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令和元年第６回定例会 

（令和元年９月１３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．議案第76号 

 

○矢立孝彦議長 

 日程第１、議案第 76 号、安芸太田町立学校設置条例の一部改正についてを議題とします。なお、議

案の説明は先日行われていますので、これから質疑を行います。質疑はありませんか。１番、大江厚子

議員。 

○大江厚子議員 

 おはようございます。では質問をいたします。まず１つ、一昨夜、９月 11 日に戸河内小学校の方で

戸河内幼稚園廃園の説明会がありました。その時の状況とその説明会の保護者住民の意見等を受けて行

政としての受け止めをお願いします。それから２番目、子育て支援に関するアンケート調査報告書の中

で、ちょっと２つほど私があっこれはというものがありました。１つは教育・保育事業所を選ぶとき、

特に重要視することということで、１番多かったのが居住地に近い場所 70 パーセント、その次が勤務

地に近く通勤に便利なところ約 30 パーセントでした。もう１つの質問として、利用開始時間は朝７時

台からお願いしたいというのが 20 パーセント、８時台が 45 パーセント、預ける利用終了時間は 18 時

台が35パーセント、17時台が22パーセントという回答でした。この結果に沿うのなら、ずっと言って

きてますけど、戸河内幼稚園を廃止にするなら、その後、認定こども園に移行し、戸河内地域の保護者

にとって居住地に近い場所、なおかつ利用、預ける、利用時間が長い認定こども園に移行するべきでは

ないかというふうに考えます。それはこの結果から出ているように、若い世代の保護者の声を反映する

という、そこにその認定こども園に移行する根拠は見いだせると思います。それについていかがでしょ

うか。戸河内幼稚園を廃止される廃園の理由の１つとして出生者数が年々減少している、昨年は 20 人

であったということがよく言われますが、少しずつではありますが、安芸太田町そしてこの地域にも転

入者があります。さらに転入者の出産も考えられます。そうした未来へ向けての数についてはどういう

ふうに考えていますか。４つ目、誰もが認める戸河内幼稚園の立地の良さ、何回も言いますが、小学校

へ隣接している、そして広い運動場、また近くには広いプールや診療所やふれあいセンター、体育館が

あります。また小学校との行事の共有もかなりあります。そして地域との交流の長い歴史があります。

こうした数えきれないくらいの有形無形の財産をゼロにしてでも廃園すべき理由というのは何なんでし

ょうか。最後の質問ですが、戸河内幼稚園廃止に対して戸河内地域の住民の行政に対する不信感、諦め、

特に若い世代、若者の将来への期待の創出、この町で生きていきたい、暮らしていこうとする思い、そ

ういうものを踏みにじることになります。そして結局はこの地域の衰退に繋がる恐れがありますが、そ

うしたことについてどう考えていますか。以上です。 

○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 

 質疑のありましたことについてお答えしたいと思います。まずご質問にありました９月 11 日の状況

でございます。新聞にもありましたが、参加の状況につきましては 17 名の皆さんに参加をいただいた

ところでございます。その内訳と申しましては、保護者、PTA の関係者が７名、それから議会議員、そ

れからあり方検討委員会の皆さんも来ていただきまして、７名、それから地域の方３名という状況で出

席をいただいたところでございます。それからこの時の状況について、主に私としては３点でまとめて

おります。１つ目は、少人数がいいというご意見の中から、先ほど言われましたが小学校との併設であ

る施設だからという、そういった立地条件のことを言われました。２点目としましては、預かり保育に

なれば幼稚園に人が増えるんではないかということをいただきました。それから３番目としては地域の

声を聞いてほしいということであったかと思っております。この点につきまして、まず幼稚園を認定こ

ども園のように長く預かる施設ということにつきましては、このことにつきましては、あり方検討委員
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会の委員さんでもございましたのでご存じかなと思いますが、行政的には人員確保の問題や施設を拡充

しての運営など考えたときに財政面で負担がかかるということで、説明があったところでありますので、

このことは先日の説明会でもお話をさせていただいたところでございます。次に地域の声を聞いてほし

いということにつきましては、議員さんはじめ、保護者や公募委員さんといった方をはじめ、あり方検

討委員会でもご意見をお聞きしているところでございますが、先日の会議でそのことにつきましても、

ご意見いただきまして、町で行っている定住対策につなげていきたいということではございましたが、

うちとしましては、当面この廃園になりました後もですね、この幼稚園舎の活用については学校施設と

して管理していきたいと思いますので、ここにつきましてはまた不足、もし答弁の方で不足がありまし

たらまたお答えさせていただきたいと思います。最後にうちとしまして少人数が良い、併設している施

設だからというご意見につきまして、ここでは転入に来られた方、色々皆さんたくさんのね、転入する

前は人数が良いと思って来たんだけれども、いざまぁ戸河内幼稚園に入ったらとても良い環境で少人数

の良さに気付いたんだというご意見もいただいたところでございます。ここにつきましては、おそらく

皆さんが子育てをする中で子どもの様子からですね、保護者の方もあぁ良い環境だったんだなという理

解を信頼をもらっているところだと思います。ここにつきましては、保護者の立場から言えば保育所で

あろうが幼稚園に通わせようがおそらく親にとっては子どもが元気にその施設に通ってくれるっていう

ところでの安心感が生まれる所ではあろうかなと思っておるところでございます。それから幼稚園につ

きましては１クラス 35 人が定員です。合併したころの戸河内幼稚園は３クラス全体で 23 人、その後平

成22年には全体でですね20人未満となり、平成23年以降10人未満となり、途中０クラスの年代の時

期もございます。また今の幼稚園の状況ですが、年少から年中と言いましても、年中と年長あわせて

５人でございます。それから、教員が２名で恵まれた環境ではあるかと思います。ベテランの教員とそ

れから若手の２人で幼稚園教育を若手が学びながら教員として頑張っているところでございます。クラ

スとしましては年長が先ほど申しましたように１人で年中が４人ですが、説明会の時でも保護者の方が

先生がきめ細かく指導して下さって本当に良い学校です、教材も色々子どもたちの年代にあわせて、や

ってくださっているので、子どもたちは安心して預けることができますし、子どもたちはお互いのこと

をよく知れる仲間関係にあるという、そういったところもご意見いただいたところでございます。しか

しながら教育委員会としてはこの少人数という考え方につきましては、ある程度まとまった人数の中で、

と言いますのも、年中なら年中、年長なら年長というそういう全体のくくりではない、その世代ごとの

ある程度のまとまった中での子どもたち同士で相談したり、色々工夫したりといった遊びの中から生ま

れてくる育まれる力をつけさせたいなということを考えているところでございます。この考えにつきま

してまた仮に今幼稚園のですね年長さん年中さんが、戸河内もし幼稚園に行ったと仮定したならば、今

の戸河内幼稚園の年中年長クラスに入った時には、20 人以内のクラスということで、そうそう大きい人

数ではない、ちょうどいい人数ではないかなと思っております。また近年の園児数をうちで申し上げま

したが、教育委員会の目指すある程度もまとまった集団での幼児教育が幼稚園では困難になっていると

いうことを、ここ数年教育委員会でも感じておりまして、そういったことも鑑みまして、この度閉園は

やむなしの判断となったところでございます。しかしながら学校教育課には教育にたずさわる指導主事

がおりますので、こういった教育にかかる部分につきましては、所管は違いますが児童育成課と連携を

取ってやって参りたいと思いますし、今年度から県の事業で保育所、幼稚園、小学校と連携して行って

いるところでございますが、この２年の授業が終了した後も、学校教育課としましては幼児教育に係る

部分については、積極的に保育所と連携してやって参りたいという思いでおります。以上でございます。 

○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 

 はい、ただ今いただきましたご質問に対しまして、子育て支援アンケート、先日お配りさせていただ

いたニーズ調査のアンケートの結果の内容に関する質問、また今後の出生者数等のですね考えの中で転

入者も含めた数値のご質問の回答、答弁でございますが、現在、子育て支援アンケート、昨年度行いま

して、その中でのご質問で、保育所、就学前施設のですね入所希望が近い場所というような形のものが

多いというところでございますが、基本的には結果の所を受け止めてるところでございます。しかしな

がら安芸太田町内においてですね、全ての子どもたちが歩いて通えるというところに就学前施設を設置

することは不可能でございますので、様々な施策を通じましてその対応をしているところでございます。

基本的には認定こども園とごうち等におきましてでもですね、遠方から安芸太田町で言えば戸河内地域

の松原の方から通っている児童もございますので、現在の戸河内幼稚園の地域方からですね、通ってい
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ただけるのに、それほどの負担増にはならないものではないかというところを考えているところでござ

います。また今後の人数増の考え等のことについてでございますけれども、昨年行われました、あり方

検討委員会の資料でもですね、お付けをさせていただいてることでございますが、町の方針を出す前提

としまして、今後の子どもの人数のシミュレーションを行っております。修学前の人口予測につきまし

ては、毎年 10 人程度の新規の転入があり、なおかつ出生率を 1.8 と上昇するものと計算をして算出を

したものでございまして、就学前児童は2020年令和２年度には204人、2040年令和22年には172と考

えられる人口の最大値においても減少が見込まれるものでございます。なお実質においてはですね本年

度令和元年度現在もですね、就学前児童は 190 人余りと、この数値で予測した人数より 10 人程度ので

すね減少という形になっているものでございます。そういうことも含めまして町としては持続可能な施

設、また認定こども園化をですね図れば子どもたちが増えるんではないかというところについても同じ

ようなシミュレーションを行っておりまして、戸河内幼稚園を認定こども園とした場合の想定も行って

おります。それにつきましては 10 人余りの入所、10 人を超える入所というものがですね予測されると

ころでございますが人件費を含む運営費が増大し、また全体的、全町的にはですね、入所児童の増とい

うようなことは見込めない中ですね、数年でまたいずれかの施設をですね廃止閉園というような考えに

至らないといけないということが明白でございますので、現在この閉園はやむを得ないものと考えてい

るところでございます。以上、児童育成課としての考えの答弁でございます。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 今、児童育成課長が申しました出生数のことですが、戸河内幼稚園部分につきましても今年度４月に

