ところです。しかしながら国県補助はハードルが高く、とりわけ小規模事業者におかれましては、町の

がんばるビジネス補助金を活用されるケースが多くなっております。２つ目の本題である人手不足・働

き方改革に対する ICT、IOT、AI の活用についてに関しましては、大変大きな命題であり、団塊の世代

の退職影響が近年になって顕著となり、専門的技術を有する世代の担い手を、国も国外からの労働者に

委ねる方針を示している程に深刻な課題となっています。一方で AI の更なる進化とロボットの普及で、

既存労働者の約５割が、将来職を失うという海外論文や課題もあり、これらを単純に相殺して、将来の

労働者数が充足する時代になると安易に解決できるような問題ではないとも危惧をしております。基本

的に、労働環境の改善や大量処理、統計の容易化などを目的として発展をしてきた OA 化の波も、過渡

期では複雑化の様相が強く、かえって使いづらい時代もありました。しかし近年では家電品と連携して、

留守宅の空調機器管理、離れた実家の家族安否確認、あおり運転防止のドライブレコーダー、テーブル

に置いてあるスピーカーに話しかけるだけでテレビ電話・ネット注文まで行える AI 機器の開発や販売

はコマーシャルでも報じられているとおり日進月歩で進んでおり、より生活に密着した形で普及し始め

ております。また情報通信網も急速に発展しつつあり、来年からは本格的に５Ｇ、第５世代移動通信シ

ステムの時代になろうとしております。通信速度は今までの 100 倍も速くなり、静止画であった写真等

は動画に変わり、遠隔操作や自動運転など、機械類も発展進化が加速することが予測されております。

これらの AI 機器が家庭から労働現場に普及することで、迅速・正確な情報や指示が遠隔地に伝達され、

観光産業面でも IOT の普及で、一連の観光交通アクセスや食事面、あるいは宿泊施設との連携が既にモ

デル検証されつつあり、市町がその推進計画を策定する場合に国の補助制度もスタートしているところ

でございます。こういったものは都市部を中心として広く普及することが予測されます。このことが本

題である人手不足を全てフォローできるというよりは、職種によって選別される様相が強く、将来的に

は単純的な職種はロボットや機械が担い、専門的業種が職業として残るのではと言われているところで

ございます。４つ目の質問であります地域内への波及効果の高い企業の支援、宿泊施設や公共交通機関、

スキー場等についてでございますが、まず宿泊施設につきましては、今年度、議会からいただいており

ます宿題でもあります指定管理施設のあり方等について整理を現在進めているところでございます。民

間の宿泊施設についても、入込観光客が災害等の影響で減少した昨年では、宿泊を選択する観光客も横

ばいまたは減少しており、厳しい状況と伺っております。またスキー場も雪不足で深刻な状況であり、

県からの支援も難しい状況下で、国からの支援ということで、地方創生関連でインバウンド事業の補正

予算を今回、企画課の方から提案をさせていただいております。５つめの地域のコミュニティを支える

事業の推進については、後段で延べさせていただきます。６つめのキャッシュレス決済の取り組みにつ

きましては、インバウンド観光客の急増を受けて、顧客アンケートに基づくニーズが高い部門として取

り上げられております。外国人から見て一番のニーズは多言語によるコミュニケーション、地域住民と

のコミュニケーションができないという言葉の課題ですが、これにつきましては今年度事業で多言語解
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説整備支援事業に取り組んでおり、観光案内看板等の充実でフォローをしてまいります。二番目のニー

ズはキャッシュレス決済です。海外から訪れた観光客は、日本円を ATM で随時引き出して持ち歩くこと

を嫌います。為替手数料あるいはそういった引き出し手数料も余計に掛かるということだそうです。こ

のため、CM でも増えているのがキャッシュレス店なら訪れるというようなキャッチコピーとなっており

ます。本町では、6 番議員のご指導の下、商工会活動においても、PayPay 等の導入講習会を開催してい

ただき、町内に普及をしていただく活動を今年度から展開をしております。早期の加入であれば手数料

が掛からない、あるいは導入経費も安価である、お店の QR コードを作るだけでよいという色んな手法

がございます。導入初期には購買代金が１～２か月ほど決済が遅れるという面はありますけれども、そ

れ以降につきましては口座振り込みとして翌月末に完了するところでございます。７つめの町外顧客の

獲得にかかる手法、現状と将来像についてでございます。行政報告でも申しあげましたとおり、７月末

から国際交流員を商工観光課に採用し、現在諸活動を展開しております。インバウンド観光客の獲得の

ため、観光情報を英語で作成し、SNS で随時発信するとともに、町内の特産品製造販売をされている事

業所を訪れて取材し、彼女が感じた安芸太田町の魅力や生産者の声を、同じく英語でブログにつづり、

発信を始めていおります。この活動自体を外国人観光客のためだけの施策では、として受け止められて

いる事業者もおられますが、当課での思惑は国内外観光客全ての環境改善であり、外国人に対して優し

い町であれば、国内の観光客に対しても望ましい環境になると言えます。外国人に対する偏見的な思想、

言葉が通じないことでの拒絶的な姿勢等は望ましくもなく、外国人が望んでいることや知りたいことを

正しく伝えることで、事業者のサポートも変革し、おもてなしも充実し、ひいては国内観光客をも誘導

して、入込観光客が増えることを目標としております。加えて、ただ見るだけの通過的な観光から、安

芸太田町内で、体験する・泊まる・触れて買うというふうに誘導するためにも、情報をうまく活用して

国内外に発信し続けていく必要がございます。国際交流員にも、訪問先で海外の方と接して困ったこと

があれば相談してくださいと事業者に伝えるように指導をしております。簡単な英会話やパンフレット

の翻訳ニーズについても、事業者の相談に応じる旨を伝えているところです。町内で国際交流員を見か

けられましたら、快く彼女に声掛けをしていただければと存じます。商工事業者と我々は、対話をする

機会を増やしていくべきと考えております。５つ目の地域のコミュニティを支える事業の推進について

は、正にこれから充実しなくてはいけない命題であると感じております。この商工会事業者等々と対話

を通じ、様々な事業者や地域住民の皆様が感じておられることを把握して、少しずつでも商工観光施策

に反映していくことが急務といえます。当課ではイベントが多いセクションですが、その合間を活用し

ながら、より対話を進めていきたいと考えております。1問目につきましては以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 税務課、河野課長。 

○河野茂税務課長 

 １の事業承継、円滑な相続・譲渡に対する対策についてのご質問で税制面での優遇措置について答弁

の方をさせていただきます。国では円滑な世代交代を通じた事業の持続的な発展の確保が喫緊の課題と

なっていることを踏まえまして、平成 31 年税制改正で個人事業税の事業承継を促進するために平成 31

年 1 月 1 日からの 10 年間限定で、多様な事業用資産の承継に係る相続税や贈与税について 100 パーセ

ント納税を猶予とする個人版事業承継税制が創設されました。この納税の猶予につきましては、事業を

承継した後継者がその事業を継続している間中は、事業用の資産の承継に係る相続税や贈与税の納税が

不要とされるものです。ただし、後継者が途中で事業を辞められた場合には、その時点で猶予期間が満

了となり相続税や贈与税を納めなければならないこととなります。以上のように国税では、事業承継時

の税負担を実質ゼロにするという制度が創設されました。町内事業者の方につきましても、事業を継続

できるようにこの制度を活用していただきたいところではございますが、この優遇措置については、創

設したばかりであるため、まだ個人事業者の方へ浸透していないと思われますので、町では税申告相談

会を通じて個人事業者の方へ制度の説明やチラシ等の配布をして周知を図って参りたいと思っておりま

す。 

○矢立孝彦議長 

 津田議員。 

○津田宏議員 

 ご答弁ありがとうございました。我が町の小規模事業者、高齢化しております。本来ならとうに定年

という年、年齢の方がほとんど占めておるような状態であります。そういう高齢者の定年がない、元気

であれば生涯働けて、人に迷惑かけずに補助金もいただかなくても済むという事業所の支援を持続化資
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金という形で国は支援をしておりまして、この商店街も 19 社ですか、ここ４年間、３年間で、トイレ

の改修であるとか汚くなったところをきれいに改修する、ちょっと 50 万位の金額でありますが、事業

の３分の２を補助するという形で、かなりの店が利用され、もう年をとったし辞めたいよという気持ち

の方がもういっぺんやる気になって頑張ってくれております。そういう人たちにやはり商工会も支援を

し、町も支援をして、元気な町づくりに参加していただきたいものだと思います。それとですね、ICT、

IOT の関係ですが、キャッシュレス化、これは急務、早急にやっていかなければならないことだと思い

ます。10 月の消費税アップに伴いまして、キャッシュレスにすることで５パーセント還元、そんなこと

言われてもですね田舎の商店の方は、キャッシュレスっていったいなんだみたいな形の対応が多い。そ

の中で若手経営者の中では PayPay であるとかいろんな形を研究しながらやっておられる方もおられま

す。そういう指導も町と商工会であわせてやっていかなければならないと思っております。それからで

すね、今までの下請けであるとか事業取引の中の小規模事業者いじめみたいなことがあったようであり

ます。安倍総理の令和元年５月の全国商工会連合会総会のあいさつの中で、やはり個人保証というのを

あげられました。民間金融機関でしたら、どうしても保証を取らないと金貸せないよと、大企業の場合

は個人保証はとっておりません。そういう面を抜本的に見直すと、信用保証協会の保証を付けて個人保

証を取らない方向でいきたい、非常にいいことだと思います。そのかわり事業計画をきっちりたてて、

きちっと儲けがあるような思いつきの商売をやってすぐ倒産というようなことにならないようにという

指導も入っております。我が町でもがんばるビジネス 47 件やっておりますが、その中の残念ながら

４件が事業が続いておりません。率からすると 7.5％くらいですかね、金額でして 8.6％。これも税金

を投入していただいて本当に情けない話ではあるんですが、しかしながら小規模事業者、個人事業者が

創業した場合、全国では１年もつのは４割じゃなしに、潰れるのが４割ですね。３年もつのが８割潰れ

るという中で、４年間で 7.5％の廃業というのは非常に良い成績ではないかと我々は思っておるであり

ます。この事業はリスクですかね、もうだめだから何もしないんじゃなしに、チャレンジ精神で失敗し

てもまたやり直しができる再チャレンジができる世の中になっていくと思いますんで、どんどんまたバ

ックアップをお願いしていただけたらと思います。今後とも、それともう１つ、広島県の方ですが、一

昨年の 10 月にやはり小規模企業支援条例というのが作っていただきました。中小・小規模企業は、住

民生活の向上や地域経済の安定、雇用機会の創出など地域を支えるために欠くことのできない存在であ

り、本県経済の発展と地域活性化のためには、関係者が連携協力して、中小企業、小規模企業の持続及

び成長に向けた取り組みを支援していく必要があり、中小企業、小規模企業の振興を県政の重要課題と

して位置づけ、政策を総合的に推進していくと、こういう条例が 10 月６日に公布、施行されておりま

す。県としても小規模に対する支援をバックアップするという形で、このように手厚い国・県・小規模

の支援と共に、小規模の事業者によって、安芸太田町が元気になって持続的発展ができるかと思われま

す。今後とも地域経済の活性化のためにご尽力をお願いいたしたいと思います。ちょっと時間も押して

おりますので、次の質問に移らせていただきます。観光振興についてですが、観光に関わる事業者の組

織化についてでございます。まず平成 26 年度に策定された安芸太田町観光振興基本計画では、観光を

取り巻く７つの課題が示されており、また安芸太田町の観光の強みも 11 項目示されております。これ

らのことを踏まえ、安芸太田町の観光施策の基本理念を住民まぁ町民・来訪者・社会がつながり輝く里

山のまちづくりとして、５つの基本方針を示し、その目標に向け取り組みが期待されておりましたが、

昨年３月末で一般社団法人の安芸太田町観光協会が解散ということになってしまいました。観光振興は、

観光関連組織、商工事業者、行政などが共同体制で目標に向かって取り組むことが重要ではないかと思

います。それでは現状はどのようになっているのか、その後、観光振興について、商工観光課、または

一般社団法人地域商社あきおおたが、観光に関する事務局機能を十分に果たせないまま１年以上が経過

し、いまだに安芸太田町の観光振興の方向性が見えない状況があるといえます。一部では、かつての会

員が観光協会の組織を図る動きが出ているという話を聞きますが、これが具体的に動き出したときに、

事務局をどこが担うのかということが重要になります。いずれにしても、観光協会の組織化は必須であ

り、行政として強いリーダーシップで組織化を図る必要があると考えます。今後の観光協会の組織化と、

どこの部署が事務局を担っていくのか、商工観光課なのか地域商社あきおおたなのか、今後の観光振興

基本計画の５つの基本方針の具体的施策をどこの部署が主導し、関係部署はどのような役割と連携を図

っていくのか、そのためには、現状の職員体制では十分でないと思われるが、現状の職員体制の強化に

ついて具体的な見解を伺います。 

○矢立孝彦議長 

 商工観光課長。 
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○片山豊和商工観光課長 

 はい、それでは観光に携わる事業者の組織化についての答弁をさせていただきます。ご質問のござい

ました安芸太田町観光振興基本計画につきましては、町の長期総合計画と同様に概ね５年で改正・追記

など、時代の変化に沿った計画の見直しが必要になるものであり、新年度に向けた対策が必要と当課で

は考えております。また観光協会が、指定管理者制度により管理運営をされていた道の駅につきまして

は地域商社に継承され、現在に至っている状況でございます。以前の観光協会は、観光事業者や観光関

連の商工業者の方々で構成された団体であり、地域全体の観光振興を図ることによって、構成された事

業者等にも直接的、間接的にメリットがある事業を展開されてきた組織であったと思われます。現在活

動している一般社団法人地域商社あきおおたは、事業者等の会員を持つ組織ではありませんが、町の施

策と連動した、地域の観光振興、産業振興を図ることによって、地域の事業者にメリットを生み出すと

いうことを第一の目標としておりますので、その点では共通していると考えております。一方で、産業

間連携のコーディネートにつきましては、地域商社が担うべき役割であると位置づけられているものの、

現時点ではまだやり切れておらず、課題であると捉えております。また観光面の取り組みにつきまして

も従前の観光協会で行われておりましたサポートや宿泊業と交通業者との連携など、いわゆる観光案内

業としての仕組みやサービスにつきましては、人材的要素も相まりまして、従前のように充分な体制で

はないという、厳しいご意見を地域からいただいているところでございます。地域ニーズとしまして、

観光関連事業者間の連携や、事業者間で意見を集約され、町の施策とベクトルを合わせて、協同してい

ただけるような民間団体としての観光協会の立ち上げ気運ということにつきましてありがたく、町の行

政、地域商社ともに連携をすべき組織であると考えておりますが、今後においては、この立ち上げが本

格的になります段階から行政、地域商社も検討に加わり、それぞれが担う役割等について意見交換をし

てまいりたいとも考えているところでございます。そういった立場で段階的にそれぞれの、当課としま

してもカバーをしていきながら、協同していきたいと考えております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 津田議員。 

○津田宏議員 

 一刻も早い組織化をお願いしたいものだと思いますが、観光に携わって食べていかれる方が今からど

んどん増えていくような状況を作っていかなければならないと思いますし、また観光に対する目玉みた

いなものも発掘。先日ですが那須の山奥の谷にですね、100ｍ以上ある滝があります。これはまだ知ら

ない人が多いわけですが、そういった方面のやっぱり情報集め的なもの、そういうのも組織を使ってで

すね、早く日の目を見るようにしてあげたい。あと看板類は非常に古くなったりしておりますね。やは

りそこらももういっぺん業者の意向を聞きながら適材適所でやってくような方向をお願いしたい。それ

とプロモーション、やっぱり誘致活動、ただありますよじゃなしにですね、業者の意向に沿った宣伝活

動いうのはやはり全体でやらなくてはいけない。その組織がないというのは非常に寂しいことだと思い

ます。今後早急に検討していくように要望します。それでは続いて次の質問に入らせていただきます。

観光振興についてですが、特に冬場、平成 30 年度の広島県観光客数の動向がこの７月に公表されまし

た。この調査は各市町村が平成 30 年１月から 12 月までの１年間に市町を訪れた観光客数を推計し県で

集計したものであります。県の観光振興施策の立案や実施にあたっての基礎資料になるものと言われて

おります。平成30年中に広島県全体では6,500万人の入込客があり、前年度比6.9％の減少ということ

でした。やはり７月の豪雨の影響によるイベントの中止や、観光施設の営業休止、風評被害等により主

要な観光施設の入場者が減少したことなどが掲げられます。この統計調査では自治体ごとの観光入込客

数と観光消費額が公表されております。入込客観光数の第１位は広島市の 1,535 万３千人、２位は宮島

を中心とする廿日市で 754 万５千、続いて福山、尾道、三原と続き、安芸太田町は 23 自治体中、17 位

の 57 万７千人であります。観光消費の順位は広島市、すみません、観光入込客数、観光消費額の規模

のみで順位づけると、当然自治体、小さい自治体なので、上位に来るのは大きい自治体というのは当然

であります。そこで乱暴かもしれませんが住民一人あたりの観光入込客数の受け入れ人数観点で、入込

客を観光客を人口で割った場合、１位は世羅町、一人頭 135.9 人、２位は北広島、130.2 人、３位に

97.4 人で安芸太田町が入っております。同じく消費額、住民一人当たりどれだけインパクトがあったか

という視点で観光消費額を人口で割った場合、１位は廿日市、23 万２千円、２位は広島市、20 万６千

円、３位は尾道、20 万２千円、続いて世羅、北広島、続いて６位に 13 万５千円で安芸太田町が入って

おります。このように安芸太田町は県内の他の自治体と比較したとき、観光入込客数や観光消費額の動

向が、地域住民にとって大きく影響する自治体であると言ってもいいのではないかと思います。その代
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表が観光コンテンツの中でも冬期観光のキラーコンテンツと言えるスキー場の動向であります。本町で

