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令和元年第７回定例会

（令和元年１２月９日）

（開会 午前１０時００分）

○矢立孝彦議長

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

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。

――――――――――――・――――・――――――――――――

日程第１．一般質問

○矢立孝彦議長

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

８人の議員から質問の通告がありますので、順次発言を許します。４番、冨永豊議員。

○冨永豊議員

おはようございます。冨永でございます。１番ということで、また傍聴者はありがとうございます。

それでは、早速始めさせていただきます。通告しておりますのは、第４次産業革命に伴う本町の受けと

めについてということで通告しておりますので、順次やってまいりたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。今、世界は第４次産業革命時代と言われるグローバル化に伴う社会経済構造、先進国を

中心とした人口構造、それぞれに変化が起き、それぞれに課題が起き、解決のためのインターネットを

中心に技術革新を実現し、産業活動の拡大、個人所得の増大などに伴う需要拡大が第４次産業革命と言

われる中で起きている。この現象はしっかりと受けとめなければならない。このような状況から今回の

一般質問で考えることの内容について簡単に述べると、経済成長と社会課題解決の両立が求められてい

ることにどのような考えで臨むべきなのか。スマート社会として実証すべきことは何なのか。どのよう

なことから始めていけばいいのか。まち・ひと・しごと創生戦略で考えるべきことはどのようなことが

あるのか。また、我が国において特に人手不足が近々の解決の一つにテクノロジーの活用が手近なとこ

ろで起きている。効率化を考えることが大きなテーマとなってきた。まず最初に、産業革命の受けとめ

で大事なことは、１点目は持続可能な社会の構築です。資本主義社会において私たちの生活のすべは、

産業革命の上に成り立つ生活、暮らしを継続させてきた。２点目は生産性の向上です。産業革命や技術

革新で効率性を高め、生産性を向上させてきた。３点目はＧＤＰ、リソースです。汎用目的技術です。

第４次産業革命のＧＤＰは、１つはインターネット、２つ目には通信技術、３つ目にセンサーである。

そのエネルギーについては十分な理解が必要。ご意見を求めます。日本における産業革命を進めるに当

たっての課題を平成 30 年間の主要国において経済成長と平均寿命の伸長を比較すると、次のようなこ

とが見えてくる。経済成長で言えば、名目ＧＤＰ日本は 1.4 倍、中国、58 倍、米国、3.9 倍、ドイツ、

３倍、イギリス、3.8 倍のデータが示されている。平均寿命はというと、日本は 78.4 から 84、中国は

69歳から76.3、米国は74.8から78.7、ドイツは74.8から80.6、イギリスは75.4から81となってい

る。主要国で最も経済成長の活動規模の増大、拡張が見られず、最も平均寿命が長い国が日本となって

いる。結果として老後の生活は当然厳しくなる。若者の最大の関心は老後のこととなり、将来に希望が

持てない国になっている。地域の活力の衰退は底なしの実態を生まざるを得ない厳しいものである。日

本以外の主要国は情報通信技術のすさまじいスピードで実用化し、消費市場のルールを根本から改善し

た。その手続きは世界で標準化された。特にアメリカの企業、ＧＡＦＡ、中国企業のＢＡＴ、世界のネ

ットワークで制覇し、世界の消費市場を独占の状況である。参考までに言うと、第４次産業革命という

フレーズは 2016 年の世界経済フォーラムにおいて初めて使用されている。大幅に出遅れていると言わ

れている日本の現状はどうか。１つは、デフレからの脱却ができないことの貧困化、２つ目には、成長

戦略の六重苦の軽減が満足な進捗でないことから、社会の不安定化の現状である。３つ目に、デジタル

化等に対する政治力の精通が弱く、出遅れを述べる書物も見られる。ゼロ金利政策導入してきたが、経

済成長に至らず、所得改善は図られず、所得の二極化が一段と進んでいる。また、人手不足を移民で補

おうとしているが、根本的解決には至らない。私たちの生活は田舎も都会も第４次産業革命の技術革新

の活用で進む以外にない。後には戻れない。やることは何か。まち・ひと・しごと創生戦略の中で身近

な社会課題をＩＣＴで実証し、次世代のＳｏｃｉｅｔｙ5.0 の領域へつなぎ、その環境のもとでＩＯＴ

による社会経済の課題解決へシフトチェンジする取り組みが問われている。第４次産業革命に対する考

えを大ざっぱに述べました。本町の受けとめについて総体的に意見を伺います。次に、産業革命の変遷
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から第４次産業革命の現状について。産業革命が起きる条件として必要なものは先ほど言いましたけど、

ＧＤＰです。汎用目的技術と言われる。生産工程の改善程度では産業革命は起こらない。第４次産業革

命ということは４があれば１から３がある。1700 年後半に起こった第１次産業革命から第２次、第３次

と、人々の生活スタイルを変化させてきた。その変遷を要約すると、第１次産業革命はイギリスで起き

た。主たるＧＤＰは何であったのかを覗くと、第１次産業革命はエネルギーの革命と言われた。家内工

業から工場で機械によって物がつくられるようになった。一言で機械化です。ＧＤＰは蒸気機関、石炭

が動力源。徐々に進展し、蒸気機関や蒸気船がいろいろな用途で転用されてきた。第２次産業革命は

1800 年後半に起こった。中心はアメリカとドイツ、大量生産の走りと言われた。主なＧＤＰを２つ、石

油と電気である。その技術は大きく発展させた。生活の景色を大きく変えた。一言で電動化です。現代

の私たちの文明はこれらの上に成り立っている。第３次産業革命は 1900 年後半から現在に続いている。

ＧＤＰはインターネットとコンピューターによる産業革命。ネットワークビジネスの進展が生産性を一

気に向上させた。情報通信技術による革命である。そして、今世界は第４次産業革命の真っただ中にあ

ると言われている。日本で今なすものは何か、要約して考えると、人間の動作に寄り添う技術革新とい

うことである。具体的に差し向きに問われている現場は物づくりにとどまらず、サービスや社会保障の

現場の産業において人手不足は深刻化で、技術革新の緊急性は高い。ＧＤＰはインターネット、通信技

術、センサーである。その内容が 2020 年度から５年間の政府の地方創生の基本方向をまとめた新総合

戦略の骨子が判明している。割愛します。その経済効果が経産省が打ち出している。現状と比べ 2030

年の名目国内総生産を 846 兆円に成長予測を打ち出した。574 万人の雇用を創出と見込んだ変革と対策

をとらなかった場合、我が国全体で 735 万人の雇用が減少するとされている。以上のような産業革命の

流れ、役割を十分認識し、地方創生に取り組んでいるのが、先般、総務委員会で神山町を視察した折、

日本の田舎をステキに変えるミッションとした取り組みです。その内容は当初はまちづくりの中心に据

えたアートの力で生きる力を高め、都会のＩＴ企業のサテライトオフィスを開設し、企業との交流で住

民が変革に芽生え、生活の利用資源の再生として小売業が復活しつつある。強いインパクトはサテライ

トオフィス誘致から住民との交流が相乗効果です。今そのＩＴ企業が中心とした 2023 年４月に開校す

る高等専門学校の設立で将来の日本を背負う人材育成を進めている。第４次産業革命の役割に強い意識

した取り組みに注目すべき町である。一度斜め読みしたアップル創設者スティーブ・ジョブズ氏の企業

思想の流れを感じさせる。以上のようなことから産業革命の変遷、役割をどのような受けとめであるの

か。また、まち・ひと・しごと創生と第４次産業革命のかかわりはどのような考えで行うのか。次世代

の移動通信システム、５Ｇ、６Ｇへつなげる第４次産業革命の行政の責任の対応はどのような展開をイ

メージされているのか、お聞きします。第４次産業革命で中心的に考えられてるスマート社会の変革に

ついて述べてみたいと思います。スマート社会の定義はどういうものなのか。国交省が示している定義

を要約すると、スマート社会とは、困っていることや社会的課題をＩＣＴで解決、社会では決めること

ができる。今私たちは３つの大きな社会課題と向かっている。１つは、生産年齢人口減少社会がもたら

す人手不足の課題、２つ目は、人生 100 年社会で起こり得る課題、３つ目は、テクノロジーを活用の課

題、これらのことをしっかりと受けとめなければなりません。１つ目の生産年齢人口減少社会がもたら

す人手不足について、最近のアンケートの調査で介護業界の 70％が人手不足と答えた。運送業界、土木、

建築、測量業界は 60％が人手不足と答えた。第４次産業革命は先述したこうした人手不足の業界から進

んでいくことになる。介護分野で最も問題になっているのは介護者の腰痛、介護者を抱える、持ち上げ

る際に腰を傷めてしまう。そして、ひどくなると辞職せざるを得なくなる。そのような現状もある。本

町の現状、人口減少と高齢化の内容は 2025 年問題は達しているが、全国に起こり得ることにより本町

の人手不足はさらなる減少傾向は免れない。具体的な数字が介護について言えば、令和元年のプラチナ

大学安芸太田町の資料で示されている。全体的に見て 2025 年において 2015 年の介護職員常勤換算１人

に対する要介護認定者数の水準を維持するためには、介護職員は常勤換算で 58 人不足の数字が示され

ている。居宅で見てみると、2025 年において 2015 年の介護職員の常勤換算１人に対する要介護者認定

者数の水準を維持するためには、介護職員は常勤換算で 55 人の不足を数字が示されている。鈍感で構

えるわけにはいかない。何らかの研究調査を行う必要がいる。行政がそのような課題にどのような考え

で臨むのか、明確な動きが必要である。人口減少がもたらす人手不足の課題に対し、行政としてどのよ

うな考えを持ち、リードしていこうとされているのか、お聞きいたします。外国からの移民もたちまち

賄えるにしても底をつくことは目に見えている。自助、互助、共助、公助での地域包括ケアを述べられ

るが、それをなす人が不足する社会環境であると思っています。２つ目の人生 100 年社会で起こり得る

課題について、人生 100 年時代、大変長い年数であると大変喜ばしいことである。しかし一方で、体力
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が衰えていく中でどのように地域で暮らしていくのか。生活の移動をどうするのか。そして、ひとり暮

らしの支援者の支援も増えてくる。この形をどう受けとめていくのか。介護に当たる働く世代が会社で

継続的に働き、介護していけるのか。その課題に対応していかなければならない。働く世代が介護と仕

事の両立を抱えながら、ならないような課題、どのような対処があるのか。また、人生 100 年社会に対

する課題を将来にわたってどのように考えていかなければならないのか。現状での認識をお聞かせくだ

さい。３つ目のテクノロジーの活用について、今社会、生活等で課題解決を図り、経済成長をしなけれ

ば私たちの人間社会を維持、成長していくことが求められている。そうした手段として期待されるのが

テクノロジーだ。しかし、どんなすぐれたテクノロジーが開発されてもそれを使う私たち人間の意識が

変わらなければ社会には浸透せず、課題解決をする手段としては機能はしない。具体的に問われ始めた

のが 1994 年、ＩＴ革命を起こしたインターネットが広く一般で使えるようになった。本町においても

2014 年により光インターネット回線が町内一帯に広がっている。教育の場も 2020 年度から大きく変革

され、実社会の問題の解決に向けて自分たちの力で自由に社会を発展させていく自立を目指したことに

力を入れてくる。具体的にはＧＤＰである。インターネット通信技術、センサーを取り入れたことにな

ることは予測できる。先般加計高校での議会との懇談会において生徒の実社会の見方は変革に意識を強

く持つ生徒に出会うことができた。このような状況である中、本町が人口減少社会で生産性を上げてい

くためにはテクノロジーの活用に対する意識改革を行政改革の中に取り入れて実質行っていくことが問

われる。具体的な行政課題と言えば、まずは情報共有です。そのためには今ある机の資料を取っ払う。

２つ目には、会議はタブレット、３つ目には、会議資料は必要な人はダウンロード、そのような身近な

ことから取りかかり、全体で一歩前進したシステム志向を習得することで生産性を高め、結果的に町の

未来像につなげていく、活力源の創生を導き出すことが考えられる。口幅ったく注文をつけると、これ

まで培ったアナログ志向のスキルをデジタル志向に移し、科学的データ分析を行う仕事の中身の大変革

が求められていると感じています。第４次産業革命を迎えている現在行政自らの課題解決をＩＣＴを取

り組む姿勢の考えについてお聞きする。なぜ行政が率先して産業革命に意識を強く持たなきゃならない

のかである。本町の第４次産業革命を国が示す受けとめを民にいきなりその力を備えることは考えにく

い。特に意識改革として町全体に浸透させる空気感を変えることになりにくい。また、これまでの産業

革命との決定的な違いは何か。これまでの産業革命の特徴は人の動きをその場所へ吸収させ、地域を疲

弊させてきた。しかし、今回の知識を備え、実施をしながら力をつけていけば、基本的に人の動きは要

らないのである。これからの学生たちは生産年齢人口減少社会の中で生きるすべをはかり知れない知識

の実装を繰り返し、築いていかなければならないことになる。そのことはしっかりとした考えを持った

行政運営が臨まれる。ご意見を伺います。以上でございます。

○矢立孝彦議長

企画課、二見課長。

○二見重幸企画課長

第４次産業革命の本町の受けとめについて、まず総体的なことについて答弁を申し上げたいと思いま

す。第４次産業革命の技術革新の一つはＩＯＴ及びビッグデータであるというふうに言われております。

工場の機械の稼働状況、あるいは交通、気象、個人の健康状況までさまざまな情報がデータ化され、そ

れらをネットワークでつなげる、これをまとめて、これを解析、利用することで新たな付加価値が生ま

れているという現代社会になっております。それから２つ目は、ＡＩであると言われております。人間

がコンピューターに対してあらかじめ分析上注目すべき要素を全て与えなくともコンピューターが自ら

が学習し、一定の判断を行うことが可能になっているという社会となっております。未来投資戦略 2018

では第４次産業革命の社会実装によって現場のデジタル化と生産性向上を徹底的に進め、日本の強みと

リソースを最大限活用して、誰もが活躍でき、人口減少、高齢化、エネルギー、環境制約など、さまざ

まな社会課題を解決できる日本ならではの持続可能で包摂的な社会経済システムであるＳｏｃｉｅｔｙ

5.0 を実現するとともに、これにより国際社会共通目標、持続可能な開発目標であるＳＤＧｓの達成に

寄与するというふうに言われておるところでございます。Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0 の実現により例えば５Ｇ

の技術が普及することによって企業、消費者、機械の全てが居場所にかかわらず情報の発信、入手、利

用やコミュニケーションが可能になり、これによりまして距離とか時間などの物理的な制約から解放さ

れるというふうに言われておるところでございます。また、大量のデータを収集、分析し、かつ対処の

検討、対処の実行までを行うＩＯＴ、ＡＩ、ロボット等の技術の普及が進むことにより人にかわって調

べたり、考えたり、実行する機械の役割が今後ますます増大するということと言われております。この

ことにより地域を選ばず、無駄の少ない事業、働き方等の実現、あるいは人手のかかる定型的作業の機
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械化、個別的、潜在的ニーズに対するきめ細やかなサービス、これらが実現すると言われております。