何人か増加されたということで大変好ましいことなんですが、町としましては出生予測等々と含めまし

て、定住施策をこれは全町的にやっていかないと現在ある戸河内幼稚園を除いた修学前施設及び小学校

中学校の存続がかなわないということなんで、この定住施策には全力を尽くしてまいりたいと考えてい

るところでございます。それと最後のこの前来られた若者の方の町への不信感とかいう部分があるんで

すが、そのいろんな意見は十分丁寧にお伺いをしながら、教育についても各種施策についても十分に説

明をし、町の信頼が得られるような施策を展開して参りたいと考えておりますんで、ご理解をいただき

たいと思います。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 大江議員。 

○大江厚子議員 

 説明会については私も同じような受け止めをしていますが、あの時の保護者とか住民の人の訴える熱

さみたいなものがね伝わってこないんですね。すごいものがあったと思うんですね、あの時に言わずに

はおられなかったという気持ちが、やはりそれは不信感であったり、裏を返せば将来への希望とか期待

なんですね。それを形に表すには、まず幼稚園ありき、廃園ありきではなくてね、やっぱりこの地域で

就学前の子どもたちをどう育てていくか、地域も含めてどう考えていくかっていうところの、まずそこ

の姿勢を行政は示すべきだと思うんですね。出生率も予測してと言われますけど、それはあくまで無秩

序に計画は立てれませんから、予測はすべきですが、しかしその予測を越えてでもここにかけてみよう

っていうやるべきことはあると思うんですね。例え数年後にまたそこが廃園になる状況になったとして

も、今この時点でこれでみんなでやってみたいという希望があるのなら、それは挑戦してみるというか

やってみるべきだというふうに思います。それから就学前の子ども達の教育・保育のあり方ですが、あ

る学年ごとの年齢ごとのね、まとまったボリュームが必要と言われますけど、オランダとかノルウェー

とかスウェーデンでは世代、年齢を超えたまとまりとして、教育していくっていうのが今、かなりの教

育者とか保護者の中であるんですね。それは就学前でなくて教育の場面でも、ですから今その色んな考

えがあるんだというところはね、やっぱりそのやってみる価値はあるなというふうに思います。現にこ

こはやっていて、良い状況になっていますので、それはあると思います。で、少人数と、認定こども園

が大人数と言ってもその町のような千人規模では全くなくて、それはもちろん承知ですけど、極少であ

っても、そこに価値を見出すべきものはあると思うんですね。ですからそこが専門家の目から見て、あ

る程度の人数は必要とは言われますけど、保護者の目から見て、いやいや就学前の子ども達はこれくら

いでもいいですよ、この中でのびのび大切に育てられていますよっていうそこがあれば、そこが肝心だ

というふうに思っています。それから私も話があっちいったり 

○矢立孝彦議長 
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 大江議員、質疑は簡潔に願います。 

○大江厚子議員 

 そうですね。ですからその辺はどうお考えでしょうか。それから松原からも来ているのでいわゆるこ

の方面から行くのは問題がないというふうに言われましたが、松原から行かれているからこそ、少しで

も近い戸河内地域の中央に、中央ではないけど、中央にあるところへ作るべきだというふうに思ってい

ますが、それについてはいかがでしょうか。それから若者への諦めとかね住民への町に対する不信感は

一掃するためにも地域づくりに力を入れると言われましたが、あの説明会でもありましたけど、このこ

とがまずは不信感を払しょくすることですっていうふうにあったと思うんですが、それに対してはどう

でしょうか。 

○矢立孝彦議長 

 教育委員会、二見教育長。 

○二見吉康教育長 

 議員お尋ねの件の中で、いくつかの学年がまとまって学ぶというオランダの教育のことを少し触れら

れましたけど、イエナ教育プランだと思うんですけど、これは例えば 30 人ぐらいのクラスの子どもを

３つに分けて３学年 90 人を縦に割って 30 人ずつのクラスを作ると、そういうようなもので、１クラス

で５人しかいないという問題でなくてですね、クラスの中にそういうたくさんの者がおってやってる。

やっぱりイエナプランというのはただ単に学年をたくさん入れればいいでなくて、まとまった人数のグ

ループの３学年がいるという想定の計画ですから、我々が住んでるこういうところの複式教育とか、あ

るいは幼稚園のこの５人の教育というのとは全く一致は私はしないと思ってます、イエナプランはです

ね。だからそこを混同されるとですね、間違ってくるんじゃないかなと思ってます。多学年が学び合う

ことについては、異議ありませんし、そういう教育効果も今研究され発表されていますが、それにして

も一定程度同じ年齢のものがまとまった形で学び、遊び合うということが我々は大事だというふうに思

ってですね今回も判断をさせていただいたところでございます。先日も申し上げましたけれど、同じ年

齢の子ども達が遊びの中でかけっこをしたり色んなものを作ったり相談し合ったりということをやって

いく。時にはお兄ちゃんや下の子どもとも触れあっていく。そういうことができることがより望ましい

んではないかと思っております。 

○矢立孝彦議長 

 児童育成課長。 

○園田哲也児童育成課長 

 ただいまご質問いただきました通園の問題でございます。通園におきましては基本的には当然ながら

自宅から近いところから通うというような通園手段の方がより負担感のないというのは、これはもう物

理的なものでございまして、替え難いものであるというところについては認識しているところでござい

ますが、先ほどから答弁させていただいておりますように、人数の問題であるとか運営費の問題である

とか、またその近隣の同じような就学前施設の状況でありますとかいうことを鑑みまして、色んな所で

通園の負担を越えるものがあるというところのものは、替え難いものがあるというものでございます。

なお通園等の負担についてはですね、できる限りの解消とかいうところとか、支援とかというところを

町においては考えているものでございます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 学校教育課長。 

○児玉裕子学校教育課長 

 先ほど今の児童育成課長の方から登園についてのこともありましたが、学校教育課としましてはこの

ことにつきまして、過疎化による少子化で教育施設が統合されるということは避けられないことかなと

は思っておりますが、そういった中で学校へはスクールバスが今走っているところでございます。そう

いった中におきまして、学校教育課の担当としまして、学校教育のとか幼児教育の方の充実の方をです

ね定住につなげていけるそういう題材になればということで思っておるところですが、例えばそういっ

た通学に対する負担の考え方ですけれども、そこを逆手にとって例えば普段だったらみんなバラバラで

行くところをまとまったバスの中で友達同士、時には喧嘩することもあるかもしれませんが、交流した

りという場にもなりますし、保育所で言えば親と子の車だけの楽しい会話する空間も生まれてくるかな

という、そういう考え方もどうかなということを１つ思っております。ですので学校教育としてはある

程度まとまった集団の中で教育というものをしていきたいということの中から、なかなかうちの町は自

慢できるものを持っていながら、それをこうですという PR が下手なものですから、あれですけれども、
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そういったところも PR しながら、そこが定住の施策の一助になればという思いではおります。以上で

す。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 この前説明会でも申し上げたんですけど、今回の就学前教育のあり方検討委員会等々につきましては、

当初予定しました回数を越え６回にわたる質疑をいただきました。色んな意見が多数出たものですから、

会場の方で３回程度では終わらんのでは、住民意見が反映できないということで６回にわたって協議を

いただき、今回の報告書になっておるところでございます。それとその後も戸河内幼稚園の廃園につき

ましては、現在在園しておる子ども達の卒園までは園を設置するよという内容、それと令和２年度にお

きまして、年少児の受け入れにつきましても、そういった途中で転園しても受け入れをしてほしいとい

うような意見もありまして、そこらあたりも今回かなえておるところでございます。そういった意味で

今回の幼稚園の廃園につきまして、教育委員会、行政としましては、十分に時間をかけて丁寧に進めた

ということをこの前説明をさせていただいたところでございます。それと最後の不信感についてですが、

まずはこのことっていうのは幼稚園の廃園を撤回することだろうと理解いたしますが、教育委員会、町

としましては戸河内幼稚園の廃園を提案させていただいております。今後その保護者及び地域の方から、

これ参加された地域の参加者からの要望につきましては就学前教育、認定こども園なり保育所なりに入

って、要は同じような教育を受けたというふうに納得していただけるように、就学前教育の充実を図っ

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 

 大江議員。簡潔に質疑願います。 

○大江厚子議員 

 はい、通園についてですけど、筒賀保育所は通園バスをなくすという方向にいきながら、戸河内地域

はそういうふうに乗せるということが可能なんでしょうか。それから車の中でというのはありましたけ

ど、歩いて親が、保護者とね子どもが行く楽しさっていうのが十分にあります。それからイエナプラン

のことを言い出したのは、まとまって学年ごとに教育保育すべきだからということを言われたので、そ

うじゃない考えもあるよってことを言ったんです。そしてなおかつ人数は少ないながらもそういうこと

をしているっていう良さみたいなんをね、やっぱり認めるべきだというふうに思っています。じゃあ廃

園でいいです、その後の認定こども園もいりません、だからこういう良い条件を付けてくださいじゃな

いんですよ。ここの素晴らしい環境の幼稚園をどういう形でもいいから残してほしいという、そこなん

ですよね。もう３回でこれで終わりますが、そこはどうでしょうか。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 通園手段につきましては、町内就学前教育の各保育所、認定こども園につきまして、合併以来の課題

でありまして、筒賀保育所につきましては通園バスが走っている状況ありますが、これも公用車の観点

から是正をしていかなくちゃいけない今取り組みをしているところでございます。先ほどの学校教育課

長の答弁でちょっと若干誤解されとると思うんですが、要は今回戸河内幼稚園を廃園するにあたって通

園バスを確保するとかいう質問、答弁ではございませんので、そこはご理解いただきたいと思います。

要は他の保育所と同様にやっぱり保護者の方が送っていただくという選択肢になろうと思いますんでよ

ろしくお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 教育長。 

○二見吉康教育長 

 イエナプランについてやはり少し誤解されている部分私はあると思ってるんですけど、本町の場合に

は幼稚園が今現在で複式の状態です。ですね、年長と年中さん。戸河内小学校の中学年高学年、あるい

は筒賀、上殿、それぞれ皆、複式学級を抱えています。私は本来基本的には各学年での教育をなされる

べきだと、複式という環境そのものは決して良いものではないんです。そういう点でですね、学校統合

も進めてきたわけです。しかしそれでも過疎が進み少子化が進んで、やむなく複式にしておりますけれ

ども、色んな形で今小学校でも単式で授業がきちっとできるようにしていくということが、子ども達の

学習を保障していくことになると。あるいは子どもの学びを保障するにしても、やはりある程度でディ
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スカッションができ、相談し合い、ぶつかり合う、そういう環境という点ではですね、いわゆる極少規

模における複数学年のと言われますけれども、それは少し教育の狙いからすればですね、なかなか目的

が達成しにくい環境でないかと思っております。 

○矢立孝彦議長 

 ４番、冨永豊議員。 

○冨永豊議員 

 これだけ議論尽くされて私が出るような幕じゃないんですけどね、私も意見を、町民からの意見を聞

いて今の議論の中で思うことは、今回の幼稚園の廃止については、致し方ないだろうと、人数的なもの

からと思うんですね。要するに今聞いておりましたら、この価値観の埋め合わせっていうのは、埋めて

いくっていうのはね、できるもんじゃないだろうと思ってます。それでいくら行政側の方が技術的なも

のをしゃべられたとしても、この価値観はそういうものでもないと思ってるんです。問題はこのエネル

ギーを要するにまちづくりに変えていくということに、変えていくんだということで捉まえてほしいん

ですよ。でね、そのためにはこれから私も言われてることは、地域住民によっての主体によっての、や

はり子どもに対しての今おかれとる立場の環境の良さについては、まだまだ納得、その価値観において

は納得されてない面があって、これがどうなるかわかりませんけど、地域主体の運動で、そういったこ

とが求めらるようなことで、要望などがあれば、その窓口だけは広げておいていただきたい。そしてそ

のことをやはりそのエネルギーをどちらに転んだとしても、町づくりのエネルギーに変わっていくんだ

ろうという捉え方でお願いをしときたいと思いますので、私からは要望しておきますので。以上終わり

ます。回答いりません。答弁いりませんので。 

○矢立孝彦議長 

 他に質疑はありませんか。３番、平岡昭洋議員。 

○平岡昭洋議員 

 あり方検討委員会の委員の１人で、ここで初めて言いますが、私は戸河内幼稚園、戸河内幼稚園は昭

和 27 年にできたと知りましたけれども、私が生まれたのが昭和 27 年、私が生まれてすぐに新しいとこ

ろに入ったと。その幼稚園の閉園についてですね、私は去年賛成をしました。なぜ賛成したかと言うと、

客観的に見て、私の生き方がそうですから、やはり経済的な合理性が少ないと考えるものは、これは致

し方ないであろうと。特に長年町中におりましたんで、やはりたかだか 10 分程度余分に通園、バスな

んかを使えばですねいけるところにもし施設があるんであれば、その労を惜しむということまで、こち

らのお金を使う理由があるのかといった場合、現実的には幼稚園の人数がその当時３人でしたか、今で

５人ということは、合理性が無いんだということを思いましたんで、本当に自分の中では忸怩たる思い

で賛成をいたしました。今思うことはですね、最近もずっと考えております。運動会を見たらやはりい

いなぁと、幼稚園もいたらと。多分、あるところで言ったように戸河内が今なんだかんだ言っとるけれ

ど、俺たちはもっと昔にその思いをして子ども達を町に、加計とかですね、そういうところに出してる

んだと言われたことは何回もありますんで、少しおごりの部分があるかもしれません。ただ１つ思う事

はですね、やはり現実的に過疎化だから仕方ないというのはですね、やはり町の言い分というのは若干

矛盾していると、そこをずっとこの１年間言っております。5,800 人の中期目標出してるの本当に現実

的なのか、本当にやる気があるならこんなことは起こらなかったと思うんで、それよりはですね今もう

すでに人口は過疎化するんだという前提のもとにですね手を打つというのは非常に一見合理的に見える

けれど、実際にはやはりこれまでの人口政策とか過疎化政策とかに、どこか抜かりがある、移住政策。

その点についてまだ発言を聞いておりませんが、町長にどう考えているか聞きたいとちょっと思います。

今のですね過疎化に対してですね幼稚園というのも実際これだけ人数が減ったというのはですね、そう

いうことは起因して起こってることだと思うんで。現実的にこれからどうしたいのか、その子ども達と

ですね。どうやって増やすのかとか。そういうことの本当の構想を持ってるのか、そういうことを聞き

たいと思ってます。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 今議案とは違う考え方で答弁をしなくてはならないと今思ってるところでございます。安芸太田町の

長期総合計画、これは何と言いましても定住施策が最終な最終的な目標、そのためにいろんな手段を講

じるという取り組みで計画を立ててるものと私は捉えておりますし、私たちの計画の成果はまさに人口

で評価されるものだとさえ、今、今日の状況は厳しいところに来とる思っております。そういった意味
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におきまして、やはり財政の面もそりゃあ当然教育もありますし医療もありますし、色んな幅広いこと