唯一のスキー場となった恐羅漢スノーパークは気象状況による積雪量によって、営業日数に大きく作用

し、当然売り上げにも大きく影響していると聞いております。本年３月、すみません、平成 31 年１月

から３月のスキーシーズンは近年ではまれにみる暖冬、雪不足で、入込客が大きく減少したと推測して

おります。このことによりスキー場の従業員はもとより、道の駅周辺の店舗、それからスキー場への燃

料、食料、飲料、また地域の納入業者、交通会社、宿泊施設、飲食店、コンビニエンスストア、ガソリ

ンスタンドなど町内の地域住民へのダメージは大きく道の駅付近では観光どころじゃない、閑古鳥が鳴

いとるという状況でありました。観光コンテンツが自然資源がメインである本町にとって、気象状況の

影響は受入れざるを得ない部分もあろうかと思いますが、四季を通じて観光客に来町してもらい、しっ

かり消費してもらう仕掛けが必要だと考えます。昨年広島県へのインバウンドは 275 万２千人あり、本

町も三段峡がフランスでもっとも著名な旅行ガイドブック、ブルーガイドで三ツ星に格付けされ、ヨー

ロッパからの観光客が多く来ています。観光地の受け入れ施設、トイレ、登山道などの整備、スキー場

等の海外へのプロモーションなどインバウンド対策を含め、地域の事業者、住民にも好影響を及ぼす今

後の観光施設が必要と考えます。以上観光振興全般についての方向性と天候に影響を受ける冬期の観光

振興についての町の考えを伺います。 

○矢立孝彦議長 

 商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 はい、それでは観光振興全般等について答弁をさせていただきます。ご指摘のとおり、今年の積雪量

の低さにつきましては、多大なる影響をスキー観光業界全般にもたらし、隣町では開設すらできないス

キー場もありました。除雪業界も含めて、ダメージが大きかった年でございました。一方、道の駅の界

隈では道路に雪がないため、例年より通行量が多く、来場者も平年以上はあったことで、売り上げが伸

びた冬期間でもございました。スキー場関連の動向につきましては、地域要望も提出された経緯もあり、

先週に広島県観光課と本町で協議をさせていただきました。冬季の観光振興に関しては、広島県におけ

るインバウンドの課題としましては、スキー場があること自体の認知度が国外にとても低く、北海道や

長野地方へ訪れることはあっても、広島に来るという意識がまず低い。ただし平和学習を兼ねて広島市

内を訪れる諸外国の修学旅行生に対してはインパクトがあり、台湾での県が行っておりますプロモーシ

ョン活動でも良い感触を得たことから、多言語によるスキープロモーションやホームページを、今シー

ズン前に作成する予定であるとの回答でございました。このため、安芸太田町も現在作成中の観光プロ

モーションビデオと共に、動画配信や国際交流員の SNS で情報発信して、県と相互リンクして情報共有

をしようという話をしたところでございます。また、先日赴任しました国際交流員の意見でもスキーで

日本に来るならばやはり北海道が主流。広島、宮島、安芸太田町スキーというパッケージツアーを PR

できれば別であるということがあり、英語圏で浸透している旅行ガイドホームページ、ロンリープラネ

ットに載せた方が効果的という提案も出たところでございます。このように、彼女の能力を活かし、泊

まって、スキーやスノーシューハイキングなどの冬期間アクティビティを楽しめる仕掛けや料理や星空

などの観光資源を活用した企画を観光事業者等と連携して作っていきたいと考えております。なお昨年

補正で追加をさせていただきました、西日本豪雨災害被災者支援補助金につきましては、繰越処理を行

っているところでございますが、夏休み期間中まで申請がなかったため、これを冬期間まで再度期間延

長を行い、有効活用を進めたいと思っているところです。８月下旬にございました中国新聞では、イン

バウンドのいわゆるオーバーツーリズムというような話題が出ており、当町でも三段峡内で多く見られ

る持ち込みゴミの放置がございます。黒淵で顕著になったため、昨年の夏に、英語・韓国語・中国語・

フランス語と日本語で注意喚起を作成し、貼っているところでございます。続きまして県が進めており

ました三段峡黒淵の公衆トイレ改修ですが、着工から５年を費やしております。去る７月 22 日に竣工

検査を経て、供用開始をしております。総事業費は１億円でございます。ただし、水梨トイレが現在浄

化槽の隔壁崩壊等で、浄化機能が消失しており、県の方で仮設トイレ４基を設置して対応をしておりま

す。この復旧工事につきましては県にも早期復旧をお願いしているところでございます。本町における

インバウンド観光客は、数年前までは年間千人に満たない数字でございましたが、一昨年から１万人に

なり、今年から来年にかけては約２万人の目途を目しているところでございます。受け皿となる観光地

との多言語情報、環境整備はもとより、四季折々の情報発信によって、より本町の良さを知っていただ

くように努めてまいることとしております。また冒頭ありました那須の滝につきましては、今年の春現

場を見させていただきましたけれども、その後の経過としまして、恐羅漢トレイル等でコース等にも使
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われたこともあり、人が通れば道となるということもありまして、かなりの道が整備されております。

本町としましても看板の補助とかいうようなご意見もいただいておりますので、そのあたりを今後指導

してまいりたいと思います。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 津田議員。 

○津田宏議員 

 はい、それでは全般的に申し上げましてインバウンド対象、それとあと今広域連携というのは平成 28

年、9 年でしたか、広島市広域あるいはベイエリア湾岸都市構想という形で、それを連携しながら観光

に結びつけようということを長く活動してその中の 1 つに民泊等々やっておられます。それも一緒にな

ってですね、特にインバウンド対策については、広島空港これ今 35 便、週出ております。上海は毎日

それから台湾が毎日ですかね、それとシンガポールは３日、それから香港は３日、そういうところにプ

ロモーションをかけて、スキー客あるいは冬場の観光についてツアーを組むということになればですね、

確実に冬に雪が降ってスキー場が開かなければならないという状況ができてくると思います。今聞くと

ころによると、スキー場では人工降雪機を整備するような話もございます。そういうところにしっかり

バックアップしていただいてですね、冬場の観光振興がますます当時は 17 万人来た時代もありまして、

私も当時レンタルスキーやってちょっと儲けさせていただきましたけれども、そういう方々がどんどん

町内に増えてきて生活していただければと思います。先ほどの質問の中で触れました第二期小規模企業

振興計画の中の重点施策の８の項目でですね、地域経済への波及効果の高い企業を支援することにより、

地域の経済成長を力強く引率する企業を創出することが重要となると。さらにこうした地域の魅力の向

上を図り、地域外から需要を取り込むためにも、地域一丸となって、地域のブランド価値の確立を図る

ことがますます重要になっていると重点課題で書き留めてあります。観光振興のためには公共であろう

が、民間であろうが、区別することなく町内のホテル、あるいはスキー場、公共交通等の観光企業に対

しては、支援をしていくべきだと考えます。よくいったん立ち止まって考えようとか、一見まっとうそ

うなことを語る人がいます。しかしそれは単なる問題の先送りにすぎない。我が町にはもはや立ち止ま

って考える余裕などありません。地域で頑張っている町民の皆さんに心の底から元気がぐっと湧いてく

るような大胆な政策をどんどん講じていくべきだと申し上げ質問を終わります。 

○矢立孝彦議長 

 以上で津田議員の一般質問を終わります。７番、佐々木道則議員。 

○佐々木道則議員 

 ７番の佐々木道則でございます。本定例会から一般質問をされる議員の方のお名前を防災無線で放送

されることが今実施されております。早速、一昨日の夜、３日の日に質問される議員の方５名の方のお

名前を放送をされた後ですね、しばらくして私の所へと知人から電話がございまして、あんたの名前が

放送されんかったが、なぜなんかというようなお電話をいただきました。それについては私は４日の日

に質問をさせていただきますということを申し上げて、ぜひ機会があれば傍聴に来てくださいというこ

とを申し上げたんですが、残念ながら本日ご都合により傍聴にはお見えいただいておりませんが、この

場から大きな声でその方に届くように質問をさせていただきますので、執行部の皆様も大きな声でご答

弁いただきますようよろしくお願いをいたします。私は本定例会において、質問事項といたしまして職

員の適正化計画及び人事評価制度についての２題を通告させていただいておりますので、順次お尋ねを

したいと思います。それではまず職員の定員適正化計画についてでございます。町においては行財政健

全化に向け、徹底した歳出削減や、経費の節減合理化のために、事務事業の見直しと効率的な行政運営

の推進と職員数の削減による総人件費の抑制に努められております。さらに職員定数管理を計画的に進

めるための基本的な方針として平成 18 年３月に第１次安芸太田町定員適正化計画を策定されたのち、

平成 22 年度に第２次適正化計画を作成、平成 27 年度からは再任用制度の本格的な運用が始まることと

あいまって、歳出削減対策の一環として、人件費の削減を念頭に置いた職員の定員適正化を図るとして、

第３次適正化計画を平成 28 年４月から平成 32 年これは令和２年になると思いますが、５年間を期間と

する第３次定員適正化計画を策定されております。そこで第１点目として第３次定員適正化計画の残り

の期間も１年弱となってきた現在の状況と今後の考え方、取り組み方についてお尋ねをします。２点目

として先ほど申しました再任用制度が平成 27 年４月から本格運用されております。この制度により

年々職員定数に占める割合が高くなることが予測されますが、事務事業組織機構の見直し、定員の管理

や職員年齢の平準化等計画的に進めていく必要があると思いますが、どのような計画また考え方をもっ

て臨まれるのか。また再任用制度の運用による正職員採用の影響について、以上２点質問をいたします。 
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○矢立孝彦議長 

 総務課、長尾課長。 

○長尾航治総務課長 

 職員の定員管理についてのご質問を頂戴いたしましたので、所管の総務課よりご答弁申し上げます。

元気で大きな声の答弁でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まず安芸太田町第３次定

員適正化計画の現在の状況はというご質問を頂戴いたしました。この計画は期間を平成 28 年４月から

平成32年ですから令和２年ですね、の４月までとし、役場職員を155人から145人へ10人削減するこ

とを目標として取り組むこととしております。ただし、本計画策定時には想定をしておりませんでした

平成 29 年４月の山県郡西部衛生組合解散に伴う当該組合職員の町への採用は加味されておりませんの

で、本件を踏まえた取り組みが必要となっております。現在の状況としては、平成 31 年４月時点で役

場職員が 158 人でございまして、先ほどの山県郡西部衛生組合分の７人を計画外として取り扱ったとい

たしましても、４人のみの削減となっており、計画達成には、来年４月までに６人もの削減が必要とい

う状況で、達成の見込みが若干困難な状況でございます。２点目に再任用制度、この再任用の制度の運

用による正職員採用の影響等についてご質問を頂戴いたしました。現在の再任用職員の状況でございま

す。平成 31 年４月時点で、役場では６人、病院では４人という状況でございます。内役場は 158 人中

６人で 3.8％の割合となっております。再任用については本町はフルタイムのみの運用で定員定数とし

て取り扱っておりまして、退職者と採用者の調整で定数削減を行うこととしております定員適正化計画

上で申し上げれば、決して影響がないとは言い切れない状況でございます。職員採用につきましては、

昨今では若干名での募集を行っておりますが、全国的な傾向として、これは景気がよくなっているとい

う表れでもありましょうが、受験者が減少傾向にあり、職員年齢の平準化を加味できるような採用がで

きていない状況にあることも一方では課題があるといった状況でございます。なお他自治体において再

任用職員を短時間勤務として定数管理から外してるようなところがあるようには伺っております。いず

れにいたしましても、この制度は本来雇用と年金の接続を図ることから、希望者は再任用されることに

なっております。総務省からの通達によれば、基本的にはフルタイムでの取り扱いを行うことという通

達もございます。こうしたことを踏まえつつですね、事務事業、組織機構の見直しについては、常に調

査研究を重ね、適時見直せる部分は見直しを図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 

佐々木道則議員。 

○佐々木道則議員 

 ただ今、総務課長よりご答弁をいただいたことをもとにですね、再度質問をしていきたいと思います。

ただ今の答弁で第３次定員適正化計画の達成については、計画達成の見込みが困難との答弁と受けとり

ました。総務省が発表している財政状況資料集の中に（3）として市町村財政比較分析表これ普通会計

決算分でございますが、これは各収支比率等の状況を町より報告しているものでございます。その中に

職員定数管理の状況報告があり、類似団体別職員の状況、これについては、30 年度分がまだ未発表でご

ざいますので、ただ今から申し上げる数字については平成 29 年分でございますが、比較された表が記

載をされております。その財政状況資料集中における各市町の比較対象としている類似団体とは、平成

22 年国勢調査をもとにして、人口、産業構造、産業別就業者の人口の比率等によって市町村を分類し、

同じ分類となった全国の市町のことで、安芸太田町と同じ分類に属する自治体は、全国に 67 団体でご

ざいます。町より報告された数値の中で、人口 1,000 人当たりの職員数を見てみますと、安芸太田町は

23.64人、全国平均が13.77人。同じ分類に属している全国67団体の中で最下位でございます。本町は

抱えている面積が広く、また集落が広域に点在しているという地理的な条件、人口減、過疎高齢化等が

あり、全国の団体と一概に比べることは私も無理があるとは思いますが、現在のこの状況をどのように

捉えられておるのかお尋ねします。また職員数の削減による総人口比の抑制を目的として、第３次定員

適正化計画が作成されており、その中で、人件費の推移を見てみますと、平成 30 年度一般会計決算に

おいて歳出額総額に占める人件費は 18.9％。平成 29 年度に歳出総額に占める人件費は 17.5％で対前年

より 1.4％伸びており定員削減計画は計画どおりに定数管理は進んでおらず、人件費抑制の目的に反し

て人件費は年々上昇してきております。定員管理計画をしっかり作って今後の行財政改革と並行して進

行していくために、長期的な定員管理を今後どのように作っていかれるのか以上２点について再質問を

いたします。 

○矢立孝彦議長 

 総務課長。 
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○長尾航治総務課長 

 はい、再質問を頂戴いたしましたので、担当総務課よりご答弁申し上げます。まず総務省の方が発表

しております類似団体別職員数の状況についてというところの部分で詳細に議員の方から内容について

お話がありご質問を頂戴いたしました。実は私の手元の方にはですね、30 年４月１日現在のものをちょ

っと手持ちに持っておりますので、こちらをもとに、ちょっと繰り返しになるかもしれませんがご説明

を申し上げます。総務省類似団体別職員数の状況というもの、これによりますと先ほど議員がおっしゃ

られたとおり、人口と産業構造の２つの要素を基準として、いくつかのグループに分けグループに属す

る市区町村の職員数と人口それぞれ合計してグループごとに、この表では人口１万人当たりの職員数を

算出し、そのグループを類似団体として職員数の比較をするといった内容になっております。細かい部

分は様々な積み上げがあるので割愛させていただきますけれども、本町は先ほど議員からお話がありま

したとおり、この分類の２の２という分類に属するものとなっております。分類２の２、私の手元の表

では 66 町村があげられており、非常に残念ながら先ほど議員申されたとおり、本町はこの分類中人口

１万人当たり職員数が 234.89 ということでワースト１位となっております。しかし一方でこの数値、

先ほど議員が言われましたとおり、団体個別の特殊な事情までは加味しきれていないのではないかとい

うふうに考えております。本町においては町個別の特殊事情といたしまして、３点程度あげてみますと、

１つはやはりおっしゃられてとおり、行政面積が非常に広大、広いこと。２点目、民間保育所がないと

いうことで、公立の保育所を設置しており、保育士を多く採用していること。３つ目、過疎地域である

ため例えば簡易水道の管理等、民間委託をしたくてもできないといった検討しても困難な状況であるこ

と等があるのではないかと思います。また他団体においては全国的な傾向として、非正規職員の比率が

高く、そこでカバーしているというようなことがあげられるのではないかと思います。それと先ほどに

もございましたが、再任用職員を短時間のみで運用して、定数管理から除外しているというようなこと

の実態もあるようではございます。以上のことから定数管理上のみの職員の数の削減といったことに捉

われるべきではないと個人的には思いますけれども、今後の定数管理についてはさらなる研究と、それ

を計画に位置付けてしっかりと推進していくことが必要ではないかと考えております。再質問２点目に

頂戴いたしました、人件費の上昇という部分でございます。先ほどお答えさせていただいたように計画

どおりの人員削減が進んでいないということが大きな要因でございます。職員の平均年齢が高くなって

いることも人件費が上昇している原因ではないかというふうに個人的には分析をしております。この計

画、平成 28 年の計画ですけれども、平成 28 年度末で一般行政職員の平均年齢は 42.1 歳でございまし

た。決算の方でも書いておりますけれども、平成 30 年度末では 43.3 歳、このことにあわせ平均給与月

額も、月額として 14,000 円上昇しております。有能な人材確保の面と行政改革のための人件費抑制と

いう問題につきましては非常に難儀をし、どの自治体に関しても難儀をしているというふうには伺って

おります。なお本町の給与費としては一般会計で比較してみますと先ほど議員が申されたとおり上昇傾

向でございまして、平成 28 年度と比較してみてもですね、平成 28 年度では８億 1,373 万９千円、平成

30 年度が先ほど議員がおっしゃられたとおり８億7,561 万４千円、上昇をしておるところでございます。

総務課としては、総務課人事担当といたしましては今後におきましてという話になるんですけれども、

令和２年４月で現行の計画が終期を迎えます。第４次定員適正化計画の策定、そういった部分に向け前

述の問題点、しっかりとですね考慮しつつ、また再任用制度、他の団体なんかの運用もですねしっかり

研究させていただき、情報収集や研究を行いまして適切妥当な計画となるよう検討していきたいと考え

ております。総務課は以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 基本的には総務課長が申したとおりなんですが、来年度から公務員の制度の抜本的な改革として会計

年度職員が運用を開始されます。そうするとやはり退職手当であるとかボーナス等々の支給案件に加わ

ってきますんで、町としましては、先ほど総務課長も申しましたように 32 年度までの計画なんですけ

れども、令和２年度の当初から会計年度、再任用、それから正規職員等々の全体を見ながら制度構築を

していかなくちゃいけない、計画の策定をしていかなくちゃいけないというふうに考えておりますんで、

また会計年度職員につきましてはこの 12 月定例議会の方に条例等々を提案する予定としておりますん

で、よろしくお願いしたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木道則議員。 
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○佐々木道則議員 

 現状についてお伺いをしまして、理解は致しますが、今後については第４次の計画を作成されるとい

うような予定であるようにお聞きしましたんで、先ほど副町長が言われましたようなことも含めて、し

っかりとした計画内容で作成をしていただきたいと思います。３回目ということになるんですが、町長

にですね、今まで質問ご回答を含めて、適正化計画の現状についてどのようにお考え、またご見解があ

りましたらお聞かせいただきたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 はい、色々質問をいただきました。また我々も色々加味すべき事項を踏まえながら計画を立てておる