本町のように中山間地域がこのような未来技術を導入することのメリットは非常に大きいと考えており

ます。例えば農林業分野においてどのような技術がどの現場にマッチし、どのように活かすことができ

るか、ほかにも介護でありますとか、医療でありますとか、教育でありますとか、多くの分野で課題が

ある中、今後どのような分野においてどのような技術を導入すべきか、これを十分検討し、着実に導入

していくために今後研究を進めていくことが重要であるというふうに考えておるところでございます。

この研究調査、導入に向けての検討をサポートを受けるために内閣府地方創生推進室はデジタル専門人

材派遣制度というのを創設をしております。この制度に対して本町も派遣の希望を行っているところで

ございます。これは未来技術を活かし、事業を通じて地域課題の解決を図ることのできる人材、いわゆ

るデジタル専門人材というふうに呼ばれておりますが、これを全国の市町村へ派遣を協力いただける民

間企業と、それから派遣を希望する市町村を内閣府、内閣官房が募り、マッチング支援を行うものでご

ざいます。このマッチングが整いますれば、来年度から人材派遣を受け、未来技術の導入について計画

的に取り組みを進めてまいりたいというふうに考えてるところでございます。以上でございます。

○矢立孝彦議長

福祉課、伊賀課長。

○伊賀真一福祉課長

ご質問の中にございました生産年齢人口減少社会がもたらす人手不足の課題、それから人生 100 年社

会で起こり得る課題について福祉課のほうから答弁のほうをさせていただきたいと思います。本町にお

きましては、既に議員のほうもおっしゃいましたように 2025 年問題はもう到来し、人口のさらなる減

少でありますとか、生産性の低下、サービスを提供する側の担い手の不足等、数々の問題に直面してお

ります。人材の確保につきましては、町といたしましても介護人材の育成事業でありますとか、実施も

しております。また、事業所のほうはですね年間を通じまして職員の募集を行われておりますけれども、

なかなか応募もなく、介護士の人材確保にも苦慮されておるのが状況でございます。各事業所とも事業

所運営に必要となります人員の基準は何とかクリアをされておりますものの、ぎりぎりの人数の中で利

用者の介護を担っていらっしゃるという状態もあり、介護従事者の方の身体的、また精神的な疲労も大

変大きいというふうに考えております。現在国等はですね介護人材確保対策の一つとして外国人の介護

人材の確保、受け入れというものを進めております。本町におきましても次年度から町内の介護事業者

におきまして外国人の介護人材を登用されるというふうに伺っております。しかしながら、外国人の介

護人材の確保、その持続可能性というものは今後何年も保証できるというものであると言い切れるもの

ではないというふうに思います。介護分野におきます高度な人材の確保定着というものはどこの自治体

におきましてもやはり苦労されておりますし、外国人の介護労働者を国内にずっと居続けてもらうため

の環境整備というものはいまだに確立されているものではないというふうに思っております。こういっ

た中でございますが、これはもう２年前になりますが、平成 29 年の８月に開催されました厚生労働省

の社会保障審議会、介護保険給付費分科会の中で、介護職員の処遇改善加算の拡充に合わせまして特に

重点的に議論されておりましたのが介護ロボットについてでございます。介護現場というのはやはり人

手不足、給与が低い、さらには離職率も高いということで、今後も膨大なデータの利活用、さらには介

護報酬の改革などを通じたＩＯＴ、物にセンサーを搭載し、取得した情報を活用するということや、ま

た人工知能、ロボット等を医療や介護現場に取り入れるということを考えていくということを重点的に

議論されているようです。介護現場におけますパワードスーツ、先ほど質問にもありました腰痛の防止

のためのパワードスーツの着用でありますとか、また介護リフトの普及など、既に実用化されている事

業所も多いとは思いますけれども、これからも町といたしましてはそういったロボット等のものが事業

所のほうに普及できるような、またそういったことが可能なような事業の補助金等の紹介、さらにはそ

の活用を促しますとともに、人の力とＡＩや５Ｇといったテクニカルな面を駆使して、まずはやはり介

護従事者が働きやすい環境と制度や仕組みを通じて構築をしていきたいというふうに思っております。

続きまして、人生 100 年時代で起こり得る課題についてご質問いただきました。人生 100 年社会の到来

は要介護者の増加はもちろん、85 歳以上の高齢者が単身者も含めて地域生活を送ることになります。そ

れは単に医療や介護、サービスの需要が増えるということを意味するだけではなくて、介護は必要なく

ても生活の中でちょっとした困り事を抱える高齢者の方がこれまでにない規模で増えていくということ

が予測できます。ひとり暮らし高齢者の増加、また同居世帯であっても介護や生活をされる家族の姿と

いうものは人それぞれ多様でございます。働く世代における介護と仕事の両立は経済的にもやはりしん

どいものがございます。例えば要介護者が自宅にいらっしゃることは何とかできる状態にあるというこ
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とであるならば、例えば先ほどご質問にありますようなＡＩ等を利用することによって本人の安否を確

認したり、また各種のサービスを依頼し、また提供することが可能であるかもわかりませんが、要介護

者をおうちの中に一人にしておくことができないというような場合におきましてはそのこともままなら

ず、そのときこそ見守り、それこそ地域や民間の方の支え等が大変重要になってまいります。人生 100

年社会は家族介護ができない、また期待できないというような時代になるのではないかというふうに想

像しております。まさに地域におけます多様な生活支援ニーズに応える体制の構築こそ介護保険の範囲

を超えました地域全体の課題であるというふうに考えております。また、医療、介護、生活支援等の

ニーズの拡大と人口減少、そして多様化する社会の中においては、いかにして健康寿命の延伸を目指し

て、また個人、地域それぞれの実情に合ったケアとサービスを個人の尊厳を維持し、本人の意思を尊重

しながら各地域で進めていくかということがやはり大きな課題になるというふうに受けとめております。

福祉課からは以上です。

○矢立孝彦議長

総務課、長尾課長。

○長尾航治総務課長

それでは、テクノロジーの活用、またＩＣＴ革命と、それに乗じた行政改革に対する姿勢の考え方に

ついてというご質問を頂戴いたしましたので、総務課より答弁申し上げます。議員からは大きな視点で

のご質問でございました。若干ミニマムな部分的な答弁になるかと思いますが、お許しをいただきたい

と思います。議員が申されましたとおり改革にあっては大きな意識改革、そういったものも必要である

というふうに認識をしております。また、具体的な改革事例といたしまして、ペーパーレス化やタブレ

ット活用、運用等のご提案もいただきました。先進的に取り組んでいる自治体では電子決済のようなも

のやペーパーレス化に係るシステム活用等も行われているようでございます。しかしながら一方で、先

進的な技術を導入するためには比較的大きなコストも要するといったことも伺っております。本町とい

たしましては、このあたり取捨選択し、取り組めるもの、導入できるものを見きわめつつ、議員が申さ

れた産業革命に乗り遅れない行政改革に取り組みたいと考えております。また、このことは意識改革も

必要であるといったご指摘、おっしゃるとおりであると感じております。そういった意味では近い将来

に向けた人材育成や研修等が非常に重要でございます。本町の次世代育成といたしましては、先般より

教育現場で全町立学校への学習用タブレットの導入や、さらなるＩＣＴ教育の推進、またテレビ会議シ

ステムの活用、職員のＩＣＴ活用に係る研修等々、決して乗り遅れていないというふうには感じており

ますけれども、特に我々の世代層、40 代、50 代でございましょうか、の意識改革については真に取り

組むべき必要があるというふうに感じております。いずれにいたしましても、全県、全国の動向や先駆

的な取り組み事例の情報をしっかりと収集するとともに、取り組めるべきところから着手をしてまいり

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

冨永議員。

○冨永豊議員

ちょっともう少し答えてほしいなというところあったんですけど、一つは、一足飛びにＩＯＴとかＡ

Ｉとかいくわけない。その前にやってもらいたいことをやってほしいということなん。それは何かとい

うと、ＩＣＴなのよ。ＩＣＴとＩＯＴ、どこが違うかということがわかってこなければ整理はできてこ

ない。ＩＣＴというのは人とコンピューターの結びつきなんだ、人とコンピューター。今やってること

なん。それにコミュニケーションが入っていく。今度はそれをそこで整理すべきことは何かということ

を考えてほしい。それは今できるんだ。今の時点で、私が言ったように、ペーパーレス化であろうと、

長期総合計画でしたか、この前ありましたよね。そのとき私が言ったように、そこだってもうできるじ

ゃない。分厚いマニュアル見せてくれたけど。こんなもの持って帰って読む人おるかということ。ちょ

っと厳しく言うとね。私はおらんと思う。それどうして読ませていくかということ。それ何でかという

たら、これが寝っ転がって読めるようなものが手元にあれば読むと思うんだ。それは何かといったら、

ＩＣＴ化って考えたときにはＱＲコードなのよ。ここに表にＱＲコードがついとれば、それをスマホを

持っとる人はスマホを照らし合わせて、そこでインターネットへ飛ばして役場のサーバー入って、それ

見る、ほれでどうかいのというところ来る。そこさえまだできてないのがＩＯＴだとかＡＩとか一足飛

び行くわけないと思ってる。それともう一つは、アンケートだって一緒なのよ。みんなからアンケート

を取ろうと思うたら、もうこの時代、用紙でとるようなこともあるだろう。もう一つは、やっぱり先ほ

ど言ったＱＲコードでやる。パンフレット、リーフレットだって一緒なんですよ。今は見て歩くんじゃ
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ないの、そのパンフレットのＱＲコードへスマートフォンを照らし合わせて、それでスマートフォンか

ら見ていくというところもまだやってないの。そんなことはすぐできることじゃないですかねって私前

から思ってるから、いつかこれを爆発させていかなきゃいけないなと思ってたんだ。それでちょっと言

わさせていただいているんだけどね。そういうとこから始めていって、このＱＲコードというのは、町

民のこれは何ですか、四角いわけのわからんなっていったら、こういうふうな見方ができるんですよと

いうことにやれば、まだまだ皆さんからアンケートの内容だって取れるの。用紙だから取れないのよ、

個別にとるから。それには郵送費だってかかってるでしょう。そういうところを考えたときＩＣＴの活

用というのはすごくあるんよ。例えば今の机の上のなんか持っとるということは情報が固有化されとる

ということなんだよ。机の上にいっぱい重ねておるけど、それは何でかというたら、よく考えてごらん、

情報の固有化なんだよ。共有化になってないのよ。それで、その下へかごんどりゃあわからんというの

もあるだろう、それは多少はね、そういうの。しかし、そういうところを考えてほしい。そこを見たと

きに本当に役場の職員が未来に向かって人材育成しとるかということは問われたときには、今の環境の

中では見えないよ、そういうものは。やっぱり今の時代にタブレットの中みんな入っとるのに、それも

よう使わずに。やっぱりペーパーレスなんだよ。それで、修正の、例えばあれもこれも言いたいんだけ

ど、例えば今回の議会の説明資料だってそうなのよ。一つ一つ、１句があれば修正でペーパーなの。そ

れがタブレットでもあってやってくださいっていったら、各個人がそのサーバーに向かって、すみませ

ん、そこのところ修正してもらえますかっていったら、それで一発で終わるんだよ。それさえまだ気づ

いてないのよ。そこから始めようと言うんよ。それをわしはやかましゅう言うんじゃないけど、それが

できないのに、ＩＯＴだとかＡＩだとかロボットだとかいくわけがない、それは。ちょっとやかましゅ

う言うよ。本当これは俺命かけてやっていきたいと思っとるから。本当にそれぐらいのつもりでやらん

と、今の役場の職員に今度募集したときに来るかというたら、こがんとか来やへんよね、ＡＩも何も、

考えも何もないようなところへ。それに片田舎に。そしたら、進んだものの、進んどるのと、来たとき

に、建物は古いけど中に入っとるソフトはすごいぞというように言われるようなものの雰囲気が出てこ

なければ、来るわけない。それで、外部から来たときに見られるのはそういうとこなんだよ。どれだけ

の知的産業なのかって思うたときに、まだアナログで昭和のいつまでも引っ張っとるよって、安芸太田

町はって。昭和の思想から切り離さなきゃと思ってる。それで、要らんことをちょっとやかましゅう言

うたけど、私はすごくここには重きを置いとるわけよ。そこをやってったらまた新しいものが見つかっ

てくると思うんだ。そこをやっていただきたいんです。それでね、一つは、長計の中にさっき言ったよ

うなところだとか、入れ込んでいくとか、それでＩＣＴの活用なんかはもう教育の現場に与える前に行

政がやらずにして何で教育に現場に与えてわかるんかということになるわけよね。教育の現場でやって

おりますって総務課長言うたけど、自分のところへやらずにおいてから教育の現場に任せてどうするん

だよ。教育の現場はまだまだ進んでくるよね。行政の中身ができとらんのだから、そこは。そこは現に

猛省していただきたいよ、この時代に。町長、一言それは答弁願いますよ、これはね、そういったこと

で。それで、企画課長、長期総合計画にどういうふうに組み入れていくか、先ほど言うたことを組み入

れていって、５Ｇ、６Ｇの世界へ結びつけてくるというようなことを考えられると思うんだ。そこらの

思い、先ほど言うたようなことを改善していくとかということをやっていただきたい。町長、ここは性

根を入れてこの問題を旗振っていただきたいんだ。トップが振らん限り絶対だめですよ、こういうもの

は。それで、今の先ほど言いましたように行革の中に取り入れていって、人をそういうことによって生

産性が高まってくるということなんですよ。何もペーパーレスのこと、印刷物任されたようなことで一

人前の給料取りがそういうようなことをやっとる段じゃないんだというふうな考え方を持ってもらいた

いと思って、町長の決意と、それと長期総合計画に対する考え方の変革、それをちょっと答弁願います

よ。

○矢立孝彦議長

企画課長。

○二見重幸企画課長

長計の中での位置づけの考え方をまず答弁させていただきますと、先般審議会をやらせていただきま

して、そのときの骨子案というのを提案をさせていただきましたが、その中でリーディング施策という

のがございまして、それは各分野にわたった横断的な取り組みを４本の柱で表現をしておるんですけど

も、それらを進める中でそれらの共通の進め方の手法としてこのＩＣＴ、ＩＯＴを活用していくという

ふうな位置づけで、ＩＣＴの取り組みを進めていきたいというふうな表現をしておるところでございま

す。それと、よそのほかの自治体の例では先ほど言われたように長期総合計画の中にＱＲコードを記し
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て、そこでスマホを掲げますと、それに関連したデータでありますとか、あるいは音声での読み上げと

かというような工夫をされておる自治体もございますので、そういったものを今後どのように取り入れ

ていくかというのを検討してまいりたいと考えております。以上です。

○矢立孝彦議長

小坂町長。

○小坂眞治町長

第４次の産業革命、あるいはＳｏｃｉｅｔｙ5.0、要するにインターネットを活用した新しい時代が

到来するということにつきましては私も同じ認識を持っていますし、その時代に対応することにおいて

今日我が町におきましては解決していかなくてはならないことたくさんあると思っております。やはり

過去の狩猟から、あるいは工業政策、それぞれの革命、あるいは新しい技術が入ったときにやはり地域

の状況も大きく変わってきております。ご質問の中にありましたように過去は人が動くということで、

今日のような地域状況が形づくられとる一因も一つあろうかと思いますが、そうしたふうなことを解決

する新たな産業革命と私も認識しておるところでございますので、そういったことには乗り遅れないよ

う十分なる情報収集しながら、取り組んでまいりたいと思います。そうしたことにつきましてやはり行

政が主体となって住民の皆さんに啓発活動をするということも当然な領域であろうと思っております。

結果的な話なんですけども、大きな財源を投入してインターネットのインフラを整備をいたしました。

これを導入するときにも賛否両論、結構あったところでございますけども、議会の議決を得て、今導入

したことにおいて先ほどのような課題に対する一つの成果ができとるものと思っております。そうした

中で一方では、そうしたふうなインターネットの利便性をですね町全体の中でどのように共有していた

だいとるかということを考えたときにはやはりまだ加入率が 50％もつれという現実がございます。そう

いったふうな現実を考えたときに一方的にですねペーパーレスだけで情報が伝わるかということになり

ますと、まだまだ課題があるように認識をしておるところでございますが、いずれにしましてもご質問

にありましたように大きな時代の転換期、やはり地域情勢、地域のそれぞれの立場の方々の行動に大き

く影響する産業革命だろうと認識をしております。情報を収集しながら先ほど申しますように町民の皆

さんとともに取り組んでまいりたいと思ってます。それと１点、やはり町民の皆さんのことばかりじゃ

なしに、先ほど課長が言ってくれましたように我々組織の中におきましても、まだまだ 40 代、50 代と

いう表現をしましたけど、これは30代まで落として、我々のような60代、70代も含めてですねやはり

ご質問にありましたようなことを頭の中に持つべきだろうと思います。

○矢立孝彦議長

冨永議員。

○冨永豊議員

もう企画課長ね、わしは厳しゅう言うわけじゃないんだけど、検討の段階は終わっとるんです。実行

の段階に入ってまいりました。その段階なのよ、もう。これそういうふうな先ほど言うた、難しいこと

でも何でもないんだ。それはＩＯＴだとかＡＩの世界に行こうと思うたら、それは相当なコストがかか

る。でも、それだけの皆様方がＩＣＴに対してはもうそれだけのノウハウ持っとられるんだから、それ

を手元から手元から実用化させていって積み上げていくということをやっていけばね、自然にそのこと

が次の５Ｇ、６Ｇの世界につながっていくんですよ。先ほど言いましたように５Ｇ、６Ｇの世界が来る

までは手元はほっとってええんじゃないんだ。５Ｇ、６Ｇの世界へ向けようとしたら手元から手元から

改善していくということ。それを実行してもらいたい。これはもう専門の方が来るとか来んとかじゃな

くて、あなたたちのスキルでもうできてくるスキルになってきとるん。ましてやそれを教育の現場でも

うやりよるんだよ。そのことをやっぱり自覚してもらいたい。それで、加計高校行ったときもそう。や

っぱり表現が違うてくる。それは自覚してもらいたいんだ。それで、今まで持っとるその中をこれから

やってもらいたい。それで次に、そういうことが共有化されてきて、分析というのが今のようなＫＰＩ

だとか、いろんなところに汎用させようとしたら、できてくる。一目で出てくる。今のような分厚い資

料をめくって、誰ひとりとしてこれを私は見る人おらんじゃろうと。それは焦点的に絞ったところは見

るよ。じゃあ、これをどうやって見てもらおうか、先ほど言うたようなことよね。持って帰って８時間

の中で見るような人おりゃあせん。暇があるけんちょっと見てみようかなっていったときにそれを見て

もらうような仕掛けをしていかんと。その辺のところを十分お願いしたいです。それはもう実行の段階

に入っとる。それ大したコストかかりゃあせんよ、そんなものは。それでもう一つは、先ほど言った

リーフレット、それは観光課に係るんだろうけど、商品の説明だとか、それでその商品の説明のとこに

ＱＲコード振っていってそれをスマホで見たら、どこで作られとって、どこに行きゃあええのか、どこ
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へ電話すりゃあええのかということがわかるようでないと。作られたところはどこなのかだと、誰が作