をトータルでですね、やはり今おる我々が安心していけることがよそから見られたときに魅力ある行っ

てみたい住んでみたい町につながるものだという施策の展開をしとる所でございます。それが十分にで

すね効果を表してないということは先ほど申しますようにバロメーターは人口であるという認識の中で

はご指摘のとおりでございますが、やはりこれを維持していかないことには、一般質問にたくさんござ

いましたこの広い面積をですね、どのように維持していくのか。1 つ例をとって冬場に除雪がございま

す。色んな生活をされる方がおられます。そこの生活を確保するためには、仮にお一人であろうと１軒

だろうと除雪という行為はこれはやっていかなくてはならない行政として。そのコストを先ほど、要す

るにコスト論で話をされた時には大変採算の悪いことになります。そういった意味におきましても重ね

てですが我々の施策の第一の目標は第一の目標と言いますか、第一の評価というのは、人口だろうと取

り組んでおるところでございます。それが十分でないことについてはですね、またご意見いただきなが

ら今計画を進めております第二次長期計画の下半期の計画についてぜひとも活かしていくようなご提言

を賜りたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 他に質疑はありませんか。 

                  （なしの声あり） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。ま

ず原案に反対者の発言を許します。１番、大江議員。 

○大江厚子議員 

 はい、大江です。反対討論をします。私は安芸太田町立学校設置条例の一部改正について反対です。

安芸太田町立学校設置条例第１条、町は小学校、中学校及び幼稚園を設置するから幼稚園を削除し、ま

た第４条幼稚園の名称及び位置は別表第３のとおりとするを削ります。そして別表第３を削ると、この

町から完全に幼稚園をなくす、住民から言えば幼稚園を失う、奪われることになります。就学前保育・

教育の場の選択肢は狭められるということです。さてこの改正が具体的に意味するものは、戸河内幼稚

園の廃園です。町はこの廃止決定において、就学前保育・教育あり方検討委員会の報告に沿うものであ

ると説明されてきました。しかしこの報告書には施設の存続を希望するとの意見もあったことを踏まえ、

統合実施に当たっては保護者・関係者との十分な協議を行っていただきたいとあります。さらに次に戸

河内幼稚園の項目の中で、現状統合推進基準である５人を下回る入園者であるため、廃園とする。ただ

し存続の希望また認定こども園へ移行との意見もあり前段で述べた協議を含め対応を十分に行うことと

重ねて保護者地域へ配慮を要することが述べられています。この報告書が提出されたのが昨年 10 月で

すが、それからこの間、どれほどの保護者関係者、地域との協議がなされたでしょうか。報告書には十

分な説明をするとはなっていません。十分な協議、つまり皆が寄り添って相談することが求められてい

ました。一昨日、11 日に地域へ向けての戸河内幼稚園廃園の説明会がありました。その場で園児保護者

や地域の方の意見は、胸が熱くなるものがありました。半年前に I ターンで来られた方が、わずかの在

園期間にも関わらず、この幼稚園の魅力、少人数の良さや小学校の併設、環境の素晴らしさ等を余すと

ころなく話され、認定こども園として残してほしいと切望されました。また地域の方は子どもの施設を

なくすことは、この地域、町に住もうという若者の希望を奪うことになる。住民の心は町から離れてい

く、出ていく、町長の言われる協働のまちづくりは何ですかと訴えられました。まさに訴えるというこ

とでした。一見、多くの住民の方々は、幼稚園廃園に無関心のように見えます。しかし何を言っても無

駄だとあきらめがそうさせているのです。誰がそうさせたのですか。これまでの町の姿勢ではありませ

んか。その現状の中でこうして行政に希望を伝える若い世代がいる。言わずにはおられない人がいる。

それはこれからの安芸太田の将来を思うとき本当に宝です。これまでこの町からどれだけの中学校、小

学校、保育所、幼稚園が失われたでしょうか。子どもも大人もそれぞれに喪失感や諦めを抱いています。

例え他の地域であっても本当に心が痛みました。そして人数が少なくなれば廃校、廃園とする。こうい

う政策を続けていればこの町は子ども、若い世代にとって生きづらい町になります。反対にみんなで考

えを出しあい、あらゆる可能性を探ろうとすれば、例え結果がどう出ても次の希望へ繋がります。就学

前保育・教育あり方検討委員会は期日を定めて廃園するとは言っていません。なぜこの時期に２年も先

の廃園を決めてしまわなければならないのでしょうか。入園、募集停止も撤回されました。今早急に廃

止をしなくても、条例上何の問題もありません。地域に子どもの施設を残すことを協議することは、住

民特に若い世代が子どもの保育施策やまちづくりに参画するとても良い機会であり、乳幼児教育を志す

学生も入って、今後のまちづくりを考えることが出来れば良い宣伝になります。検討委員会で、あり方
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検討委員会で幼稚園から認定こども園移行の場合の試算を出していただいています。これを再度みんな

で検討することはしてもよいのではないでしょうか。地域を越え世代を越え、地域の大切な子どもたち

の保育・教育を具体的に考える、この希望ある実験的取り組みを支援していただきたいと思います。安

芸太田町学校設置条例の一部改正反対への賛同を求めて私の反対討論を終わります。 

○矢立孝彦議長 

 他に討論はありませんか。賛成の立場ですね。11番、中本正廣議員。 

○中本正廣議員 

 戸河内幼稚園の廃園については、降って湧いて今回出された問題ではなく、以前から取り上げていた

問題である。平成 30 年４月にようやく新たな安芸太田町就学前保育と教育のあり方検討委員会が設置

され、検討されてきました。戸河内幼稚園については現状統合推進基準である５人を下回る入園者であ

るため廃園とすると報告がなされております。今まで町内において、小学校中学校保育所の廃校、廃園

が行われてきているところであります。その中でどの地域でも地元に学校保育所が無くなることについ

ては、地域は誰もが反対でありました。少人数の良さ、戸河内幼稚園だけがそういったことではなく、

どこでもそういったことはありました。私の地元である津浪地域におきましても当時 10 名から 15 名だ

ったと記憶しておりますけど、入園者が。ただそれは 10 名を下ると経営面からというと採算性はでき

なくなってくるのは現実です。加計認定こども園に行くようになって一番心配したことは、園児からの

声。通園するようになって通園児に聞きましてところ、友達がたくさんできて楽しくて仕方がないと言

ってくれました。それを聞いて私は本当にその当時安堵した思いを持っています。地元に残せと言う親、

大人が考えてる思い、そういったことはあると思いますが、子どもの立場になって考えるべきであると

いうように思っております。地域の方々に安芸太田町全体としての考え方、第一は児童生徒園児のこと

を一番に考え、苦渋の決断をされてきたというのが今までの現実です。議員としては個を見ることも必

要であるが、将来的な全容を見据えての決断をすべきである。よってこの議案第 76 号については賛成

するものです。 

○矢立孝彦議長 

 他に討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第 76 号、安

芸太田町立学校設置条例の一部改正についてを起立により採決します。お諮りします。議案第 76 号に

ついては原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

                  （賛成者起立） 

 起立多数です。従って議案第 76 号、安芸太田町立学校設置条例の一部改正については原案のとおり

可決しました。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第２．議案第79号 

 

○矢立孝彦議長 

 日程第２、議案第 79 号、令和元年度安芸太田町一般会計補正予算（第３号）を議題とします。議案

の説明は先日行われていますので、これから質疑を行います。質疑はありませんか。10 番、吉見茂議員。 

○吉見茂議員 

 それでは私の方は株式会社恐羅漢の人工降雪機整備における補助金について質疑の方をさせていただ

きます。質問の方は５つぐらいありますので、１つずつさせてもらったらというふうに思います。今朝

中国新聞で観光の目玉にというような新聞報道もされておりますが、内容について不確かなところもあ

りますので、５つの質問をさせていただきます。まず最初にこの地方創生推進交付金事業決定に至った

経過、要望書多分恐羅漢の方から２月か３月になかなか暖冬によって観光客が約３分の１になって、な

かなか運営資金も大変だという中で、融資制度を創設について要望があったかと思いますけれども、そ

の要望書提出から今回の降雪機の整備補助という形に考え方というか要望から変わってきたというふう

に思いますけれども、その経過についてわかれば教えていただきたい。今日の新聞報道にもあったよう

に、国に申請して許可が下りたのは８月というふうには聞いておりますが、その間の色々な協議、難し

い部分もあろうかと思いますが、町としてこういうことでこういう政策に至ったと決定したということ

がわかれば教えていただきたい。また議会に説明があったのは８月の 20 日、全員協議会でペーパー

１枚の資料で説明がございました。９月５日の全員協議会では詳細な説明はありましたが、交付金事業

とはいえ、一般財源約２年間で 8,800 万を支出する重要な内容であって、８月に許可が下りる、申請す
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るまでにですね、何らか議会の方に対して事前にその協議ということがあってもよかったのではないか

というふうに思いますが、その点についてお聞きをいたします。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 今回のまち・ひと・しごと創生事業の内、恐羅漢への降雪機の補助金につきましては、恐羅漢さんの

要望については議会の方にあがっていることは承知いたしておりまして、やはり降雪の少なさ等々で相

当苦労されとるという状況であることは承知しておりますが、それに個別に応えるという施策ではござ

いません。うちのまち・ひと・しごと創生総合戦略において、外国人観光客の誘致及び冬季観光客の誘

致というのは、うたっている部分でございまして、今回の推進交付金を申請する前提条件として、町の

まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲載してあるということが１つの条件となっておりますので、今般

この冬季観光客の充実ということを実現する為に、内閣府の方と相談いたしまして、今回の申請を行っ

たものでございます。もう１点、決定の経緯なんですが、要は町が交付申請を行い、内閣府の地方創生

担当の職員とはやはり色んなチェック項目が入ります。要はこの地方創生推進交付金につきましては、

ただ補助金を出すだけでなしに、町が目指した KPI、目標設定、それを実現する為に具体的な施策をあ

げなさい。そういったやり取りが何回か実施されて今回の交付決定に至ったものでございます。議会の

説明でございますが、８月 20 日、全員協議会の方で説明を申し上げたのが最初でございました。重要

な課題についてはできる限り早期に議会の方へ相談申し上げるというスタンスはございますが、交付決

定前に要は申請段階で議会の方へ説明するというのは通例行っておりませんので、その辺はちょっとも

う少し早めにあれでも相談すればよかったのかなという気持ちはございますが、そこの８月 20 日にな

ったということについて、失念があったというような考え方はございませんのでご理解をいただきたい

というふうに思います。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 商工観光課、片山課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 はい、融資に関する相談的なことを含めて補足をさせていただきます。年度当初隣町ともこういった

同様の雪が少ない状況でのスキー場運営に関する相談なり、経営の提言を担当課長同志で話をした経緯

もございますし、県の観光課の方にも要望という形でどうだろうかというような相談をしたこともござ

います。しかしながら、当時の春の時点では有効な施策はないということが回答があったところでござ

います。またその後において、他県におけるこういった補助金制度といった融資ですね、有利融資も含

めた部分が過去にもあったということもありましたけれども、その事例につきましても当時の経済対策

を活用する中で、単年度事業ということで、現在は都道府県の中ではそういったものが無いというよう

な実態を聞いてるところでございます。そういったことから、交付金の方も検討された部分の所はある

かもしれませんけれども、現時点では補正の予算のとおりでございます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 吉見議員。 

○吉見茂議員 

 はい、了解しました。続いて公益性の基準についてです。補助金を出す場合、利益を追求する会社や

企業であっても公益性が無ければ交付対象となりますが、その基準をどのように考えられているのかお

尋ねをいたします。失礼しました、後の３つもあわせて。３番目は株式会社の経営状況についてです。

平成 23 年から 30 年の年度別の損益計算書を拝見をさせていただきましたが、なかなか当初４年間はプ

ラスで推移をしていたようですが、平成 27 年度からマイナスになっていったというような状況でてお

りますけれども、町は株式会社の経営状況をどのように分析をされているかをお尋ねします。続いて

４番目、５番目もいきます。全国のスキー客の激減、スキー場の閉鎖をどのように認識をされているか

お尋ねをいたします。最後に全国の自治体で民間スキー場の人工降雪機設置に対して、補助金を交付し

ているところがあるか伺います。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 第三セクターを含めて民間企業への補助金の支出については、過去色んな裁判例等々もあることを存

じております。その中でやはり一番重要なのは公益性だろうというのが判例等々でうたってあります。
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今回の事業につきましては、地域の経済の活性化及びその町が目指すインバウンド、外国人観光客の増

加、それと冬季観光の充実、それと当該会社が地域で雇用している人員の状況、それと消費額の状況

等々総合的に勘案する中、さらに当該会社が住民の出資によって設立されたという設立の経過等々を鑑

みまして、当該補助金には公益性が存するという判断に至っております。あわせて国もこの推進交付金

については民間企業であっても、町が戦略的に取り組む施策については補助金を認めるという解釈の中

で、今回交付金決定をいただいておりますので、今までの補助金のあり方という部分につきましては若

干国の考え方も変わってきてるんではないかというふうに思うとこでございます。２点目に経営状況で

ございますが、各企業のことでございますので私がとやかく言える問題ではございませんが、やはりス

キー客の減少によって現在非常に厳しい状況にあるということは承知いたしておるところでございます。

町といたしましては、当スキー場が、当該地域に与える色んな数々の影響、それと町が進める冬季観光

客の増加ということに着目をいたしまして、今回の推進交付金を申請し決定を受けたものでございます

ので、何とか町全体で盛り上げてスキー場の経営が好転することを望むところでございます。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 スキー客の動向というようなご質問があったところでございます。確かに私自身も今かつてのような

スキー、スノーボードの部分は下火傾向であることは認識しておりますが、やはりそれが全くなくなる

という状況ではないと思っております。でありますので、我々の冬季のインバウンドを含めた施策の中

にはやはり大きな魅力を感じておりますし、可能性を信じております。また１つそこにはですねこのよ

うに雪が少ない、先ほど質問ありましたように、その愛好家の数も減る中で、まさに今ふるいにかけら

れとるのが各施設ではないかと思います。その中で先ほどから申しますように、国のインバウンドをや

っていく中にはですね、ぜひともこれは良いチャンスだろうと逆に、今そういう厳しい状況が続く中で

こそ私たちが次の活路を見出すチャンスだろうと思って提案させていただいているところでございます。 

○矢立孝彦議長 

 企画課、二見課長。 

○二見重幸企画課長 

 はい、全国のスキー場が減少しとる現状をどう受け止めるかというぶんなんですけれども、閉鎖にい

たるスキー場の多くはかなり小規模なスキー場が閉鎖せざるをえない状況になるケースが多いというふ

うに見ております。ですので先ほど町長も申し上げましたように、一定のマーケットが恐羅漢の場合、

九州、四国、それから中国地方、一定のマーケットございますので、そこからの誘客については今後の

インバウンドの期待も含めて十分に可能性があると考えているところでございます。それから全国のス

キー場で民間のスキー場に降雪機の補助をしとるという例があるかということなんですが、色々と知ら

べてみたのですが、町設置のスキー場に町が降雪機を導入しているというケースはたくさんございます。

町のスキー場に運営会社と町が負担し合って人工降雪機を導入したという例もございます。ですので降

雪によって、人工降雪機を設置した例というのはございます。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 若干最後の質問の補足をしておきますと、スキー場への補助金が例があるかどうかというよりは、民

間への補助金が実際あるかどうかということが論点だろうと思います。町においても企業誘致でありま

すとか、がんばるビジネスでありますとか、各種補助金を民間企業に支払いをしておるところでござい

ます。これは全国的にも国の施策の中にも民間への補助金っていうのはたくさんございますので、そう

いった意味でちょっとご理解いただけたらというふうに思っております。 

○矢立孝彦議長 

 商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 スキー場動向の補足をさせていただきます。御承知のとおり 2025 年特定フロンの廃止等々に伴いま

して、そのフロンを使った冷却に伴う人口降雪機の更新っていうのを各スキー場は抱えている問題かと

思います。天然雪ならそうでもないんですけれども、そういった更新が多額になるため、その投資につ

いては各スキー場の課題になるといったところで、経過的には温暖化も背景にはございますけれども、

淘汰されていくものというふうな認識はしております。以上です。 
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○矢立孝彦議長 