ところでございます。その計画がこの残り１年の間に達成が困難という残念な報告を今させていただい

ておるところでございます。我々職員の数と申しますか、役場組織は、やはり行政の目的を達成するの

が第一でございます。そうした中で住民の皆さんの安全安心を確保する、また地元の経済産業の振興に

役立つ施策を展開するのに必要な組織でありますし、必要な人員でございます。そういった観点とあわ

せて一方では財政的には先ほどから申しますように、人件費という事の制約がこれ自ずとあるものでご

ざいます。そういったふうなことを両方加味しながら先ほど申しますように次の適正計画を立てていき

たく思っております。そして何よりもやはり行政の効率を上げる、やはり組織としての効率を上げ、ま

た今新しい時代に入ろうとしております AI であり、IOT であります。そういった機器もですね有効に活

用しながら取り組む組織体制を整えていく。そこによってやはり適正なる定員を確保していきたいと今

思っておるところでございますが、いずれにしても財政的な制約とやはり先ほど申しますように組織の

目的を達する、このバランスの兼ね合いが大切だろうと思っております。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木道則議員。 

○佐々木道則議員 

 今の問題は適正化について色々ご意見をいただいたわけですが、ご答弁を含めていただいたわけです

が、私もいたずらに職員の減を望んでいるわけではございません。やっぱり歳出の削減、経費の節減等

を進めていただいてですね、事務事業の見直し等、効率的な行政運営を推進していただき、職員数の削

減、人件費の削減、これはちょっと難しい問題であろうかとは思いますが、抑制に努めていただくこと

で職員の定員適正化計画に臨んでいただきたく、この問題を質問をさせていただきました。行財政改革

に伴う職員数削減により職員の減による住民サービスの低下は絶対避けていかなければならないと思い

ます。さらなる事務事業の見直し、組織体制の効率化による人員のスリム化について取り組んでいただ

きたいと思います。以上でこの適正化についての質問は終わります。続きまして２題目でございます。

人事評価制度についてご質問をいたします。組織の活性化を最大限に活かし、時代の変化を先取りしつ

つ、創造的かつ柔軟に対応できる組織であることを必要とし、職員の意識改革を図り、限られた人材の

中で職員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、活用できるよう長期的な方針を定め、その方針に基づ

いて人材育成を実施するため、平成 18 年３月に安芸太田町人材育成基本方針が作成されております。

その方針の中に全町一丸となった体制、全ての職員が自らの立場と役割を自覚した取り組みが必要とし

て管理監督者をはじめ、それぞれの職員が果たすべき責務を明確にし、長期的な視野に立って計画的、

継続的、効果的に取り組む必要があるとして、職員の能力や意欲を高めて組織の活性化を図るために、

日頃の業務を通じて発揮された職員の能力や成果を評価し、その成果を能力開発や処遇に適切に反映さ

せるため、能力評価と業績評価からなる人材育成型の人事評価制度を平成 28 年から実施をされており、

その制度については、１.能力評価の実施、２.業績評価の実施、３.業績基準の公表と自己評価及び複

数評価の導入、４として面談及び評価に関するフィードバックの導入、５番として評価者研修の実施に

取り組むとされております。28 年からこの制度が実施され３年が経過した人事評価制度について現状の

制度運用方法について、また制度に対する評価及び課題についてお尋ねします。 

○矢立孝彦議長 

 総務課長。 

○長尾航治総務課長 

 それでは人事評価制度についてご質問を頂戴いたしましたので、担当課総務課よりご答弁申し上げま

す。今、詳細細かくですね議員の方からご説明いただきました。ここから先はですね人事評価の研修を

行っておりますが、その鑑に少しついてる文を読んでみます。人事評価は職員がその職務を遂行するに
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あたり発揮した能力や実績を公正かつ的確に把握した上で行われる勤務成績の評価であり、その評価結

果に基づき、職員の能力や適性、意欲などを活かした適材適所の人事配置を行うなど、適切な人事管理

の基礎となるものです。併せて、個々の職員の強み・弱みを把握して能力開発の促進につなげるなど、

人材育成の意義も有しております。さらには、評価の過程における評価者と被評価者のコミュニケーシ

ョン等を通じて、組織内の意識の共有化や組織パフォーマンスの向上にも寄与するものです。人事評価

は、これらの効果を通じて、活力ある組織の実現や効率的な行政運営、さらには住民サービスの向上に

資するものというふうに書いております。本町の人事評価制度についてでございますけれども、先ほど

ご説明あったとおり平成 27 年度にまず試行ということで実証で実験を行い、平成 28 年度から本格実施

をしているところでございます。運用につきましてですけれども、先ほどご説明ありました人材育成基

本方針、平成 18 年３月に作成をされたものでございますが、これを基にですね、平成 27 年度の試行の

際に、この人事評価制度を設立されたものでございます。方針に基づき本町の人事評価についてはです

ね、２つの評価手法で実施をしております。１点目、職員がその職務を遂行するにあたり発揮した能力

を把握した上で行われる勤務成績の評価である能力評価、２点目、職員がその職務を遂行するにあたり

あげた業績を把握して行われる勤務成績の評価である業績評価、この２つの評価の両面から行い、いず

れの評価も、評価期間中の職務行動や業績の達成状況を評価基準に基づき、絶対評価で評価をしている

ものでございます。この評価にあたっては、管理職である評価者、それと職員、これを被評価者と呼ん

でおりますけれども、面談を年３回、期首、中間、期末という設定にして、認識の共有、意見交換、指

導・助言等を行える機会を設けております。評価については期末に評価者が行い、被評価者に確認をさ

せていると、そういった流れで運用をしているところでございます。大まかな流れにつきましては以上

でございます。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木道則議員。 

○佐々木道則議員 

 ただいま評価の流れということでご説明をいただきましたが、その中で私がやはり一番気になるとい

うのは、その評価が恣意的にやられたのでは職員もたまったものではございません。ようなことで、特

に評価に対して公平性の確保に取り組んでいただくことはもちろんでございますが、その評価に基づい

た処遇は適切かつ公正に行われ、恣意的に評価されることのないような客観性で納得の高い評価が可能

となるよう、評価者を対象とした研修において、同一の基準、同一の視点、同一の評価ができるような

研修が必要ではないかと考えております。また人材育成型の人事評価制度の導入に際して評価研修の実

施が掲げられておりますが、計画の中には実施が掲げられておりますが、その研修についてはどのよう

に実施がされているのかお尋ねします。また２番目として人を育てる人事制度として、それぞれの職員

が果たすべき責務の向上として職員研修がございますが、個々の能力を上げるためには一般的な研修、

例えば接遇研修等があると思いますが、私はそういう研修も大いにやるべきと思います。それはそれで

良いことですが、個人のスキルを上げることについてはすごくプラスになることということは私も評価

をいたしますが、多様化、複雑化する各事業制度に対するためには基本的な実務ができなければ町民に

対して丁寧な説明もすることができないと考えております。そのためには実務能力を上げる研修が必要

であり、私は実務研修をしっかりやっていただきたいと思っており、併せて専門分野に深い知識を持つ

実務専門職員の育成が必要と考えております。そこで 30 年度における職場研修、職場外研修の参加実

態はどうなのか。またこれは提案でございますが、また職員が自ら進んで実務研修に参加する費用、ま

たそれに対する資格等を取得する場合の費用負担制度を新たに新設される考えがあるかどうかお尋ねし

ます。 

○矢立孝彦議長 

 総務課長。 

○長尾航治総務課長 

 はい、再質問を頂戴いたしましたのでご答弁申し上げます。まず研修の実施についてというお話をい

ただいたんですけれども、この人事評価制度導入に関しまして私自身も管理職として評価を行っておる

ところでございますが、この課題や成果について少し述べさせていただきたいと思います。評価制度導

入まではですね、管理職と課の職員の間で公式な面談の機会というのは設けられておりませんでした。

確実に面談の機会が確保され、双方の思い、業務の課題点等、様々なことが共有できるようになったと

いうことが、この人事評価のよかった面であるのではないかというふうに思っております。一方課題に

ついてですが先ほど議員が言われたとおりですね、絶対評価と言いながらも特に個人から出していただ
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く能力評価、この個人能力の評価に基づいて管理職が評価を行うわけですけれども、自己評価にもかな

りばらつきがある。ですから評価を被評価者としての評価もちょっと若干ですねばらつきがあるといっ

たような状況もございまして、評価の公平性の担保というところに至っているのかどうなのかというと

ころは再考する必要があるというふうに考えております。人事評価制度導入の狙いですが、人材育成と

組織の活性化、そして住民サービスの向上、地方公務員法においては、評価結果を任用、給与、分限、

その他の人事管理の基礎として活用するものとすると規定をされております。人事評価の給与等の活用

の現状といたしましては、これ総務省の調査でございますが、平成 30 年４月１日時点で、市区町村に

おいては、約半分の５割の活用にとどまっております。本町においても、活用できる状態にまでは至っ

ていないところでございます。評価結果については、国からも適切な対応が求められているところです

ので、今後は国や他自治体の取組み内容を参考としながら、法に規定される運用を検討しなければなら

ないと考えております。この制度が単に給与等への反映のためのツールとして考えるのではなく、人材

育成と組織の活性化、そしてひいては住民サービスの向上につなげていくことを最大の目的というふう

に考えております。再質問でいただきました研修の実施でございます。当然ながら評価者の研修という

ものは行っていかないといけませんが、先ほども申しましたとおり、自己評価等にもばらつきがあると

いうところでですね、評価者及び被評価者を対象とした研修、これにつきましては平成 27 年度より毎

年度実施をさせていただいております。職員が参加しやすいようにですね日の半分ずつで開催をすると

いったようなことも、工夫をして取り組みをしております。人事評価制度の完全定着に向けて取り組ん

でいきたいと考えております。それから人材育成に係る実務研修とかですね、職場研修回数、それから

職場外研修参加実態についてというご質問をいただきました。平成 30 年度については、研修毎の延べ

人数で申しますと、広島県自治総合研修センター、これは県の方と連携して行っている研修でございま

すが、延べ人数で 21 人、その他研修機関等への派遣研修が２人、町の独自研修が 232 人、延べ計 255

人という状況でございます。県の研修センターの受講率が他団体に比べて非常に低い状況でございます。

また、私も見させていただくのに受講者に偏りがあるのかなというようなことが課題ではないかと考え

ております。そうした部分について、今後工夫して改善してまいりたいと考えております。それから最

後に自発的に職員が受ける研修に対しての費用負担という部分についてですが、これ総務課として答弁

をさせていただきますと、現在では各課に研修参加の予算を潤沢に配分できている状況にはございませ

ん。当初予算時においてですね各課から予算要求が上がって参ります。出張費や研修参加負担金等につ

きましては、やむなく財政査定等で精査の上、かなりの件数を断念をさせているのも事実でございます。

人材育成については重要かつ急務ということも認識しております。各課にも研修計画について整理をさ

せ、各職員が目的を持って研修にのぞみ、成果が得られる仕組みづくりが必要ではないかなというふう

に考えております。こうしたあたりも踏まえてですね、議員ご提案の件につきましては今後において総

務課の方でも研究をしてまいりたいと考えております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木道則議員。 

○佐々木道則議員 

 ただいま研修内容等のご意見を答弁をいただきました。私は提案というのもなんですがお話ししまし

た資格取得に対する費用制度負担、検討をされるということは、その検討が５年経つのか 10 年経つの

かわかりませんが、ぜひ実現に向けてですね実現させていただく方向で、検討をしていただきたいと思

います。これまたなるんですが、今までの質問を含めてですね、人事評価制度について、町長のお考え

をお願いいたします。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 はい、人事評価制度の取り組みについてご報告をさせていただきました。この目的は我々の組織とし

て、またそれを構成する一人ひとりの職員としてですね、住民サービスの向上これが何と言っても目的

でございます。そのためには職員一人ひとりの能力を再開発をするあるいは組織を元気にするという取

り組みの中で行っておるところでございます。最終的にはですね、組織というのはその能力に応じて適

材適所であるし、また能力に応じてまた給与等々への反映をさすというのが行きつくとこの最後のとこ

になると思っておりますが、我々の状況では先ほど申しますようにまだまだ職員の一人ひとりの力を力

量を上げていく、スキルアップというようなところの取り組みでございます。そうした中でやはりこれ

からどのような形でやっていくかということでございますが、やはりこの３年経過しているとこですが、
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あえて私このこと今ですね担当の総務課、あるいは副町長の方にどういう進捗状況か問ってないんです。

というのは、この一番の課題は評価する者もですね、やはり研修が必要だろうと、今までこういった経

験を我々は職場の中の風土として持っておりませんでした。そういった風土をまず醸し出す、その期間

がまず必要だろうと、これの中でやはりいくらか評価のですねずれがまだまだ私はあるんじゃないかと

思うんですよ。であるのでその結果は聞かないようにあえてしておりました。やはり３年経過するので

そこらを軌道に乗せてですね適切な評価、適切な指導に関わるような形のものにしていくべきだろうと

今思っておりますので、これから担当の方とも意見交換したいと思います。それとやはり職員個々が外

部へ出て研修するという事も大変大切なことでございましょう。またその研修へ行くことはやはり予算

がいるし、また時間もいることでございますので、やはり本当に必要な研修を吟味してぜひ多くの職員

に機会を与えたい。そしてその職員がですね、個で一人が勉強したんではなしに、その研修の結果を組

織に持ち帰って関係部署の関係するスタッフへですね、やはり報告会のような形でするような仕組みが

ですね、やはり効果を上げるために必要だろうと思いますし、また組織の中で研修をする。今財政的な

こと等々をですね、要するに経験がある者、知識がある者が次の世代の職員へ職場内で研修をする仕組

みを今検討してくれております。それとやはり何よりも日々の職務を通じて on-the-job training やは

りこれはですね組織風土の中に取り組んでいくべきだろうと思いますし、そういったふうな一環の効果

がある形として、この４月から係長制を採用したりしました。色んな形で職員一人ひとりの力をあげて

住民サービスの向上に努めていくこととしております。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木道則議員。 

○佐々木道則議員 

 これで終わりにしたいとは思いますが、先ほど言いました安芸太田町人材育成基本方針、これはここ

に手に持ってるんですが、これ平成 18 年３月に出されとるんですが、私も職員在職中このものがある

こと自体知りませんでした。恥ずかしい話。これを今回機会があってですね、読まさせていただく中で、

私もですね議員として皆様から評価をいただく立場にございます。いうようなことで、自己評価等も含

めてですね、一緒に考えてみたいというようなことで、今回この質問を取り上げさせていただきました。

先ほど言いました人材育成基本方針の中にですね、新しい時代に求められる職員像が平成 18 年これ 10

何年前ですが表記してありますので、本町において求められる職員像とは時代の変化を先取りし、経営

感覚を持ち、住民の立場に立って考え行動できる職員とされております。現在在籍をされてる職員の皆

さんで何人この本町における職員像について認識をされておられるでしょうか。ぜひこの本町において

求められる職員像をですね、職員全体に今一度周知をしていただきたい。再度申し上げます。本町にお

いて求められる職員像は、時代の変化を先取りし、経営感覚を持ち、住民の立場に立って考え行動でき

る職員とされております。以上で私の質問を終わります。 

○矢立孝彦議長 

 以上で佐々木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４２分 

                再開   午後１時３０分 

○矢立孝彦議長 

 休憩前に引き続き会議を続けます。５番、末田健治議員。 

○末田健治議員 

 通告しております３つについて質問させていただきます。午後からですから瞼も重くなりますので私

は簡潔に進めさせていただきたいと思います。まず１点目のことでございますが、災害への備えを問う

ということで、８月 28 日九州北部地域を襲いました豪雨は人命や農地家屋に対する甚大な被害が発生

をいたしました。被災された方からは、これまでに体験したことがないと異口同音に言われております。

地球温暖化の影響は疑いのないところと思われます。さて本町は急傾斜地が多く、昭和 63 年には殿賀

地域を中心に大規模土石流が発生し、多くの尊い人命が失われました。その後 30 年経った現在まで幸

いにも町内で大きな災害は発生はしておりませんが、町ではこの度防災マップにより危険区域の情報が

各家庭向けに出されております。台風シーズンを前に住民の不安はぬぐえない状況にあります。そこで

１番目の質問でございますが、危険渓流対策について、住民からの要望とその対策への方針について伺

います。近年の雨の降り方はまさに異常ですが、これが常態化し、いつどこで災害が発生してもおかし

くない状況です。再び土石流発生への危険度は高まっており、防災対策は喫緊の課題であろうというふ

うに思います。一度災害が発生すれば、人命への影響はもとより、町のイメージダウンとなり、定住へ
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の大きな影響は避けられないところでございます。そこで危険渓流対策についてこれまでの対応と今後

の方針について伺います。次に 30 年９月 20 日付中国新聞報道によりますと、厚生労働省は西日本豪雨

で浄水場に土砂が流れ込み、給水が止まったことを受け、水道設備防災対策について、全国調査する方

針を固めたと報道がされております。安芸太田町では当該施設があったのですか。またどのような調査

が行われたのでしょうか。以上答弁を求めます。 

○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、８番議員様からのご質問にありました災害への備えを問う、危険渓流対策要望の状況と