っとるんだというところまでのところを考えていかなきゃ、ただ商品をリーフレットに並べただけじゃ、

それは見やへんよ、こがなものは。それから見てからどこへ電話するんかというていうたらそれも載っ

ちゃあおらん。それどこへ電話するんかというところまでというのは、それ見たら、今ごろ若い人はそ

れを見たらどこに電話して、注文の方法はどうなっとるんかということまでわかるん、スマホで。うち

はどこでとまっとるかというたらリーフレットをつくった場合で終わるん。そんなもの見るわけない、

若い人がよ。両方要るっていうことを言いたいわけね。お年寄りの方にもやっぱりそういうな方はスマ

ホで見たらこういうものは出るんだと。例えばもう少し人材不足になったら、集会所の予約なんかにし

てもそう、一括で受けれる。それをデータベースになってる。誰だって役場に一人がおったら誰でも受

けれるようになる。そういうところまで考えて、地域をいかに負担をなくしていくかということも考え

ていかなきゃ。例えばいろいろな集会所の中の連絡でもそのデータベースしとけば、役場の一人が受け

たときには予約でできるようなところまで考えていくようなことをやってほしい。そういうところを要

望して、終わります。

○矢立孝彦議長

答弁要りませんか。

○冨永豊議員

もしご意見があるようでしたら、お聞きいたしたい。自分たちの手元からやっていくようなことだと

かということを想定したときにどういうものがあるかということをちょっとご意見を聞かせていただき

たい。私は先ほど言ったようなことを言ったけど、手元からやっていくものは、例えば予期せぬ災害に

おいてはセンサーなんかを用いていくと、センサー用いて洪水の関係なんかを見ていくとかというふう

なことがあるようなことを考えられとると思うんだ。そこら辺のことをちょっとご意見いただきたい。

○矢立孝彦議長

総務課長。

○長尾航治総務課長

職員の意識というところの部分がやはり大きくこの変革について加味される部分ではないかなという

ふうに考えております。実際にですね私どもの部分でできること、今議員のほうからおっしゃっていた

だいたことも踏まえてですね多々あろうというふうに考えております。最後にちょっと申されました例

えば災害の話で言われますと、インターネットではさまざまな情報を確かに集約をしております。近辺

で言いますと、河川を見るような監視システム、カメラであったりとか、あと天気予報はもちろんのと

ころなんですけれども、気象庁で時間単位で何時から何時までの何ミリの雨が降る、こういったような

情報を今は取ることができます。こういったものを集約していく、その考え方、システムとしての考え

方、こういったものの整理というのが、先ほどちょっと答弁をさせていただきましたけれども、我々世

代の意識改革というものをやっていかないと、こういったところにたどり着かないのかなというふうに

考えております。業務は多々各課に及んでいること、これについて全てやはり議員が今申されたとおり

の改革といったことは取り組めるんではないかなというふうに考えております。総務課といたしまして

は、やはりこういった意識改革を進めていく上での例えば研修でありますとか、そういったものを活用

する、そういったことができるような職場づくりにしてまい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

それほどのなにはないです。安芸太田町の場合まだ第３次産業革命の時代に十分対応してない状況で、

先ほど言われた職員の間でできることもあるんですが、私個人的にはやはり先ほど企画課長が言うたＩ

ＣＴに富んだ人材の外部の力を自主的に借りる必要があるだろうというふうに思っておるところでござ

います。もう全国的には高知県とか、徳島県あたりで定型業務をそういったコンピューターのほうへ任

せてしまって、職員は違う仕事をするという時代になってきております。まだまだ私も含め、職員 30

代でも 40 代でも電子決済もしてないというような状態ですから、そこらの意識改革をとにかくしてい

くことによって次の時代に対応できる体制をして、つくっていきたいというふうに思っているところで

ございます。地方人材派遣制度であるとか、地域おこし企業人であるとか、今大手企業と協議をしてお

りますが、ぜひ一時的にそういった外部の人材の助けをもらって職員の意識改革を進めてまいりたいと

いうふうに思います。以上です。
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○矢立孝彦議長

以上で冨永議員の一般質問を終わります。８番、角田伸一議員。

○角田伸一議員

おはようございます。８番角田でございます。冬らしくなってまいりました。令和元年も今日を含め

残すところあと 23 日でございます。町では来年度の予算編成等、何かとご多忙の時期であると思いま

す。夢と希望が持てる次年度の方向づけを検討されているものと察しております。今年一年を振り返っ

たとき一番大きかったことは平成から令和へと時代が変わったことかと思います。私たちの生活の面で

は消費増税、あわせて軽減税率制度が施行をされました。現金決済からカード決済への移行も進められ

ているところでございます。近年の異常気象による大規模の災害多発を背景に、災害から身を守るため

の住民がとるべき行動、５段階レベルの設定もございました。国会では今桜を見る会のやりとりに膨大

な時間が費やされていることも腹立たしいところであります。ほかにも児童虐待、危険運転、日韓関係

等、上げれば切りがない一年でございました。また、Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0 等、新しい社会への移行も進

められているところでございます。町長はじめ、職員の皆様の安芸太田町のため住民の安全・安心確保

のために日夜ご尽力いただいていることに敬意を表し、早速ではございますが、通告をしております一

般質問をさせていただきます。まず最初に、国土強靱化地域計画について。今年も想定外の災害が多数

発生をいたしました。暴風雨、竜巻、河川の堤防決壊等で多くの死者、行方不明者、負傷者が出ており

ます。千葉県では竜巻と見られる突風により停電、断水、ガスの停止、通信障害等、ライフラインが分

断をされました。長野県の千曲川では堤防が損壊し、大量の水が町へあふれ出て、広範囲で冠水被害が

発生したことは記憶に新しいところでございます。復旧、復興に長い年月を要することと思います。こ

のように何十年に一度と言われるような予想をはるかに超える災害が毎年発生をしております。災害は

忘れたころにやってくるという言葉がありますが、それが当てはまらない今日でございます。現在国で

は想定外を乗り越える国土強靱化を進めており、都道府県、市町村に国土強靱化地域計画の早期策定を

働きかけております。令和２年度の国土強靱化関連事業予算は国土強靱化地域計画に計上されている事

業に補助金、交付金が重点的に配分、または優先的に採択されることとなっております。また、令和

３年度からは国土強靱化地域計画に計上されていることを補助金等交付の要件にすることが検討をされ

ているようでございます。このことからも安芸太田町も国土強靱化地域計画の策定を避けて通ることは

できないと思っております。国土強靱化とは、たとえどんな災害が発生したとしても被害を最小限に抑

え、迅速に復旧、復興できる強さとしなやかさを備えた国土、地域経済社会を構築することとなってお

ります。そこで、国土強靱化の基本目標はどのようになっているのか。次に、国土強靱化地域計画の重

要性について、また安芸太田町では災害対策基本法による安芸太田町地域防災計画が策定をしておりま

す。ここで言う国土強靱化地域計画と既存の防災計画との関係について、以上３点について答弁を求め

ます。

○矢立孝彦議長

総務課長。

○長尾航治総務課長

国土強靱化地域計画、国土強靱化計画についてといったご質問を頂戴いたしましたので、担当課総務

課より答弁を申し上げます。まず１点目、国土強靱化計画の基本目標ということでご質問いただきまし

た。国土強靱化計画につきまして全容をちょっとまず先だってご説明をさせていただきます。東日本大

震災の経験を教訓に強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本

法が平成 25 年 12 月に制定され、また大規模自然災害等に強い国土及び地域をつくるとともに、自らの

生命及び生活を守ることができるよう地域住民の力を向上させることを目的に国土強靱化基本計画を平

成 26 年６月３日に閣議決定をされているところでございます。１点目の基本計画、基本目標どのよう

なものかとご質問でございました。４点ございます。人命の保護が最大限図られること、国家及び社会

の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること、国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化、

迅速な復旧、復興、この４点が基本目標として掲げられております。２番目に、国土強靱化計画の重要

性についてというご質問を頂戴いたしました。国としては国土強靱化に関する施策の推進は大規模自然

災害等に備えるため事前防災・減災と、迅速な復旧、復興に資する施策の総合的、計画的な実施が重要

であり、国際競争向上に資するとされています。なお、県や市町は国土強靱化に関し地域の状況に応じ

た施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有するとされ、国土強靱化に関する施策の総

合的かつ計画的な推進を図るため国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画、先ほど議員の

ほうから申されたとおり国土強靱化地域計画というものを定めることができるというふうにされており
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ます。既存の防災計画、私どもの地域防災計画でございますけれども、こちらとの関係性についてとい

うご質問を３つ目に頂戴いたしました。国土強靱化地域計画は地域防災計画との比較において、次に申

し上げます４つの特徴があるとされております。１つ目、国土利用や経済社会システムの強靱性に着目

し、地域をいかなる自然災害等が起ころうとも対応できる体質、構造に変革していく視点から検討する

こと、２つ目、発災時、これは平常になりますけれども、における施策を対象とし、発災時及び発災後

の対処そのものは対象としないというふうにされております。３番目、あらゆるリスクを想定しながら

起きてはならない最悪の事態を明らかにし、対策は防災の範囲を超えてまちづくり政策、産業政策も含

めた総合的な対策を内容とするものである、４つ目、施策の重点化、優先順位づけを行い、進捗管理を

適切に実施できるようにするといった４点でございます。なお、国土強靱化地域計画は国土強靱化に係

る指針性を有することから、災害対策基本法に基づく地域防災計画、これに対しても指針となるという

ふうに言われております。したがいまして、地域計画の策定後は、そこで示された指針に基づきまして

必要に応じて地域防災計画の見直しを行う必要があるものと考えております。私どもの町でもこの国土

強靱化地域計画の策定、それからこの策定の後になろうかと思いますけれども、地域防災計画の見直し、

こういったものは来年度に向けてしっかりと行っ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

小島副町長。

○小島俊二副町長

安芸太田町においても国土強靱化地域計画の重要性に鑑み、今年の９月定例議会で策定の予算をいた

だいておるところでございまして、今発注手続をし、早期に完成する目標を立てておるところでござい

ます。それで、基本的なことは今総務課長が言ったようなことなんですが、やっぱり財政面からおいて

も令和元年度の国の補正予算、令和２年度の当初予算において河川の浚渫等々の新たな考え方が出てま

す。これは現在被災を受けてる市町だけなく、まだ受けてない事前予防の観点からの予算がどのように

ついてくるか、今注目しておるところでございまして、一つうちの河川を言えば相当今荒れてる状態が

ありますんで、今年の補正、来年の当初で場合によれば千載一遇のチャンスになってくるんかなという

ふうに思っておるところでございますんで、そこらの国の補正の内容、当初予算の内容を精査する中で

具体的にこの国土強靱化地域計画の中にそういった、防災計画は、ここが崩れたらこうなるという対応

策でございますが、強靱化計画は、ここが危ないよ、こういった対策が必要だろうというような計画に

なろうと思いますんで、そこらを国と連携しながら精査をしてまいりたいと思います。以上です。以上

です。

○矢立孝彦議長

角田議員。

○角田伸一議員

国土強靱化地域計画について答弁をいただきました。国土強靱化の基本目標について４項目あったと

思います。災害が発生しても人命の保護が第一、２つ目として、社会機能の維持、３つ目として、国民

の財産、公共施設の被害軽減、この３点についてはこれまでの災害の未然防止を目的とした防災計画と

大きな違いはないように感じます。４つ目の迅速な復旧、復興、これまで明文化されていなかった部分

が明文化されたというように思うわけです。近年の異常とも思える想定をはるかに超える災害の多発に

より迅速な復旧、復興が基本の目標の一つに加えられたものと想像するわけでございます。既存の防災

計画との関係について、国土強靱化地域計画が地域防災計画に対しても指針となるとの答弁がございま

した。安芸太田町にとりましても重要な位置づけにある計画でございます。国土の強靱化、地域の強靱

化を進めるに当たって行政はもちろん、住民、企業の関わりがより重要になってくると思いますが、国

土強靱化地域計画への住民や企業の関わりについてどのようなお考えをお持ちか伺います。

○矢立孝彦議長

総務課長。

○長尾航治総務課長

強靱化地域計画に関する住民や企業の関わりといったことで再度ご質問を頂戴いたしました。国土強

靱化におきましては自助、共助、公助を適切に組み合わせることが求められているところでございます。

大規模自然災害等に備えた国土の全域にわたる強靱な国づくりを実現するためには基本法にあるように

国、県、市町、民間事業者、住民を含め、全ての関係者の英知を結集し、国の総力を挙げて取り組むこ

とが不可欠というふうに言われております。また、連携と同時に地域における民間事業者、住民一人一

人が行政任せではなく自らの身は自らで守り、お互いが助け合いながら地域でできることを考え、主体
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的に行動するといったことが取り組みの基礎となります。私ども行政側のほうはですね、国土強靱化が

正しく理解され、民間事業者や住民の行動規範に広く浸透するよう努め、行政、民間事業者、住民それ

ぞれがさまざまな形で周りと連携協力しながら強靱化の取り組みの輪を広げ、重ねていくことが重要と

考えております。以上、申し上げさせていただきました内容につきましては、国土強靱化地域計画策定

のガイドラインといったものにも詳しく示されているところでございます。なお、本町におきましては

既存の防災計画についても多くの団体や企業に参画していただいております。国や県の関係機関に支援

を求めることはもちろんでございますけれども、町内の建設事業者の団体、安芸太田町災害対策等協力

会というものでございますけれども、には毎年防災会議にオブザーバーとして参加をいただいておりま

す。また、災害時には応急工事等で必要な支援をお願いもしているところでございます。また、大規模

災害時のボランティア等の人的支援の受け入れにつきましては、安芸太田町社会福祉協議会に中心的な

役割を担っていただいていることとしております。近年の頻発する災害は行政のみで対応することは困

難です。公的団体、民間事業者、自主防災組織、自治会等、さまざまな団体との連携をすることが発災

時の速やかな対応、そして復興、復旧に必要不可欠でございます。国土強靱化地域計画策定に当たりま

しては、以上申し上げましたことを踏まえて取り組みたいというふうに考えております。また、機会を

見て、より多くの方々へこのこと、関心を持っていただけるよう内容についても広く紹介してまいりた

いと考えております。以上でございます。

○矢立孝彦議長

角田議員。

○角田伸一議員

国土強靱化達成のために計画への住民、企業の関わりについては、行政のみならず公的団体、民間事

業者、自主防災組織、自治会等の連携が必要との答弁でございました。安芸太田町の国土強靱化地域計

画策定については、答弁の内容に沿って考えている、またより多くの方々に関心を持っていただくよう

広く紹介するとのことですから、早々に計画策定が行われる、そのように受けとめておきます。次の質

問に移ります。インバウンドのスキーヤー体験誘客事業について、９月定例会におきましてインバウン

ドのスキーヤー体験誘客事業が予算化をされました。その内容は恐羅漢スノーパークに人工降雪機を整

備して、ゲレンデのコンディションを保ち、営業日を安定的に確保するという事業補助と、インバウン

ドスキーヤー誘客事業でスキー場、宿泊、飲食等、観光消費の拡大による安芸太田町の冬期間の経済活

性化を図るというものでございます。予算化してから３カ月になろうとしております。時期的にもス

キーシーズンは迫っております。事業がどのように展開をされているのか、次のことについて伺います。

恐羅漢スノーパーク人工降雪機の整備事業の進捗状況について、２つ目、広島市、宮島等を訪れる外国

人観光客を恐羅漢スノーパークに誘引するインバウンドスキーヤー誘客事業について、誘客の方法、交

渉の経過等を踏まえ、現時点でのインバウンドスキーヤー誘客の見込みについて答弁を求めます。

○矢立孝彦議長

企画課長。

○二見重幸企画課長

インバウンドのスキーヤー体験誘客事業についてのご質問でございます。まず、１点目の恐羅漢ス

ノーパーク人工降雪機整備事業の進捗状況でございます。恐羅漢スノーパークの人工降雪機の整備事業

でございますが、９月下旬から整備工事に着手をしまして、11 月末までには設置作業を完了しておると

ころでございます。その後試運転を行っており、順調に稼働するということが確認をされております。

今月に入りまして朝夕気温が下がっており、気温が下がった時間帯では順調に稼働をさせておるところ

でございますが、まだ気温が下がった時間が短時間であるということで、滑走可能な状態になるまでに

は至ってないという状況でございますが、確実に効果があるということは確認ができておるところでご

ざいます。今後夜間、それから早朝、気温が下がる時間が長くなるにつれて稼働時間も長くなり、降雪

量も多くなり、良好なコンディションが確保できるものと期待をしておるところでございます。スノー

パークのリフト、それからレストハウス等の営業準備は既に整っておりまして、降雪機が設置しており

ますゲレンデが滑走可能な状態になり次第、営業を開始するという計画であると聞いておるところでご

ざいます。それから、インバウンドスキーヤーの誘客の見込みについてでございます。こちらにつきま

しては、誘客見込みにつきましては、より効果的な誘客活動を行うため国内、県内のインバウンドの動

向調査や国別の旅行ニーズの把握を行い、ターゲットの国を定め、向こう５年間の具体的な行動計画を

策定することとしております。この計画策定に当たっては専門的なノウハウやネットワークを有する業

者と連携し実施することとして、先般その業者選定を行い、策定作業に着手したところでございます。
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インバウンドスキーヤー誘客の見込みについてでございますが、この計画の中で目標設定を行い、確実