 吉見議員。 

○吉見茂議員 

 はい、ありがとうございます。私も安芸太田町に１つだけのスキー場である恐羅漢についてはしっか

りとその先頭に立って頑張ってほしいという気持ちがあります。そのためにも今回人工降雪機というこ

とですけれども、本来その暖冬で雪が無い時の対応いうのは必要だと思いますが、色々この間そのイン

ターネット等でスキー場のこととか、降雪機のこととか、色々見ましたけれども、やはり降雪機を入れ

てもやっぱり廃業するところはあったりもするんで、ネットで見ると恐羅漢の魅力はというところに書

いてあるのは、やはり自然の雪、やっぱり人工の雪ではなくて自然の雪が素晴らしいという評価がある

ということで、人工降雪機も大切ではありますけど、もっとその自然の景観も含めた、その皆さんにそ

の来ていただける施設を目指していただきたいなということと、併せてやはり年間スキーがあいてるの

が３ヶ月くらいですから、年間で言ったら３分の１、４分の１になってしまうんで、多分企業の方もそ

の春から秋にかけてのこともしっかりと考えておられると思いますが、やはりそこのウェイトをもう少

し高くするいうことも当然必要になろうかと思いますので、今回その降雪機にその税金を投入するわけ

ですから、町の方もしっかりバックアップをしていただいて、少しでもお客さんが増えるような形をと

っていただけたらというふうに思います。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 他に質疑はありませんか。１番、大江議員。 

○大江厚子議員 

 今の吉見議員と重なる部分がありますが、質問いたします。３つです。１つはこの事業に対し、事業

ですよね、その中で、インバウンドそれから冬季の観光ということについてが大きなものだと思うんで

すけど、その中で特に予算の大部分を特化して人工降雪機に使用するっていう、そこがとても引っかか

る所でして、こういう事業をいつ、どこの、町内のどこの何というどういう協議会で、協議され決定さ

れ、国へいつ申請されたのか。その協議会なんですかね、良くわかりませんけど、その中でどういう議

論が行われたのかということを１つお願いします。それから２つ目に、ちょっと前に吉和の人と話をし

たときに、めがひらスキー場は雪が降らないほどスキー客が多いと言われていたんですね。人工降雪機

があるし。で、確かに、資料いただいた中見ると、昨年の索道収入は他のスキー場が落ちている中で唯

一収入をわずかですが上げています。で、しかし、他のスキー場で人工降雪機を備えていても、なおか

つ去年のような雪不足の時には落ちているんですよね。その違いは何なのか。もし恐羅漢がこのめがひ

らスキー場がやっていることと同じようなことをやろうとしてるんなら、雪が無くても人工降雪機を入

れれば収入は上がると思うんですけど、その、そこの、どういうふうに考え、その分析をねどういうふ

うにされているのか。それから３つ目です。これも吉見議員と重なる部分なんですけど、私も恐羅漢は

地元の者ですし、本当にもう自分の人生の中で無いことはなかったくらいです。その、それですがやは

りこの事業に関してはとても悩みました。で、数人の人にこの事業の内容についてねどう思うかを聞き

ました。ほとんどというか全員が常識的にはこのような補助金を認めるというのはね、難しい、ちょっ

とありえんですよねと言うふうに言われましたが、今後恐羅漢スキー場を維持していくためには人工降

雪機にこの際掛けるしかないという、不安だけどこれをせざるを得ないかなっていう感想でした。意見

でした。その中にね私と同じように恐羅漢スキー場に対する思いや愛情やそれから恐羅漢スキー場が安

芸太田町の冬季の観光を代表するものであり、何とか維持してもらいたいという期待をねそこに感じま

した。そこで一般的に常識的にはしかもあまり関係のない住民にとっては、ちょっと認めることは難し

いかなという意見と、それでもこの人工降雪機にかけて何とか維持してもらいたいというこの１つの事

業の中に内在する２つの相反する意見に対して、その解離を少しでも解消すべきだというふうに思いま

す 

特に町の財源２年間で 8,800 万円というものを使いますし、恐羅漢自体が 4,400 万円を使いますので、

この事業に対する何らかの条件を出すべきだというふうに思っています。先ほども言われましたけど、

頑張るビジネスとか、それから医療技術者育成奨学金も色々な条件が付いています。今後こうした公募

なしで特定の会社への補助事業の希望がね出るかもしれません。ここで無条件にこれ、この恐羅漢の人

工降雪機を認めるんではなくて、後付けでも構いません、仕方ありませんから、条件等を整備する必要

があると思いますがいかがでしょうか。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 
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○小島俊二副町長 

 1 点目のめがひら等々の状況につきましては、企画課長の方が詳しいので後で答弁すると思います。

今回の予算の提案につきましては、推進交付金につきましては年 2 回の申請時期がございます。それで

本来であれば平成 31 年度令和元年度当初予算にものせることは可能でしたが、まだその冬季観光、イ

ンバウンドにつく観光のその事業の展開というのが、予算要求時期に間に合わなかったということで、

今回２回目の予算要求が国の方の申請に手を挙げたところでございます。特に予算の設定でございます

ので、協議会とかそういった機関に諮っておるものではございません。強いて言えば長期総合計画なり

まち・ひと・しごと創生総合戦略、そういった委員の方々の中にインバウンド施策でありますとか、冬

季観光の内容についてご相談を申し上げとるというような状況でございます。人工降雪機、今回、地方

創生推進交付金はソフト事業部分とハード事業部分があるんですが、今回の冬季観光の充実及びインバ

ウンドいうことであれば、スキー場が運営できる体制を整えるのが先であろうということで今年度につ

きましてはハード部分に重点を置いた予算設定となります。来年度以降また国に申請をして、そのソフ

ト部分等々を充実させ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。それと今回の補助金

につきましては、決定に当たりまして地方創生推進補助金の交付要綱というのがありますので、その交

付要綱の中で各種条件等々うたってあります。個別の契約書、交付決定通知書の中にそういった条件を

過去を参考にしながら内部協議して交わしてまいりたいというふうに考えているところでございます。

無秩序に補助金を出すものではございません。当然にそういった条件は入ってこようというふうに思っ

ておるところでございます。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 企画課長。 

○二見重幸企画課長 

 めがひらスキー場等の動向でございますが、めがひらスキー場につきましてはグラフでお示ししたよ

うに、雪不足においても売る上げが安定しているという索道収入がですね、索道収入が安定していると

いうような結果になっております。やはりこれはめがひらスキー場も先ほど申し上げましたように、含

む芸北エリアのスキー場は九州方面、四国方面、それから広島県内、山口県といった一定規模のマーケ

ットがございまして、そこにはやはり若者がいたり家族連れがいたりということで、その方がめがひら

スキー場も含めてこの芸北エリアにご来場になるんだと思います。昨年につきましては雪不足によりゲ

レンデ閉鎖するところが多ございましたので、どうしてもめがひらに少し偏りが出たということになり

ますので、やはりスキー場のゲレンデが安定しているところには、それらの地域の人たちが訪れる可能

性が十分あるというふうに考えております。ですので、例えば芸北のあるスキー場ではその前の年まで

あった人工降雪機を稼働されなかった。されなかったのでゲレンデができなかったので、売り上げも落

ちているというような状況がございます。ですので、ゲレンデが安定しておればお客さんがご来場いた

だけるというふうに考えております。それからさらにインバウンドも含めてですね、徐々に広がりを見

せてくると予測をしております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 片山商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 はい、ご質問等の中で、スキー場関係以外の方のうんぬんということがございましたので、補足をさ

せていただきますと、やはり冬期の観光に伴いまして、そこスキー場、いわゆるスキー場収入以外にお

いても、やはり通行する区間の中での食堂利用、給油とか当然ございます。このインバウンドも含めて

のこの交付金の使途の主なものはやはり周年的に三段峡を中心として来客がある中で冬季が弱いと。ス

キーはスポーツではありますけれども、商社とも話をしながら進めております冬季のいわゆるアクティ

ビティの開発も目指しているところでございます。そういった意味から広くですね周年の観光客を伸ば

していくというような目的でもあり、また交付条件とあわせて、副町長も申し上げましたソフト事業そ

れはやはりそれも補助して全てというものの一方通行ではございません。町施策と観光施策、あるいは

インバウンドも含めた施策とセットでございますし、申し上げたとおりの KPI という行政にも課せられ

る課題であると、いう数値であるというふうな認識でおりますので、そういったものをお互いの条件と

してですね、より充実していきたいというふうにフォローアップ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 

 大江議員。 
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○大江厚子議員 

 説明の時にも私はちょっと疑問があったので言ったんですけど、本来はまずインバウンド、それから

冬季の観光をどうするかという大きい計画があった上で、じゃあ目玉であるスキー場にどういう補助が

あったらいいかとか、ソフトの面、看板とかねパンフレットとかいうふうなところにいくのが通常だと

思うんですけど、それがいきなり人工降雪機の導入になり、特別な協議会があるわけではない中で、な

ぜここに２億２千万円の事業が入ったのかというところがとても疑問でして、だからそれはいつごろか

らそういう話をはじめられて、いつ国へ交付の申請をされたのかっていう期日とかね、その辺を具体的

に説明をお願いします。それからめがひらスキー場が雪が無いにも関わらずっていうところで索道収入

を上げたということですけど、ではなぜ人工降雪機を持っていながら収入が落ちたところは、だからそ

の差は何なのかってところですよね。どちらかというと恐羅漢はこちらの芸北の方の地域に入ると思う

んですけど、だからやはり同じこと、恐羅漢が人工降雪機を入れたにしても、やっぱりめがひらスキー

場だけの独り勝ちみたいな、独り勝ちって言ったら言い方悪いですけど、だけが収入を伸ばすのかどう

か、その辺の見極めっていうのがね、どうなのかっていう、だからこそ、そのめがひらが何で収入が上

がって他がそうならなかったのかっていうところをね、それこそ具体的にお願いします。それからこう

いう形での補助金を、補助金を入れるっていうことについて、今後しっかり具体的なことをって言われ

ましたけど、その１つでも２つでもいいからどういうことを考えておられるのか、それをお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 申請の具体的な日にち等につきましては、企画課長がまた答弁すると思います。推進交付金は私の記

憶では事前相談があって、その後申請にいくんであろうというふうに考えておるところでございます。

計画が先、単体で見ればそうなんですが、安芸太田町のインバウンドでありますとか、冬季誘客につき

ましては、県とも連携する中で事業を展開して参っております。その中でやはりスキー場がその施策の

中心になるものだろうという考え方でおるところでございます。ですから計画が全くなしに今回の事業

を展開するわけでなしに、今までの計画を基に今回の事業展開でまずは人工降雪機だろうというところ

で決定をしたものでございます。日にち等につきましては企画課長の方から。 

○矢立孝彦議長 

 企画課長。 

○二見重幸企画課長 

 はい、先ほど副町長の方の答弁にもありました。交付金の申請につきましては、５月の終わりごろに

５月中ぐらいにですね、令和元年度の第２回目の実施計画案を提出してくださいというタイミングがご

ざいます。それの締切が６月 12 日でございました。６月 12 日に実施計画を提出をさせていただいて、

それから８月の２日にその計画が採択されたという経緯でございます。それからめがひらスキー場のお

客さんが増えとるということなんですけれども、確かに増えてはおるんですけれども、安定をしている

ということなんだと思っております。他のスキー場も人工降雪機がありましても、どうしても暖冬によ

って人工降雪機を整備しているコースは十分に滑走ができるんですが、その他のコースは滑走ができな

いといったようなことで入場客が減少するというケースになろうかと思います。恐羅漢の場合、人工降

雪機によって、ゲレンデがかなり拡張できますので、そこを魅力に感じるスキーヤー、ボーダーが来場

されるという見込みを立てておりますので、天然雪だけのスキー場にかなり近いゲレンデ状態ができ、

雪が十分にあるシーズンと同様の入込客が見込まれる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 

 先ほど、めがひらさんが独り勝ちということで他のスキー場にも人工降雪機あるじゃないかという話

でしたが、商工観光課長申しましたように今造雪機、氷を作る機械等々につきましては、非常にランニ

ングコストが高くかかります。動かすことによって天然雪が降るよりやはりお客さんが来ても、相当な

ランニングコストがかかるので採算が合わない。それと将来的にフロン、もう使えない時代がきますん

で、この降雪機自体を替えなくちゃいけない。今回の機械は降雪機でございますので、そういったラン

ニングイニシャルコストが少ないということで導入を決めたものでございます。それと最後の条件等に

つきましては、国の推進交付金等々ございますんで、国の補助金適正化法の対象にはなりますんで、一

般的にいうその補助金適正化法に関わる条件等々は当然につく条件です。中には補助金の返還でありま
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すとか、やはり使途の他の人への禁止でありますとか、その実績報告義務でありますとか、そういった

ところにかかってくることでございます。町長につきましても青年海外協力協会加計拠点等々で実績ご

ざいますんで、そこらの状況を見ながら最終的に決定して参りたいというふうに思います。 

○矢立孝彦議長 

 大江議員。 

○大江厚子議員 

 だから補助金の返還もありうるということですけれども、どういうときにそういうことがありうるの

かということをお願いします。それから恐羅漢ですからどんなに暖冬とはいえ、全く降らないというこ

とはないと思うんですね。それに加えて人工降雪機の雪を加えてゲレンデをもう広く安定させるという

ことだと思うんですけど、そうなるともう天然雪ということではもう言わないということに、混合みた

いになるんですけど、そこの辺がね魅力だったと思うんですね、天然雪、スノーパウダー、天然雪、だ

からその辺をそこの読みはまぁ良しにしても人工降雪機による雪も入れて一期中安定させようというこ

となんでしょうか。それから、めがひらスキー場っていうのは、やっぱりアクセスが良いと思うんです

よね。それはやっぱり強みじゃないかなと思ってその辺も恐羅漢が、だから人工降雪機を入れたから十

分というわけにもいかないかなと思うんですけど、私はすごい希望してるんですけどね。その辺は希求

なんですけど、その変どうですか。 

○矢立孝彦議長 

 企画課長。 

○二見重幸企画課長 

 はい、スキー場、今回導入して人工降雪機を導入してコースが整理できるのは山全体ということでは

なく、立山コースという一番メインのゲレンデだったと思います。他のゲレンデもたくさん、コースも

たくさんあって、特に元の国営と言いますか、こっちのブナ坂コースとかヒエ畑コースとかいった部分

はやはり自然雪が魅力のコースだと思いますんで、その辺のＰＲもしっかりして、もしそこが少なかっ

ても十分に立山コースで楽しめますよと言うような打ち出しになろうかと考えております。それからめ

がひらスキー場のアクセスが確かに良いというのも原因だとは考えております。ただ恐羅漢もインター

から１時間くらいでは十分行けますので、それにさらにゲレンデが広うもございますので、そのあたり

の魅力発信もしっかりしていきたいと考えております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 一般的な国の補助金等で施設を整備した場合に、やはり今適化法基準が約 10 年というのがございま