対応を問う。また危険渓流対策について解決への方針を問うについて答弁をさせていただきます。安芸

太田町は急峻な地形のため渓流は急流であり、渓流内の荒廃が進んでいる箇所が多く存在します。この

ため、広島県へ県営事業といたしまして、保全対象や規模によって事業の種類は異なりますが、砂防法

に基づく国土交通省所管の事業でございます砂防事業、森林法に基づく農林水産省所管による治山事業

で、いわゆる渓流への堰堤設置の要望を行っているところでございます。砂防事業においては現在の状

況ですが、施工中町内４箇所、調査中１箇所、次期要望箇所１箇所となっております。また、治山事業

においての現在の状況ですが、施工中１箇所、次期要望箇所 25 箇所となっております。治山事業にお

いては、多くの要望箇所があるため現地の荒廃状況や保全対象などを考慮し緊急順位を決めて要望を行

っております。また、既に設置してあります堰堤につきましては、広島県において砂防事業につきまし

ては５年に一度、治山事業につきましては５年に一度を目安に定期点検を実施しております。その判定

によって補修などの検討を行うものとしているということです。町といたしましても、町内に数多くあ

る渓流の状況を常に把握するということが困難な場合もございますので、皆様からの情報をいただきな

がら渓流の安全対策に取り組んでまいりたいと考えております。また近年では予算の割り当てが少なく

ございます。有効な箇所へ利用できるよう今後も広島県への協議要望を行ってまいりたいと思っており

ます。以上でございます。すみません、浄水場の調査なんですけど、うちの方には今のところまだ調査

の依頼の方は上がっておりません。失礼しました。 

○矢立孝彦議長 

 末田議員。 

○末田健治議員 

 ５年を目途に点検を行って安全対策に取り組んでおる、また緊急度に応じて対応するということで答

弁がございましたので、当然予算というものがございますので、しかしまぁ一方では住民の方は非常に

満杯になった施設については住民の方は非常に不安を持っておられ、要望を出されておるということも

承知をしております。先ほど私が聞きましたのは、西日本豪雨の時に浄水場が土石流にのまれて損壊、

断水の解消までに１カ月も要したということでございます。本町においてもそのような状況がですね、

いたるところに散見をされるというふうに思います。これは私が以前聞きましたものでございますが、

具体的に言いますとお鉢谷という砂防堰堤の箇所があるというふうに聞いておりますが、30 年前に土石

流で、30 年前に作られたもので、その後土石流により満杯になっておると。そうしますと次に上流で発

生したときには、それを乗り越えてしまうということで下流には当然のように家屋があるわけで不安を

持っておられる。しかもその同じ谷に浄水施設があるということで、不安を持っておられるわけでござ

います。これらについて実際に調査がされているのか。あるいはその後どのような対応がなされておる

のかということについて少し伺いたいと思いますが、ここに私の手元にも地図がございますが、要望箇

所それからその下には水道施設、その下流には民家という、これ安芸太田町の防災マップの中にこれは

載っておるものでございますので、もし把握されておればお答えを頂きたいというふうに思います。と

りあえず以上。もし調査中であればそのようにわかる範囲で答弁ください。 

○矢立孝彦議長 

 建設課長。 

○武田雄二建設課長 

 はい、安芸太田町やはり渓流の多い箇所でございますので、その中にやはり水道施設は数多くござい

ます。全て箇所的には把握をしております。把握しておるんですが、その渓流につきまして、やはり堰

堤、敷設の堰堤ございます。その堰堤がやはり今、状況によっては満砂になっているところもございま

すし、そうでない箇所もあるので、そこは今回の治山事業の 25 箇所の要望箇所につきましても、その



- 18 - 

 

水道施設がある箇所はやはり優先順位を上げて要望を上げるようにしております。ですので、今後土石

流が発生しても耐えれるように県への要望は順次今も行ってるところでございます。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 議員おっしゃるように何十年か前に災害が起きたところが砂防なり治山なりの事業が進んでおります。

それで昨今全国的に大災害が多い広島市もそうですし九州北部も、要は犠牲者が出たところを中心にや

はり事業は進まられとるというような傾向ありますんで、我々の地域でも砂防の堰堤が相当この夏の道

うちで調査しましたらいっぱいになっとるというような状況がございますので、そういった事業につい

て果たして国やら県の方にそういった制度があるのか等々も含めまして、調査を進めて参りたいと思い

ます。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 末田議員。 

○末田健治議員 

 冒頭申し上げましたように本町においては急傾斜ということで、最近言われます線上降水帯そういう

ふうな集中的な雨がですね発生をしたときには、どの谷においてどのような災害が起こるかわからない

という状況でございます。当然どの市町からも要望が出ておると思いますけれども、本町においてはと

りわけ危険的なその急傾斜の渓流も多いということから、しかもそこに下流に民家があるということに

なればですね、強く働き掛けをいただいて、可能な範囲で対応をお願いするということを申し上げて一

応１番目の質問は終わりたいと思います。次に財政の健全化対策でございます。これについては午前中

７番議員からも同様の質問がございましたので、簡潔にお答えをいただければというふうに思いますが、

持続可能な町づくりに財政基盤のその安定ということはいうまでもないというふうに思います。令和元

年度の予算編成では６億円もの基金取り崩しで編成されました。このような状況ですと基金残高という

のは数年で消えてしまします。昨日 10 番議員からも質問がございました。JR 橋梁の撤去の課題など、

財政見通しは予断を許さない状況にあるというふうに私は受け止めております。現在の財政状況、どの

ように認識されておるのか伺います。平成 29 年度の財政状況、類似団体比較カード、これについては

先ほど言いましたように７番議員から質問がございましたが、類似団体と比べまして本町の予算規模と

いうのが適正と判断をされているのかどうかということ。同じく職員数についても類似団体に比較して

本町の場合は 10 人程度多いという結果が出ております。承知のことと思いますが、職員定数削減計画

の見通しについて再度伺います。次に老朽化が進んでおりますいこいの村など施設維持については今後

大きな負担になり、財政を圧迫することは目に見えております。私はこの際売却について真剣に考える

べき時期になっているのではないかと思いますので、町長の考えを伺います。以上答弁を求めます。 

○矢立孝彦議長 

 総務課、財政管財担当、三井主幹。 

○三井剛総務課主幹 

 はい、それでは本町の財政状況、そして類似団体の比較という２点について私の方からご答弁させて

いただきます。議員ご指摘のとおり本町の財政状況につきましては、一言で申し上げますと、大変厳し

いということで、それに応じた財政運営を行っていかなければならない状況にあると考えております。

平成 30 年度決算におきまして具体的には、この本会議の中で決算特別委員会ございますのでその中で

触れさせていただきますけれども、先日ご報告させていただきました健全化の比率、指標等も交えてご

説明させていただきますと、まず将来負担比率は、69.1％から 65.5％というように一見好転していると

いうふうには見えるわけでございますけれども、実質公債費の比率は、前年度から 0.8 ポイント悪化し

て 10.3、さらには全体の経常的な収入と経常的な支出の割合を求めて財政構造の弾力性を図る指標、経

常収支比率につきましては 96.5％から 103.3％と悪化しておりまして、この実数的な赤字を防ぐため、

一般会計の赤字を防ぐためですね、財政調整基金からの繰入金によりそれを維持したということでござ

います。また自治体の財政力、言い換えれば財源的な余裕の度合を示します、財政力指数も引き続き県

内ワースト水準の 0.203 ということになっておりまして、全体的に申し上げますと財源の余裕がなく、

さらには財政構造の弾力性もないというふうな財政状況というふうなことが言えると考えております。

その背景としましては、人口減少に比例して税収が右肩下がりで減少していることに加え、町村合併か

ら一定年数が経過したことに伴い、地方交付税の合併算定替の段階的縮減が進み、現状の歳出予算規模

に見合うだけの歳入財源の確保が困難となりつつあるというのが現状でございます。そのため、先ほど
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申し上げたとおり、30 年度においては財政調整基金を取り崩すというふうな財源の不足分を補うという

対応を現在余儀なくされておりまして、平成 25 年度から数年に渡る大型公共投資に伴います起債の償

還がですね令和７年度あたりまでがピークを迎えていきますけど、それから以降は落ち着くということ

でございまして、こうした傾向がそのあたりまで続くものと見込まれております。なお、本町の財政調

整基金の残高につきましては、この平成 30 年度末時点で約 26 億８千万、このうち議員がご指摘のとお

り、本年度当初予算ベースで６億円程度取り崩すという計画であることに加えさせていただきまして、

町債返済の負担増も相まって、今後一層厳しい財政及び基金運営というものが求められてまいります。

したがって、このままですと実質的な歳入予算と歳出予算との乖離が縮まらないということが続けば、

数年先には、極端な緊縮財政を余儀なくされる事態となることが予見されています。そのため、歳入に

見合った予算規模となるよう、引き続き、ふるさと納税の推進等による歳入の確保を進めるほか、組織

全体として既存事業の点検等による行政コストの縮減や、起債の償還が一段落するまでは大規模な投資

を抑制するなど、できうる手段を最大限に駆使して歳出を削減しながら、財政リスクの回避に努めてい

かなければならないと認識しております。具体的には、新年度予算編成に合わせ、本町の行財政審議会

を新たに立ち上げさせていただきまして、来年度を終期とする現行の第２次行財政改革大綱の進捗状況

の点検をはじめ、新たな行財政課題への対応方針など、次期行財政改革大綱の策定を視野に、改革の中

心となる柱の骨格等について、検討を進めてまいりたいと考えております。このようなことから、町の

発展につきまして、真に必要な事業には投資をためらわず行いながら、一方では、既存事業の点検・見

直し等を計画的にかつ的確に進めていくことにより、新たな事業費を捻出することを基本とさせていた

だきまして、持続可能な町財政の実現を目指していきたいと考えております。続きまして類似団体の比

較でございます。類似団体につきましては、午前中７番の佐々木道則議員さんから制度についてご説明

がございましたけれども、そこに若干補足も付け加えさせていただきまして、まずは類似団体というこ

とについてご説明させていただきますと、市町村の類似団体とは行政権能の相違を踏まえつつ、人口及

び第１次、第２次、第３次に分類される産業構造によりまして、政令指定都市や中核市等を除いた全国

の市町村を 35 の類型に分類した結果、当該団体と同じ類型に属する団体を類似団体と申し上げており

ます。具体的には人口におきまして、5,000 人ごとの段階区分を設定し、産業構造では、全体の就業人

口をもとに、第２次産業と第３次産業従事者の合計割合や、第３次産業従事者のみの割合をもとに分類

を割り当て、その人口と産業割合の相関により属する類型が決定していきます。なお午前中もございま

したが、類似団体の比較を行う場合、平成 30 年度の決算数値が、現在、各自治体とも決算審査待ちと

いうことでございますので、国が全体をまとめている最新データとして比較できるものにつきましては、

平成 29 年度の財政状況における類似団体との比較になります。ちなみに、本町は、人口が５千人以上

１万人未満の区分に当たり、さらには第２次産業と第３次産業の合計が全体の 88.2％、そのうち、第

３次産業が全体の 65.5％ということで、そういうふうな類型の中にいます。ちなみに県内では他の町で

はこの同じ分類にはいるところはございませんで、中国地方におきましては、鳥取県の三朝町、島根県

の津和野町、そして岡山県の奈義町の３町のみとなります。こうしたことを踏まえさせていただきまし

て、実際、平成 29 年度の財政状況に基づきまして、本町の予算規模について類似団体の比較を行いま

すと、平成29年度の本町の一般会計の予算規模は、81億、一方それに対応する類似団体の平均は61億

６千万余りということで、今申し上げたのは歳入規模でございます。そして歳出規模で比較しますと、

本町が 78 億、そして類似団体の平均が 59 億ということで、いずれも本町の方が予算規模として過大と

なっているところでございます。予算規模が大きくなる本町の事情としましては、午前中もございまし

たが中山間地域であり、広大な面積の中に集落が各地に点在しておりまして、公共交通の維持のための

バス事業者への補助や、上下水道事業への赤字部分への繰出し、さらにはへき地の医療確保のための病

院事業への補助など、人口規模に比較しまして、どうしても経費が高くなる傾向にございます。加えて、

経常収支比率や財政力指数につきましても、類似団体の平均に比べて公債費の割合等が高いことから、

実際にその平均値よりも厳しい数値となっている次第でございます。そのため、新年度の予算編成にあ

たりましては、普通交付税の合併算定替が今年でなくなることも踏まえさせていただきまして、可能な

限り、歳入に見合った予算規模を目指し、特に、この５年間で、普通交付税が６億 7,600 万円余り減額

されているということを強く受け止めさせていただきまして、向こう数年かけて、予算規模の縮小に取

り組んでいかなければならないと考えております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 総務課長。 

○長尾航治総務課長 
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 それでは私の方からは職員定数削減計画の見通しについてというご質問を頂戴いたしましたので、答

弁を申し上げます。午前中７番議員さんからのご質問答弁と重複する部分がございますけれども、ご容

赦下さい。安芸太田町第３次定員適正化計画を策定いたしております。歳出削減対策の一環として人件

費の削減を念頭に置いた職員の定員適正化を推進するための計画ということで間違いございません。こ

の計画期間でございます平成 28 年４月から令和２年４月までに、役場職員を 155 人から 145 人への 10

人削減することを目標として取り組むという計画でございますが、平成 31 年４月時点では 158 人とい

うのが現状でございます。これらの要因につきましては、先ほども話をしたとおりでございますが、計

画策定時に想定をしておりませんでした西部衛生組合の解散に伴う職員の町への採用７人、これは別件

になりますけれども、再任用職員、現行では６人というものがあげられます。この 13 人分を加味する

とすれば、計画通りの削減数にはなった訳ですけれども、実際には達成が困難であるという話について

は先ほど午前中でも答弁をさせていただいたとおりでございます。先ほど財政担当主幹の方からも話が

ございましたとおり、財政健全化ということを考えた際には人件費部分というのは大きなウェイトを占

めるということも重々承知をしております。今後の考え方、取り組み方針につきましては、現行の計画、

令和２年４月ということで一応終期を迎えます。第４次となろうかと思いますけれども定員適正化計画

の策定を行うことになろうかと思います。現行計画で達成できなかった職員数削減についての反省を踏

まえ、適切妥当な計画となるよう検討を進めてまいりたいと考えております。 

○矢立孝彦議長 

 商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 はい、それでは商工観光課からは最後のご質問にありました、いこいの村等の財政運営に係る整理と

いうようなご意見ご質問に対する答弁をさせていただきます。本年３月の定例議会最終日の予算審査特

別委員会委員長からのご報告からもありましたとおり、本町の指定管理施設特に営業的事業施設におき

ましては、極めて深刻な事態が生じていることから、緊急的にその対応を図ると共に、当該施設につい

ては来年度中に、今年度のことでございます、その活用方策等を検討し、町議会に示されることを強く

望みますとあり、当課といたしましては特に来年度指定管理受託更新期を迎える施設について、あり方

の検討を現在行っているところでございます。その１つである、いこいの村につきましては、本定例会

中におきまして今後の方向性やスケジュールをお示しする中で決算審査等も踏まえ、具体的な協議検討

をさせていただければと考えているところでございます。今回提案させていただいております補正予算

の中にも施設の補修改修に係る工事費のお願いをしていることから、その執行内容につきましても後日

に詳細説明をさせていただければと存じます。当課の春からの取り組み状況といたしましては５月の臨

時議会において説明させていただいたとおり、経過的に数社と４月より５月の間、協議を行い、現地を

見ていただいている状況ですし、最近では、とある大手１社からも投資に意欲的である旨のオファーを

いただいているところでございます。大まかな今後の方向性といたしましては、協議済みの会社の内、

２、３社より投資的支援が可能との意思表示もいただいていることから、補正予算に伴う施設改修と並

行し、当該施設への民間投資の可能性を見出して比較検討したいと考えております。それが故に町とし

ての財政発動を抑止する方向性で進めたいとも考えているところでございます。しかしながら近年、経

済対策等も含めて数年の内に当該施設に対する町からの投資的経費、具体的にはバイオマスボイラー、

LED 照明等の類かがございますが、総額で１億 2,700 万円もあり、今回の補正予算の工事費を執行すれ

ば、それも含めて約 2 億円となり、例えば議員からご意見ございました公競売を選択する場合には、事

前に相応額の補助金返還や起債の繰上償還という課題も生じてしまうため、慎重な判断が必要となりま

す。また、指定管理受託者として名乗りを上げた会社は先ほどの５社の中から３、４社あることから、

プロポーザルを経て新たな指定管理者を選考する選択肢も、公競売等のその次のステップとしてはある

と思われます。いずれにしましても、宿泊施設の管理者の移行作業には、今春の、現在指定管理を受託

者へのということですが、認可手続きや更新作業、雇用調整等の運営動向にかかりました数か月の実績

を踏まえまして、遅くとも次回 12 月定例議会までに管理者を定めて議員の皆様にお諮りし、来年４月

からの運営開始に支障がないようにしていきたいと考えているところでございます。商工観光課からは

以上です。 

○矢立孝彦議長 

 末田議員。 

○末田健治議員 
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 本町の財政、将来的な財政見通しについては先ほど三井主幹の方から答弁ございましたが、私はただ

単にその職員数を削減しなさいとか、いうことはそのつもりはないんですけど、いずれにしてもその持

続可能な町づくりを考えるうえで、どこも必要な予算については確保しつつ、どこを削減をしていくか

ということは、やはりある程度は痛みが伴わないとできないことだというふうに思います。そういう意

味で言いましたら、早めに直前になってということでなしに、早めに方針を出し、それに基づいて住民

の皆さんにも説明をする、そういうスタンスで物事を進めてほしい。予算につきましても類似団体と比

べましたら単純に比較すれば 20 億くらい多いわけですから、そこのところをどう考えていくかという

ことが大事だと思うんですが、しかしあまりにも予算を削減しますと、例えば投資的な経費であります

土木費とか影響を受けやすい予算だと思いますが、そこらあたりを削減をすると、住民生活への影響も

大きく出てくるということがございますので、理想はやはり選択と集中ということが肝要になってくる

わけです。先ほど申し上げました、いこいの村のこともそういう観点から申し上げたわけで、町長とし

て少し将来見通しについて腹の内を少しご答弁いただければと思います。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 はい、いこいの村に限って答弁をさせていただきます。先ほど担当課長の方から申したとおりでござ

います。今年３月に指定管理者の指定をお願いするにあたったときにまたこの１年間ほどですね、いこ

いに村のあり方について色々検討をするという事に今取り組んでおる途中でございます。そうした中で

やはりこのいこいの村という施設は安芸太田町のいわゆる交流施策あるいは観光施策に無くてはならな

いという位置づけをまず議会の方にも説明させていただき、確認いただいとるところでございます。で

ありますので、今回も補正予算でお願いしとるとこではございますが、今当面の改修工事をまずやらせ

ていただき施設をどうにか運営できる状態で来年の春を迎えたい。その折に先ほど答弁させていただき

ましたように、第三者に経営を委ねるのか、また自らが指定管理者を募集して取り組むのかということ

でですね、今外部の皆さんからの意見をいただいておるところでございます。そうした中には全国王手

の会社もございますし、地元で活躍しておられる企業もあるところでございます。そういったふうな

方々との接触の中でまた次の段階をですね、我々も模索定めながら議会の方にご提案させていただきた

く思っておるところでございます。言いたいのはやはりこの施設はこれからも健全な運営体制を整えて、

やはり安芸太田町の観光交流事業に資する施設として活躍をさせていきたく思っております。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 いこいの村の方は町長申しましたが財政の全般的なことですが、合併した平成 17 年時点で財政調整