に誘客できるように取り組みを進めてまいりたいと考えております。目標設定に当たっては単に誘客数

を設定することということではなく、町全体のインバウンドにおけるプロモーション等の誘客コストに

見合う誘客数を検討し、持続可能なインバウンド戦略を策定したいと考えておるところでございます。

地域再生計画上の目標数値は、現時点での外国人観光客は約１万人で、毎年度 1,000 人増加するという

ふうに計画をしておるところです。過去５年間の観光統計では町内の国内旅行者も含め、年間の観光客

のうち、12 月から３月の冬季入り込み客の占める割合は約 22％となっております。これだけの誘客で

はコストに見合う成果は得られないと考えておるため、インバウンドの誘客の数をしっかりと検討して

まいりたいと考えております。これに関連し、今年度の予算で外国人を対象とした雪山モデルツアーを

実施することとしております。今回は主に県内に在住の留学生等を雪山に招き、楽しんでもらう中で今

後の誘客に向けての注意点などを引き出そうと考えており、40 から 50 人の外国人の来訪を予定してお

るところでございます。以上でございます。

○矢立孝彦議長

商工観光課、片山課長。

○片山豊和商工観光課長

商工観光課からは企画課の答弁の補足をさせていただきます。まず、インバウンドスキーヤー誘客の

見込み等に関する広島県の動向を補足をさせていただきます。広島県における海外へのプロモーション

活動につきましては、アジア圏を中心として台湾等をターゲットとしてのＰＲ活動を展開され、今月中、

今年中に英語版のホームページを開設すると伺っているところでございます。まず、海外におけるス

キー場としての認識度といいますか、一番の人気は北海道のニセコのスキー場となっております。以下、

順位は北海道が主流であり、次は信州など、関東、成田空港等から行きやすい場所、かつ新雪が豊富に

ある長いゲレンデのスキー場となっているところでございます。諸外国から見まして広島県は原爆ドー

ムや平和公園、また宮島の認知度は高く認識されておりますし、一部では本町もＰＲしております三段

峡と井仁棚田が外国のテレビ番組等々で取り上げられたことで知られておりますが、本スキー場としま

しての認識自体があるわけではないと伺っており、廿日市の吉和、北広島、島根県瑞穂町においても同

様の状況となっております。このことから本格的にスキーを楽しむために訪れる外国人は北海道、信州

に向かっているものと思われます。広島県がＰＲしております台湾、アジア圏等につきましては、旅行

代理店との交渉の中で、修学旅行として広島に平和学習をするために訪れる学生はいるため、彼らはス

キーについては初体験の年代なので、広島市からアクセス可能な範囲にあるスキー場への誘導はできる

であろうという回答があったことから、アジア圏の誘客の可能性はあるとの判断により県のほうは推進

を始めている状況でございます。本町における取り組みにつきましては、各課が申し上げたとおり地方

創生ソフトの事業において展開を始めており、プロポーザルを経て、業者委託を開始しております。具

体的には３月までに報告書をまとめていただくことにしていることから、今年のスキーシーズンに間に

合うような集客にその事業が展開するわけではございませんが、モニターによるモデルツアーとして旅

行会社も含めた雪山を実体験していただき、スキー、スノボのみならず、スノーシューハイキングなど

のアクティビティーもあわせて評価をしていただくこととしております。このほか昨年より取り組んで

おります観光プロモーションビデオにつきましては、英語のバージョンも完成をしておりますことから、

７月末に採用しました国際交流員等が行っておりますＳＮＳ、インターネットのほうでの紹介、動画紹

介、あきおおたナビにも紹介していただいて、認知を上げていただくこととしている状況でございます。

商工観光課からは以上でございます。

○矢立孝彦議長

地域商社あきおおた、武藤事業本部長。

○武藤克巳地域商社あきおおた事業本部長

企画課長より答弁のありました最後のポイントの雪山誘客モデルツアーですね、これについて補足の

説明をさせてください。これは今年度の予算で地域商社あきおおたのほうに委託をされております。私

どもが受託をいたしまして、このツアーの企画をしております。これは先ほどありましたように 40 名

から 50 名、県内在住の主に留学生を恐羅漢のスキー場の方に招くということをしております。そのと

きにですねなるべく多くの国々の方々を招き、どのような国にターゲットを絞っていったらいいのかと

いうところを見極めをまずしたいということとですね、どのような楽しみを雪山でやるかということで

ですね、そのツアーの際にはイベントと組み合わせて、そのイベントの中にはスノーシューであるとか、

あるいは雪の滑り台であるとか、さらにはですねスキー、スノーボードの初心者にはその講習会もやる
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ということでですね、１泊のツアー及びイベントをですね２日間で企画をしております。そのイベント

はですねこの留学生、外国人だけでなく、一般の方々にも楽しんでいただけるようなイベントとしてお

ります。今まで本町のスキー場はですねスキーの経験者、特に中級者、上級者も楽しめるということで

ありましたけれども、今後インバウンド誘客をしていくに当たってですね初心者の方々、あるいは雪そ

のものを楽しめるというようなことでですね、今回のイベントにおいてそんな恐羅漢のイメージの定着、

ＰＲというようなことも同時に行っていきたいというふうに考えております。以上です。

○矢立孝彦議長

角田議員。

○角田伸一議員

インバウンドスキーヤーの体験誘客事業については、ハード事業の方はもう完成をしておるというこ

とでございますし、またソフト事業についても、誘客活動、それから具体的な取り組みについての説明

がございました。インバウンドスキーヤー体験誘客事業は冬期間に成果を上げる事業でございます。営

業日数を安定的に確保するハード事業と、スキーヤー誘客のソフト事業が一体となって冬期間の経済活

性化が図られるよう事業の成果を期待をしておきます。次の質問に移ります。森林経営管理事業につい

て、これまでにも質問はしたことがございます。これまでの一般質問、答弁によりまして森林環境税、

森林環境譲与税、新たな森林経営管理事業の発足と、森林環境税に関する事業の骨格について何とか把

握をいたしました。今年度も残り少なくなりました。市町村が主体となって推し進める森林経営管理事

業の動きが感じられない。残り少ない年度内にどのように事業を進められるのか、答弁を求めます。

○矢立孝彦議長

産業振興課、瀬川課長。

○瀬川善博産業振興課長

森林経営管理事業についての年度内の事業の進め方についてご質問をいただきました。森林経営管理

事業についてですが、この制度内容は森林所有者の経営管理する意思のない森林が増加し、森林所有者

の特定が困難であるなど、これまでの取り組みでは森林所有者みずからが経営管理できてない森林が増

加しており、今後高齢化等によりさらに増加することが予想されております。本年４月１日に国産材価

格の低迷や、高齢、後継者不在などの事情で担い手が不足し、放置されています。杉やヒノキなどの人

工林等を公的に管理する制度として森林経営管理制度が施行されました。これによって森林の有する多

面的機能の発揮のためには適切な経営管理をしていくことが求められ、森林所有者に対して森林の経営

管理の意向調査をもとに、経営管理が行われていない森林について市町が森林所有者の委託を受け、経

営管理していくことや、また林業経営者に再委託することにより林業経営の効率化と森林の管理の適正

化を促進することとなっております。広島県においてはこの森林経営管理事業の実施状況でございます

が、６市町において森林の経営管理の意向調査する区域を選定し、森林所有者に対して森林経営管理制

度の説明や森林の管理や手入れ状況、また今後の森林管理の見通しなどの意向の聞き取りを行うなどの

意向の調査業務を行っているところでございます。また、２市町においては森林経営管理事業に係る各

種業務を行うため林務に精通した専門員を設置している状況となっているところでございます。本町に

おいては森林の所在、樹種、齢級、材積、施業利益、森林経営計画の策定の有無などの森林に関する情

報を収集、整理し、森林の経営管理の意向調査の対象となる森林を抽出し、整理した森林情報をもとに

森林の集約化を進め、木材生産が可能な林業経営の適地となる森林の特定、また優先して意向調査をす

る区域の選定、森林所有者に対しての意向調査、項目の整理、また意向調査を実施してない森林所有者

からの申し出の対応などについて県、関係機関と連携し、調整、検討を行っているところでございます。

そのような連携調整が整い次第、森林所有者の確認、また森林所有者に対して森林経営管理制度の説明

や森林の管理や手入れ状況、今後の森林管理の見通しなどの意向の聞き取りなどの意向の調査を行うこ

ととしております。これら森林の経営管理の意向調査を踏まえ、森林整備を進めることとあわせて、町

内の森林から多くの仕事、また雇用を生んでいけるよう林業経営の効率化と森林管理の適正化を推進し

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

角田議員。

○角田伸一議員

森林経営管理事業について、県内では２つの市町において林業に精通した専門員を配置して業務に当

たっているとのことでございました。安芸太田町では県、関係機関と調整中で意向調査の準備の段階で

あるとのことでございました。進捗率でいうと、数値にあらわすことができない状況かと思います。意
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向調査を行うということですから、この点について、その意向調査の実施方法について町の考え方を聞

かせていただきたいと思います。

○矢立孝彦議長

産業振興課長。

○瀬川善博産業振興課長

ご質問いただきました意向調査の実施方法についてでございますが、この意向調査を始めまして、森

林経営管理事業としてはですね森林の経営管理の意向調査、またその他ですね集積計画の作成とか、森

林所有者の探索などの事務が従事していくこととされております。この森林管理事業のですね円滑な執

行と、またその事務負担の軽減の観点からですね他市町で取り組んでいるような林務に精通して、また

専門的知識を有する専門員を配置して行う方法か、また森林組合、また民間事業体への委託する方法、

そういったところもその方向性を決めてですねこの意向調査に取り組んでいきたいと思います。そうい

ったところを整理しながら早期に取り組んでいきたいと考えております。以上でございます。

○矢立孝彦議長

角田議員。

○角田伸一議員

今年度も残り少ないということで事業を実施していく上でいろいろと考えるところもあろうかと思う

わけなんですが、最初の答弁で範囲を定めてというような答弁もあったかと思います。そういうことで

意向調査にしても、周知にしても限られた範囲でですね集中的に行うことのメリットもあろうかとは思

うわけなんですが、森林管理制度を山林所有者に広く周知する取り組みや、相談窓口を設ける等、山林

所有者の意向が聞ける環境づくりも必要ではないかと思います。そういうように思っておるところでご

ざいます。町長のほうで何か答弁があれば。

○矢立孝彦議長

小坂町長。

○小坂眞治町長

ご質問にありましたようにやはり山をよみがえらすということが何よりだろうと思いますし、施業が

届いてない森林をどのように施業の対象にしていくかということが今回の大きな課題であろうかと思っ

ております。そういった意味におきまして町域平均的に意向調査をするという方法ではなしに、やはり

施業につながるところから順番に意向調査をするようスケジュール化を今担当のほうにも申しておると

ころでございます。そうした中で採算が合わないから今こういう状況になっておるわけでございますの

で、やはり町有林等、あるいは財産区等の中心に町の方が主体的になって林業施業をしていくというよ

うな働きかけをしていくのも一つであろうし、また確たる林業施業者の方にですね力を借りながら、そ

の施業地と隣接しておる行き届いてない、また民間の所有しとられるエリアを意向調査を重ねながら、

施業につながっていくことが何よりだろうと今考えております。そしてまた、ご質問にありましたよう

に今回のこの制度を広く町民の皆さんにご理解をいただき、いわゆる民間同士のいわゆる団地化と申し

ますか、施業条件の整うエリアを次の段階で広げていきたいと思いますし、そして採算が合わないとさ

れるところをどのように町のほうが責任を持って管理運営していくかが大きな課題だろうと思って、今

準備を進めておるところでございますが、いずれにしましてもご質問ありましたように今年度具体的に

これこれというところにまで行っておりませんが、十分先ほどのことを考慮しながら、効率的な林業の

施業につながるように、また林業を施業する方々が安芸太田町で生活できるように取り組みをするべき

だろうと今考えております。

○矢立孝彦議長

角田議員。

○角田伸一議員

森林環境税に始まり、譲与税、そして町がするべきこととして今森林経営管理制度、これらの究極の

目的は森林を実際に整備をするということでございます。今年度が実際に整備をするところまでは行か

れないというふうに感じておるわけですが、本当の目的である森林整備が一刻も早くできるように進め

ていただきたい。以上でございます。

○矢立孝彦議長

以上で角田議員の一般質問を終わります。しばらく休憩します。午後１時30分から再開します。

休憩  午前１１時４２分

再開  午後 １時３０分
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○矢立孝彦議長

引き続き、休憩前に続いて一般質問を続けます。順次続けてください。５番、末田健治議員。

○末田健治議員

午後の１番ということで少し話題を提供いたしますと、昨日プラットホームで鳥を焼いておりました

ら、家族連れのお客さんが来られまして、まんじゅう買いに来たんだが休んどったというて言われるん

で、え、たい焼きじゃありませんかというて言うたら、神楽まんじゅうを食べに来た、どっから来られ

たんですかというたら、呉から来ましたということで、呉からわざわざ神楽まんじゅう食べに来られた

んですか、いや、そうです、神楽まんじゅうのファンでございますというお客さんがおって、電話をし

て、どこで焼きよるんというて電話しましたら、千代田の道の駅におるという、それじゃそっちへ行き

ますというて、後からまた電話がかかってきて、確かにお客さんが来られて、ありがとうという話があ

りました。午後の話題提供でございます。今の項は議長権限において削除してもらって結構でございま

す。ところで、私は次元を午前中のハイレベルな議論からちょっと下げまして、現場レベルの第二次長

期総合計画中間の成果と課題を問うということでお尋ねをいたします。第二次長期総合計画は平成 27

年度から令和６年度までの 10 年間の長期展望に立ってまちづくりの指針を明らかにするものでありま

す。町長は計画策定に当たり、今後この計画のもと安芸太田町の資源である豊かな自然と人情を強みに

町内外に人と人とのつながりが広がる町の実現に向けて町民の皆様とともに取り組んでいきたいと考え

ていますと述べられています。早速質問でございますが、町長はつながりが広がる町の計画実現に向け、

そして町民の皆さんに今までどのように訴えられたのでしょうか。答弁を下さい。それを踏まえ、次の

課題について質問をいたします。１番目に、住民参加、住民との協働の成果と課題について、２番目に、

前計画、前の計画ですね、の検証の評価、３つ目に、数値目標の設定の評価、４、財政計画との整合の

評価、５つ目、各分野基本計画との整合の評価、６つ目、広域連携推進の評価、最後７、計画実効性の

確保の評価、以上について答弁を求めます。

○矢立孝彦議長

企画課長。

○二見重幸企画課長

各項目の評価につきまして企画課のほうから答弁をさせていただきたいと思います。財政状況の整合

の評価につきましては後ほど財政担当課からお答えすることとし、その他の項目について企画課から答

弁をさせていただきます。まず、１点目の住民参加、住民との協働の成果につきましてでございます。

平成 25 年度のアンケートでは、住民参加や協働のまちづくりの取り組みに関する満足度スコアは

29.6％でございました。平成 30 年度のスコアは 30.3％で、ほぼ横ばいという結果となっております。

この住民参加、住民との協働の成果として上げる取り組みとしましては、健康福祉分野において、健康

運動クラブ等の自主的な活動により多くの町民の皆さんを巻き込んで、健康づくり活動や、さらにこの

ことが町のＰＲ活動に発展しているということは住民参加の大きな成果であると考えております。さら

に今般では、いきいき百歳体操としてご近所同士の共同によりお互いに顔と顔を合わせる機会を設け、

健康づくりの取り組みを進められておる、これも一つの成果であるというふうに考えております。また、

ヘルスツーリズムの取り組みとして位置づけている教育旅行の受け入れに関しても、受け入れ家庭の皆

様の自主的な取り組みにより年間 2,000 人以上の学生の受け入れを行い、受け入れ家庭も元気になられ

ているというのも、こちらも住民参加の大きな成果であるというふうに考えております。そして、子育

て世代のママさんグループの活動でありますとか、三段峡の自然やたたらの歴史等の伝承保存活動、そ

れから地元農産品の加工販売の取り組みを活発に行っている皆さんの活動、こういった活動も住民参加

の大きな成果であるというふうに考えております。このようにテーマや分野における住民参加に関して

は大きな成果があらわれているものですが、一方で住民参加による地域自治については、高齢化であり

ますとか、人口減少の影響から地域自治の取り組みに関しては維持していくことが困難な状況になって

いるといった地域も見受けられるところでございます。今後は分野やテーマ、地域間などの共同により

異なる領域の人たちの取り組みを結集して地域課題の解決に向けて行政が後ろ支えするという取り組み

が必要になってこようかと考えておるところでございます。続きまして、前計画の検証の評価、それか

ら数値目標の設定の評価でございます。前期の基本計画の最終的な評価は令和元年度の終了時点で行う

必要があろうかと考えておりますが、後期基本計画の策定に当たりまして前期の中間的な評価を行った

ところでございます。定量的な評価では、リーディング施策に掲げる 55 指標のうち、目標以上に達成

した指標が 24 指標、目標は下回ったが成果が上がったものが 10 指標、目標の 50％に達しないものが

８指標、目標を大きく下回るものが 13 指標というような状況でございます。続きまして、各分野にお
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ける基本計画との整合の評価でございます。こちらはリーディング施策に関しての答弁を申し上げたい