す。要は建物を補助金で建てたけど、５年後に廃止したとかいうものであれば残り５年分を返還とかい

うことはあり得るんではないかというふうに思っております。その前も国と相談して、他の施設に転用

するとか色んな協議事項がございますので、それはまた国の方と協議してまいりたいというところでご

ざいます。今回、当該会社がやはり地域の若者を含めて私募債まで集めて運営しているというような施

設、会社でございまして、当地域において大きな経済的にも影響力ある会社でもございますし、個人的

にはやはり若い世代が地域を維持していくために町としてやはり支援していくことは必要だろうという

ふうに考えとるところでございます。 

○矢立孝彦議長 

 他に質疑ありませんか。５番、末田健治議員。 

○末田健治議員 

 今年の１月初めごろは雪が無いということでスキー客が極端に減少し、道の駅周辺が閑古鳥が鳴いと

る状況だったと思います。そういう中で今回の補正予算によりまして、リフトの増設ということで、そ

の効果については期待をするしかないというふうには思うんですけども、併せてこれ町長に聞くんです

が、町長ちょっと前私の印象ではインバウンドには消極的だったというふうに私は記憶しとるんですが、

今回の提案はインバウンド対策を積極的に進めるということでございますので、宗旨替えをされた理由

をちょっと聞かせてもらいたいということが１点。それから木村氏が提唱しておりますスポーツサーキ

ット構想の中で、恐羅漢を中心にしたトレイルランが今年も 800 人ぐらいが来られた競技がございます

が、町長は顧問も引かれたということも伺っております。その辺はこの施策と少し違うのではないかな、

そういう印象がございます。で、スキー場ということになりますと、どうしても加計地域から言えば戸

河内方面のことよというふうな印象がありますので、インバウンド対策もしっかりやり、町内全体をそ
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の今度明日あさってにはしわいマラソンもございますが、そういう取り組みもしっかりやって、年間を

通じて安芸太田町にお客さんが来ていただくんですよというふうな、その少し全体的な構想をですね、

やはりしっかりと述べていただくことによって、この極めて限定的なスキー場対策みたいな印象がです

ね町民から言えば、その受け止めがそこの取り組みがしっかりされることによって、ぬぐえるのではな

いかというふうな気がしますので、そのへんの見解をお尋ねいたします。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 はい、私自身のこれは頭の中なんですが、町全体の計画いう意味でなしに私自身の頭の中なんですが、

インバウンドというのはなかなか難しいという認識は今も持っております。と申しますのはやはり私た

ちのインバウンドはやはりこう自然を、私たちの観光資源はやはり自然を対象にするものである。自然

を対象にするということになると、先ほど来から課題にありますように天候に大きく影響される。天候

に大きくされるところへ例えば外国から日本旅行の計画を立てられるときにもですね、天候のリスクが

ということについてはやはり色々な制約があるんじゃないかと思うことを含めて、またやはりまたそう

したふうなエリアの中に新しいと言いますかね、コストを掛けざるを得ない、インバウンドの来客を迎

えるのには、十分満足して迎えるためには、今までにない新しいコストをかけるということが大きな課

題だろうということを含めながらですね、インバウンド自体そのことを切り口になかなか地域の経済が

というようなとこにいくのは大変課題があるのは私は今も思っておるところでございます。先ほど申し

ますように、やはり自然の中でやはりそれぞれ外国のみならず国内もですが、計画を立てるということ

には、やはり安定したコントロールできる領域がですね少なからずあるのは大きな魅力だろうと今回思

っておるところでございます。それともう１つ、やはり町全体でこの色んな施策を考えるというのはこ

れは当然のことでございますが、やはり幸いと申しますか、また逆にと申しますか、やはりこの豊かな

自然というのはこの西中国山地を中心にしたエリアにこれは集中しているのは当然のところでございま

すので、そういった切り口でこの地域の観光振興に取り組んでまいりたいと思いますし、また一方では

加計地域には温井ダムというようなことも、いう施設もございますし、一方では鑪というような切り口

もあるようなところでございます。そうしたふうなそれぞれの地域の特徴を活かしたですねメッセージ

が出せることがやはり多くの皆さんにおいでいただくまちづくりになると思います。それともう１つお

聞き、恐羅漢トレイルラン、これは計画を聞いたときにですね大変素晴らしい企画でぜひとも実現をし

ていただきたく私もお願いをいたしました。そうした中で今は私が直接関わらなくてもですね、担当課

の国や県への申請手続事務を担当するところでできとるということは、やはり民間の力でできるという

のが私は一番うれしく思いますし、今町の方でも取り組んでおります色んなイベントがございます。例

えば明日からのしわいマラソン、これもやはり行政がたずさわらずを得ない状況はあるところでござい

ますが、これもある意味民間での先ほど申しますように経済性が確保されて取り組みができれば、これ

は何を言うことも無いところでございますが、やはりそうなるためには、後の過渡期として十分我々も

できる限りの力添え、またできるだけの支援をしていく必要があろうと思いますが、恐羅漢トレイルは

独立した経済的な素晴らしいイベントになっているところでございます。 

○矢立孝彦議長 

 末田議員。 

○末田健治議員 

 特にこのことだけにこだわるつもりはないんですが、トレイルランは恐羅漢の自然を活かした非常に

参加されとる人もかなり、東京の方面からも来られ、すばらしいこの景観、自然の中でこういう競技が

できるということは、そのコース的にもなかなかないということで、評価が選手から言えば評価が高い

んですね。で、それを実行する人たちも非常に多くの労を要して、ボランティア的にコースの整備をさ

れたりしとるわけですから、そこに町長が冠でおられれば、より実行体制の士気が上がってくるという

ことを私は申し上げておきたいと思います。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 ８番、角田伸一議員。 

○角田伸一議員 

 はい、私もですねスノーパークのことについて１点伺います。導入予定のですね設備、これについて

は色々、他にもあると思うわけなんですが、比較検討されてですね、この設備に決定されたのかどうか
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ということです。それと設備の能力について伺いたいと思いますし、また現地の気候で十分にその機能

が発揮できるというデータ等がありますか。まぁ保障がありますかということです。お伺いします。 

○矢立孝彦議長 

 企画課長。 

○二見重幸企画課長 

 はい、まず機器の導入にあたってなんですけれども、現在恐羅漢スノーパークにこれはリフト乗り場

あたりにどうしても雪がはがれやすい場所があるので、そこに降雪機を導入しとる部分があります。そ

れの経験から十分に降雪ができるということでそれを実績にして機種の選定をしとるところです。それ

から気候的なことなんですけれども、これは気象庁のデータで 1981 年から 2010 年度、これアメダスの

大朝なんですが、この辺、大朝が一番近かったので、の 12 月の平均最低気温、月の 12 月の最低気温が

マイナスの 1.8 度、それから１月がマイナスの 3.8 度、２月がマイナスの 3.7 ということで、この降雪

機が稼働するのはマイナス２度からですので、大朝と比べたらかなり標高もありますので、最低気温は

下がるということで十分に稼働日数は確保できようかと考えております。それから機械の容量でござい

ますが、ゲレンデの、今想定しておりますのが、全長 1,000ｍ、最終的にはですね、全長が 1,000ｍ、

それからコース幅が 30ｍの厚さが 40 ㎝のコースができる機械を今回導入するという計画でおります。

以上です。 

○矢立孝彦議長 

 角田議員。 

○角田伸一議員 

 えーとですね、また同じくなんですが、要はランニングコストについて伺いたいと思います。まぁ同

程度のですね規模をもった降雪機、他にもあろうかと思うわけですが、まぁランニングコストもですね

機種選定の大きな要因にはなっておると思いますが、そのあたりをですね、説明をお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 企画課長。 

○二見重幸企画課長 

 ランニングコストでございますが、今回の導入する設備を稼働いたしましたら、年間 522 万円程度の

ランニングコストがかかる見込みでございます。一方、人工造雪機の方ですね、氷を砕いてゲレンデを

作る場合の費用は年間の稼働費用が 1 億円を超えるというような試算も出ておりまして、年間稼働 500

万位ですので、かなりコスト的には見合うものがあるのではないかと考えております。 

○矢立孝彦議長 

 角田議員。 

○角田伸一議員 

 ちょっと３回目ですので、ちょっと他のところを聞かせてもらいます。商工費の観光施設整備事業、

いこいの村ひろしまの工事請負がここに出ておりますが、補正ですから緊急性を要するということで、

判断をいたしますが、いこいの村ひろしまの施設整備工事で、風呂、トイレ等の修繕があがっておりま

す。営業中の設備の工事となると思いますが、営業に支障ない形でですね、これができると思っておら

れるかどうか伺います。 

○矢立孝彦議長 

 商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 はい、いこいの村の施設整備、改修も含めての話ですけれども、施設運営上支障が無いかというご質

問でございます。基本的にそれは避けたいと考えているところでございます。今後の経過的には、全員

協でもお話ししたとおり４月に向けての取り組みが別途必要となっているところでございます。このた

め、現在指定管理者が受けております予約の状況等、対比をしながら、閑散期と言ったらあれがありま

すけれども、そういったところで例えば小部屋での対応、入浴可能な対応な時期等を見極めながら、実

際の施工、今からの入札等々になりますけれども、それが決まったのちに施工業者と協議をしながら、

支障が無いように努めてまいりたいと思っております。ただ一部でですね、支障が生じるかもしれない

という可能性はあります。指定管理者と今話をしておりますのが、代替的な措置も含めてですね、今後

の運営には協力していただきたい旨を伝えているところでございます。一方トイレにつきましては、ラ

ウンジ、フロント部分が大半でございます。２階もありますので、それらの施工時期も合わせて時期を

ずらす形で調整をしたいと考えております。以上でございます。 
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○矢立孝彦議長 

 他に質疑はありませんか。２番、田島清議員。 

○田島清議員 

 私も恐羅漢について１、２点質問をしていきたいと思います。この恐羅漢の補助事業についてはこれ

が補助金のですね適正化に向けた取り組みということで、28 年の、29 年３月の資料でですね、事業新

設拡充の場合の事業検証スキームということで、補助金等の調査表、評価シート等を作成して、新年度

予算についての決定をされるような資料をいただいております。この先ほども保育所の、幼稚園のこと

でもありましたが、幼稚園については降ってわいたことじゃないとのことでしたが、これは我々にとっ

てみれば降ってわいたような提案でありますので、非常に審議するのに苦労しているところなんですけ

れども、こういった手続きがですね特命ということで今回はされていないのかどうかということをまず

伺いたい、１点伺いたい。それとですね、もう１点はですね、人工降雪機ということなんですけれども、

購入で計画されておりますけども、例えばリースとかレンタルとかいうふうな、余りにも金額が大きい

んですね、少しでも安くなる方法とかいうのは考えの中にないのかということをお伺いします。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 １点目の質問ちょっとあれでも的外れになる答弁かもしれませんが、要は平成 28 年度に補助金につ

いて、行財政改革等々の中で、現在ある各種団体の補助金でありますとか事業の補助金について、見直

しをかけるために作成したものだろうというふうに認識しております。そういった中で各事業の成果を

上げるために、どういったところをポイント的に評価するのか、というような点を設けたというように

記憶しておるところでございます。今回の地方創生推進交付金につきましては、その単年度、短い年度

の補助金でございますので、毎年度いって合併からずっと支払ってるような補助金とはまた意を異にす

る事業なり政策的な補助金だというふうに考えておりますんで、基本的な部分はその評価基準に当ては

めて評価する中で今後見てまいりたいというふうに思っておるところでございます。それと人工降雪機

の買い取りにつきましては、ちょっとまた違っていたら企画課長が答弁するんですけど、推進交付金

等々で補助金に入ってまいりますので、リースとかレンタルとかいうのはその部分についてはそぐわな

いというふうに、買い取りがその補助金対象になるというふうに理解しております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 しばらく休憩します。 

                 休憩  午前１１時４７分 

                 再開  午前１１時５５分 

○矢立孝彦議長 

 休憩前に引き続き、会議を再開します。質疑はありませんか。中本議員。 

○中本正廣議員 

 20 ページの観光整備事業、それから管理事業のところですけれども、先般新聞にも載りましたし、ま

た議会中に救急車が行ったりとかいうのがありました。三段峡で滑落した件についてですね、二人の方

が怪我をされたということなんですが、この三段峡が危ないというのはそのどう言いますか世間に出て

くるということになると、これまた観光面についてもいろんな面についても大変なことになると思うん

ですよね。だから影響をなくすためにも安全確保されるような手立てをまた三段峡全般のこの見直しっ

ていうのもやっぱり必要になってくると思うんですよね。そういったことを含めましてね、今どのよう

に考えておられるかお聞きしたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 はい、昨日の全員協でも概要を報告させていただいた事故に関する件でございます。その後の動向で