基金、貯金が１億円あまりになった時期がありました。その後交付税の増額等々で 29 年度末では 30 億

まで増加して地域懇談会等々でも財政の状況については云々かんぬんと町長の方が話をさせてもらった

ことがあります。しかしながら先ほど三井主幹が申しましたように、今年度がちょうど財政のターニン

グポイントになってくるんではないかと思っております。今年度の普通交付税及び特別交付税、普通交

付税この前決まりまして、昨年度より４億あまり多くなっておるんですが、その辺の状況を見ながら令

和元年度の当初予算で６億１千万あまり貯金を取り崩して予算編成となっておりますんで、今後事業の

執行でその６億１千万円ができるだけ減少できるように努力してまいりたい。それと後はふるさと納税

を中心にして自己財源をどういうふうにして自分らで稼いでいくのかというところがポイントではない

かと思っております。今年度幸いにも過去３年間の寄付額を上回っている状況なんで、まだまだ全国的

には小さいですが、今後事業者の育成とか新しい産品の開発で、この制度いつまで続くかというのは非

常に疑問なところもあるんですが、活性化を図って参りたい。それと今一般財源を使っている各種事業

ございますが、それが国の地方推進交付金等々で、なんかその推進交付金の中に混ぜ込めないかとかい

うようなことも考えてます。新しいパッケージを作ることによって、今一般財源で補っている部分が国

の交付金なり起債なりで対応できるというようなところが１つの財政のポイントではないかと思います

んで、今後も減せる経費と減せない経費を精査する中で、令和２年度あたりも予算編成にむかってまい

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 

 末田議員。 

○末田健治議員 
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 財政の運用というのは大変難しいところでございますし、国による三位一体改革による影響もですね、

あったことは間違いないわけで、その単独の町だけでの責任ではないということは申し上げておきます

が、いずれにしても現状の中でやりくりをしていかなければいけないということは間違いないわけです

から、これから９月議会が終わりますと、来年度の予算編成時期に入りますから先ほど申し上げました

選択と集中ということの中で、住民に説明の必要なことは説明をしつつ、健全な財政運営に取り組んで

いただきたいという事を申し上げて質問、この項の質問を終わります。次に最後の質問でございますが、

バイオマス発電の誘致策について伺います。安芸太田町の森林資源を活かすため自伐林業をはじめとし

て、様々な林業施策を進めるべきと考えます。そういう中でバイオマス発電事業者を誘致すべく検討を

進めてはいかがかという提案でございます。環境省が進めている再生可能エネルギー設備を導入する事

業等に要する経費に対する補助金ですね。再生可能エネルギーの技術的普及を促進するということのよ

うでございます。また国としては CO2 削減に係る費用対効果の高い取り組みが進められております。本

町にあっては森林資源を活かすべく民間を含め町内施設の木材をエネルギー化した設備の導入を進め、

町内でのバイオマスボイラーや、小型の発電機等、熱や電気の供給について検討を進めてはいかがでご

ざいましょうか。今朝か昨日か、北海道の方で非常に先進的な取り組みが進められているという記事も

載っておりました。木材活用も森林資源としての活用を図るべきと考えます。町長の所見を伺います。 

○矢立孝彦議長 

 産業振興課長。 

○瀬川善博産業振興課長 

 はい、バイオマス発電の誘致策についての質問でございます。今、国においては化石燃料の消費によ

る CO2 排出量の増加を要因とする地球温暖化、不安定な燃料価格による事業運営の圧迫といった環境と

エネルギーの問題への対応が急務とされております。平成 24 年に再生可能エネルギーとなる太陽光、

水力、風力、地熱、バイオマスの固定価格買取制度の導入によって、優遇価格での買取りと相まってバ

イオマス発電が各地で広がっております。平成 30 年９月末時点において、国全体でバイオマス発電施

設の認定稼働状況でございますが、認定施設は 607 施設、その内稼働しております施設が 295 施設にな

っております。認定施設中、約５割の施設が稼働しておる状況となっております。広島県においては現

在 18 施設が稼働しておる状況となっております。そのような中、森林資源等を燃焼して電気をつくる

バイオマス発電の主な燃料となるのは、木質チップやまたヤシの実の殻となっております。現在、国内

では木質チップ等の燃料の確保が難しく、人手不足もあって国内の森林資源が活かしきれず、安価でま

とまった量を確保できるため、木質チップ等の燃料を輸入頼みとなっている現状でございます。国産材

等の燃料を発電に利用するためには、供給事業者からの搬出、加工、乾燥調整、保管、運搬にかかりま

す燃料化のコストが高いため、燃料となる木質チップ等が高く、安定的かつ持続的に供給されることも

懸念されておる状況であります。そのような中でも発電事業者が割高な国産燃料を活用する動きも鈍く

なっている現状となっております。本町においては、間伐等の手入れが必要な森林も多く、高齢級の森

林が増えており、人工林を中心に利用期を迎えた森林が多く、これらの豊富な森林をエネルギーとして

利用することは、自然環境にやさしいエネルギーの利活用となるだけでなく、地域内で燃料が調達され

やすくなることから、利益が直接地域に還元され、地元の林業事業体等における雇用の創出や自立分散

型エネルギーとして災害時や非常時における電力としての活用、また発電時に生じる熱を製造工場等で

活用することによる新たな産業の誘致に繋がるものと考えております。バイオマス発電は、他の再生可

能エネルギー源と異なり木質チップ等の原料の調達が必要であることから、安定的かつ持続的に稼働す

るためには、地域の実情に即した燃料の供給体制を確立し、適切な規模で取り組むことが必要であると

考えております。バイオマス発電の企業誘致などバイオマス事業化に向け、間伐材等の燃料材として木

材搬出するための路網の整備や森林整備を推進して、木材生産量の安定確保に努め、燃料供給コストの

低減を図る取り組みに対して支援策も含めて検討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 

 末田議員。 

○末田健治委員 

 バイオマス発電というのが電力による法規制の中で町内で安芸太田町で発電できる量というのは、50

キロワットまでというふうに伺っておりますが、これから質問をいたしますのは、太田川で今、ホーム

ページを見ましたら中国電力の水力発電所一覧。これ太田川で言いましたら、20 くらい発電所がありま

すね。20 くらいあります。その中で総発電量が 83 万 2,030 キロワット、ということになります。大体
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50 キロワットで２、30 個という計算というふうに私は聞いておるんですが、そうしますとですね、例

えば加計発電所だけでも１万８千くらいある。で、５千キロワットくらいでも先ほど言いました十分安

芸太田町の電気量を賄えるんじゃないかなという私計算をしたんですけれども、実際のところは専門家

じゃないんで分からないんですが、要は私が言いたいのはですね、このうちの発電施設を当然太田川を

活用しとるわけですから、使用する更新年度というのがあると思います、発電施設を使う場合。そうし

ましたら、安芸太田町としてはその発電施設をバイオマス発電に切り替えてほしいという、その要請を

ですね、中国電力なりしていくべきではないかな。これはその将来の長い目で見たときの話です。そう

してその町内の森林資源を活用するためには、今森林環境譲与税の取り組みが始まっておりますが、そ

れだけではなかなか対応しきれないのではないかなと。現場として非常に能力的にもその限界があると

いうふうに思います。従って、その民間活用という形で森林資源をその燃料として活用していくという

ことをぜひこれは検討してほしいというふうに思います。これもやはり安芸太田町が持続可能なまちづ

くりのために、豊富な森林資源を活かしたその幅広い施策を展開する。その時に水力発電から一部そう

いうバイオマス発電に切り替えていくことが森林資源を活かすこと、さらには水量がそのための水量が

増えますので、太田川の完全再生ということは言えないと思いますが、再生の手助けにもなるのではな

いかなというふうに思いますので、そのことにつきまして町長のお考えがありましたら伺います。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 既存の水力発電所からバイオマス発電に切り替える。さらには太田川の水を増やす。本当になかなか

我々では発想が付かないようなご意見をいただいておるところでございます。確かに今水力発電があり

ます。そしてまた水流を中国電力の方に使っていただくことにしております。今発電所のダムがいわゆ

る利水だけを主眼に使っておりまして、治水という機能を我々今お願いしとるところでございます。今

天気予報はかなりレベルが高いところでかなり先までが推測できます。中国電力の皆さんはダムにたま

っとる水はお金だとおっしゃいます。天気予報が予測が十分にキャッチできるんなら、降る量だけは先

に放流をしておいてほしいと、その分ポケットにすくう治水ダムの機能をですねぜひとも発揮していた

だきたい、今お願いを始めとるところでございます。そういったふうなダムの活用方策も１つは我々の

地域の防災、また安全安心の管理のために期待をしておることを１つご理解いただきたいと思います。

それとまたやはり、ご質問いただきましたように自伐林業をはじめ木材の活用、これはまさに我々の大

きな課題でございます。この度の森林管理法案いわゆる譲与税を財源とした取り組みをですね、我々の

地域のこの山の再生に大きく役立つという取り組みをしてくれるだろうと思っております。最終的には

６千万円位のことを今推計をしております。そうしたふうな財源を元にですね、先ほどからお話がある

ようなことの取り組みをしていきたく思っております。それとこれは担当課長の方に検討をということ

にしとるとこでございますが、先の質問でいわゆる防災の観点から山を守っていかなくてはならないと

いう意味合いで、それぞれの谷筋に倒木があるというご意見をたくさんいただいております。これはい

わゆる個人の整備されてるエリアで個人の財産である、個人でやっていただきたいのは今までのお願い

でしたが、やはり先ほどのご質問がありましたように山が災害の源になるようなことがあったんでは、

我々の先ほどの目的が達成できるものでもございません。そういったふうなところへ、この譲与税が使

えることができないか今検討を始めておる所でございます。そうしたふうなことを取り組みを重ねなが

らですね、そうしたふうな事業に自伐林家の方に入っていただくことが出来たり、またそこから搬出す

る材料がバイオマスの方へ届けることができるというような仕組みづくりを検討しておりますので、ま

た色々とご意見またご示唆いただきたくお願いするものでございます。 

○矢立孝彦議長 

 以上で末田議員の一般質問を終わります。1番、大江厚子議員。 

○大江厚子議員 

 大江と申します。よろしくお願いいたします。私は、議案の審議や一般質問に際し、いつも判断の基

本に据えていることは、住民の皆さんの考えや声です。特に施策の当事者や施策に関係する地域の皆さ

んの率直な思いです。この度の一般質問は、そこを意識して質問いたします。今回４問です。よろしく

お願いします。まず、地方創生、まち・ひと・しごと創生総合戦略に関してです。2014 年、安倍政権は、

東京一極集中を是正し、地方の人口減少に歯止めをかけるとの目標で地方創生を打ち出しました。同年

12 月に、まち・ひと・しごと創生法が施行されました。人口が首都圏に集中することを食い止め、また、

人口減少問題の克服と成長力の確保を長期ビジョンに掲げていました。しかし、それから５年かな経ち
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ますが、今や地方創生の事業の柱は思ってみてもああそうだなと思いますが、人口減少まぁ東京一極集

中解消ではなく、地方の雇用づくりとなり、その補助金メニューには、イノベーションや、インバウン

ドに DMO などの産業づくりの事業がならぶことになりました。最初目標としていました東京の人口はま

すます増加し、一方で地方には産業を興すことなどの自助努力や他自治体との競争が課せられながら、

疲弊しています。国に対しては、まぁこのような疑問が本当にたくさんあるんですが、別の機会に述べ

ることにして、今回はまず質問の項目にあげました本町版、地方創生まち・ひと・しごと創生総合戦略

について質問いたします。１．安芸太田町まち・ひと・しごと創生総合戦略の目標と重点施策について、

２．地方創生交付金の年度別金額と事業別使途について、３．2015 年からの安芸太田町まち・ひと・し

ごと創生総合戦略の評価についてです。まち・ひと・しごと創生総合戦略とは膨大な事業ですので、た

とえ１時間２時間かけても説明しきれるものではないと思うので、今日に限っては地方創生交付金に関

わる次の事業について特に重点的にお願いします。三段峡プロジェクト、好適環境水による養殖事業、

生涯活躍のまち加計エリア拠点・戸河内拠点についてお願いいたします。 

○矢立孝彦議長 

 企画課、二見課長。 

○二見重幸企画課長 

 安芸太田町のまち・ひと・しごと創生総合戦略に関してのご質問でございます。平成 27 年度に策定

をしておるところでございます。まち・ひと・しごと創生総合戦略でございますが、本町の場合、総合

戦略については、第二次長期総合計画のリーディング施策を事業におき関連する事業を総合戦略として

計上をしておるところでございます。第二次長期総合計画のリーディング施策にあたりましては、平成

25 年から 26 年度において、長期総合計画審議会をはじめ、町民委員を含めた策定委員会それからパブ

リックコメントやアンケートなど住民の皆様、それから事業者の皆様のご意見をいただきながら、策定

したものと認識をしておるところでございます。この事業の実施に当たって、地方創生推進交付金等、

地方創生関連の交付金の活用がふさわしいものに関しまして、これを国に申請し、採択になった場合、

当該交付金を活用し、事業着手をしておるところでございます。それでご質問のございましたこの事業

の内、三段峡と食のプロジェクトと好適環境水の事業でございますが、こちらにつきましては平成 29

年平成 30 年度でこの交付金を活用し、共同研究に要した費用は 1,990 万となっております。研究の内

容につきましては昨日の一般質問でもございましたように研究成果を今後活かしながら、企業誘致的な

発想でこの成果を活かし、今後の産業づくり、仕事づくり、企業誘致等を図ってまいりたいというふう

に考えておるところでございます。それからもう 1 点、生涯活躍のまち戸河内拠点のプロジェクトでご

ざいますが、こちらにつきましては平成 29 年度に実施をしておるところです。戸河内拠点の整備に係

り要した費用といたしましては、1 億 4,100 万円でございます。この内２分の 1 の 7,636 万円が拠点整

備交付金という交付金で賄っており、残りの２分の１は過疎債を活用をしておるところでございます。

こちらにつきましては、戸河内拠点に今なっております戸河内診療所、それから２階の小規模多機能、

それから３階の生活支援ハウスの建物の当時雨漏りもしておりましたので、そういう外構の保全工事も

含め、隣りの支援センター、今図書室とサロンとが入っておりますが、そこの内部の改修を行ったとこ

ろでございます。当時、社協さんの事務所として活用されておりましたが、一般の方のご利用がなかな

かできてないという状態もございましたので、そこを何とか特に戸河内地域の皆さんが集まれるような

施設、ご利用いただけるような施設として活用を目論んでおるところでございます。現在地域おこし協

力隊等を配置しまして、そこで皆さんが集まっていただけるような取り組みを進めるべく努力しておる

ところでございます。以上でございます。加計拠点でございますが、加計拠点につきましては現在、公

益社団法人青年海外協力協会を地域再生推進法人ということで指定をしまして、官民との連携の中で、

事業を推進しているところでございます。平成 30 年度までに加計拠点の整備の費用は 1 億３千万円を

執行をしておるところでございます。ハード分がですね。生涯活躍のまちの実現に向けた事業は全体で

３億 5,400 万、その内１億３千万が加計拠点、それから戸河内拠点が１億 4,100 万ということになりま

す。現在拠点整備ということで、加計支所の前の旧旅館を改修工事を進めておるところでございまして、

この年内には完成で令和２年の１月から供用開始というふうに進んでおるところでございます。以上で

ございます。このプロジェクトの評価でございますが、先ほど申し上げましたように、好適環境水の研

究事業の評価につきましては、まだ具体的に成果が上がったということではなく、今後活用していくと

いうことですので、研究の成果としては評価しているということで考えております。もう１点、生涯活

躍のまちに関しましては、こちらにつきましては、現在拠点整備、戸河内拠点も含め、加計拠点も整備

を今進めておるところでございまして、その整備が終わりましたら、加計エリアの方も新たな町づくり
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への取り組みが期待できるというふうに考えております。まだ現在のところは基盤整備ができたという

形で評価できるのではないかと考えておるところです。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 安芸太田町のまち・ひと・しごと創生総合戦略につきまして、推進交付金を伴うものが大きく２つの

プロジェクトがあります。三段峡食とプロジェクト、それと生涯活躍のまち。三段峡のプロジェクトの

方に地域商社でありますとか、年度によってはがんばるビジネス応援補助金の財源とした年も、数々の

事業が入っております。それと生涯活躍のまちの中に加計拠点でありますとか福祉人材の育成等々の財

源も入っております。いずれも加計拠点も着々と準備が進んでおります、それとがんばるビジネス等々

も大きな評価をいただいておるところでございまして、まだ戸河内拠点の活性化等々まだ運営主体が十

分でございませんので課題もあるところもございますが、今後その引き続き第２期の地方創生が始まり

ますので、それに合わせてまた新たな計画を組んで、できるだけ当初の目標数値ですが、そういったも

のが達成できるように努力してまいりたいというふうに考えております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 大江議員。 

○大江厚子議員 

 まず好適環境水の補助は 28 年度は無かった、29、30 だけだったんですか。（29、30 の声あり）だか

ら 28 はなかったということですね。わかりました。それにしても 1,990 万円をつぎ込んで、研究的に

は成果が上がったけど、これから具体的なところではまだまだということで、それとか加計エリア拠点、

戸河内拠点にしましても、果たして住民からの切実な要望とかニーズがあっての上の事業だったのかと

いうのがとても疑問です。財源が潤沢でない本町にとっては何が一番求められているのか、何を必要と

されているのか、私達の血税を何に使うべきかというふうな判断をし、実行していくことこそが行政に

求められていると思います。例えば好適環境水がこのまま事業として立ち上がらなかったとき、それは

その約２千万円はどうなるのか。それから戸河内拠点も今は十分に機能しているとは言えない状況だと

思いますが、箱物だけ建ててそれでよしではないと思うんですね。むしろ人が集い、そこが十分機能し

た上で、じゃあ新しい箱物が必要だねってそういう順番があると思うんですね。加計拠点にしても温泉

をもう１個作ってどうするんだという住民の声をすごくよく聞きます。別に私は温泉だけがそこの目的

ではないというのはわかっていますけれど、やっぱりそこになってしまうんですね。なぜかと言うとそ

こに住民や当事者、地域と積み上げられたものが無いからなんですね。その辺をこの安芸太田町版ま

ち・ひと・しごと創生事業についてどういうふうに捉えられているのか。これさっき重点目標、リーデ

ィング施策、重点目標言われましたが、国の基本政策をスライドさせた長期総合計画にスライドさせて

合うべきものにもっていったというふうに思われます。それはそれで事業補助金をとってこなくっちゃ

いけないということはあるにしてもですね、やはりこの町が本当に抱えている問題は何かというところ

から出発すべきだというふうに思います。それがこれからどういう補助金を取ってくるのかにもね関係

してくる大きな問題になってきます。まちづくりはここに住む者、多くの住民の意思によってなされる

べきです。本来住民は教育や福祉や医療、生活の不便さ、公共交通機関も含めて、それらに力を入れて

ほしいというふうに思っていると思いますし、アンケート調査もそのように出ていると思います。その

へんはどう考えておられるのかお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 十分ではないでしょうが、安芸太田町の長期総合計画、まち・ひと・しごとも各推進協議会を設置し