と思います。まず、リーディング施策の１番目として、定住促進と人材育成の分野におきましては、定

住促進施策と地域づくりを融合させ、一体的に推進させることにより町の魅力を発信するということを

目指しておりました。暮らし移住コーディネーターの設置や、定住情報の発信などの移住促進策と、そ

れから地域資源活用、ビジネス起業支援策、地域づくり支援策がそれぞれの施策としては一定の成果が

上がりましたが、これらの施策が連携して相乗的に効果を上げているという点では課題があると考えて

おるところでございます。続きまして、産業の活性化の分野においてでございますが、産業間連携を推

進する中間支援組織として産業活動支援センターの設立を目標としておりました。これにつきましては、

平成 30 年４月から事業をスタートしております一般社団法人あきおおたを創設したところでございま

す。今後産業、観光分野において６次産業化や人材育成、観光消費額の拡大に向けて工夫をしながら取

り組みを進めてまいるところでございます。続きまして、各世代にとって暮らしやすさの向上につきま

しては、子育て支援策の拡充や教育環境の整備により子育て施策に対する子育て世代の満足度はほかの

世代に比べて高く、一定の評価をいただいているものと考えております。また、地域の支え合いによる

コミュニティーの維持をテーマにしております生涯活躍のまち形成事業につきましては、戸河内拠点に

関しては徐々に利用者が拡大しているものの、各施策を連携し、工夫を図り、誰もが気軽に立ち寄るこ

とができる拠点づくりを今後進めてまいることとしております。また、加計拠点につきましては、今年

度中には供用開始予定であり、供用開始が図られれば成果があらわれてくるものと考えております。続

きまして、広域連携の推進の評価でございます。広域連携に関しましては、消防、衛生、医療など、日

常生活に欠くことができない行政事業を委託、連携して推進しているところでございます。広域連携は

本町の行政推進の重要な行政手法であるというふうに考えております。平成 28 年３月、連携中枢都市

圏を形成して、圏域全体の経済成長の牽引、高次都市機能の集積強化及び圏域全体の生活関連機能サー

ビスの向上に関する取り組みを行うに当たっての基本的な方針や取り組み内容、役割分担を定める連携

協約を広島市と広島広域都市圏の 23 市町との間で締結をいたしました。広島広域都市圏では、広島広

域都市圏発展ビジョンを策定し、産業、医療、福祉、環境、教育、交通など、多岐にわたる分野で広島

市及び周辺自治体との連携の取り組みを推進しています。本町において近年修道、安野地区において就

農されている方は広島広域都市圏発展ビジョンに掲げる新規就農者育成事業を活用され、広島市の農業

振興センターで研修をされ、その後就農された方でございまして、こちらは大きな成果を上げておると

ころでございます。今後も各分野で広島市を初めとする広域圏の資源を共有し、活かすとともに、連携

中枢都市圏の取り組みに参画してまいりたいというふうに考えております。続きまして、計画の実効性

の確保の評価でございます。計画の実効性の確保につきましては、施策評価のＰＤＣＡを確実に実施す

ることで担保したいと考えております。前期基本計画の平成 27 年度実施事業分から新たな評価の仕組

みとして年度終了後各課の個別施策の自己評価を若手職員で構成する評価ワーキンググループで評価内

容を再検討し、その内容を各課にフィードバックし、再度各課で評価し、総合戦略に関する施策の評価

はまち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議で報告し、外部からの意見もいただいているところでござ

います。今年度まで４回施策評価を行っており、各施策を展開する上での課題等については抽出できて

いるものの、その評価を直接的に次年度の予算に反映していくような仕組みにはまだなってないという

のが現状でございます。現在後期基本計画を策定中でございますが、後期に関しましては、この施策評

価が予算事業の直接的な評価につながるように工夫してまいりたいと考えておるところでございます。

以上でございます。

○矢立孝彦議長

総務課財政管財担当、三井主幹。

○三井剛総務課主幹

それでは、第二次長期総合計画の中間成果と課題に関わりまして、財政状況と整合の評価ということ

で私のほうからご説明申し上げます。まず、第二次長期総合計画では第２章の分野別計画の中で、信頼

される行政の構築を掲げ、平成 28 年３月策定の第二次行財政改革大綱に沿いながら健全な財政運営を

目指し、施策全体に共通する大きな取り組みシーンとして、歳入歳出による自主財源の確保と歳出抑制

に関する取り組みの推進、さらには最小コストで最大成果を生み出す仕組みづくりという２つのことに

ついて大きく取り組むこととしております。また、健全なる財政運営を目指す施策展開の状況を定量的

にはかるため、その目標指標として長期計画の中では、例えば財政調整基金及び減債基金残高比率を初

め、複数の財政指数を設定して、その成果等の達成状況を検証することとしております。その目標達成

状況としまして、平成 30 年度ベースでご説明申し上げますと、先ほど申し上げました財政調整基金及
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び減債基金残高比率につきまして、目標値は 68.5％であったところ、68.7％、さらには実質公債費比率、

単年度の公債費の割合ということでございますけども、目標値 12.6％に対し、12.3％と、いずれも目標

水準を維持しております。また、将来負担比率、安芸太田町の標準財政規模における今の負債の割合で

ございますが、目標値 120.0％のところ、65.5％ということで、ここ数年間の適切な繰上償還、そうい

うものにおいて大幅に改善されているところでございます。一方で、地方交付税の合併算定替えの段階

的縮減の影響や、平成 26 年度から集中的に取り組んだ学校統廃合などの大型公共事業の実施に伴う大

規模な起債等もありまして、地方債残高比率は目標値 231.1％に対し、271.2％と悪化したほか、平成

30 年度決算では財政調整基金等の取り崩しによって歳入不足分を補うという対応を余儀なくされたこと

から、経常収支比率は、目標値 91.3％に対し、103.3％と目標を達成できておりません。また、このよ

うな経常収支比率の低迷も大規模な起債の償還が落ちつく令和７年度まではこうした傾向は続くものと

見込まれております。こうしたことから本町の令和２年度の予算編成を含め、今後の財政運営におきま

しては長期財政推計を踏まえた財政運営方針を基本としながら、長期総合計画に掲げたビジョンの達成、

実現状況を見据えた効果的な財政運営を進めるため、特に成果志向の徹底、事業の選択と集中、そして

事業費の精度の向上を重点的な運営的な命題として位置づけ、全体として歳出抑制を図りながら効果的

な施策展開を行い、長期総合計画に掲げた目指す姿の実現や成果の向上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

末田議員。

○末田健治議員

答弁の中にもありましたように現在後期対策に向けての見直し作業中と思われますので、次の点に絞

って再質問をいたします。人口計画について答弁はなかったというふうに思うんですけど、人口計画に

おいては非常に減少の方向にあるというふうに思います。この人口計画に狂いが生じますと、全体計画

への影響があり、見通しも立たなくなるのではないかというふうに思うんですけども、この点について

お答えを下さい。さらに、重要なことは先ほどもご答弁がありました経常収支比率については現在非常

に悪化している状況でございます。令和７年度までは好転はなかなかというふうな答弁だったと思いま

すが、現在の財政状況を考えますと、小手先な対応では対応し切れないのではないか、計画の大幅な見

直しも必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。そもそもさまざまな計画が取り組みがされて

きておりますが、まちづくりの基本的な柱が、私から見ますと、定まっていないことが今日の結果を招

いているというふうに思います。町長はこの点についてどのように受けとめをされているか、伺います。

また、町長は本年地域づくり懇談会を開催をされました。私も出席をいたしました。取り組み意欲につ

いては評価をいたします。しかし、参加者は少なく、盛り上がりに欠けていました。３回目の懇談会が

予定をされていますが、２回目までの状況をどのように総括をされておりますか。個人的な感想で言え

ば、町民の皆さんがぜひ行ってみたい、ぜひ出向いて自分の思いを語ろうという意欲が湧かない状況で

はなかったかと思います。地域づくりは息の長い粘り強い取り組みを通してつくり上げるものだと思っ

ております。少し手法を変えたというところで参加者が増えるというものでもございません。町長は長

期計画策定で次のように述べられております。地域の状況を的確に捉え、地域の特性を活かした協働の

まちづくりが求められますと。では、お尋ねしますが、協働のまちづくり実現に向け、今日までどのよ

うな思いでどのように進められてきたのか、再度お尋ねいたします。企画課長からありました答弁の中

で、協働の成果については健康運動クラブ、あるいは教育旅行の取り組みなど説明がございましたが、

私はこれは一部の方が運動について一生懸命取り組みはされていますが、限定的なものであります。町

民の皆さんがどのようにまちづくりに参加をされているかということが私は問わせていただきます。再

度答弁を求めます。

○矢立孝彦議長

小坂町長。

○小坂眞治町長

第二次長期総合計画の中間の成果ということでご質問をいただいております。このことにつきまして

は先ほど課長が申しましたように現在前期の見直しをしており、審議会の方へそのことをもとに諮問を

しておるという段階でございますので、担当の方から申させていただいた範囲にとどめさせていただき

たいと思います。その次にご質問がありました、人口計画と乖離しとるということでございます。いつ

もこういった機会に私は安芸太田町のそれぞれの策の評価をするバロメーターに人口を捉えるべきであ

ろうと言っておるところでございます。そういった意味におきましては我々の計画がそのとおりにいっ
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てないということにつきましてですね、これはやはり反省をし、見直しをする領域がここにあるのだろ

うと今思っております。11 月末で今 6,100 というような数字が出ておるところでございます。この第二

次の長期総合計画の策定時にあらわしました人口ビジョン、そうしたふうな取り組みをですね前半重ね

ていく中では我々が計画しとる人口の推移を維持できるという時点もございましたが、急速な少子化、

あるいは過疎化の結果として先ほど申しますように目標の数字には至ってないところでございます。ぜ

ひこの下半期の計画の中でこの数字を回復するような、いろいろな手だてを立てていきたく思って、今

のところでございます。それと、財政計画は、またこれも長期総合計画の中では具体的に財政的なこと

を計画を立てておりません。下半期におきましてもその計画はございません。がしかし、やはりそれぞ

れの策を実現していくのにはやはり実行する資金、実行につながる財源が必要でございます。先ほど担

当の主幹のほうから申しましたようにどうにか維持し、頑張っている数字もございますが、やはり経常

収支比率が 100 を超えるということにつきましては、我々の施策の自由度がそれだけ少なくなっている

ものと思い、財政についても十分配慮していく計画を必要と思いますが、今差し向き財政の観点からこ

の第二次長期総合計画下半期を見直すということは考えておりません。それと、協働の町ということで

ございます。これはいつも申しますように行政が持っている情報を町民の皆さん、あるいは民間の企業

の皆さんと共有をし、どういった課題があって、どういう解決策があるんか、どういった役割分担持っ

てそれに取り組むかというのが行政からのお願いでございます。そういった意味におきましてはいろん

な施策がございます。先ほど説明いたしましたように健康づくりも安芸太田町の大きな施策でございま

す。また、働く場所を実現するというのも大きな施策、また次の世代を育てるという教育も大きな施策、

また保健・医療・福祉を充実さすのも大きな施策でございます。それぞれの施策をやはり具体的に町行

政、あるいは社会福祉等々だけでなく、皆さんの力を借りながら、民間の皆さんと一緒になって実現す

る、それが協働だろうと思いますし、その一つのあらわれが、先ほど課長が申しましたように健康の領

域では健康づくりという方でグループができて、またそれがまちづくりの大きなエネルギーにつながっ

ていくと思ったところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。それと、今回の地域づく

り懇談会、これは私も出席をいたしました。本当にご指摘のとおりに大いに反省すべきことがたくさん

ございました。去年一年間地域懇談会を開催することができなかったこと、そして我々の、先ほど申し

ますような協働のまちづくりに対する情報発信が住民の皆さんに思うほど届いていなかったということ

をまず反省すべきだろうと思います。そうしたふうなまちづくりをするのに町の職員も地域へ出向いて

いく機会を持つべきであるし、地域へ出向いていろいろと意見交換できる力量を備えるべきであるとい

うことで、今年の地域懇談会は課長以上が全員が手分けをして、地域へ出向いて行かせていただき、直

接生の意見を聞かせていただき、またそれに自分の担当のみならず、この長期総合計画を踏まえた町の

基本計画をもとにいろいろとディスカッションするということを今年実現することができました。そう

したことをさらに来年に向けて充実させていき、下半期の長期総合計画が力を合わせて実現できるすば

らしい計画になるような取り組みを進めてまいります。

○矢立孝彦議長

企画課長。

○二見重幸企画課長

人口計画に関してのご質問でございますが、先ほどもございましたように本町は平成 27 年 10 月に人

口ビジョンというのを策定をしております。その時点で 10 年先、令和６年の目標人口を 5,800 人と設

定をしておるところでございます。この人口目標を設定する時点でそれまでの５年間、平成 27 年より

前の５年間は社会減数が40人台から70人台で推移しておりましたが、平成27年は社会減数が10人ま

で回復をしておりました。このときに社会減が抑制されたという傾向が出ておりましたので、将来に向

けて社会減が減少、ひいては社会増の目標を掲げ、5,800 人という目標を設定をしているところでござ

います。令和元年 10 月現在でこの計画目標値の達成が困難であるということを見込んでおりまして、

現在策定中の後期基本計画の各施策と、それから目標人口をどういうふうに整合させていくか、どうい

うふうに整理していくかというのを検討し、目標の人口をこの後期の基本計画の中で整理、検討してま

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

三井主幹。

○三井剛総務課主幹

先ほどの町長のご説明に補足をさせていただきます。確かに長期基本計画の中で財政の縛り、ルール

ということについては明確には明示されていないところでございますけれども、後期基本計画の策定に
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おいて先ほど企画課長申し上げたとおり事業の成果指標、それを構成する各事業単位、つながりという