ございますが全員協過ぎまして午後、町長それから商社の武藤氏、私が町側から、それから西部農林自

然保護係からも３名、立会の中で現地まで到達して状況を確認をさせていただきました。その状況です

が、落下した高さが 6.5ｍのつづら折れの遊歩道から遊歩道への落下でございました。概要的にはです

ね、おそらくですが足を滑らせたのが発端かと思います。全員協の方では苔が全面覆いというようなこ

とも報告したところでございましたが、現在、現場を見たところでは苔は一部でございました。坂のス

タートの所に一部ありましたので、そういったことも起因かとは推測しているところです。その後の西
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部農林との話ですが、遊歩道の横に 20 ㎝の高さのコンクリートがあって、上に石がのせてあるような

形状のものがございます。事故が発生したのはそこが切れているところでございまして、その切れてい

る区間が上部で 10ｍ50、下部のつづら折れの方が 14ｍでございました。その現場での協議の中では、

こういったものを延長してほしいというような要望を町側からはお話をさせていただいております 

今後の動向については西部農林とも協議検討させていただきながら、それの実現化を早期にということ

で町長からも 10 月半ばから冬季の失礼しました秋の観光客が増えるということもあり、できる限りそ

れまでに改善をしていただきたいというような意向をお伝えしている状況でございます。また遊歩道全

般落石等も含めて、危ない箇所がここ以外にもございます。そういったものにつきましてもトイレに傾

注していたわけではございませんけれども、トイレ完成したということで県の方も自然保護の予算の中

からそういった安全対策を十分にしていきたいという意向も聞いておりますので、それを十分に活用し

たいと考えております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 中本議員。 

○中本正廣議員 

 はい、事故にあわれた方は大変だと思いますし、またその外国からわざわざ来られてですね、そうい

った目に合われて、余計にこの広島県の中の国定公園という中で、どう言うんですか、良くないイメー

ジを与えたということになってくる。そういったことが早くなくなるような払拭をしてもらいたい。そ

れとですねこの非常時の時の電話ですよね。つながるような形、だから今の所だったらドコモしかつな

がらないんですかね。そういったことを含めましてですね、色んな機種がつながるような形のものをや

っぱりやっていかないといけない。非常時の時に何があっても今回は良い具合に、まわりまわってつな

がっていったというようなことがありますけど、これが直接すぐにでもどう言いますか、救急の方へか

かるような形がとれるような手立てにするには、やはり町を上げて、どう言いますか、お願いしていか

ないといけないというふうに思います。その辺のところはどんな思いを持っておられるか。 

○矢立孝彦議長 

 商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 はい、外国の方ということもありまして、それの対応状況ですが、まだ現在掲示はしておりませんけ

れども、本日午後に掲示をしたいと考えておりますのが、いわゆる遊歩道に対する安全を確保するため

の警告文を現在国際交流員の協力も得て、このように英語とフランス語で作成をしております。こうい

ったものを現地で分かりやすいように掲示をしたいと考えております。当然韓国語とかそれも足して掲

示をしたいと考えております。それからドコモのみ、現場でも確認しましたが、確かにドコモは有効と

なっております。それ以外のキャリア、au でありますとか、そういったものについては、民活が主とな

りますので、その中でも峡内に建てたいというような許可の窓口もうちになっておりますのでそういっ

た動向を合わせて前回許可の担当者とかの方にですね連絡をさせていただきながら、十分に整備をして

いただきたいというふうな要望活動はしていきたいと思っております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 三段峡は我が町にとりまして、本当に自慢できる誘客の魅力を持ったものでございます。そうしたふ

うなことで色々と過去も安全対策また移動される方の快適性を求めた取り組みをしてまいりました。県

の方で管理していただく領域がたくさんございまして、県の方にも度々安全対策または快適性、とりわ

け近年の課題はトイレでございました。昨日も黒淵のトイレが完成したというのをちょっと見る機会が

ございましたけれども、５年間で１億をかけるような難工事でございましたけれども、完成いたしまし

た。そして今度は水梨の方にもまた大きな課題としてトイレの改修工事でございますが、そうしたふう

なことを引き続いてお願いすることと、やはり外国の方をお迎え、外国の方からも高い評価を得てお迎

えということに対してですね、やはり安全の責任は当然あろうか思います。幸い今回の事故は国へ帰ら

れるような状況の事故でございました。担当の方が本当においでいただいた方々の気持ちを組んでと申

しますかね、十分な対応をしてくれて本当に喜んでと申しますか、この取り組みについては評価いただ

けるような素晴らしい取り組みをしてくれたと思っておりますが、やはりそういった事故が無いことが

何よりでございますので、昨日も現場の方、出向きまして、できるだけ秋の行楽シーズンまでに何らか

の対策をさせてくださいとお願いしとる所でございます。そして我々こういったふうな課題を要望する



- 22 - 

 

のに広島県の内陸部対策協議会というのがあります。内陸部の市町が共通した課題をですね、この県に

要望させていただく。その中でやはり帝釈峡と同じ取扱いで県の方は答弁の方をされるんですけど、こ

れは自慢話じゃないですけれども、私も三段峡と帝釈峡はやはり魅力は違うんじゃないかと大きく声を

出してですね、三段峡の対策についてをお願いしとるところでございますが、引き続きまた皆さんと力

を合わせて取り組んでまいりたいと思いますのでお願いをいたします。 

○矢立孝彦議長 

 他に質疑はありませんか。平岡議員。 

○平岡昭洋議員 

 恐羅漢にですね今度１億円近いお金をつぎ込むということなんで、このお金は単純に言えば相当でか

いと私は思うんで、はっきり言って決して失敗できない事業であると考えているんですけど、それにつ

いてですね、町としてどういうウィンタースポーツを中心としたものにフォローアップをしていくのか、

それの考えがあれば聞きたいということと、いこいの村ですけれども、これも保全補修ということで

８千万以上のお金を入れるということですが、じゃあこの運営をですね今後このいこいの村ってどうい

う形に持っていこうと考えているのか、今現状考えていることを聞かせていただきたい。それとがんば

るビジネスへとりあえず１千万の補助金がもうほとんど満杯ということで１千万ほど追加して補助金を

整備したいということですが、非常に喜ばしいことではあるとは思うんですが、今現在１千万になって

る、また非常に人気になってる理由とですね、今後の傾向をどう分析しているのか。そこ３点聞きたい

と思います。 

○矢立孝彦議長 

 企画課長。 

○二見重幸企画課長 

 はい、恐羅漢スノーパークの人工降雪機導入により、スキー場のお客様をいかにして誘致するかとい

うことだと思います。それに対しての町のスタンスでございますが、やはり恐羅漢スノーパークのＰＲ

をすることはもちろんなんですけども、今回の取り組みにつきましては、宿泊施設、それから近隣の飲

食店等とスキー場がどうやって連携をしてスキー場に来ることによって周りの各事業者さんがいかに売

り上げが上がってくるかというところが大きな焦点だと思いますので、そういった関係者の皆さんとス

キー場が連携する機会を早急にもちまして、どういう取り組みが具体的にできるかといった内容を固め

てまいりたいと考えております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 はい、いこいの村の改修にかけて今後はというご質問が２点目でございます。町としましては色々と

昨年度来より議会の方からもあり方、色んな宿泊施設のあり方についての検討の課題があるところでご

ざいます。いこいの村につきましては当面、売却あるいは新たな指定管理も含めた二面的な面で早急に

定例会後、検討を進めてまいる予定でございます。また改修におきましては、スキー場にも近いという

ことで、民宿等も現地にはございますけれども、やはり大きな宿泊施設はいこいの村が一番身近でござ

います。そういったことの冬季の観光誘客にもですね資するような施設に作り上げていきたいと考えて

おります。また３つ目のがんばるビジネスの１千万円追加ということでのニーズなり人気の理由という

ことのご質問に対しましてですけれども、Ｉターンが起業したいあるいはＩターン的にですね近隣町か

らこちらの方に事業展開をしたいと、近隣町に無い制度であると、あるいはふるさと納税お礼品も含め

てですね、なかなか不利なのでこちらの方で展開した方が有利というような相談も受けているような状

況でございます。なかなか商工会を通じた県の補助等もハードルが高い部分もございます。うちが低い

という意味ではございませんけれども、そういったニーズに応じた補助金となっております。逆に色ん

な課題も５年半で生じておりますので、再度要綱を見直しながら、またアフターケアもですねご心配い

ただいている部分もありますので、商工会と連携して進めていきたいと思っております。以上でござい

ます。 

○矢立孝彦議長 

 他に質疑はありませんか。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。

まず原案に反対者の発言を許します。次に原案に賛成者の発言を許します。６番、津田宏議員。 

○津田宏議員 
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 はい、それでは令和元年度安芸太田町一般会計補正予算（第３号）について、賛成の立場から討論を

いたします。最初に商業振興費、がんばるビジネス応援補助金 1,000 万、そして観光費の中のいこいの

村整備 8,200 万、そしてまち・ひと・しごと創生事業１億 6,100 万、その中で、加計拠点が 5,180 万、

冬季スキー場観光インバウンド約 1 億などの地方創生関連の事業については、第二次長期総合計画で、

観光の魅力づくりによる観光収入の増加を図る取り組みの中に位置付けられているものであり、さらに

総合戦略においても具体的な取り組みの中で外国人観光客の誘致、冬季観光客の誘致として明確に位置

づけられているものでもあり、これを具体的に実現するものであります。地方創生推進交付金の事業計

画全体では、平成 28 年度から５年間で約３億７千万円が、本町に交付され安芸太田町の創生に活用さ

れる計画となっており、平成 31 年度当初予算における、地方創生関連予算については、これまでの準

備段階から実を結ぶ段階に進み、地域商社の具体的な取り組み、生涯活躍のまちの拠点の取り組み等、

地方創生が目に見える形で現れることが期待できる予算となっております。特に今年８月２日、冬季観

光振興による地域経済の活性のための、地方創生推進交付金の事業採択を受けたということは、国もこ

の事業内容が地方創生に効果があると判断されたということであり、事業の実施段階においては、創意

工夫をこらし、積極的にこの事業に取り組み、成果を追求するべきであります。理由といたしまして、

１点目、スキーシーズンを通して安定的な営業によって、町にもたらす経済効果であります。降雪量の

確保は営業日数の確保のみならず、ツアーやイベントの誘致による来場者の獲得が可能になります。ク

リスマス、年末年始、また旧正月と国内外の大型連休は本町に確実な賑わいをもたらします。これによ

り、スキー場等の雇用の拡大、下水道使用納付はもとより、税金も認められます。また、来場者の消費

は周辺及び宿泊事業者などの安定的な顧客の確保ができ、かつ顧客の的を絞れ、効率的な経営が可能と

なります。そして２点目、国定公園とリゾート地との継続的な共有であります。恐羅漢のスキー場は国

定公園の中にあり、中国山地の豊かな大自然と見事に調和している町の最も大切な宝の一つであります。

スキー場は昭和 42 年、民間の人、あるいは地域の人そして町が出資しあい、開設されております。そ

の後昭和 44 年に国定公園に指定された背景があります。このスキー場を継続しなければ、二度とこの

ような調和のとれたスキー場は復活することはできません。ぜひともこの町の宝を活用すべきでありま

す。そして３点目、恐羅漢ならではの自然天候を活かした整備計画になっていることであります。恐羅

漢付近は元来天然雪の宝庫であり、近年は降雪量の不足、不安定はあるものの、一定の平均気温は低く、

冬季の最低気温の平均はマイナス２度を下回ります。この気候の特徴を活かした人工降雪機は、コスト

パフォーマンスに優れ、高い降雪量があります。水噴射型というもので計画されております。他のス

キー場に多く見られる、運転コストの負担が高く、使用の継続性が低い、雪を精製する形と異なります。

恐羅漢の特徴を活かした設備は他のスキー場に比べ大変優れておるということであります。最後に、今

後の実行運営体制については、この度のインバウンド誘客、恐羅漢スキー場整備は、町の観光振興、ひ

いては産業振興の事業の優先順位を大きく見直すこととなり、また事業者、行政他多くのステイクホル

ダーの関わる、いわゆる、安芸太田町としてのプロジェクトとなります。そのため、国もプロジェクト

運営には DMO の存在を重要視し、DMO と申しますのは、地域観光施設をあるいは組織を連携させるため

の法人でありますが、重視しています。いくつもの役割を持つ地域商社あきおおたはこの DMO 登録を進

めております。他市町に先駆けて本町の産業振興の推進役として設立した地域商社安芸太田の存在意義

をますます活かしていくことになります。こうした現実的な政策を行うための一般会計補正予算である

と考えます。以上のことから、この度の補正予算は大変有効な措置として評価し、賛成討論といたしま

す。以上終わります。 

○矢立孝彦議長 

 他に討論ありませんか。次に原案に反対者の発言を許します。次に原案に賛成者の発言を許します。

11番、中本正廣議員。 

○中本正廣議員 

 はい、議案第 79 号、令和元年度安芸太田町一般会計補正予算（第３号）について賛成の立場から一

言述べます。まち・ひと・しごと創生事業、恐羅漢スノーパーク人工降雪機整備事業は、株式会社恐羅

漢への補助金として、国 8,800 万、町、安芸太田町 8,800 万、恐羅漢会社として 4,400 万、３年間で計

2,200 万の補助を行うものである。２億２千万の補助を行うものである。町が運営しているもの、第三

セクター、指定管理しているものでもなく、一個人の会社に単独に町費を投入する意味があるのかと不

信を抱くのは当然のことであると思う。しかし今回の地方創生として国が予算を付けた事業であり、町

全体から考えた時、この人工降雪機を導入して営業日数の増加を望める、また集客の増、収益の増加に

つながる、それだけでなく町内においても、相乗効果が望めるものであると思います。これを起爆剤と
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して冬季のスキー客でなく、現在行っているジップライン、トレイルラン、ヘルスツーリズムの中の森