て、各種委員でありますとか住民代表の方のご意見を聞きながらやっておるつもりでございます。それ

ともう少し予算段階から住民の声をということは今後も丁寧にやっていかなくてはいけないと思います

が、１つ加計拠点で言えば、議員にはなんで温泉かなという話が入るそうですが、私には早うやってく

れという声がたくさん入ってきとるところでございます。やはり住民の方楽しみにされとるのも１つ、

それと住民の施策の積み上げが事業というのもあるんですが、要は町として、町が今課題に掲げている

ものを解決するためにはどういった手法があるかということで生涯活躍のまち等々は先進地等をみる中

で、これなら取り入れられるんではないかというような方向性で構築しております。今後も福祉の分野

であるとか医療の分野であるとか、定住、教育、情報通信もそうだろうと思います。そういった各分野
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を先ほど財政のところでも話をしましたように、一般財源も時には必要ですが、やはり特定財源を確保

することが必要だと思いますので、各事業をパッケージにする中で当該まち・ひと・しごとの事業の中

にのせて、推進交付金、できれば推進交付金なり起債なりが活用できる事業展開を図って参りたいと思

います。もう少し時間をいただいて成果をあげていきますんでよろしくお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 大江議員。 

○大江厚子議員 

 財源の厳しい町にとっては、こういった地方創生推進交付金というのは本当にありがたい補助金だと

は思いますし、過疎債を使ってそれが裏の資金として使えるというのはもちろんありがたいとは思いま

すが、それにしても 100％が国のお金で賄われるべきでもないですよね。過疎債もある程度の町負担が

ありますし、そのことをあわせると本当に事業が、この事業が必要なのか。期限があるからそのともか

く審議して賛同しようという、それはやっぱり本末転倒だと思うんですね。もう１つ、先ほども議員か

らありましたけど、こういう施策は町の責任ではないと思うんですね、こういうあり方が。国の政策が

やっぱり大きな問題があるというふうに思うんですね。このように国が地方交付税ではなくて、普通交

付金ではなくて、一律にこのような事業として対策の実行を強制し、競争、地方を競わせ、その結果を

数値で評価させ、その内容はともかく目標に掲げたものが到達できたかというふうに、数値で評価する

この地方創生はどこが主体かというところから見るとね、本当に転倒していると考えています。結局は

東京に産業や金融資本や人口が集中し、地方は過疎化する一方という状況をね、この事業では止めるこ

とはできないというふうに考えています。今行っている事業が大都市と地方の格差によるひずみや矛盾

を解決し、真に私たちのような地方に住む住民が不安なくそこで暮らし、生き続けていけることにつな

がっていけるのでしょうか。例えば国は地方自治体に期限を定めて公的施設の再編計画を出させ、当町

においては学校や幼稚園や保育所等の統廃合が強制されています。行政改革が要請され職員の数がね減

らされています。トップランナー方式などということで、本来平等であるべき地方交付税交付額を行革

の成果で自治体間を競わせる。本当にその世界を覆っている新自由主義の国版だというふうに思ってい

ます。一方で首都圏はどうかと言うと大都市の自治体では、国際競争力強化の中で、下町がね壊され、

大型開発が強いられています。子育て問題でも過密都市の問題が噴出しています。町行政に対する住民

の声は、地方自治の根幹であり地方自治体とは国と対等であるべきと考えます。財源においてはね、本

当に不利な地方ですけど、やはり権限としてはね、対等であるべきと考えて要望すべきは要望すべき、

矛盾のあるところはやっぱり解決していくってことをやっていくべきだと思います。そのために、住民

のために、自治体の長は、国に競争ではなく、公平さを、地方を切り捨てるなと主張すべきと考えます

がいかがでしょうか。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 はい、今取り組んでおります地方創生の事業に対して色々とご意見をいただいておるところでござい

ます。先ほど担当の方よりまた副町長より説明しましたように、まだこの戦略、あるいは計画の進行段

階という観点からのですね色々ご意見をいただいておるところでございます。ぜひともまたご意見いた

だきながら町民の皆さんの理解を得て、本当に目的を達成したく取り組んで参ります。それともう一方、

地方自治体と国とは対等である、対等というのはまた違う観点があるかもしれませんが、それぞれが独

立した要するに住民、重なる住民でありますが、意をくんで意を反映するそれぞれの組織としてはです

ね、当然対等であるべきだろうと思っています。しかし今現実の段階におきましてはいわゆる税の徴収

方法、いわゆる国税という領域がございます。国税を徴収して地方へ配分すると、この地方へ配分する

のはやはり算定に基づいた交付税のみならずですね、先ほどお話しがあるようにそれぞれ地方の取り組

み、あるいは、地方のアイデアに応じて、補助金あるいは交付金が分配される。あるいはそれにもって

地方を活性化させるというのが今日の確かに現実でもあります。そうしたふうな現実の中でやはりこの

財政の厳しい安芸太田町のまちづくりを進めていくためにはやはり有利な財源、有利な財源に沿った計

画、あるいはそのことを町民の皆さんと一緒に要望していく、これはやむを得ないと申しますか、現実

の話だろうと思っております。そこで先ほどからお話しがありますように、町民の皆さんの要望が反映

されたいわゆる思いが実現できるような施策の展開といったふうな手法は我々も本当にこれからも続け

て参りたいと思いますので、重ねてのご意見を賜りたいと思います。 

○矢立孝彦議長 
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 大江議員。 

○大江厚子議員 

 さっきの質問については本当にね腹を割って本当に時間をかけてね、話したいところです。では次の

質問にまいります。町の長期総合計画の戦略の中にも、子育て・次世代育成環境向上があります。次世

代を育成していくことは、大人の一番の責任です。町の維持のための戦略などということ以前のやるべ

き重要な問題です。その上で、この町が若い世代に残ってほしい、あるいは移住して来てもらいたいと

考えるなら、保育・教育の環境整備は、就労に匹敵する課題です。就学前保育・教育施設のあり方につ

いて質問します。学校と就学前の保育・教育施設の各地域の設置状況についてお伺いします。その設置

状況を踏まえた上で、この状況をどう考えていますか。それとあわせて現在のところ戸河内幼稚園は存

続していますが、戸河内幼稚園の廃止ということが今回条例にあがっていますが、それについてどう考

えるかということとあわせて、この４月に行った戸河内幼稚園保護者への募集停止の説明の取り扱いは

どうされるのか。以上３、４点お願いします。 

○矢立孝彦議長 

 児童育成課、園田課長。 

○園田哲也児童育成課長 

 ご質問いただきました就学前保育・教育のあり方におきます児童育成課所管の部分についてを中心に

答弁をさせたいただきたいと思います。まず最初の学校就学前の保育・教育施設の設置状況についてと

いうことでございます。旧加計の地域におきましては、修道地域に修道保育所、加計に加計中学校、加

計小学校、加計認定こども園あさひ、また加計高校がございます。旧筒賀村の地域におきましては現在

筒賀小学校、筒賀保育所、安芸太田中学校とございます。旧戸河内の区域におきましては、戸河内の区

域に戸河内小学校に戸河内幼稚園、上殿の地域のおきまして、上殿小学校、認定こども園とごうちがあ

るという状況でございます。この状況についてどう考えるかということでございますが、就学前施設に

つきましては、平成 19 年に町が幼保施設の適正配置とその運営の基本方針を就学前保育・教育のあり

方検討委員会において審議、報告をいただき、適正配置を進め、平成 20 年以降、寺領、松原、猪山分

園、上殿の幼稚園、津浪、加計、殿賀の３保育所を閉所閉園し、新たに加計認定こども園あさひの開園。

とごうち保育園の認定こども園化を図ってきたところでございます。閉所閉園した施設の地域におかれ

ましては就学前地域が無くなることについて苦渋の決断をいただいたところです。ですが子どもたちの

将来のためにとご理解をいただいたところでございます。またその後、０、１歳児の施設入所希望者の

増、児童の減少する施設、老朽化の進む施設の対応に合わせて幼児教育の重要性が増す中で、平成 30

年度に再び、あり方検討委員会を開催し、町はこの検討委員会報告を尊重し、検討する中で持続可能な

就学前保育・教育環境を再び構築する考えでいるところでございます。児童育成課所管の部分について

は以上でございます。 

○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 

 １番議員さんからご質問のありました３番目の４月に行った戸河内幼稚園保護者への募集停止の説明

の取り扱いはどうするのかということでございますが、このことにつきまして、４月に幼稚園保護者の

方と懇談をさせてもらった際に、現在の年中児をもって閉園となるという方向で話をさせてもらう中で、

年中児の募集が最後となるような内容でその時はお伝えをさせてもらったところでございます。しかし

ながら、その時の保護者さんとの懇談の中で、上の子が年長にあがったときに、年少になる兄弟がいま

すので、転園になったとしても同じように通わせたいという、そういう思いも聞かせてもらっておりま

したし、６月の一般質問におきましては、議員さんの方からもそういったことの提言もいただいており

ましたので、そのあたりの配慮について、また最終的な判断をですね教育委員会議でさせてもらう中で、

予算的な部分において町長部局とも連携しまして、閉園となった次年度は他の施設への転園とすること

を前提に年少と年中児、来年度ですね、年少、年中児の受け入れをすることとなりました。募集の案内

については、例年 12 月に町の広報紙等において募集をお知らせしているところでございますが、この

９月11日に戸河内小学校において住民説明会を行う予定でおります。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 大江議員。 

○大江厚子議員 
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 はい、戸河内幼稚園の廃園については私はこれまでもこれからもずっと反対です。改めて戸河内幼稚

園の保育・教育の内容について、小学校との連携や地域との交流も含めて素晴らしいものがあると思う

んですが、それについて説明をお願いします。それからさっき課長さんからありましたけど、戸河内幼

稚園が廃園になると、戸河内小学校区域、広範なんですけど、就学前教育・保育の施設はなくなるわけ

ですね。それについてはどう考え、将来そういう地域の将来についてどう考えますか。それから根本的

に本来就学前の保育・教育はどうあるべきか、子どもたちにどう保障していくべきと考えますか。お願

いします。 

○矢立孝彦議長 

 学校教育課長。 

○児玉裕子学校教育課長 

 それでは戸河内幼稚園の保育・教育について小学校との連携地域との交流も含めてということと、そ

れから就学前保育・教育のない地域の将来をどう考えるか。それから本来就学前の保育・教育はどうあ

るべきかということで、まとめてお答えをしたいと思っております。現在戸河内幼稚園で行っている保

育・教育内容については、園周辺の散歩や、施設訪問、地域の方に協力をいただきお茶会といった園行

事を行っております。また幼稚園と小学校合同で PTA や遠足、運動会、発表会を行ったり、園児や小学

生がお互いの教室を休み時間など行き来したりしております。小学校と隣接しているため、園児が小学

生の名前を憶え、小学校への授業への関心を持たせるものになっているかと思っております。また、幼

稚園と小学校の教員が子どもの様子を共有できるいい点でもあるかと思っております。戸河内幼稚園は、

同じ敷地内に小学校があるため、先ほど申し上げたような活動ができ、お互いが影響し合える環境にあ

るかと思っております。反対に、同じ敷地内でない保育所と小学校の関係はどうかというと、それぞれ

の施設で創意工夫された中で子どもたちは育っており、幼稚園と保育所から入学した児童に違いがある

かというと、小学校がどんなところなのかなという部分において、安心して入学できることは幼稚園児

さんの方にはあるかもしれませんが、しかしながら就学前の子どもたちは、ほとんどの子どもはおそら

く、わくわくした状態で入学しているかと思われます。就学前教育で大切なことは、その施設の中で子

どもたちがたくさんの刺激を受けながらのびのびと育っていることで、そのことが学校教育での学びの

基盤になるということです。学校教育課の就学前教育の関わりという点で、職員間の連携も含めまして

情報共有ができていることは、スムーズに学校教育へ移行できることでもあり、幼稚園が小学校と併設

しているという良い点と共通しているかと思われます。今年度、２年間、県の事業を受けて実施する育

ちと学びをつなぐ幼保小連携教育推進事業では、そういった部分と安芸太田町のめざす子どものための

推進プランの作成を学校教育課の指導主事を中心に小学校や保育所の担当者で作成していきます。幼稚

園が閉園となった後も、児童育成課と学校教育課の情報共有と連携を密にしながら、現場においては、

保育所、子ども園と小学校の連携による就学前教育の充実と推進を継続して行ってまいります。就学前

施設が元々地域にない、以前はあったが今は地域にないと地域によってその受け止め方に違いがあるか

とは思います。幼稚園については、学校統廃合によって幼稚園を廃園した経緯もございます。就学前施

設や小学校がなくなった地域では、地域全体で地域の活性化に取り組んでおられる中で、行事等のつな

がりの中で子どもたちを育てておられるように感じております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 児童育成課長。 

○園田哲也児童育成課長 

 はい、先ほどの学校教育課長の答弁につきまして、児童育成課としての見解を申し上げます。まず保

育・教育のない地域の将来をということでございますが、保育・教育施設のない地域の将来についてで

ございますが、安芸太田町の各地域に住む子どもたちのために、これまで町では様々なご意見を聞く中

で、保育・教育環境の整備をしているところでございます。施設のない地域については、先ほども申し

ましたように、これまでに苦渋の決断をいただいた地域もあるところでございます。地域に施設が有る

無しにかかわらず、子どもたちが安芸太田町において健全な育成ができるよう、保護者と町だけでなく、

地域もあわせて連携し取り組むことが重要だと考えているところでございます。また保育・教育のある

べき姿、保障についてでございますが、町は子どもについて第一義的な責任を負う保護者とともに育成

の責任を負うこととされており、これまでも子どもの健全な育成のために様々な環境整備を行って参り

ました。就学前施設においては、子どもが生涯にわたる人間形成において極めて重要な時期に、その大

半を過ごす場となります。町は施設を運営するにあたりまして、子どもが現在をもっともよく生き、望

ましい未来を作り出す力の基礎を培うために、保育指針、教育要領に基づいて実施しているところでご
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ざいます。今後も、安定的で持続可能な施設の運営を行うとともに、総合的な子育て支援策の充実を図

り、子どもたちが、安全で安心して暮らせる就学前保育・教育環境づくりをしていくこととしていると

ころでございます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 大江議員。 

○大江厚子議員 

 はい、幼稚園について様々なこういう取り組みとか素晴らしい点があるというのを言っていただきま

した。他にもイチゴ狩りとか梅狩りとか、プールもありますし、診療所もあります。そういった環境的

には素晴らしく恵まれているところなんですね。それと行事ごとの小学生との関わりもありますが、日

常的にお互いが成長し合ってるんですね。お互いがお互いを見ながら刺激しあいながら、それはまぁそ

ういう環境ならではのことだと思っています。そういう施設が無くなる、幼稚園だから廃止すべきじゃ

ないと言ってるんじゃないんです。そこの素晴らしい環境自体が無くなってしまうということ、その喪

失っていうのがね惜しいというふうに思っています。幼稚園廃止はあくまで反対していきますが、もし

そうなっていくと学校、先ほど課長さんが言われましたように、学校、保育所、認定こども園が全てあ

る地域、高校もありますね、全てある地域と小学校しかない地域、この地域間のアンバランスは保護者

や子どもに対し、一方的に負担を強いることになるのではないでしょうか。I ターンの方と話をしたこ

とがありますが、どこへ住むか、そこへ移住先を求めるかと検討する時に、その地域に学校や就学前施

設がそろっている条件は大きいというふうに言われました。当然のことですね、そういう子どもたちを

抱えている親にとっては。この状況では戸河内地域は検討地域からは除外されます。これは安芸太田町

全体の人口バランスや人口構成から言っても、憂慮すべきことです。また、昨日、移住の促進の際に、

移住希望者に教育・保育施設を見学してもらい、紹介するっていうことを地域づくり課長さんから答弁

がありました。戸河内地域は移住希望の順位は下がる、確実に下がると予想されます。この格差はどう

考えますか。幼稚園や保育所に通う３歳から５歳、全ての子どもと、保育所に通う０～２歳の住民税非

課税の世帯の子どもについて、利用料が無料になります。これまで以上に保育環境や内容が重要になり

ます。これから０歳児から２歳児までの子どもたちを保育へ預けるという家族もね、家庭も増えてくる

んではないかと思います。そうなるとさらに保育士の多忙化が考えられます。もし、戸河内幼稚園が、

保育時間等の条件で今の保護者が求めているものに合わない、その役割を終えたと言われるのなら、新

たな施設、幼稚園型認定こども園等として生まれ変わらせるべきです。身近な地域に就学前の保育の場

を保障すべきと考えます。このような状況に至って、保育所、幼稚園に入っていない子ども達の保護者

の意見は聞かれましたか。戸河内幼稚園に入園できると考えてこの地域に住んでいる保護者にとって、

安心して子育てができると言えますか。もう４回目になってしまうということで、この問題については

また安芸太田町立学校設置条例の一部改正の審議の時に改めて討論いたしますが、何度も言いますが、

検討委員会では、戸河内地域の選出委員は全員幼稚園廃止には反対でした。協働のまちづくりを掲げる

なら、改めて戸河内地域における就学前教育・保育のあり方を、地域の当事者世代、若い世代と共に、

我々の自分たちのプロジェクトとして考え、進め、改めてね進めるべきだと思います。私はこの間少人

数ではありますが、小さい子ども達のいる人達と話をしました。悩みや、色々な考えやアイデアがあり

ました。また、行政職員の中にも若い世代はたくさんいます。中には、町の方針に反する意見は言えな

いと委縮してしまう職員もおられるかもしれませんが、むしろ若い世代の人たちの声をね、率先して聞

き、この人たちの忌憚のない意見を取り上げるべきです。真に実りある地方創生は教育・保育、ここか

ら始まるというふうに思います。また改めて討議したいと思います。次に、これもまた何度も私は一般

質問で質問していますが、会計年度任用職員制度導入についてです。2017 年、地方公務員法と地方自治

法が改定され、2020 年来年の４月から自治体の非正規職員に会計年度任用職員が導入されようとしてい

ます。この条例の制定に当たって、９月に出されるかと思いましたが、副町長の先ほどの答弁で今回で

はないというふうに伺いました。この制度は住民の命と生活を守り、地方自治の担い手である地方公務

員制度の本当に大転換です。住民生活にとっても、今後大きな影響が出てくると考えます。そこで町の

この制度に対する考えについて質問します。労働組合の反対等で、この制度を導入しない自治体もある

ようですが、本町は導入されるのでしょうか。それから、通告しています２番３番あわせてですが、こ

の制度の問題点について、フルタイム・パートタイム勤務職員の格差問題も含めて、あるいは地域おこ

し協力隊の任用のあり方について、併せてお伺いします。 

○矢立孝彦議長 

 総務課長。 
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○長尾航治総務課長 

 はい、会計年度任用職員制度についてのご質問でございます。総務課の方よりご答弁申し上げます。

まず１点目、会計年度任用職員制度、導入するのか、しないのかというご質問であったかと思います。

会計年度任用職員制度につきましては、先ほど議員の方からもおっしゃっていただいたとおり、地方公

務員法、地方自治法に基づくというものでございます。移行の対象の職員がいなければ、確かに導入す

るものではないかもしれませんが、移行対象職員がいる以上ですね、導入するものとして作業を進めさ

せていただいてるところでございます。昨年から、例規関係の専門の業者さんの支援を受けながら、現

況の把握、移行方針の策定、それから規定の整備に向けた作業を進めておるという答弁を以前にもして

おるのではないかと思います。しかしながら、思うように進んでいないというのも現状でございます。

様々な課題があるというところも踏まえてですね、当初、関係議案につきまして９月定例議会で上程す

ることを目標としておりましたけれども、全国的に見ても県内においてもですね、後ろ倒しの傾向でご

ざいます。先進団体、先にですね導入をされた団体の対応等も踏まえながら、整理をさせていただきな

がら、12 月定例議会で上程したいというふうに考えているところでございます。それからこの制度の問

題点でありますとか、フルタイム、パートタイム勤務職員の格差問題についてということでご質問を頂

戴したかと思います。ご指摘のとおり様々な課題があるというふうに認識をしております。現在の職員

の雇用形態におきましても、非常勤職員の中でフルタイムであるとか時間、短時間で運用している場合

とか、様々な例があるというふうに認識もしております。この問題に関しましてはですね、同じ悩みを

抱えております県内合併新町と呼んでるんですけれども、合併新町５町で情報共有それから連携会議等

を現在も行っております。具体的な取り組みについて様々模索をしているところでございます。課題に

ついて詳細に触れる所は時間の関係上少し割愛させていただきますけれども、いずれにいたしましても、

法に基づくものでございます。先ほどもありましたように職員団体等との協議も必要であるというふう

に考えております。双方合意の上で導入できるよう善処して参りたい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 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 １点、具体的に地域おこし協力隊の言葉がありましたんで、新しい制度になれば地域おこし協力隊は