ことをきちんと紐付けをさせていただいて、その中での予算配分ということでの機微を考えさせていた

だいて、全体として歳出の抑制を図っていきたいと考えておりますので、今後ともそのようなやり方で

財政運営をきちんとやっていきたいと思っております。以上です。

○矢立孝彦議長

末田議員。

○末田健治議員

まず、三井主幹のほうから答弁がございましたが、財政の関係については、どの計画もまちづくりに

必要であるから進めようとすればそこは無理が出てくる。ですから、まちづくりのためにこの柱をこの

ように決めて進めていくということをしないと、それこそ店が開きっ放しの状態になってしまって、気

がついてみれば財政が立ち行かないということになりかねないわけですから、先ほどの答弁のとおり十

分配慮して、今後の事業は進めていただきたいというふうに思います。そして、健康運動クラブの件に

ついて誤解があったらいけませんから申し上げますと、健康運動クラブの取り組みが今日まで進んでき

たというのは、これは頭ごなしに進めた計画であれば今日までここの広がりはなかった。出発時点から

住民の方に取り組みの必要性を訴え、呼びかけをし、その世話人が、住民の方が中心になって取り組み

を進めてきたからこそ今日の健康運動クラブの今の姿があるんだろうと思う。ですから、私はこれを限

定的に捉えてほしくない。まちづくりの取り組みの進め方の中にその健康運動クラブの成果が成功の鍵、

秘訣があると思うんです。もう一遍そこを見直しをした上で進めていただきたいということを強く申し

上げておきます。長期総合計画は町をまさにつくるための計画でございますので、町民の皆さんが期待

や希望を持つ計画であってほしいというふうに思います。町長は町民の皆さんの期待感を感じておられ

ますでしょうか。協働のまちづくりを自らの行動の中で示していただくことを強く申し上げておきまし

て、この質問については終わります。次に、戸河内道の駅の整備計画と進捗状況について伺います。現

在の道の駅は手狭な上に、国道 191 号線を挟み、歩行者による道路横断も多く、危険なところでありま

す。現在の道の駅はそもそも現在の道の駅認定基準に合致していない道の駅であります。昔だからでき

たということであります。一口に言えば機能性に欠ける道の駅というふうに言えます。整備の準備に向

け、これまで関係者から聞き取りなどを進められている段階でしょうが、改めて整備基本方針はどのよ

うに考えられているのか、伺います。現在の取り組み状況について答弁を下さい。そして、１番目の質

問のほうでも申し上げましたが、財政状況は非常に厳しいのが現実でございます。煮詰まらないまま整

備に急いで取りかかりますと取り返しがつきません。この際、財政見通しが好転するまで整備を凍結す

るべきだと思いますが、いかがでございますか。仮に実現化に向けて進められようとするのであれば、

町民の皆さんの是非を問うべき大型事業と考えます。どのように進められるのか、ご答弁を求めます。

○矢立孝彦議長

企画課長。

○二見重幸企画課長

道の駅の整備計画の進捗に関するご質問でございます。整備基本方針に関しましては、現在検討中で

ございます。ただ、国交省の重点道の駅に認定されております際のコンセプトの考え方として、稼ぐ観

光まちづくりの拠点ということで、こちらの基本的な考え方は定まっておるというふうに考えておりま

す。稼ぐ観光まちづくりの拠点というのを言いかえますと、この町この道の駅が地域経済の中核となる

仕組みであるというふうな考えを持っておるところでございます。地域の生鮮野菜や加工品の販売、ま

た地元産品を使った飲食、道の駅で物が売れれば、地域の生産者や加工事業者が、それが浸透していき

まして、それが発展して持続的になっていく、こういう仕組みが第一に必要であるというふうに考えて

おるところでございます。現在長期総合計画のヒアリング等におきまして道の駅周辺の事業者の皆さん

の意見を聞かせていただいておりますが、その中でもやはりこの地域経済の中核となるような拠点にし

ていきたいというご意見を頂戴しておるところでございます。既存の道の駅周辺の配置に関して、国道

が分断しており、横断者が多く危険であるなどの課題については確かにございますので、道の駅の再整

理というのは必要であると思いますが、町全体の産業振興のデザインの中に道の駅をどのように位置づ

けていくかというのを関係者や専門家でしっかりと議論する必要があるというふうに考えておるところ

でございます。このことを踏まえまして施設の規模、機能、設備を総合的に検討するとともに、今後厳

しくなる財政状況に対応するべく事業規模や特定財源の確保、これらの検討もあわせて進めていきたい

というふうに考えております。以上です。

○矢立孝彦議長
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商工観光課長。

○片山豊和商工観光課長

企画課長の補足をさせていただきますけれども、議員ご指摘ありました財政計画との見通し等につき

ましての補足でございます。重点道の駅に指定されました以降に国・県の財源確保に関することで１度

協議を行っている状況ではございますが、道の駅重点によりまして財源的に有利で補助率や金額もすぐ

れているといった財源を紹介されたというようなわけではなくて、通常の補助制度の確認ということに

現段階ではなっているところでございます。また、駐車場の整備等、門田線の部分もございますけれど

も、整備いたしました平成 20 年度の道整備交付金における舗装路盤等々を例えば整備しますと、そこ

をさわることになりますので、補助金返還となるのか、あるいは用途変更、用途控除によって届け出の

みになるかというような協議もまだ始めたばっかりではございますけれども、申しましたように整備基

本方針等々によりますレイアウト等が確定していない状態ですから、詳細な事項については今後の取り

組みになると思っております。なお、現在国会の方で審議されております経済対策補正等がございます

けれども、災害復興、教育ＩＣＴとか、明言化されておりますが、それ以外には海外の誘客対策等々と

いうような経済対策部分もありますので、その詳細が発表されれば、それらの活用できる財源として確

保できれば検討を進めるとともに、補助裏の財源につきましては、過疎債等の有利な財源で進めていき

たいとは考えております。申されたように財政状況の部分とのリンクが急務でございますし、重要でご

ざいますので、地域の方々とのコンセンサスを十分にとりながら今後進め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

末田議員。

○末田健治議員

医療現場においてはインフォームド・コンセントという言葉があります。この事業においてもやはり

住民への説明と同意、これを十分に配慮した上で進めていかれるときには取り組みを十分熟慮してやっ

ていただきたい、このように思います。次の質問に移ります。加計スマートＩＣのフルインター化の効

果を問うということでございますが、加計スマートＩＣはハーフインターのため利用が限定されており

ます。町の将来を考えると、フルインター化を図るべきことはこれまでも再三質問もさせていただいた

ところでございます。実現に向け費用対効果は当然考えるべきであります。過去この質問に対して、費

用に対して効果が薄いとの答弁でございました。その根拠を伺います。また、次の観点から必要性を申

し上げます。まず１つ目、安野地域昌原から本庁までの所要時間は 50 分以上かかります。仮に加計ス

マートＩＣを利用できれば 15 分は短縮効果が出ます。安野地域から本庁までの所要時間短縮の効果に

ついてどのように考えられますか、お答えください。②近年の集中豪雨の状況を考えれば、国道の通行

どめは想定をしておく必要があります。災害時には高速道路は主要な生活道路として機能が発揮できま

す。災害時にも津浪から戸河内ＩＣ間の交通が確保できることは重要ではないでしょうか。どのように

考えられますか、お答えください。３つ目、湯来町の川角地区においてはトンネル化で道路改良工事が

されました。時間の短縮、効果というのはわずかだと思いますが、何よりイメージが大きく変わりまし

た。道路改良による効果は時間短縮以上にあることも当然承知かと思います。町のイメージアップ効果

についてどのように思われますか、お答えください。４つ目、今回４分の３インターを提案をいたしま

す。山口方面への乗り込みをまず取り組んではいかがですか、お答えください。最後、５番目です。戸

河内地区の開発が先行していると受けとめる住民は少なくありません。状況を変えるためにも東部地域

から西部地域への移動時間短縮をすることは町にとって最善の策と思いますが、いかがでしょうか、お

答えください。

○矢立孝彦議長

建設課、武田課長。

○武田雄二建設課長

加計スマートインターチェンジのフルインター化などの効果、判断根拠につきまして建設課からご説

明させていただきます。平成 16 年、社会実験、平成 18 年度、本格設置を含め 15 年が経過しておりま

す。平成 26 年には 24 時間運用を開始しております。以降はアクセス道路の照明の更新や増設、誘導看

板の設置を行い、通行車両が利用しやすいよう改善を行っております。通行台数の多い月では日当たり

平均 800 台を超える月もある状況です。平成 26 年からの 24 時間運用を開始した経緯につきましては、

夜間緊急時、緊急搬送の必要性を地区協議会で取りまとめ、機能拡大の整理をし、要望を行い、運用開

始に至っております。以前の答弁の際、フルインター化、４分の３インターなどの判断根拠といたしま
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しては、町内にある戸河内インターチェンジでの利用方向の割合に関しまして、上りの広島、大阪方面

へは 91％、下りの山口、九州方面へは９％という状況となっており、広島方面への利用が多いことがう

かがえます。また、新しい情報といたしましては、平成 30 年度末の割合ですが、上り、広島方面、広

島、大阪方面へは 92％、下りの山口方面へは８％という結果になっております。これを加計スマートイ

ンターチェンジへ置きかえた場合近い割合になることが想定されます。フルインター化などの整備に伴

い、高速道路会社が負担する当該インターチェンジ管理運営費用の増加分は原則として、当該施設の整

備による増収分の範囲内であることが必要であります。現状の通行車両の状況を踏まえた場合には、必

要とされる便益の確保は相当困難であると判断いたします。また、平成 28 年度に国土交通省中国地方

整備局、ＮＥＸＣＯ西日本道路株式会社、安芸太田町においてフルインター化などの協議を行っており

ます。24 時間運用の際のような夜間、緊急時の搬送の理由だとか、戸河内インターチェンジを利用して

の大きなレジャー施設ができるだとか、何らか下り方面への入りと出の割合に大きな変動がないと、フ

ルインター化は相当困難との助言を受けております。先ほど１から５番まで質問があったと思いますが、

まず１から、１の５番、所要時間の短縮と移動時間の短縮でございます。議員よりの提案の移動時間の

短縮の効果につきましては論と待たないものと考えます。加計スマートインターチェンジ、戸河内イン

ターチェンジ間は約５キロメートルあります。片道の通行料金が 300 円から 400 円程度、また往復とな

ると600円から800円程度の通行料金が想定されます。片道15分、往復30分の時間の程度になります

が、住民への金額的な負担が発生すること、また近い距離の利用のため利用台数が相当増えないと採算

性に大きな影響が出ないことが想定されます。２番目の質問です。災害時には高速道路、主要な生活道

路として機能が発揮できるような迂回路という話がありましたが、こちらにつきましては災害時の国道

通行止めの場合に下り方面への入りと出が可能になれば、迂回路としての機能が発揮できることになり

ます。費用対効果に伴う便益の問題から、やはり現在では困難となります。今後も町内地域間のアクセ

ス道路として重要な国道、県道において安全・安心な道路となるよう課題とされている法面の安全対策

などを管理する広島県へ強く要望を行って参ります。３番目、湯来町川角地区においての道路改良、こ

の結果が町のイメージアップにつながるのではないかという質問ですが、加計スマートインターチェン

ジがフルインター化や４分の３インター化となれば、観光、商工業、物流の多様な面におきまして安芸

太田町のイメージアップにつながることは間違いありません。しかし、費用対効果を下回ると、町への

財政負担が発生することになります。そのためこちらもなかなか困難と考えております。４番目です。

４分の３インターの提案についてです。山口方面への乗り込みと判断いたします。加計スマートイン

ターチェンジがフルインターや４分の３インターの機能拡大されれば、時間短縮、災害時のバックアッ

プルート、山口、九州方面よりの観光客の呼び込み、効果は発揮できると思われます。現在では下り方

面への利用台数が少ないため採算性がなく、便益が図れません。先ほど申し上げました現在の通行車両

の状況であれば、県、ＮＥＸＣＯとの協議にもありましたように下り方向の割合、台数に大きな変化が

ないと増設は困難と助言を受けております。しかしながら、加計スマートインターチェンジのフルイン

ター化、４分の３インター化の機能拡大につきましては、安芸太田町の重要な課題と認識しております。

たびたび発生いたします国道 191 号、186 号、法面崩壊時、また山陽自動車道の通行不能時などによる

迂回路としてのバックアップルートの機能もございます。今後におきましてもフルインター化などの機

能拡大の可能性につきまして、町内移動時間の短縮という点も含めまして情報収集を行ってまいりたい

と考えます。以上です。

○矢立孝彦議長

以上、よろしいですか、答弁は。よろしいですか。末田議員。

○末田健治議員

建設課長から今答弁がございましたが、想定の範囲内です。町長の答弁を求めます。

○矢立孝彦議長

小坂町長。

○小坂眞治町長

課長が説明いたしました平成 26 年、24 時間化を実現するということで、ＮＥＸＣＯ等々といろいろ

協議を重ねてまいりました。その折に次の段階とすればフルインター化、あるいは４分の３のインター

化ということを下話としてたびたび話をさせていただいたところでございますけども、高速道路内の改

修についてはＮＥＸＣＯが担当する領域であろうが、そうであるのなら、乗り入れの台数、あるいは下

車の台数等々、コストと費用とのバランスが大前提になるというお話がありましたし、またそこへのア

クセス道路は、これは利用する、あるいは話をされる安芸太田町に負担していただきたいというお話が
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ありました。とりわけ狭隘な地域でございます。今のバスストップを活用して、山口方面へはどうにか

計画が立つものかと思いますけども、安全性を確保する中においてその反対のルートがなかなか難しい

というのが当時のそれぞれの方々の見解でございましたし、そのときの状況から今特段大きく様子が変

わっとると認識をしておりませんので、当時と同じ考え方で今次なる状況の変化を期待するところでご

ざいます。

○矢立孝彦議長

末田議員。

○末田健治議員

答弁をされておるのはいずれもＮＥＸＣＯ側の理由なんですよね。私は町としてこの施設が必要だと

いうことをもう少し認識をちょっと変えてもらわにゃあいけんのじゃないかと思うんです。ＮＥＸＣＯ

側から言えば、何かの事情があって利用者が増えれば、それはＮＥＸＣＯの利益になるからつけてもい

いですよという言い分なんですね。それは町とは関係ない話であって、私は加計スマートインターとい

うのは住民生活の向上にもつながり、そしてあるいは山口方面への乗り降りが可能になれば、企業も進

出しようかという方もあるかもわからないです。広島方面だけでしたらどうしても進出される企業は少

ないと思われます。そういう意味で町として観光振興含めて大きな効果があるということが大事だとい

うふうに思いますんで、今後、安芸太田町の持続的発展につながるためには、何としてもとりあえず

４分の３インターであっても町の負担が少ない事業費用で実現化を目指してもらいたい。そしてですね

もう一つは、言いたいことは、例えば津浪地域だけ限定をして言えば、あそこに高速道路ができたこと

によって利便性は上がりましたが、確かに、しかし一方で、そこに長年住んでおられた住民の方は立ち

退きをされて、広島市等へほとんどの方が津浪の場合は出られているんですよね。そういう犠牲の上に

立って今の道路があるわけですから、その人たちの犠牲を払われた人たちのためにも町が発展をしてよ

かったなというふうな、やはり今後事業化に向けて努力をしてほしいということを申し上げまして、質

問を終わります。

○矢立孝彦議長

以上で末田議員の一般質問を終わります。10番、吉見茂議員。

○吉見茂議員

10 番議員の吉見です。今回は６問質問を用意をさせていただきました。ただ、前の一般質問の方とダ

ブることもあるので、端折ってする質問もあろうかと思います。まず第１番目が、児童・生徒の安全対

策についてであります。ここについては２つほど、２番目に、道の駅再整備における推進状況と課題に

ついて、これも質問がダブるところがありますので、端折って質問をしたいというふうに思います。

３番目に、公共交通の見直しに係る進捗状況と課題について、４番、財政状況の見通しについて、５番、

町政と書いてありますが、地域懇談会の現状と課題、ここについてもダブってますので、端折って質問

したいと思います。最後の６番目が、空き家の現状と今後の町の取り組みについてを用意をさせていた

だきました。以上６点について質問を行いますが、先ほどもちょっとありましたけども、議会広報を見

られた住民の方から一般質問で答えをするのは担当課長さんですかというような話があって、いやいや、

町長もしてますよということを言うんですが、私も見返してみると、ほとんど町長さんが答えとるとこ

よりも担当課長さんが答えてるものが回答として出てることが多いので、住民の皆様から見られるとあ

まり町長が発言してないのかなと、議事録とか、こうやって傍聴に来られておればわかるかと思います

が、できれば一般質問の回答、質問したときの最初にはまず町長、及び教育長さんが、まずばしっと回

答をされて、細かいところについては担当課長からというふうな形でされたらどうかなという思いが一

つございます。それでは１番目、児童・生徒の安全対策についてでございます。11 月 18 日に加計小学

校の学習発表会を見に行かせていただきました。保護者を初め、地域の皆さんも多く来られておりまし

た。各学年のステージは工夫を凝らしており、ファンファーレや合唱等、とても感動的なものでありま

した。また、普段見ることのない校長先生と教員の皆さんの関係とか、先生と児童との関係、同級生と

か下級生との関係もいい感じの関係を見ることができました。加計小学校だけでなく、町内ほかの小・

中学校も同様に良い関係が築かれているのではないかというふうに思っております。それでは、質問に

入ります。現在町内の小・中学校に通学する子供たちはスクールバス、自転車、徒歩などにより学校に

通っています。スクールバス以外で通う子供たちの通学路について、積雪や大雨に対する安全対策、ま

た路肩の安全について教育委員会としてどう対応をされているのか。保護者や関係者との協議、道路管

理者である県や町建設課との協議はどのようにされているか、質問をいたします。２つ目、上殿小学校

耐震工事についてでございます。上殿小学校の耐震化については、以前も一般質問でさせていただいて、
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回答は直接限定ではなかったんですが、内容的には実施予定はないというようなことであったかという