林セラピー等々、年間を通しての観光客の誘致につながっていけるようしていかなければならないと思

います。まち・しごと創生戦略に基づく、インバウンド誘客事業を同時に積極的に行っていかなければ

ならないと思います。今回の事業を逃がせば会社としても安芸太田町の観光産業にも大きな影響がある

と思う。将来の観光産業を見据え、苦渋の決断として議案第 79 号について賛成するものとする。以上

です。 

○矢立孝彦議長 

 他に討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第 79 号、

令和元年度安芸太田町一般会計補正予算（第３号）を起立により採決します。議案第 79 号は原案のと

おり決定することに賛成の方は起立願います。 

                    （賛成者起立） 

 起立多数です。従って議案第 79 号、令和元年度安芸太田町一般会計補正予算（第３号）は原案のと

おり可決しました。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第３．認定第１号 

日程第４．認定第２号 

 

○矢立孝彦議長 

 日程第３、認定第１号、平成 30 年度歳入歳出決算の認定について及び日程第４、認定第２号、平成

30 年度安芸太田町病院事業会計決算の認定についてを一括議題とします。審査を付託した決算審査特別

委員会委員長からの報告を求めます。冨永豊決算審査特別委員長。 

○冨永豊決算審査特別委員会委員長 

 それでは報告をさせていただきます。決算特別委員会は決算が９月定例議会に提出された審査事項に

ついて審議を行いました。審議事項は認定第１号、平成 30 年度安芸太田町歳入歳出決算の認定につい

て及び認定第２号、平成 30 年度安芸太田町病院事業会計決算の認定についての２件です。審査期間は

令和元年９月６日から９月 12 日までの７日間です。委員は議長、監査委員を除く 10 名です。まず初め

に簡単に所見を述べさせていただきます。本町の経済社会は、いくつもの課題を抱えている。人口減少

またその構造の偏りで、域内の需給は低下の傾向の中、人の集積や交流を通じた、サービスや商品が十

分な根拠で開発を行うことが、益々生じにくくなってきている。経済主体の行政が、地方創生推進事業

の創意工夫策また国によって打ち出されている対策等を着実に行う、それにはまず、機能、役割の認識、

そして何よりスピード感を求めます。生産者は、打ち出された事業を基にさらに、自らのサービス、商

品に付加価値をつけ、買っていただくことで所得が生まれる経済循環が始まる。その意識づけに鈍さを

感じる。そういった下の視点での 30 年度決算であるかと思っております。それでは決算結果について

申し上げます。審査事項認定第１号及び認定第２号、いずれも委員全員の賛成で認定と決定しました。

それでは意見としての要点のみを報告します。なお、計数的なことは監査意見で述べられておりますの

で省いています。まず財政状況について、財源の余裕や財政構造の弾力性のない状態である。そのため

歳入に見合った予算規模となるよう歳出を削減し、財政リスクの回避に勤め、持続可能な町財政の実現

を目指す報告を受けた。異論のないところです。しかし、対処として、地方公会計制度・定員管理・基

準財政需要額の指摘と併せての取り組みを求めます。まず１つ目の地方公会計制度。活用の１つに、主

体的で責任ある事業の計画等の際において、抱える様々な課題を解決するにあたって、客観的な根拠の

１つとして、地方公会計により得られる情報を利用するという視点で考えることが大切である。次に

２つ目の定員管理について。第三次定員適正化計画において 2020 年 4 月１日現在職員数を 145 人とす

る。その目標達成は不可能である。その対処の一つは、職員一人ひとりが能力の向上と、幅広い思考力

を持って住民のニーズ等に応えることが、住民への説明責任の向上でもある。その体制づくりを求める。

３つ目、普通交付税ついて。普通交付税が交付される本町にとって必要なことは、基準財政需要額、基

準財政収入額については、十分な精査を行い、主たる増減要因について予算編成時等について臨時財政

対策債の振替額とあわせて報告し、財政健全化に向け、情報共有で更なる意識を高めることが求められ

る。次、定住促進について。定住促進の決め手は、就労です。定住に結び付いた産業は、農業、林業、

観光産業また、地域おこし協力隊による起業等です。重要なことは、地方創生事業の行政が担うべき役

割のスピードアップです。基盤事業の遅延は、生産活動に悪影響を徐々に強める。指摘しておきます。
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子ども・子育て支援事業について。幼稚園の園児数が定員に満たないことから戸河内幼稚園廃止の事案

が出ている。定員不足の要因は、預ける時間帯が短く、働く保護者にとっては不自由さがある。預ける

時間に自由さあれば、現在の小学校と併設した環境の、保育施設を選択する意見が多くみられることか

ら、住民主体の活動で要望等が提出されたとき、窓口の姿勢は広げておくべきであることを申し添えて

おきます。がんばるビジネス応援補助金について。事業開始から５年が経過し、47 件の活用です。商工

会員数、事業者数の動向は、商工会のデータの比較で減少を抑制している。今後さらに事業者の活動を

高めるため、関連機関と連携しフォロー体制の仕組みを求める。道の駅再整備事業計画について。ソフ

ト面について、農林水産物の商品の安定した供給と品質管理を、民が市場責任を果たすには、生産から

製品まで一朝一夕にはいかない。研究が必要である。早急に関係機関との協議会等を立ち上げ検討をす

べきことを求める。獣害対策について。これまで動物問題として扱われてきたが、農業農村の基盤の強

化のために、獣害解決は今後さらに重要な課題である。また、熊など出没は人命問題でもある。捕獲や

被害対策の担い手も減少の傾向です。ICT の活用などによる安全で効率の良い対策に本格的な研究を進

めることを求める。環境基本計画について。技術革新等で環境影響評価法の対象となる事業開発が、域

内、域外問わず行われていく可能性が今後出てくる。それに対し自然環境、歴史的環境の保全及び景観

の保持など，未然防止と適正な環境への配慮がなされるよう、環境アセスメントの知識等の習得には十

分な研究を重ねることを申し添える。介護サービス等の諸費について。県内で、一人当たりにかかる給

付費は高い状況である。家庭環境等で、施設に頼らざるを得ない状況で介護給付費の増額の要因となっ

ている。介護給付の適正化については、点検、指導を関連機関と連携し計画的に行うことを求める。学

校教育について。2020 年度より順次行われる新学習指導要領の内容の示しは主体的・対話的深い学びで、

本町は、これまで積み上げてきた内容で、さらなる向上を目指し ICT 等による教育環境を整えたところ

である。予測困難な時代に未来のつくり手となる教育に期待をする。水道事業について。水道事業では、

人口減少による水需要の減少また、老朽化が進行しており，管路の更新が問題視されている。このよう

な状況のもと、更新投資を着実に進めるため、長期間における更新需要の検討また、財政収支の予測を

行い適切な資産管理に基づき進めること。横川地区における水道事業について。下水道施設は、平成 13

年度にスキーシーズンの見込み客 8000 人を想定した施設です。現在は、斜陽化、気候変動により見込

み客は４割程度になっている。使用料の 1800 万円は合理性に欠ける面が出てきている。現在公共物の

ストックマネジメント手法が考えられている。様々な角度から再考すべきであることを申し添えます。

最後に安芸太田町病院事業について。医療費抑制、財政再建という点から公立病院運営への圧力が増す

中、病院事業改革プラン示されている。今後、改善を加えながら役割、機能を明確にし、地域住民が一

体となって地域医療を守る意識向上に努めること。また、病院に限らず組織にとって重要なことは危機

管理とリスク管理で、様々な角度から研究を重ねることを求める。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 以上で委員長報告を終わります。すでに決算審査特別委員会で質疑を終えておりますので、これから

討論を行います。討論はありませんか。まず決算を認定することに反対者の発言を許します。次に決算

を認定することに賛成者の発言を許します。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから

採決します。採決は認定第１号、認定第２号を別々に行います。まず認定第１号、平成 30 年度歳入歳

出決算の認定についてを起立により採決します。この決算に対する委員長の報告は認定すべきであると

するものです。認定第１号は委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

                   （賛成者起立） 

起立総意です。従って認定第１号、平成 30 年度歳入歳出決算の認定については認定することに決定

しました。次に認定第２号、平成 30 年度安芸太田町病院事業会計決算の認定についてを起立により採

決します。この決算に対する委員長の報告は認定すべきであるとするものです。認定第２号は委員長の

報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。起立総意です。従って認定２号、平成 30 年度

安芸太田町病院事業会計決算の認定については、認定することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第５．発議第５号 

 

○矢立孝彦議長 

 日程第５、発議第５号、新たな過疎対策法の制定に関する意見書の提出についてを議題とします。提

出者の説明を求めます。中本正廣議員。 
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○中本正廣議員 

 発議第５号、新たな過疎対策法の制定に関する意見書の提出について、安芸太田町議会会議規則第 14

条第２項の規定により上記の議案を別紙のとおり提出する。令和元年９月 13 日、提出者 中本正廣、

賛成者 冨永豊、賛成者 津田 宏。安芸太田町議会議長 矢立孝彦様。提案理由 現行の過疎地域自

立促進特別措置法が令和３年３月末に失効します。過疎地域が果たしてる多面的・公益的機能を今後も

維持していくためには、引き続き総合的な過疎対策を充実強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確

立・推進することが重要です。このため新たな過疎対策法の制定を要望し、意見書を提出するものです。

新たな過疎対策法の制定に関する意見書、過疎対策については、昭和 45 年に「過疎地域対策緊急措置

法」制定以来、４次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域に

おける生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。しかしながら、依然として

多くの集落が消滅の危機に瀕し、また、森林管理の放置による森林の荒廃や度重なる豪雨・地震等の発

生による林地崩壊、河川の氾濫など、極めて深刻な状況に直面している。過疎地域は、我が国の国土の

過半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの地域であり、都市に対する食料・水・エネル

ギーの供給、国土・自然環境の保全、いやしの場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止な

どに多大な貢献をしている。過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は国民共有の財産

であり、それは過疎地域の住民によって支えられてきたものである。現行の「過疎地域自立促進特別措

置法」は令和３年３月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公益的機能

を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、

住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進することが重要である。過疎地域が、そこに住み続ける住

民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に維持されることは、同時に、都市をも含めた国民全

体の安心・安全な生活に寄与するものであることから、引き続き総合的な過疎対策を充実・強化させる

ことが必要である。よって、新たな過疎対策法の制定を強く要望する。以上、地方自治法第 99 条の規

定により意見書を提出します。令和元年９月 13 日 安芸太田町議会、提出先 内閣総理大臣、総務大

臣、財務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣。以上、意見書を提出します。 

○矢立孝彦議長 

 以上で提出者の説明を終わります。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認め

ます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。

これで討論を終わります。これから発議第５号、新たな過疎対策法の制定に関する意見書の提出につい

てを起立により採決します。お諮りします。発議第５号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立

願います。 

                   （賛成者起立） 

 起立総意です。従って発議第５号、新たな過疎対策法の制定に関する意見書の提出については原案の

とおり決定しました。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第６．陳情第13号 

 

○矢立孝彦議長 

 日程第６、陳情第 13 号、がんばるビジネス応援補助金の対応についての要望を議題とします。地方

自治法第117条の規定により除斥に該当しますので津田宏議員の退席を求めます。 

                  （津田宏議員退席） 

 審査を付託した産業建設常任委員会副委員長に審査結果の報告を求めます。角田伸一産業建設常任副

委員長。 

○角田伸一産業建設常任委員会副委員長 

 委員会審査報告を行います。本委員会に付託された陳情等を審査した結果、次のとおり決定したので、

会議規則第 95 条の規定により報告します。件名、陳情第 13 号、がんばるビジネス応援補助金の対応に

ついての要望。提出者、安芸太田町商工会 会長 津田宏、陳情の要旨、今後予想される補助金要望に

対し、対応できる体制を整備すること。審査結果、今年度は年度当初から「がんばるビジネス応援補助

金」の申請が相次ぎ、既に年度当初予算額に到達している。しかし今後新たな補助金申請事業者が現れ

ることは十分に考えられる。このため、中小企業者等が地域産業の振興と地域社会の発展に寄与するこ

との妨げとならないよう、体制整備の必要性を認め、採択すべきものと決しました。以上報告します。 
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○矢立孝彦議長 

 以上で副委員長の報告を終わります。これから副委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありま

せんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います討論はありませんか。 

                   （なしの声あり） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから陳情第 13 号、がんばるビジネス応援補助

金の対応についての要望を起立により採決します。陳情第 13 号に対する副委員長の報告は採択です。

したがって陳情第13号は副委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

                    （賛成者起立） 

 起立総意です。従って陳情第 13 号、がんばるビジネス応援補助金の対応についての要望は副委員長

の報告のとおり採択することに決定しました。津田宏議員の着席を求めます。 

                   （津田宏議員着席） 

────────────・────・──────────── 

 

日程第７．陳情第14号 

日程第８．陳情第15号 

日程第９．陳情第16号 

 