会計年度職員の方へ移行するという国の指導でもあります。これ働く方も雇用する方も大きな転換期で

ございまして、どういうふうに運用していくかは大きなポイントだろうというふうに思っています。以

上です。 

○矢立孝彦議長 

 大江議員。 

○大江厚子議員 

 すみません、最初に一括質問をしないといけなかったようで、４番を取り残していました。申し訳あ

りません。本当にこの会計年度任用職員に変換されることについてはね、本当に大きないろんな問題が

あります。フルタイムにするかパートタイムにするか、フルタイムとパートタイムの格差も違う。１点

違っただけでパートタイムにされる。それとか１年ごとのね解雇、それから試験、１カ月の試用期間、

本当にその移行されようとしている人たちにとっては、心配の日々だというふうに考えています。私は

その財源の面でね確かに色々職員数の問題で確かに厳しいとは思いますが、やはり公共の職員になる者

はフルタイム、正職員で適用するべきだというふうに考えています。最後に将来正規職員を大きく会計

年度職員に置き換えることは、行政自らが非正規職員の増加に道を開くことになるのではないでしょう

か。任期の定めのない職員つまり常勤職員をつけるべき業務が狭まり、会計年度任用職員制度、非正規

の職員が付く業務が広がって、本来業務といわれている権利を使う部分のみを残して後は非正規職員に

してしまおうという国の考えもあるのではないかというふうに思っています。直接住民と関わる大切な

業務は大半の会計年度職員に置き換え、本格的業務、公権力の行使業務のみをね正規職員に担わすこと

になれば、人材の確保という点でもまた職員の経済的安定という点でも役場もこの町も立ち行かなくな

ると思います。その突破口をねここで開いてはならないというふうに思います。常態化している非正規

職員を正規職員に任用していくことを求めるべきだと思います。多くの問題を抱えているこの制度です

が、時間切れ、見切り発車にならないように、十分に検討すべきだというふうに考えます。続いて最後

の質問です。表現、言論は表現に入りますが、特に言論の自由というふうに言い表したくて、表現ある

いは言論の自由について質問いたします。ご存じのように８月１日から開催されている、あいちトリエ
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ンナーレ 2019 の企画の一つである「表現の不自由展・その後」が、そのなかで展示されている戦中日

本軍による慰安婦問題を象徴する少女像や、昭和天皇に見える肖像を燃やしたような作品の展示にバッ

シングと圧力を受け開幕からわずか３日で中止に追い込まれました。これは、表現の自由に対する圧力、

特にかつて日本が行った日本軍従軍慰安婦という事実をなかったものにしようとする人たち、勢力によ

る政治的圧力ではないかと考えます。また、この広島市では、８月６日の平和祈念式典中に聞こえる拡

声機による声の対処法として、市民アンケートを実施し、来年度に向けて拡声機規制条例の制定を目指

しています。この動きに対し、市民団体は、「ヒロシマの怒りの声を圧殺するものだ。」「市が行った

アンケート調査は規制条例制定を正当化するための手段であり、恣意的内容だ。」と抗議しています。

この夏起きたこの二つの表現の自由、言論の自由に対する規制についてどう考えますか。また憲法 21

条には、集会、結社、言論、出版その他一切の表現の自由を保障しています。検閲も禁止しています。

とあります。そして 99 条では、全ての公務員は憲法尊重擁護義務を負っていると規程されています。

公権力を持つ側として、憲法21条をどのように保障すべきと考えますか。 

○矢立孝彦議長 

 総務課長。 

○長尾航治総務課長 

 はい、まずは担当課という意味合いで答弁を申し上げます。表現、言論の自由といった観点でご質問

を頂戴いたしました。当然ながら集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由については、法の

下で保障されるべきものであるというふうに考えております。ただ今具体的な事例を挙げられてのこれ

らの考えについてでございますけれども、それぞれの自治体において、様々な背景があり、そこに様々

な決定プロセスがあるというふうに考えております。我々としてはご意見を申し上げるといった立場に

はございませんので、この部分につきましては失礼ながら答弁を控えさせていただきます。公権力を持

つ側、憲法 21 条をどのように保障するかという部分でございます。憲法第 21 条に規定される表現や言

論の自由につきましては、人としての重要な権利であることに変わりはございません。一方で、公共の

福祉に反しない限り、個人の尊重、生命、自由及び幸福追求に対する権利は最大の尊重を必要とすると

いうことについても配慮しなくてはならないと考えております。例えば、ヘイトスピーチのように名誉

棄損や他人を傷つけてまで、表現の自由が認められるかどうかというのは、非常に難しい線引きの問題

であって、議論を重ねた上で基準を模索していくしかない、そういったもののように考えられます。憲

法は国民が持つ最低限の権利を保障するものであって、地方自治体である我々にとっても遵守すべきも

のでございます。それは公共の福祉や公序良俗に反しない限りにおいて認められるものではないかとい

うふうに認識しておりますが、一方でそこが明確に規定されているものでないといったことが、この部

分の最大の論点になり得るものだというふうに理解をしております。いずれにいたしましても、行政側

としましては、しっかりとした平衡感覚を持ち、様々な意見を基に、法令に則った判断をしていくこと

こそ、真に憲法の条項に書かれた権利を保障できるというように私たちは考えております。以上でござ

います。 

○矢立孝彦議長 

 大江議員。 

○大江厚子議員 

 先の大戦から全体主義、国家主義の反省から個人の尊重というのが大事にされてこの憲法ができてる

というふうに思います。公共の福祉というのは個人に対する個人の相手の個人の人権を尊重するべきも

ので、一般的な公共のぼやっとした公共の福祉というふうに捉えるべきではないという説もあります。

それと私が聞きたかったのは、公権力を持つ側としての言論の自由、それから表現の自由を圧力をかけ

ることについて聞きたかったわけで、ヘイトスピーチも個人のヘイトスピーチも許されるものではあり

ませんけど、そこの部分を聞きたかったわけです。ご存じのように名古屋の河村たかし市長は、「公的

資金を使った場で展示すべきではない」とか、菅官房長官は「補助金交付の決定にあたっては、事実関

係を確認し精査して適切に対応したい」等の発言もあります。このようなことが前例にならないように

という意味でも質問させていただきました。一方で愛知県大村知事は会見内で、「『この内容は良くて、

この内容はいけない』ということを公権力がやることは許されていない」「公権力を持った者が『この

内容は良い、この内容は悪い』というのは、憲法 21 条による『検閲』ととられても仕方がないんでは

ないでしょうか」と述べています。公権力による最近の表現の自由・言論の自由への規制・圧力は、か

つて戦争に向かっていった道を再び繰り返しているように思えてなりません。公的権力は人々の思想・
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行動に介入しない、むしろ公的機関こそが人々の自由な表現・行動を保障すべきと考えます。以上で終

わります。 

○矢立孝彦議長 

 以上で大江議員の一般質問を終わります。しばらく休憩します。 

                休憩  午後３時２５分 

                再開  午後３時３５分 

○矢立孝彦議長 

 休憩前に引き続き会議を再開します。引き続き一般質問を続けます。11番、中本正廣議員。 

○中本正廣議員 

 一般質問最後になりました。若干辛抱していただきたいと思います。簡単にいきますので早く答弁し

ていただければすぐ終わると思いますので、よろしくお願いします。安芸太田町の教育についてという

ことで町長それから教育長にお願いしております。平成 30 年度としてたのが 31 年度にかわってるとい

うように思いますけれども、30 年度と 31 年度の全国学力テスト、学力調査報告書、学習状況の調査の

広島県内の結果について、また安芸太田町の小学校中学校の各成績について、どう捉えておられるかを

伺うとしております。文部科学省が行っている全国学力学習状況調査の結果が出されております。この

学力テストとは全国的に子供たちの学力を把握するために、平成 19 年から小学校６年生と中学校３年

生を対象に実施されてるテストです。今回の質問は平成 30 年度平成 31 年度の調査結果について小学校

中学校の成績について、町長はどのように思われてるかを伺います。また教育長には平成 30 年度平成

31 年度の調査結果についてどう思われてるか、同じようなことなんですが、今まで平成 19 年度から行

われている調査結果について、これまでなぜ議会に対し調査報告についての説明がないのはなぜかとい

うことを伺います。まず最初はそれでお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 教育委員会、二見教育長。 

○二見吉康教育長 

 まず私の方で全体的にご答弁させていただき、その後必要があれば町長の方にというふうにさせてい

ただきます。30 年度昨年度のですね全国学力学習状況調査っていうことで発表ございまして、これにつ

きましては、実は小学校の６年生と中学校３年生が受けるものでございまして、４月に実施されました。

この結果については毎年度７月の終わりに発表がございまして、県教委としては県教委としてのまた報

告を広報で流されるというところでございます。安芸太田町といたしましては、昨年度もそうです、こ

れまでもですが、報告についていきなり数字を出すだけでなくですね、分析をしてしかも学校としての

取り組みの方針、具体的な取り組み内容をきちんと定める状況も含めて、そういう指導をしたことも含

めてですね、広報あきおおたを通して町民の皆さんにお知らせし、ご理解いただく取り組みをしてきて

るところでございまして、今年度についてもですね同じ状況で今準備しているところでございます。そ

ういう点で議会への直接の報告というのがあったりなかったりというようなことがこれまであったんじ

ゃないかというように思いますけれども、そういう経過の中で準備しておりましたので、これまでにつ

いてご理解いただければと思います。結果として、昨年度小学校につきまして、全国の平均また広島県

の平均を上回っているものは、小学校では理科、それから小学校の算数のＢ問題という少し応用問題で

すが、これが県とはちょっと１点ほど下回っとりますが、全国で比べれば 1.5 上回ってると。それから

国語のＢ問題、これも応用問題ですが、県とはマイナス３点、全国とはプラス 1.3 ということで、ぎり

ぎり県や国平均並みというのは小学校の状況かと思います。理科につきましては、国や県を７点から 10

点位上回ってるということで、理科については得意な状況が出ております。中学校につきましては昨年

度は大変厳しい状況でございまして、全てについて全国と広島県を下回ると、とりわけ数学のＡ問題Ｂ

問題については非常に９点から８点位の差がついているというところで、大変大きな課題というふうに

受け止めております。特に中学校の数学につきましては、図形、証明といういわゆる四則計算、足した

り掛けたり割ったりという四則計算とかいうような計算問題とは違い、かなりの思考力を要する問題に

ついて厳しい状況が出ております。一方で今年度の 31 年度につきましては、小学校の国語は全国も広

島県も２点から４点上回っておりますが、算数の方が４点から５点下回ってる。中学校は国語が広島県

を１点下回りましたが、全国とはほぼ同じと。中学校の数学、これは全国、広島県ともですね、３点か

ら５点位差がついてるというのがございます。３点から４点ですね、ぐらいです。英語につきましては

全国広島県ともに安芸太田町の子どもが４点上回ってるということで、これは新聞では大崎上島町と同

じ点数で、県内では１番点数が多かったというふうな報告が新聞でされました。これらについて決して
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ですね学校としてそのままにして昨年度から現在に至っているわけでございませんけれども、受験者が

30 から 32 名程度ということで、様々な統計データが一人の違いで３点から 3.5 ポイントぐらいの変動

が出るという点ではですね、例年非常に結果が上下する状況をこれまでも持ってきております。ただ高

い点数のところで上下すれば皆さんにご心配かけることはないわけでございますけれども、残念ながら

本町の場合にこういう点でですね上下していることについて、大変ご心配かけております。現状につい

て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 

 ご質問の学力の結果につきましては、私も町広報を通じて知り得とる情報の範囲でございます。応用

力について課題があるというのは、この２、３年の結果と申しますか、分析であったように心得ている

ところでございます。そういったふうなことにつきまして、ぜひ教育委員会の方は専門の立場から分析

をされて取り組んでいただけるものと思っております。むしろ私の方は教育会議等々を通じまして広く

施設のあり方等々についての意見を教育委員の皆さんと交換しとるところでございます。近年お願いし

とりますのは、やはりふるさとへ帰るということをですね、ふるさとの魅力ということを子どもたちに

植え付けていただくような提案を教育委員会の方にさせていただいとるところでございます。そうした

ふうな心の教育といいますか、そういったふうな強い思いを持つ中で、また次の社会で次の進路でふる

さとについての色んな思いを持って活躍してくれる子どもの育成についてお願いしとるところでござい

ます。 

○矢立孝彦議長 

 中本議員。 

○中本正廣議員 

 今教育長の方から報告がありましたが、30 年度においての調査は、先ほど言われましたようにＡとＢ

というのがあるんですが、Ａの方については教科に関する調査、主として知識に関する問題、主として

活用に関する問題。Ｂの方については生活習慣、学習環境などに関する問題の調査と、児童生徒に対す

る調査、学校に対する調査というようになっております。31 年度については調査内容は小学校は国語、

算数、中学校は国語、数学、英語、聞く事、読む事、書くことに関する問題を合計するという内容にな

っております。先ほど教育長言われましたが、30 年度の理科は広島県内 23 市町の中で２番３番４番の

数字を残してます。２番３番４番が同じ数字です。算数のＡについては 13、14、15 番くらいの数字、

算数のＢについては17番目23市町の中で。国語については、Ａの方については23市町の23番目、国

語Ｂについては 20 番目というようになっております。31 年度の分につきましては、算数については、

13、14、15 の中に入ってる。国語はやっぱり 13、14、15 の方に入ってる。いう状況です。それから中

学については、理科の方はこれ30年度ですけど16番17番18番のところ。理科のＢも14、15、16。数

学のＡは 23 番目。数学のＢも 23 番目。国語は 20 番、21 番、22 番。国語のＢは 23 番、となっており

ます。31 年度については数学は 20 番と 21 番。国語は 13、14、15 の３つの中に入ってる。英語が１番、

２番という大崎上島と１番と２番同じ数字になっております。そういう結果になってるわけですね。30

年度について全国ランキング、広島県は 10 位、小学校の場合は。中学校の場合は 13 位くらいのところ

にはいるわけですが、ただ広島県の市町の中の 23 位の中のやはりこの先ほど教育長言われましたけど、

人数少ない中で順位が変動するのは確かにあると思うんですよね。やっぱりそれは、これは調査結果を

数字で表したものだけでありますが、この数字を上げることも必要でもありますが、広島県の 23 市町

の中の成績は、教育長としてどのように捉えているかを伺いたい。また 30 年度の調査内容で児童生徒

に対する調査、学校に対する調査、この内容について安芸太田町ではどのような取り組みをしたかを伺

いたい。31 年度の調査の市町別公表においては、調査結果を踏まえて、それぞれの役割、責任に応じて、

学校における取り組みに対して必要な支援、教育及び教育施設の改善に向けた取り組みを進める際の参

考にすることが必要であるとされている。これはどのように対応されるかということですね。それをお

聞きしたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 二見教育長。 

○二見吉康教育長 

 はい、背景要因というところに入ってくると思うんですけど、まず大前提として教職員は調査結果に

ついてですね、子どもに責任を問うような者は一切おりません。全て自分がなした授業の結果として受
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け止めています。というのも、本町では複式学級や単式学級しかございませんので、誰が教えたかとい