ふうに思います。子供たちの安全を確保するためには実施しないという判断は考えられないと思います。

最近県の教育委員会の公共施設の耐震改修状況調査の資料を見させてもらうことがありました。その中

で公立中学校の校舎などの耐震化率、広島県ですが、96.8％とあります。前年度 95.2％から上昇してる

と、この資料は平成 30 年８月の資料で、１年ほど古いものなんですけども、そこまでは変わってない

ということでもあります。耐震化率は全国平均が 99.2％、都道府県中、広島県は 42 位ということで、

全国から見ると広島県の耐震化率は少し下がっているというような状況だと思います。そして、興味が

あるのは県内の状況であります。公立中学校の耐震化が完了した町村の数は現在、平成 30 年度ですが、

17 団体、残りの６団体が未実施、それが広島市、呉市、尾道市、江田島市、福山市、安芸太田町、パー

セントでいうと、安芸太田町の場合全棟数が 10 のうち耐震性がある棟数が８、耐震性がない棟数が

２ということで、80％というふうになっております。そして、一番右側に耐震の予定はどうですかとい

う中では平成 32 年度にという記載があります。もっと詳しく見ると、安芸太田町については平成 32 年

度に予定をしていると、統合対象校の建物であり、計画に遅れが生じているが、できるだけ早期の耐震

化完了を目指すというふうな設置者の方針が書かれております。前にも言わせてもらいましたが、単純

になぜ耐震化がされないのか、前回聞いたときもいろいろな統合の関係で難しいという話は理解はして

おりますけれども、やはり子供たちのことを思えば、早急に耐震化の対策を講じるべきだというふうに

思うわけですけども、今回も統合に関する地元を含む関係者の取り組み状況と統合見通しの年度をどの

ように設定して、取り組まれていくのか、質問をいたします。

○矢立孝彦議長

教育委員会、児玉学校教育課長。

○児玉裕子学校教育課長

それでは、担当の方として事務的なところでお答えをさせていただきたいと思います。ご質問いただ

きました児童・生徒の安全対策に係る通学と上殿小学校の耐震について答弁いたしたいと思います。町

内の小・中学校に通学する子供たちですが、統合によるスクールバス通学や徒歩通学、中学生では自転

車通学ということでいろいろさまざま通学をしておるところでございますが、ご質問の積雪や大雨に対

する安全対策、路肩の安全についてですが、大雨のときには朝６時の時点で警報が出ている場合、臨時

休校のお知らせをすぐメールで学校教育課から送りまして、その後学校のほうからまた改めて詳細を保

護者等に伝えているところでございます。そのほか、徒歩通学におきましては、国道 191 号や県道の一

部で事前雨量規制になる部分があります。これについては個別の対応が難しいので、現在のところでは

保護者の方のご協力により行っているところでございます。大雪のときにつきましては、特別警報以外

は始業時間の繰り下げや休校措置など、学校と連携して各学校の対応をとっているところでございます。

徒歩通学時の歩道の除雪については、建設課のほうと連携してお願いをしておるところでございます。

また、平成 24 年に通学路での全国的事故が多発したことにより警察、道路管理者となる西部建設事務

所や町の建設課、支所の職員、学校長と一緒になりまして通学路交通安全プログラムが始まっておりま

す。今年度は筒賀小通学路の点検を行っております。あらかじめ学校から危険と思われる箇所を抽出し

てもらいまして、それを全員でその担当で見てまいります。道路の管理者により対応が軽微なものにつ

いては迅速に行ってもらっている状況でございます。また、教育委員会として対応が難しいところで落

石など、危険な箇所につきましては、建設課と連携して西部建設事務所へ要望をすることにしておりま

して、今年もその対応をしてもらったところでございます。防犯の面におきまして、最近は児童・生徒

数の減少により徒歩通学の登校班の人数が少なくなっている現状でございます。町内の小学校では有志

の方による朝の登校時に見守りを行っていただいているところもありますが、広報等でもお知らせして

おりますとおり登下校時間の地域の住民の皆さんにより、ながら見守りをお願いしておるところです。

いずれにしましても、行政でできる範囲が限られておりますので、ご家庭や地域の皆様方のご協力を得

て、安心・安全な登校を行ってまいりたいと思っております。次に、上殿小学校の耐震工事でございま

すが、６月にご質問受けて、重ねての答弁となるかもしれません。教育委員会としては子供たちがある

程度集団の中でお互いに影響を与えながら学び、成長ができる環境を目指す中で、上殿小については、

第三次学校適正配置基本方針に基づき、筒賀小学校、殿賀小学校とともに統合対象学区として適正配置

計画が策定されているもので、本計画に基づいて統合を進めるべく、地域や保護者の方のご理解を今後

もお願いしたいなと思っておるところでございます。ご指摘のように上殿小学校の校舎、講堂が安全な

建物であるとは言い切れません。子供たちはその中で学校へ通っております。そういう中におきまして

上殿小の校舎内のクラック補修工事や軒の修繕、体育館外柱のさびどめ、夏場の網戸対策といった補修
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をこれまで行っております。学校でも気になる箇所があった場合には学校教育課へ連絡が入ってまいり

ますので、担当とともに学校を常に見ていくようにその連携は行っているところでございます。今後の

対応については、教育委員会事務局のみで協議を進めるのではなく、町長部局はもちろん、議員の皆様

のお力添えをいただきながら合意形成に向けて取り組むべきものと考えております。以上です。

○矢立孝彦議長

吉見議員。

○吉見茂議員

児童・生徒の安全対策についてですが、各小学校のＰＴＡさん、保護者の方からいろいろ危険な箇所

であるとか、いろんな要望が今後も出てくるというふうに思います。なかなか保護者の方は学校に対し

てクレームではないですが、こうしてほしいという要望がなかなか言いづらいということもありますん

で、ぜひ先ほどのお話ですと、プログラムの中で、一緒に安全プログラムの中で回られるというような

話もあったんで、ぜひ地域の保護者の方も含めてですね一緒に危ない箇所を見られて、要望を上げて、

県等に要望しないとできないものもあろうし、また町独自で対応が可能なことも多分にあろうかと思い

ますので、ぜひ今後もですねしっかり保護者の声を聞いていただいて、子供たちが安全に学校に通える

ような対策をしっかりととっていただきたいなというふうに思います。上殿小学校ですが、統合予定校

ということで、一番いいのは統合して耐震化されいてる学校に行っていただければ耐震工事はしなくて

もいいということではあるんですが、ただ今聞かせてもらったようになかなか統合の話が前に進んでい

かないという状況の中で、さて、ほれじゃあここ数年どうするんですかという話で、私個人的にはすぐ

統合の対応がとれない、統合を進めるんですが、もしできないんであれば、耐震化を、幾らかかるかわ

かりませんけども、以前総務常任委員会の中でも耐震診断をしてないということがあったので、ぜひ耐

震診断をして、どれだけ危険なものなのかがわからないということじゃいけないんで、まず予算的にそ

んなにかからないと思うんで、まずそれをして、本当に危険ですぐにでも対応しなくちゃいけないとい

うことになれば、やはり耐震化をするべきだろうと。広島県のほうにおいても平成 32 年、令和２年ま

では特例措置で補助金も３分の１が３分の２というような有利な補助も用意をされてるようなんで、ぜ

ひ早目にですねそういう統合が時間がかかるようであれば、そういう対応を早急にとってほしいなとい

うふうに思います。それじゃ続いて、２番目の道の駅再整備における進捗状況ということで、先ほど末

田議員のほうから企画のほうに質問があって、聞かせてもらったので、用意していたことをダブらない

ような形で聞かせてもらおうとは思うんですが、今聞く中で町のスタンスというか、いろんな課題を抽

出されて、商業ベースに乗るような施設にしたいというような大枠のイメージはわかりましたが、一体

町はどれだけの規模でどういうものをやりたいかというのがもう既に決まっているのか、いやいや、今

からその関係者、いろんな方から意見を聞いて、今からしっかりと詰めていくんですよというものなの

か、そこらがもしわかればお聞かせいただきたいと思います。

○矢立孝彦議長

企画課長。

○二見重幸企画課長

整備基本方針といいますか、基本的な考え方は先ほど申し上げましたように稼ぐ観光まちづくりの拠

点というコンセプトを掲げておるところでございます。こちらのほうにつきましても、この施設が地域

経済、具体的には例えば生鮮野菜でありましたり、加工品でありましたり、そういうのがその場所で売

れて、それをつくられる方のところに物が浸透していくと、お金が浸透していくといったような仕組み

をまずつくっていくことが先決だろうというふうに考えております。そして、これが発展的に持続して

いくということはどういう仕組みをつくればいいかというのを、まず関係の皆さんと議論をしてまいり

たいというふうに考えておるところです。その中で、じゃあその仕組みを実現していくためには具体的

にどういった施設がどれだけの規模で必要なのかというところもその議論の中で組み立てをしてまいり

たいというふうに考えておるところでございます。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

具体的な検討は今企画課長が申し上げたとおりでございますけども、商工観光としての捉まえとしま

しての課題は、ソフト、ハード、両方にあるかと認識しております。議員もご承知のとおりインター周

辺は５月連休、正月、盆連休、行楽シーズンの秋等はごった返しとなるような状況でございますし、

100 メートル内外の中にＴ字も含めますと６つぐらいの交差点が交差するといった状況で、危険と考え
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ております。このことからも道路環境としては、例えばですが、インターチェンジのような一方通行側

で乗り入れとか、そういったようなルート化というような定義も必要であるかと思いますし、バス停も

ありますことから、バスの運行、並びに観光バスの専用駐車場とかのレイアウトの課題もあるかと思い

ます。また、ソフト面の課題といたしましては、地域特産品をどのように集めていくかのまず集荷の形、

また販売数に見合った生産量を年中確保するための課題といったものがあります。例えばですが、現在

の産直市、来夢の売店等から今後の規模が、例えばでございますが、３倍程度になるというような売り

場面積を想定した中でも年中の確保、特に冬場の野菜集荷が少なくなる場合の課題といったものも出て

こようかと思いますし、また昨今の法律改正に基づきまして衛生管理計画、あるいはトレーサビリテ

ィー等々の、４番議員さんからもありましたような、そういった情報管理をクリアしていく必要があろ

うかと思っております。箱物としての道の駅もＥＴＣ2.0 の活かせるもの、先ほど言った食堂街、休憩

施設、そういった総合的なエリアとして相応の規模であることが必要であると考えております。この中

から地域の方々といろいろと意見交換をしていきたいと考えているところでございます。以上です。

○矢立孝彦議長

吉見議員。

○吉見茂議員

私も道の駅の整備は安芸太田町にとって命運をかけたというか、かけるべき施設になろうかというふ

うに思いますんで、小手先で整備をするよりもしっかり腰を落ちつけて、住民の皆さんとか関係者の皆

さんと、しっかりじっくりと話を煮詰めて、先ほど話がありました農産物にしてもしっかりその生産体

制がとれるような、体制をとった後でも多分大丈夫だと思いますんで、今急いでつくるよりもしっかり

その体制、例えば安芸太田町のお土産、生産、野菜も含めてですが、お土産になるようなものとか、そ

ういうのをしっかり町内でつくり上げて、ほんでしっかり新しい道の駅で売っていくというふうなこと

で、私もはじめ聞いたときに２年を目途にとかというような話があったんで、もう急いでやるのかなと

いうふうに思ってましたが、まだなかなかその内容も固まっていないものであるならば、ちょっと落ち

ついて、じっくりとこの道の駅の再整備したほうがいいのかなというふうに今感じております。まずは、

情報提供がなかなか議会のほうにもないので、ぜひ今ここの辺まで進んでいるとかというような情報提

供もしてもらいながら、また後の議員さんからも提案みたいなのもあると聞いてますが、議員の皆さん

も相当すばらしいアイデアもお持ちだと思うんで、ぜひ議員の皆さんからもいろんなご意見も聞いてい

ただけたらなというふうに思います。それでは、次の３番目、公共交通の見直しに係る進捗状況と課題

についてでございます。この公共交通についても幾度か一般質問のほうをさせてもらっておりますが、

なかなかこれもスケジュールがあるようでないといいますか、なかなか前に進んでいないのかなという

気はしておりますけども、現在の進捗状況、課題、問題点、今後のスケジュールについて、あればお答

えいただきたいと思います。

○矢立孝彦議長

企画課長。

○二見重幸企画課長

公共交通の見直しに係る進捗状況と課題についてでございます。ご質問の中にありましたようになか

なか進んでないというようなことでございますが、本町の公共交通に関しましては、平成 29 年３月に

安芸太田町地域公共交通網形成計画というのを策定し、平成 29 年度よりそれに沿って交通行政を進め

ておるところでございます。それの中身でございまして、公共交通に関する地域の皆さんの意見を聞か

せていただく場として公共交通を考える会というのを継続的に開催をさせていただいております。こち

らにつきましては実際に主にあなたくでございますが、あなたくをご利用になられる方から直接ご意見

をいただいておるところでございます。こういうことを繰り返す中で実際に利用の実態が明らかになり、

できるだけそれのご要望に寄り添うような交通体系に改善をしているところでございます。具体的には

ご意見が多かったあなたく安野線の安芸太田病院直通便の導入でありますとか、あなたく井仁東線及び

坂原線は安芸太田病院までだった路線を加計ショッピングセンターまで直通便を整備するなど、そうい

った改善を繰り返しておるところでございます。町内バスでは加計高速線における高速バスの乗り継ぎ

について渋滞などで遅れた場合には乗り継ぎができない状況がありましたが、これを改善し、バス到着

を待って運行するといったような制度も導入をしておるところで、ほとんどの便で乗り継ぎが可能とな

っているという、こういった細かな改善を重ねておるところでございます。また、加計高校生の利便性

を上げるために部活に合わせたダイヤを改善したりといったようなこともしておるところです。経費面

でございますが、こちらは田吹打梨那須横川線においてタクシーメーター見合いの運賃の分を町が負担
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するといったような経費の改善も行っているところでございます。全体の課題としましては、利用者数

がやはり減少しておるというのが大きな課題であります。あなたくの利用でございますが、ここ 10 年

で 10 年前の約半数にまで減って、現在１万 3,000 人を切っておるというような現状でございます。

１日の平均乗車数は１路線当たり5.5人、町内バスは３割近く減少し、２万1,000人程度、１日平均14

人といったような状況となっております。また、広島市をつなぐ広域バスでございますが、石見交通は

やや減少しており、広島電鉄は在来線が大きく落ち込んでいるということでございます。好調だった高

速バスにおいても少しずつ減少傾向にあるといった課題がございます。利用者の減少が進む中、国の補

助路線となっている三段峡線は生産性向上の取り組みが求められておるところでございまして、経費の

削減や利用者の増加、また路線の分断化により効率化を図るといったような方針が示されておるところ

でございまして、広島市の交通網計画では可部駅を拠点として郊外路線の分断化というのが示されてお

るところでございます。こちらにつきましては概要は示されておりますが、具体的なスケジュールとい

ったのはまだ示されてない状況でございます。このように広域路線につきましては、ほかの市町の再編

とも深く関連します。町単独での再編スケジュール、また再編の作業につきましては単独では難しい状

況にございます。町としても今後再編について検討する中で広島市の計画状況を把握し、また近隣市町

とも協議をしながら今後の広域路線のあり方をどうしていくか、検討を進めておるところでございます。

今後広島電鉄などの事業者とも協議を進め、後手後手の対応にならないように慎重に議論を進めてまい

りたいと考えております。今後も広域路線の再編の動向を注視しながら町内のあなたく、あるいは町内

バスの利便性の向上と生産性の向上、こちらの両面から改善を加え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

吉見議員。

○吉見茂議員

今の公共交通の見直しについての状況を聞かせていただきましたが、この公共交通の見直しというの

は今話されたように非常に範囲も広く、細かい協議も必要となり、なかなか町が、はい、こうしましょ

うというてなるもんじゃないというのはよくわかります。非常に今後の人口が減っていくことも踏まえ

て今のバスが本当にいいのか、小さなタクシーがいいのかとか、いろんな課題が多分あろうかと思いま

す。なので、これもすぐ大胆に変更をかけるというのも難しい作業というふうに思いますので、まず言

われたように将来を見据えて大きなどういう形にするかというのも検討しつつ、今その課題になってる

路線について細かく修復というか、変更をしていくというようなことになろうかというふうに思います

が、昨年かぐらいに地域のほうからもやはりあなたくをやってほしいという要望があったときに、町の

回答とすれば、気持ちはわかるが、ほかの地域でもあなたくをやってほしいというところがたくさんあ

ると、なのでおたくだけ先行してするわけにはいかないというような回答もされたと聞いております。

やはり各地域も高齢化して、バス路線の停留所へ行くまでもしんどいというような状況も今後どんどん

ふえていくような気がします。なるべく近い場所にバスが来てほしいとか、お迎えのタクシーであった

りが来たほうが高齢者にとっては非常に利便性がいいということもありますので、急がず、それでもそ

んなにゆっくりもせずというか、やはり地域の声にしっかり耳を傾けながらより一層の利便性の高い公

共交通が構築できるように担当課並びに町長も旗を振っていただいて、しっかり取り組んでいただきた

いというふうに思います。続いて、財政状況の見通しですが、これについても末田議員のほうから質問

があったので、私のほうから角度を変えさせてもらってですね、先ほど第二次総合計画の後期がスター

トするというような話もありました。その分は事業をこういうふうにして、ああしてこうしてというよ

うな計画ですけども、また反対の意味で、平成 28 年度に作成された第二次安芸太田町行財政改革大綱、

平成 28 年から平成 32 年、令和２年までの計画５年間があります。これも３年以上経過しておりますけ

ども、心配なのは先ほども話があったように平成 30 年度決算において経常収支比率が 100 を超えたと、

この数字だけを捉えても非常に厳しい状態だなというふうに思います。ちょっと前の資料を見させても

らうと、100％を超えたのが、合併が平成 16 年ですが、平成 18 年度に 100.2 と経常収支がなっておっ

て、それからだんだん減って、平成 22 年度には 83.1％に下がっております。ほんで、またその後は増

え続け、平成29年には96.5、ほんで平成30年にまた12年ぶりに100％を超えて103.3％となったとい

うことで、ほとんど 100％を超えたということはなかなか一般財源、何か投資に使える金がないという

状況ですよね。非常に厳しいと。先ほど金曜日ですか、財政担当の方から令和２年の予算編成の話があ

りましたが、その中でも財政苦しいんで、経常収支比率はもう５年間ぐらいは 100 は超えるだろうと、

ほんで予算規模も 80 億円で推移するんではないかというような話もありました。平成 28 年に作成され
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た第２次安芸太田町行財政改革大綱では一般会計の予算規模は 70 億円から 65 億円を目標とし、経常収