○矢立孝彦議長 

 日程第７、陳情第 14 号、自治会内の河川・谷における支障木撤去要請に関する要望から日程第９、

陳情第 16 号、箕角地区に位置する谷川における支障木撤去要請に関する要望までの３件を一括議題と

します。審査を付託した産業建設常任委員会委員長に審査結果の報告を求めます。津田宏産業建設常任

委員長。 

○津田宏産業建設常任委員会委員長 

 それでは本委員会に付託された陳情等を審査した結果、次のとおり決定いたしましたので会議規則第

95 条の規定により報告いたします。件名、陳情第 14 号、自治会内の河川・谷における支障木撤去要請

に関する要望。提出者 安芸太田町自治振興会戸河内支部会 会長 沖段琢磨、副会長 松栄勝則、副

会長 栗栖正臣。陳情の要旨、土石流災害を引き起こす支流河川や山間の中小河川内にある支障木につ

いて町において早急に伐採や撤去をすること。２、森林環境譲与税等を活用した風倒木・支障木除去を

含む森林環境整備制度を創設すること。審査結果、起こりうる災害、その災害によって引き起こされる

被害を的確に想定するとともに、過去に起こった大規模災害の教訓を踏まえ、絶えず災害対策の改善を

図ることは極めて重要です。支流河川や中小河川内にある支障木の伐採・撤去は災害が発生した場合に

おける被害の最小化及び地域の安心・安全を守るために必要不可欠です。よって採択すべきものと決し

ました。続いて陳情第 15 号、土石流災害対策処置についての要望。提出者、長田自治会 会長 佐々

木寛治、上殿地域連合自治会 会長 栗栖正臣。陳情の要旨、上殿地域長田地区急傾斜地の谷筋に流出

した倒木や根、間伐未実施放置林による大雨等土石流災害を未然に防ぐ対策処置をすること。これは陳

情第 14 号と同じ内容で審査結果は 14 号と同じ内容で採択すべきものと決しました。続いて陳情第 16

号、箕角地区に位置する谷川における支障木撤去要請に関する要望。提出者、安芸太田町自治振興会戸

河内支部会（中央自治会会長）副会長 栗栖正臣、箕角自治会 会長 佐々木富明。陳情の要旨、①土

石流災害を引き起こす谷川にある支障木について町において早急に伐採や撤去をすること。②森林環境

譲与税を活用した風倒木・支障木除去を含む森林環境整備制度を創設すること。審査結果については同

じく第14号と同じであります。採択すべきものと決しました。以上、報告します。 

○矢立孝彦議長 

 以上で委員長の報告を終わります。これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありません

か。 

                   （なしの声あり） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。 

                   （なしの声あり） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから陳情第 14 号、自治会内の河川・谷におけ

る支障木撤去要請に関する要望から、陳情第 16 号、箕角地区に位置する谷川における支障木撤去要請

に関する要望までの３件を一括して起立により採決します。陳情第 14 号から陳情第 16 号までの３件に
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対する委員長の報告は採択です。従って陳情第 14 号から陳情第 16 号までの３件は委員長の報告のとお

り決定することに賛成の方は起立願います。 

                   （賛成者起立） 

 起立総意です。従って陳情第 14 号、自治会内の河川・谷における支障木撤去要請に関する要望から

陳情第 16 号、箕角地区に位置する谷川における支障木撤去要請に関する要望までの３件は、委員長の

報告のとおり採択することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第10．陳情第18号 

 

○矢立孝彦議長 

 日程第 10、陳情第 18 号、青ヶ迫砂防ダムの早期完成及び青ヶ迫の護岸工事についての要望を議題と

します。審査を付託した産業建設常任委員会委員長に審査結果の報告を求めます。津田宏産業建設常任

委員長。 

○津田宏産業建設常任委員会委員長 

 本委員会に付託された陳情等を審査した結果次のとおり決定したので会議規則第 95 条の規定により

報告いたします。件名、陳情第 18 号、青ヶ迫砂防ダム早期完成及び青ヶ迫の護岸工事についての要望。 

提出者、中央自治会会長 栗栖正臣、山根郷部落長 栗栖宏壮、門田郷部落長 栗栖紘二、岡郷部落長 

佐々木知昭。陳情の要旨、扇状地として開けた地勢であり、豪雨により土石流が発生する危険性が高い

上殿地区・青ヶ迫の砂防ダムの完成及び護岸修繕に向け、早急な対応を行うこと。審査結果、現状なま

まで土石流が発生した場合は相当の被害が出ることが推測されます。被害の最小化及び地域の安心・安

全を守るために砂防ダム及び護岸改修は必要不可欠です。よって採択すべきものと決しました。以上、

告いたします。 

○矢立孝彦議長 

 以上で委員長の報告を終わります。これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありません

か。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。

討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから陳情第 18 号、青ヶ迫砂防ダムの早期完成及

び青ヶ迫の護岸工事についての要望を起立により採決します。陳情第 18 号に対する委員長の報告は採

択です。従って陳情第18号は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

                   （賛成者起立） 

 起立総意です。従って陳情第 18 号、青ヶ迫砂防ダムの早期完成及び青ヶ迫の護岸工事についての要

望は委員長の報告のとおり採択することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第11．請願第１号 

 

○矢立孝彦議長 

 日程第 11、請願第１号、町道ニホヘ中線の改良を求める請願を議題とします。審査を付託した産業建

設常任委員会委員長に審査結果の報告を求めます。津田宏産業建設常任委員長。 

○津田宏産業建設常任委員会委員長 

 本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとおり決定したので会議規則第 94 条の規定により

報告します。件名、請願第１号、町道ニホヘ中線の改良を求める請願。提出者、津浪振興会会長 末田

健治 他 17 名。請願の要旨、地域内の主要町道である町道ニホヘ中線は、幅員が狭いうえ危険な箇所

もあり、特に救急車両の走行には大きな課題があるため、幅員拡張工事の実施を行うこと。審査結果、

町道ニホヘ中線は地域住民にとって主要道であるが、長年にわたり改良がなされておらず、道幅が狭く、

交通安全上危険な状況にあるため、道路拡幅の請願は十分に理解できます。よって採択すべきものと決

しました。以上、報告いたします。 

○矢立孝彦議長 

 本件につきましては末田健治議員が除斥の対象となります。除斥願います。 

                （末田健治議員退席） 



- 29 - 

 

 以上で委員長の報告を終わります。これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありません

か。 

                 （なしの声あり） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。 

                  （なしの声あり） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから請願第１号、町道ニホヘ中線の改良を求め

る請願を起立により採決します。請願第１号に対する委員長の報告は採択です。従って請願第１号は委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立総意です。従って請願第１号、町道

ニホヘ中線の改良を求める請願は委員長の報告のとおり採択することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第12．請願第２号 

 

○矢立孝彦議長 

 日程第 12、請願第２号、ワカヨ農道の町道編入及び改良を求める請願を議題とします。審査を付託し

た産業建設常任委員会委員長に審査結果の報告を求めます。津田宏産業建設常任委員長。 

○津田宏産業建設常任委員会委員長 

 本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第 94 条の規定によ

り報告いたします。件名、請願第２号、ワカヨ農道の町道編入及び改良を求める請願。提出者、津浪振

興会 会長 末田健治 他 19 名。請願要旨、津浪ワカヨ地域の生活道路であるワカヨ農道は幅員が狭

く、交通上不便を生じているため、早急に町道編入のうえ、幅員拡張工事の実施を行うこと。審査結果、

ワカヨ農道の沿線には民家があり日常使用されている現状です。当地域も高齢化が進む中において、個

人、地域での維持管理は今後困難な状況が予想され、地域住民の安心安全の確保が最優先という考えか

ら、採択すべきものと決しました。以上、報告いたします。 

○矢立孝彦議長 

 以上で委員長の報告を終わります。なお末田健治議員におかれては、除斥退席の対象でございますの

でこれを継続します。これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

                   （なしの声あり） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。 

                   （なしの声あり） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから請願第２号、ワカヨ農道の町道編入及び改

良を求める請願を起立により採決します。請願第２号に対する委員長の報告は採択です。従って請願第

２号は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

                    （賛成者起立） 

 起立総意です。従って請願第２号、ワヨ農道の町道編入及び改良を求める請願は委員長の報告のとお

り採択することに決定しました。末田健治議員の入場を求めます。 

                  （末田健治議員着席） 

────────────・────・──────────── 

 

日程第13．陳情第17号 

日程第14．発議第６号 

 

○矢立孝彦議長 

 日程第 13、陳情第 17 号、日米地位協定の抜本的見直し・改定を求める安芸太田町議会の意見書採択

に関する陳情及び日程第 14、発議第６号、日米地位協定の見直しを求める安芸太田町議会の意見書の提

出についてを一括して議題とします。審査を付託した総務常任委員会委員長に審査結果の報告を求めま

す。冨永豊総務常任委員長。 

○冨永豊総務常任委員会委員長 

 陳情第 17 号について報告させていただきます。本委員会に付託されました陳情 17 号を審査した結果、

次のとおり決定したので、会議規則 95 条の規定により報告します。件名、日米地位協定の抜本的見直

し・改定を求める安芸太田町議会の意見書採択に関する陳情。陳情の要旨、沖縄県から提起された、日

本が無権利状態におかされている日米地位協定について、抜本的な見直し・改定を国会・政府に求める。
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提出者、内田真佐子他 23 名。審議内容及び結果について報告させていただきます。付託された陳情第

17号の審査については、全国知事会が2018年７月27日、日米地位協定の抜本的な見直しを全会一致で

採択された。その時の研究会資料、標題、全国知事会米軍基地負担に関する研究会についてを参考資料

として審議を行い理解を深め、その結果、抜本的な改定に採択すべきと決しました。審議した主たる内

容は、航空法や環境法令など国内法の適用や、事件・事故時の基地への立ち入りなど日米地位協定に明

記また米軍の訓練ルート・時期に関する情報を事前提供すること、さらに基地の使用状況など点検し、

縮小・返還を促すことも求める内容についてでございます。以上、報告します。近隣では、北広島、安

芸高田市、可決していますことを申し添えさせていただきます。次に発議第６号、日米地位協定の見直

しを求める意見書の提出について、安芸太田町議会会議規則第 14 条第２項の規定により、上記の議案

を別紙のとおり提出する。令和元年９月 13 日、提出者 総務常任委員会 委員長 冨永豊。安芸太田

町議会議長 矢立孝彦様。提案理由、日米地位協定の改定を求めるため、政府機関に対し意見書を提出

しようとするものである。意見書については裏面をご覧ください。提出先、内閣総理大臣、内閣官房長

官、防衛大臣、外務大臣。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 以上で委員長の報告を終わります。これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありません

か。 

                  （なしの声あり） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。 

                  （なしの声あり） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから陳情第 17 号、日米地位協定の抜本的見直

し・改定を求める安芸太田町議会の意見書採択に関する陳情及び発議第６号、日米地位協定の見直しを

求める安芸太田町議会の意見書の提出についてを一括して起立により採決します。委員長の報告は陳情

第 17 号を採択し、発議第６号により意見書を提出しようとするものです。陳情第 17 号及び発議第６号

は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

                   （賛成者起立） 

 起立総意です。従って陳情第 17 号、日米地位協定の抜本的見直し・改定を求める安芸太田町議会の

意見書採択に関する陳情及び発議第６号、日米地位協定の、見直しを求める安芸太田町議会の意見書の

提出については委員長の報告のとおり、陳情書を採択して意見書を提出することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第15．閉会中の継続審査について 

 

○矢立孝彦議長 

 日程第 15、閉会中の継続審査についてを議題とします。総務常任委員会委員長から陳情第 10 号から

陳情第 12 号について、閉会中の継続審査をしたいとの申し出があります。お諮りします。陳情第 10 号

から陳情第12号について、閉会中の継続審査とすることに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。従って陳情第 10 号から陳情第 12 号については閉会中の継続審査とすることに

決定しました。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第16．閉会中の継続調査 

 

○矢立孝彦議長 

 日程第 16、閉会中の継続調査についてを議題とします。各常任委員長及び議会運営委員長から閉会中

の所管事務継続調査を行いたいとの申し出があります。お諮りします。各委員長から申し出のとおり閉

会中の継続調査をすることに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。従って各委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査をすることに決定しまし

た。以上で本日の日程は全部終了しました。ここで閉会にあたって町長から発言の申し出がありますの

で、これを許可します。小坂町長。 
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○小坂眞治町長 

 はい、令和元年９月定例会の閉会にあたりまして、一言御挨拶を申し上げます。議員各位におかれま

しては９月 20 日の開会以来、本会議並びに決算特別委員会において慎重なるご審議をいただき、本定

例会に提出しました平成 30 年度各会計決算の認定、令和元年度各会計補正予算をはじめ 14 案件につき

まして、同意、認定、可決をしていただき、本日閉会の運びに至りましたこと、厚く御礼を申し上げま

す。今年も各地で経験や想定を超える集中豪雨、大型台風の襲来、それに伴う広い範囲での長時間の停

電と自然の猛威は日本各地で甚大な被害をもたらしております。犠牲になられました方々のご冥福をお

祈りするとともに、被災地の皆様に心よりのお見舞いを申し上げますとともに、１日も早い復旧復興を

願うものであります。本町におきましても、度々の警戒態勢を敷き、被害防止に取り組んでおります。

幸い特筆する被害は生じておりませんが、自助・共助の取り組みを高め必要な情報をお伝えし、早めの

避難を呼びかけ、安全確保に努めて参ります。そうした気象条件の中、酷暑であり、厳しい残暑の続い

た今年もようやく秋の気配を感じるところとなりました。明後日 15 日に第 10 回のしわいマラソンが開

催され全国から多くのウルトラランナーに我が町においでいただき素晴らしい自然の中、総勢 1,178 人

がしわいことに挑戦されます。今年のランナーの皆さん、また運営に携われるボランティアの皆さん、

そして応援をされる沿道の皆さんが一体となった感動を呼ぶ素晴らしい大会になることを期待しており

ます。令和元年度もはや折り返し地点を迎えようとしております。本定例会においていただきました監

査意見、また議員各位からのご意見ご提言を参考に本年度下半期の計画的な事業執行、次年度予算編成

に取り組んでまいります。合わせて第二次長期総合計画下半期、また、まち・ひと・しごと総合戦略の

第二期の計画にも取り組んでまいります。結びに暑さも和らぎ日に日に秋の気配が深まる気候の変わり

目でございます。皆様には健康に御留意いただくとともに、町政推進に一層のご尽力を賜りますようお

願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

○矢立孝彦議長 

 以上で町長の発言を終わります。これで会議を閉じ令和元年第６回安芸太田町議会定例会を閉会しま

す。 

○伊藤真由美議会事務局長 

 ご起立願います。一同互礼。 

 

                  閉会  午後１時６分 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