うのが全てわかる規模でございます。１学年３クラス４クラスあるような学校では、発表された数字が

どのクラスかはわかりませんし、どの学校かもわかりませんが、保護者にとっては自分の学校のどの先

生が教えた理科であるとか数学だということで、そういう点では最初に申し上げましたように、その結

果についての背景要因は全て自分の授業に追い求めていくというふうに受け止めてくれていると私は確

信しております。そういう中で、まず広島県の学力については私はこの数値だけで言えば決して高いと

はまだ言えないと思います。私も県の教育委員会にいた時からもそうですけれども、やはり県としても

全国で毎年上位にいるのが秋田、山形、福井というようなところが同じようなところが上位に来るとい

う点ではですね、なぜ同じような県が同じような成績が出るのか。広島県はなぜ同じような位置にいる

のかというのは、やはりそれは県は県なりにその分析をしております。そういう点で私たちの安芸太田

町でもなぜこういう状況なのかを毎年度分析をさせていただいておりますが、この結果についてすぐに

各学校長、また担当者にですね、個々の学校全体の数値では先ほど言いましたように大変少のうござい

ます。学校によっては３名しか受けないという学校もありますので、どの子がどこを間違えたのかとい

うことをつぶさに一つずつ調べてその時の例えば図形について、どこを何時間使ったのかと調べながら、

指導した時間、使った内容というようなものについて反省をし、それを取り返すためにどうするのかと

いう点でですね、２学期以降の授業を改善するように求めております。特に昨年度の中学につきまして

は、非常に厳しい状況ございましたので、２つの中学校ともとりわけＡ問題にあたる部分を中心にいわ

ゆる放課後の補充学習を徹底して２学期の 10 月から３月に至るまでほぼ毎日のように、日によっては

土曜日の休みの日も使ってですね、そういうことを繰り返すと。それは３年生だけではなく、２年生や

１年生にもやってきていることでございますが、そういう形でできてなかった部分をですね残りの期間

の中でしっかりと押さえていくということをさせております。今年度の結果が７月にわかりましてから

８月の校長会教頭会を通してですね、各学校でも昨年度と同じように、一人ひとりの子どもの分析をし

て、一人ひとりの個別の指導にどうあるべきかということで、指導の計画を学校なりに立てさせるとい

うこと。その実際に立てたものについて、事務局、指導主事の巡回指導をして明確にですね改善がなさ

れるよう、不十分な点は指導を加えるという形で進めております。特にまた両中学校については、昨年

度同様特に３年生、受験を控えておりますので、今年度も引き続き、放課後の時間を活用しながら、学

力補充に努めているところでございます。 

○矢立孝彦議長 

 中本議員。 

○中本正廣議員 

 はい、31年度は小学校が467校で24,006人というふうに聞いております。中学校は239校で20,889

人。小学校６年生、通常のものと、それから特別支援学級の６年生。中学校も同じように３年生と特別

支援学級、いうのが調査の対象というようになっております。数字または順位だけではないのですが教

育としてはその理解はしております。広島県教育委員会が作成した校内研修支援プログラム、IPPO です

かね。IPPO、Ｉは児童生徒一人ひとりの顔を思い浮かべ、個別の状況を把握し、丁寧な分析を行う。Ｐ

として主体的な学びの実現に向けた授業改善の手立てを明確にするためということになってる。もう

１つのＰは、児童生徒のわかったできたという笑顔の実現に向けて前向きにということになってる。Ｏ

は調査対象学年、教科だけでなく、学校全体で組織的計画的な取り組みをというのが、IPPO という形、

各学校の自校の調査結果を活用し、児童生徒の教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てること。学

校全体で踏み出す指導改善の第一歩に役立ててほしいというところから出てるということで、先ほど教

育長の答弁の中ではやっぱりそれが今の結果においての指導という事がなってると思うんですよね。こ

ういったことが今までの中で議会の中で報告があればですねそういった今回の質問等はないと思うんで

すよね。ただ議会としても予算、教育委員会の予算等がある中で、このこういった数字だけが上がって

くるとこれはどういうようになってるのかな。23 市町の中の成績で安芸太田町がほとんどが下位の方の

順番になってる。広島県も順位を落としてるんだけど、安芸太田町じゃないかなというような、変な思

いを持つようになってくると。そういったことではやっぱり駄目だと思いますし、やはりその内容的な

ものをやはり議会でも分析したことの内容、その先の手立てというのは、やはりお知らせいただくのが

通常じゃないかなというように思っております。学力テストを通じて各小中学校はどのように取り組み

をするかというのは先ほど言われたとおりだと思うんですけど、教育委員会としてはどのような小中学

校に対し指示あるいは指導されるのかというのがやっぱり聞きたいわけです。４月１日現在の幼児児童

生徒数の一覧表をこの前いただきました。安芸太田町の小学校中学校の運営、児童生徒の将来像は、こ
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ういったものを見る中でどのように教育委員会としてはやっていかないといけないのかなということを

最後に質問してこの問題を終わりたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 二見教育長。 

○二見吉康教育長 

 先ほどの IPPO というのをご指摘いただきましたけれども、これはいわゆるパソコンを使って分析す

るソフトのことも指しておりまして、一人ひとりの子どものデータを細かく１問１問入れていけばとい

いますか、そのまま調べられた調査結果を入れればですね、一人ひとりのいわゆるカルテのようにその

子の弱い点が出てくるというふうなものが県教委で作ってくれとりますんで、それを基に学校は分析し

ております。そういう中で、１つはですね、子どもたちに対する毎日のドリル、繰り返しの指導、ある

いはしっかりと考えさせるような思考力を問う授業、そういうようなものを常に追求しとるわけですけ

れども、その前にまず教師自身の人材育成ということが、本町の場合は一番課題だというふうに思って

おります。先生方の指導力、これを上げていくということが、一番大事で４月当初の人事異動により新

しいメンバーがそろった段階で、できるだけ早い時期からそういう教員の指導力向上のための授業改善

の研修等、また各学校における研修等を展開するということで、目的はまず教員の人材育成であり指導

力向上を第一にあげて、そのことを校長の一番の指導の目標にもさせております。１つは今度は具体的

に私どもの方から出向いて、主には指導主事という担当者が出向いて、一人ひとりの授業を見て、改善

すべきところをアドバイスして、その改善された状況を後日見に行くというふうな繰り返しをですねさ

せていただくということで、いずれにしてもですね、ただ直面する来週全国のテストがあるからという

ふうなことで、付け焼刃でできるようなものではございません。特に近年のこういう学力テストという

のは、記憶して解けるような問題でなくなっておりまして、文章全て読み取って解くというふうな問題

で、算数や数学も国語のような問題になっておりますので、非常に読み解く力あるいは思考力が問われ

るということでは、一夜づけでできるような内容でございませんので、地道に日々の授業を改善すると

いう点で指導しているところでございます。これからもですね特に昨年度準備して用意していただきま

した ICT 機器これを駆使しながら授業をするということがもう次の学習指導要領で出ておりますので、

これをしっかりと出していただいたものをですね先生方がしっかりと使いきりながら、それを子供たち

に意欲的に学習させる、どういうふうに活かしていくかという点が今年度後半に向けてさらなる研修を

して努めて参りたいというふうに思っております。 

○矢立孝彦議長 

 中本議員。 

○中本正廣議員 

 はい、ありがとうございました。それでは２問目の質問に移りたいと思います。旧ＪＲ可部線跡地利

用について、町長に答弁いただきたいと思います。国道 433、加計香草方面辰己屋石油店より、辰己屋

の「み」が違ってると思いますので、ご了承願いたいと思います、加計ショッピングまで、加計木坂よ

り旧ＪＲ加計駅までの間、歩道として活用することはできないだろうかということを伺います。ＪＲ可

部線が廃止となり久しいですが、廃線跡地の有効利用、活用は進んでないのが現実ではなかろうかと思

います。中国醸造によるトンネルを活用してのウィスキーの貯蔵、これは今一番有名になってるんじゃ

なかろうかと思います。まず香草から加計方面で元加計石油店から加計ショッピングセンターまでを歩

道として使用できないかということ。加計ショッピングセンターから月ヶ瀬公園入口、西旭町につなが

る通学路について最も最良だと思っております。今加計ショッピングセンターから月ヶ瀬公園まではＪ

Ｒ跡地を歩道として使っております。それからＪＲ加計駅から山崎木坂方面への線路敷について歩道と

して通学路として活用できないものかなということを、まず最初に大まかに伺いたいと思いますんで、

一つ町長よろしくお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 ＪＲの跡地の利活用についてご質問いただきました。ＪＲの廃線に伴い跡地を旧３か町村で引き受け

るというときには、いわゆる線でつないで活用をするというふうに取り組みをされてたと認識しており

ます。そのことに関する財政的な裏付け、あるいはそのことの利活用の程度等々を勘案する中で、線と

して繋ぐことは現在断念をしており、部分的にはＪＲの跡地を他の方に使っておる状況がございます。

そしてやはり道路沿線にあることにつきましては道路の拡幅用地等々として県土木事務所とですね色々
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協議を重ねて今現在に至っておるところでございます。ご質問のありましたように 433 の加計香草から

加計ショッピングセンターにつきましては、これは跡地があるということをですね材料に、その通学路

等々の確保に向けて国道の拡幅というような形でですね、県の方へ要望をあげておるところでございま

すけれども、なかなか県の方のいついつ、どのようにというような回答がないところでございますが、

ご質問ありましたようにこの地域は通学路でもあります。またやはり片方が急峻な地形でございますの

で、やはりぜひともそうしたふうな利活用ができることについて町の財源も含めながらですね、計画を

具体的にできるよう取り組みを重ねていくこととしたく思っておりますが、もう一方加計から木坂への

今加計高校の裏の旧 JR のキハがあるところからだろうと思いますが、これは今河川、国交省の方の河

川にかかっとる橋梁については基本的には撤去の方向で今色々と試算を積むべく設計をお願いしており

ます。そうしたふうなことでとてもとてもいっきにいっぺんにできるような予算規模とは想定しており

ません。やはり大変な金額になることと思いますし、そうしたふうな計画の中でやはり優先度つける中

でこのご指摘のご質問の木坂へ向けての JR のものがですね、どういったスケジュールになるのか、ま

た逆にどういったふうな費用が必要なのか、例えば極端に高額な費用がいる、逆にまたご提案のような

遊歩道として活用することによって橋梁を活用することによって費用がですね軽減できるかも１つの判

断の材料になろうかと思っておりますが、基本的にはなかなか要するにここに歩道が必要であるからと

いうような観点からの今我々の発想でございます。それともう１つ、ここはですね橋梁撤去するという

話を進めるにあたっては、やはり町独自でその撤去作業をするというよりか、太田川の改修工事と兼ね

合わせて取り組むような方策をですね、ぜひとも国交省の方にお願いすべきだろうと思っておりますし、

この木坂の鉄橋が、これ素人目なんですけれども、加計高校の裏の河川合流地点の川底が高いという私

は思いを持っております。先日も橋下の高さが足らないという表現をしたところでございますが、そう

いったふうなことによりますと、この鉄橋がですね一番先に撤去する必要性がある。あるいはその撤去

について先ほど申しますように川底を下げるという作業と一緒になって撤去がしやすい可能性がですね

出てくるんではないかと今一人思っているところでございますので、そういったふうなこと全体の撤去

の設計が上がって全体をよく見る中でやはり国やまた JR 等々の要望活動とあわせてですね、ご質問に

ありましたことについての判断をしたく思っております。 

○矢立孝彦議長 

 中本議員。 

○中本正廣議員 

 国道 433 香草から加計方面、先ほど言いましたが辰己屋石油から加計、元の加計石油店まで、これは

山が急峻で現在加計小学校加計中学校の児童生徒の通学路でありながら、危険を回避して香草弥生橋を

渡り、遅越バイパス、見入ヶ崎を経由して通学しております。これを通ると一番遠い人は 500 メートル

から１キロくらいの長い距離をどう言いますか、経由しなければいけないんではなかろうかというよう

に思っております。辰己屋石油店から元の加計石油店までを改良、先ほど町長言われましたように国道

拡幅の改良というのを頼んでおりますけれども、それを早急に JR 跡地を道路歩道整備してやっていた

だくというのが通学路としてもですね、安全面を考えても、それを早くやってもらうように頼むのがや

るべきじゃなかろうかと思います。その際ですね、歩道として加計ショッピングまでの所へつなぐと利

用価値もまたもっと上がるわけなんですよね。それは１つはですね、橋と言いますか、昔はピアと言っ

てたんですけど、これが大体今あそこに３本あると思うんですよ。それから木坂から加計駅までを歩道

として活用する利点としてですね、山崎から加計駅までの間、河川敷にその今の橋脚っていうのが何本

あるかと言いますと、17 本なんですよ。こういった数がある。合計あわせますと約 20 本くらいという

ようになります。昨日も JR の跡地のことで質問がありましたけど、１級河川の中のその河川敷内に橋

脚があると１本取り除くとすると相当な金がかかるわけですよね。そういったことの費用が撤去費用が

かさむという中でですね、住民が必要不可欠とした歩道となればですね、費用対効果いうていつも聞き

ましたけど今まで以前に、費用対効果を考えてもいろんな面で随分違うんではなかろうかと。木坂方面

からこう来ると幅が広くなっておりますので、中は舗装して横のどう言いますかガードレールというか、

あの歩道すればですね。これはその金額と比べてもですね１本のけるだけの分で全部できると思うんで

すよね。やっぱりそういったことを既成事実的にですね住民の利用度が高いという中で両方の面をやれ

ばですね 20 本がうくわけですよ。やっぱりそれは今のこれが１つの一番の言いたいところなんですけ

ど、そこのところをやるべきではなかろうかということなんです。そういった考え方があるか。先ほど

洪水域のことを言われましたけど、今のところは多分温井ダムができてからというのはずいぶん洪水の
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あれが無くなってきてるので、洪水域の高さがあるかどうかというのは専門的には建設課わかると思う

んですけど、そこらがもしわかれば教えていただければというように思います。 

○矢立孝彦議長 

 総務課、財政管財担当主幹。 

○三井剛総務課主幹 

 はい、今建設課というふうにご指定ございましたけれども、今 JR の橋梁につきまして私どもの方で

色々と撤去の方等について検討しておりますのでご説明申し上げます。今、議員からございました滝山

川の所の河川の所につきまして、実際にですね桁下高がですね 174.94。ごめんなさいね、ちょっと待っ

てくださいね。違う違う、違います。大変違います。大変失礼しました。今の桁下高とそれから計画高

水位こちらの分について計画高水位の方がですね、その桁下高よりも上にございまして、実際通常は余

裕高ということで１メートルほど求められているところですけれども、実際にはマイナスの 2.94 とい

うことになっておりますので、計画にいうそういう氾濫、それが必ず越流というかそこに至るかどうか

わかりませんけれども、氾濫と想定される部分についてはそれを下回ってるということでございますの

で、それだけを持つとなかなか危険性は避けられないということでございます。以上でございます。大

変失礼いたしました。 

○矢立孝彦議長 

 建設課よろしいですか。総務課主幹。 

○三井剛総務課主幹 

はい、今私の方に持っている額というのが過去に平成 22 年にですね轟橋の橋梁を部分的に撤去した

ときの費用、当時は 316ｍくらいあったところについて、実際に工事をしまして、その半分約 160ｍく

らいは撤去したんですが、残りまだ 100 数十ｍ残っているというときに、その時に撤去した費用という

のがですね、約6,700万でございます。それを1ｍ単価にしますと約40万円ということでございますの

で、その 40 万円ということとですね、今のもしＪＲの河川橋梁すべてをですね撤去するというふうな

計算をしていきますと、なんと 13 億６千万というふうな計算になってまいります。ただし当時の工法

ということで計算しておりますし、また皆さんご存じのとおり轟橋梁につきまして撤去した部分は、河

川の部分ではなくて陸地の部分だけ撤去したということでございますので、それに現在の工法で進んで

るところも、ある意味工法が進んでいるかもしれません。でも逆に河川の管理ということになりますと

今コンサルタントが調査している中では足場を組む、撤去のために足場を組むためには撤去に要する費

用に近しい額が求められるのではないかというふうなこともお聞きしておりますので、ちょっと単純に

額は申し上げられませんが、滝山川だけにつきましても、それらを加味しますと億単位のお金が必要と

なるということですし、全体でも今先ほど 13 億と申し上げましたが、プラスアルファの額が求められ

るのではないかというふうに考えているところでございます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 建設課長。 

○武田雄二建設課長 

 歩道として設置、歩道設置として利用した場合ですけど、現在の橋梁ですがコンクリート製の橋梁と

鋼製の橋梁がございます。コンクリート製の方は枕木とレールは撤去済みでございます。砕石は場所に

よっては残っております。それとあとコンクリート製の橋梁にも鋼製の橋梁にも手すりがついておりま

す。そちらも今腐食しておりまして、一度撤去して設置というようなことと、あとコンクリート橋梁に

つきましては、最近町道とか歩道の橋梁でも点検をいたしておりますけど、その中でコンクリートの中

の鉄筋が酸化による膨張破断をいたしまして、コンクリートの隔離が多く見られます。高速道路なんか

でも網を設置しておるところがございますけれども。そのような工事が必要になります。それと鋼製の

橋梁につきましても、これは塗装面の腐食、今度は鋼製の劣化が激しく再塗装をする必要があります。

これらの工事費を全部今回は申し上げることはできないんですけど、まず舗装今砂利道か砂利がのけて

ある状態なんですけど、その舗装を撤去して舗装をする、それと手すりを撤去して手すりを設置すると

いうのを木坂方面から加計駅方面やりますとこれだけで３千万円。それと今度詳細な調査をしなくては

わからないのですが、コンクリートの先ほどの剥離の補修工事と鋼製の腐食の塗装工事は詳細な測量設

計を行わないとわかりません。あと仮設関係ですけど、こちらにつきましてやはり川の中だとか今の盛

土羽をあがったりだとかいうような仮説道が必要になりますので、このへんについてはまだ膨大な費用

が掛かると思っております。今のわかる範囲ではその程度でお答えいたしておきます。以上です。 

○矢立孝彦議長 
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 中本議員。 

○中本正廣議員 

 町長、住民の安心安全という町づくりということでですね、またそれから町の財政とか色んなこと考

える中で今の橋梁については全体では安芸太田町の中で 75 基くらいあるというように私は聞いてるん

ですけど、その中の今のところでやれば 20 基くらいがなんとか処理できるということ。町の財政考え

てもですね、いろんな面を考えても、そういった既成事実的な物、住民に必要でというか安全安心と言

える町づくりになるよというようなことで何とかそこを作るような形を夢描いたらどうかなと、そうす

れば町の財政的にも負担が少なくなってくる面があるんじゃなかろうかというように思っております。

今すぐでもすぐ行動を起こしてやるべきじゃなかろうかというように思っておりますので最後に答弁い

ただいて終わりたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 まずは今調査を委託しております結果をですね受け取って、検討したいしだいです。それとやはりそ

うしたことが実現できるためにどのような財源が確保できるのか、またあるいは国なり JR にどのよう

なお願いができるのかをですね、まず整理をしてみたいと思います。そうした中でやはり先ほどから繰

り返しますように同時にいっぺんにはできるものではございません。そういった意味におきまして、他

の方法でいわゆる活用するという領域でありましたら、また検討を重ねていきたく思っております。ま

たそういったふうな観点がですね我々も不足しておりましたが、提言をいただいたものとして、これか

ら検討してまいりますのでよろしくお願いいたします。 

○矢立孝彦議長 

 以上で中本議員の一般質問を終わります。通告による一般質問は全部終了しました。これで一般質問

を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。 

○伊藤真由美議会事務局長 

 ご起立願います。一同互礼。 

午後４時22分散会 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