支比率を 85％以下としておりました、目標。ですから、なかなか平成 28 年に作成されたその改革の大

綱でも落とさないといけないよと言いながらも、この最終年度の令和２年においての予算もそうはなら

ないというような状況が続いております。これをすぐどうこうというのも非常に難しい問題かとは思い

ますが、この行政大綱が平成 28 から 32 なので、また令和３年からまた５年ぐらいつくる予定ですかね。

この大綱のほうもまずは行財政審議会を設定して、メンバーもどうか、よくわかりませんが、それを招

集して、また町に対して答申をするというような形になるのかというふうに思いますが、そこらのスケ

ジュールがもしわかれば教えていただきたいというふうに思います。

○矢立孝彦議長

総務課主幹。

○三井剛総務課主幹

それでは、財政状況の見通しということで、今吉見議員から論点を絞った質問がございましたので、

それに応じてお答えさせていただきます。まず、行財政改革大綱につきましては、議員がご指摘のとお

り平成 28 年度から令和２年度までの５年間を推進期間として健全な財政運営、すなわち将来にわたり

持続可能な健全財政の確立を掲げまして、これまでも補助金のあり方に関するガイドラインの策定を端

緒とした歳出全般の抑制のほか、自主的、主体的財政構造の改善に取り組む観点からふるさと応援寄附

金の推進を初め、町税収納率の向上などなど、自主財源の安定的な確保に努めながら持続可能な財政基

盤の構築を目指して諸々の取り組みを進めてまいりましたが、令和２年度が今の大綱の終期ということ

ですので、長期総合計画の後期基本計画も連動して動いてまいりますので、来年度には明確に新しい大

綱を策定しなければならないということでございますので、それに向けて先ほど申し上げました審議会

等々を開催しながら進めていきたいと思っています。また、財政状況につきまして先ほど経常収支比率

のことが出てまいりました。確かに９月の定例議会で申し上げたとおり現在人口減少に比例して税収が

右肩下がりということと、町村合併から一定年数が経過しておりまして、地方交付税の合併算定替えの

段階的縮減が進み、さらには近年の大型公共事業の実施に伴う起債の償還が始まったことから、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なる現状でございまして、向こう数年間

において財政調整基金等の取り崩しによって不足分を補うということが見込まれております。また、先

ほど交付税の話をしましたが、来年度は地方交付税の合併による特例算定ではなく、いわゆる一本算定

ということになりまして、その影響額は推計ベースで申し上げますと、一番額が大きかった平成 24 年

度の水準に比べて約５億 6,000 万円の減額が推定されております。こうしたことを踏まえさせていただ

きまして、令和２年度の予算編成では先ほどの末田議員からの質問のときにも申し上げましたが、前年

度決算結果や長期総合計画に掲げたビジョンの達成実現状況を踏まえ、これまでにも増して成果志向の

行政運営や歳入予算規模に応じた事業編成の徹底を図りながら、向こう５年間の町の施策展開の羅針盤

となる長計の後期基本計画や、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略による新たな地方創生の取り組

み等を効果的に進めていくための財政運営体制を構築していくため成果志向を徹底し、住民生活の質的

向上等に寄与する具体的な目標設定と、その達成に向けた計画的かつ効果的な戦略に沿った予算配分の

実施を行ってまいります。また、従来から施策を惰性に続けるのではなく、内容のブラッシュアップを

図るとともに、事業効果の乏しい取り組みについては思い切って打ち切り、さらには見直しということ

を検討するなどによる事業の選択と集中の徹底を進めてまいります。さらには、前年度予算の踏襲では

なく、ゼロベースで事業の見直しに取り組みさせていただきまして、事業ニーズについて事前に関係機

関とも十分調整するなどによって予算要求額の精度を上げた歳出抑制の徹底的な抑制を図ってまいりま

す。こうしたことからこれまでにも増して徹底的かつ適正な予算反映を行い、本町が掲げる持続可能な

まちづくりの実現に向けて本町の職員一人一人が強い意識と実行力を持って各施策を計画的かつ着実に

実行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

吉見議員。

○吉見茂議員

今後財政がますます厳しい時代に入ってくるような気がします。よって、あったらいいなというもの

よりも必ず必要なものをつくっていくというような形が今後重要になってくるのかなというふうに思い

ます。財政担当、総務課等大変だと思いますが、安芸太田町の財政が破綻しないようになるべくやりた

い事業が活発にできるような財政運営をよろしくお願いしたいというふうに考えております。続いて

５番目、地域懇談会の状況の分については、行政報告でもありましたし、先ほども末田議員のほうから
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も質問があったので、なくします。ちょっと言わせてもらおう。地域懇談会、昔行政懇談会と言ってお

りましたが、地域も数多く、町長をはじめ、執行部の皆さんがいろんなところへ行かれて、いろんな意

見、クレームも含めてですが、いろんなご意見もらって帰っていたような記憶もありますが、今箇所数

も減って、参加者も減って、町長みずからもその内容、やり方についても検討が必要だろうという認識

は持たれとるということで、出ていくことも非常に大切ですが、町長はほぼ庁舎内におられるんで、で

きれば月に一遍ぐらいは１日時間をあけてもらって、住民の方が自由に町長と話をしたいよというよう

な時間を設けてもらうとかというようなこともされてみたらどうかなという提案を一つさせてもらって

おきます。続いて、最後の質問になります。空き家の現状と今後の町の取り組みについて、空き家につ

いては以前調査をされて、1,000 件以上というような話を聞きましたが、そろそろ取りまとめもされて、

中身についても整理をされたころかなというふうに思いますけども、この調査をし、このデータをどの

ように活かしていくのか、担当課のほうで今後の内容がわかれば教えていただきたいと思います。

○矢立孝彦議長

地域づくり課、栗栖修司課長。

○栗栖修司地域づくり課長

空き家の現状と今後の町の取り組みということでご質問いただきました。先ほどございましたように

本町の実態としては平成 26 年に全町的な調査を行っております。そのときが空き家と言われるものが

635 件ということで、前回の議会の中でもご紹介をさせていただいております。その後実態的には町で

取り組んでおります空き家バンク等での物件としての移住者の受け入れということで、その活用も行っ

ている部分ございます。また、それを今年度は５年ぶりに地元自治振興会の会長さん等々にご協力をい

ただきまして、実態調査を行いました。その中で今回新たに空き家として見られる、住んでおられない

おうちというふうに解釈しておりますが、それが新たに 425 戸ということで、全体では 1,060 件という

ことで空き家と言われるおうちがあるということが実態的に把握ができております。その中で利活用の

可能なものとして約６割程度、600 件程度でございますが、これは外目から見た現状として使えるであ

ろうという判断に立っとるものが約６割ということでございます。そのほかについては管理実態といい

ますか、月に何回かお帰りになられて、維持管理をされておるおうちというふうに私どもでは解釈をし

ております。そういう部分の 600 件をどうやって今後活用するのかというのと、既に危険建物になっと

る空き家も、残りの部分はございます。それもやはり利用ができないものというものもありますが、や

はり危険な建物をずっと放置しておくということになりますと、先般法ができました特定空き家という

認定に必要なものもあります。そういう部分を再度建設課が所管をしておりますが、そちらと連携しな

がら空き家対策というのを講じていきたいというのが今回の調査の中で今一定の方向を出しておるとこ

ろでございます。そういうことから町としては空き家の活用という部分が私どもの課で行っております

空き家バンクというのがございますが、その空き家バンクというのは数々の移住の方々の受け皿という

考え方で行っておりまして、どちらかというと、こちらから調査したものを皆さんにご提示して、それ

にかなう物件があれば、所有者の方と新たに住まわれる方が成約をしていくという、全体の仲介までは

いきませんが、紹介を今現在行っております。そういう部分がこれまでの実績で言いますと、全体では

100 件程度がそういう成約という形につながっております。現在その空き家の実態調査を踏まえた中で

町が抱えます人口増加と、新たに住まわれる方、ましてや町内に住まれて、自分のうちを構えたいとい

うニーズもございます。そういう方々とのマッチングをどんどんやっていこうということで、現在暮ら

しアドバイザーという職員も今配置をしております。その中でいろいろなご相談に応じとるのが現状で

ございます。しかし、町でその家がどういう形で使えるかというのはなかなか新たに住まわれる方はイ

メージがしにくいという声もございました。町としては地域で暮らしていくことの暮らし方を少し提案

をしながら家を活用できるようなスタイルで皆さんのほうに情報提供していきたいということで、現在

提案型の空き家ということで、空き家活用モデルという事業を今展開しようとしております。それは一

つの空き家を利用して、リノベーションといいますか、改修工事をして、そこの中で、地域の中でどう

やって生活をしていくか、どういうことがその地域の特色があるか、そういうことをやはり地域に住ん

でいただくような形のものをこちらから提案していこうということの現在取り組みを行っております。

それが先ほどありました活用ということで、暮らしアドバイザーの助言もございますし、最終的にはそ

の地域の方々の受け入れをしていこうというやっぱり姿勢といいますか、意気込みも持っていただきた

いということを現在考えております。空き家の物件はどうしても不動産ですので、いろいろな諸課題を

抱えとる内容がございます。小さく全て調査をしていくということはなかなか難しいんですが、やはり

それは地域の方々のお世話といいますか、コーディネートいただく方々を少し介して、地域と一緒に新
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たに住まわれようとする方をコーディネートしていくような仕組みを現在考えております。それを今後

次年度からは定住促進員というような、まだ仮称でございますが、そういうような形で町全体に配置を

させていただいて、地域の方が一緒に住まいについて一緒に考えていく、移住者の方がいろいろな相談

を乗っていただく方を当てにしていくということを今考えております。今までですと、どちらかという

と自治振興会の会長さん等々が基本的な中心的な存在でございましたが、会長さんもさまざまな業務に

携わっていただいています。その辺をもう少し長い息でアドバイザーのできる方々を人材をつくってい

きたいということで、現在町の中でもそういう人材をどういうふうにしていくかというのを今現在プラ

ンニングをしておる状況でございます。それを介して移住者とのマッチングをやっていく、そして地域

のいろいろな諸事情を細かくわかっていただけるようなコーディネートしていただけるようにしていき

たいというのが現在の一つの方法でございます。それともう一つが、先ほどありました空き家の利活用

ということで、現在全国展開をされております大手のデザイン会社といいますか、そのほうと連携の今

協議を進めております。そうすることで空き家が新たに生まれ変わる形のデザインといいますか、住み

方のデザインを少し、地元だけではなしに、外から見た目での改修ということを一緒にやっていきたい

ということで、今年度空き家改修モデル事業というものの仕組みづくりを今年度今現在着手をしており

ます。その部分である程度空き家の活用自体が皆さんにわかりやすい形で見ていただける、そういうも

のをまずモデル的につくっていこうと、そして次年度以降その改修のできるユーザーといいますか、そ

ういう方の募集も併せてやっていく、それには空き家の改修もございますが、こちらでの町での暮らし、

こちらを拠点に生活していく上で何がいろいろな課題があるのか、子育ての問題であったり、教育の問

題であったり、そういう部分をやはり少しずつ理解をしていただいて、地域の中で暮らしていけるとい

うことのやっぱり一つの試行を一緒にやっていきながら、実際に町内に定住いただきたいということの

取り組みを進めようとしております。それが今年度空き家活用システムという仕組みづくりができまし

たら、次年度以降その件数を増やしていく、そうすることで町内にある空き家自体が活用という方向性

が新たな地域資源として皆さんのほうに情報発信ができればと思っております。そのことが町内の有効

な空き家を活用していくことで人口の少しでも増加につながればということを今考えております。その

ために先ほど申し上げました地域の方々の紹介のコーディネーターの方をつくっていくこと、そしてモ

デル的な空き家の活用の事業を展開していく、そして最終的には情報発信を積極的にこちらから提案型

という形で進めていきたいということで、空き家の利活用を今後展開をしていきたいということで、今

年度の事業の成果をまた皆さんのほうにご報告をさせていただければと思います。以上です。

○矢立孝彦議長

建設課長。

○武田雄二建設課長

建設課の今の空き家の状況ですが、先ほど地域づくり課長からありましたように件数が 400 件程度の

住まわれてない空き家があると伺っております。これを来年度に向けて適切な指示、助言とか指導がで

きるように進めてまいりたいと考えております。ただ、これに関しましてその後の動きですけど、土地

の所有者ですとか、その辺の確認に入る前やはりその指導のほうを細かく進めていきたいと考えており

ます。以上です。

○矢立孝彦議長

吉見議員。

○吉見茂議員

過疎化の安芸太田町にとってこの空き家の対策というか、今後の活用は大きな躍進を遂げる一つにな

るのかなというふうに思ってますんで、ぜひ中途半端でなく、徹底した空き家対策、空き家の活用を今

後検討していただいて、成果が出るような形に持っていっていただきたいなというふうに思います。時

間も来たようなので、質問を終わります。

○矢立孝彦議長

以上で吉見議員の一般質問を終わります。しばらく休憩します。

休憩  午後３時２０分

再開  午後３時３４分

○矢立孝彦議長

休憩前に引き続き一般質問を続けます。３番平岡昭洋議員。

○平岡昭洋議員

皆さんこんにちは。きょうの最後となりますんで、しっかり質問させていただきますんで、１時間は
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かからないと思いますけれど、頑張って答弁の方もお願いいたします。１番目の質問ですけれど、先日

ネットのほうを検索しておりまして、その中で日本全国の都道府県で今一番魅力の高いところはどこか

というダイヤモンド社の 2018 年のランキング調査を見ていますと、その第１位は、既にもう皆さんは

想像されていると思いますが、北海道でした。２位は京都、３位は東京、４位、沖縄、５位、神奈川、

６位、大阪府と続き、我が広島県は長野と並んで 12 位にランクづけされていました。47 都道府県で 12

位ですから決して悪い評価ではありませんが、まだベストテンにも入っておりません。ただ、そのラン

キング項目の中に全国市区町村魅力度上昇ランキング、市区町村で魅力度がこの最近上がったという率

のランキングという項目がありました。これは全国の市区町村を対象に 2014 年から 2018 年の５年間で

最も魅力度を上げたところはどこかということをランキングづけしたもので、そのランキング、一番こ

の５年間で魅力度が上がったという市区町村は何と広島市でした。この５年間でなぜ広島市が魅力度を

大きく上げたかというその要因は、広島東洋カープの活躍、２番目にオバマ大統領の広島訪問と分析さ

れておりましたので、カープファンも案外に役に立ってたということなんですね。私たちはそんな魅力

度が高い町のすぐ近くに住んでおります。それで、このランキングは広島市は 2014 年は全国の 1,000

の市区町村の中で94位、2015年は90位でしたが、東洋カープが優勝した2016年は49位と躍進し、そ

れに同年オバマ大統領が広島訪問したことでますます注目度を集め、カープが３連覇した 2018 年には

20 位に躍進し、この５年間の魅力度上昇率トップにランクづけされたということです。また、余談にな

りましたが、今回の一応質問に入ります。１番、町の観光事業の現状と将来について。昨年も今年も冬

の暖冬による雪不足を省けば、本町では大きな自然災害もなく、他市町に比べても観光には有利な状況

が続いていると考えています。特に今年度はこれまでのところ災害らしい災害もなく、最近の中でも極

めて良好な気象に恵まれた半年ではなかったかと思います。安芸太田町は県内の他市町に比べて絶対的

に恵まれているのは自然の景観のすばらしさです。その大自然の豊かさを活かした観光事業は間違いな

く他と差別化できる大きな財産だと私は考えております。そこで、今年度の観光事業のこれまでの状況

はどうであるか、秋の紅葉シーズンが終わった今、状況を聞きたいと思います。

○矢立孝彦議長

商工観光課長。

○片山豊和商工観光課長

それでは、商工観光課からは今年度の観光状況につきまして、まず述べさせていただきます。観光入

り込み客につきましては、公表されている毎年度の数字につきましては毎年１月から 12 月までの１年

をスパンとしまして県のほうから調査依頼があります。本町へは１月に各事業者への聞き取りを行い、

３月に県へ報告し、一般に公表されるのが４月のスケジュールとなっております。このため今期この入

り込みに関しましては直近の数字として各事業者のほうに改めて聞き取りをさせていただいております。

その報告をさせていただきます。なお、細かい数字が続きますので、後刻資料が必要であればご提示し

たいと思っております。まず、町内の状況ですが、温井ダムにつきましては、４月から 10 月までの観

光客につきましては３万 443 人で、これは平成 29 年度の４月から３月までの実数と相当する状況です。

特に今年５月は１万 1,291 人と、７年間の平均よりも 1.5 倍となっておりまして、今年度の総見込みは

約４万人と、７年間の過去最高値が見込まれているところでございます。続きまして、吉水園の一般公

開ですが、昨年は入り込みが大変多く、渋滞等もあったため、今年は安定的に減少し、春と秋で行政報

告で申し上げたとおり 4,640 人が訪れております。ぷらっとホームつなみでは２万 3,790 人が 11 月末

までに訪れ、昨年同期よりは 10％の増と伺っております。戸河内方面では来夢とごうちの来客数は、

４月から９月までが３万4,144人で、昨年同期より5,206人と18％の増加をしております。直営施設と

なっております深入山グリーンシャワーにつきましては、4,715 人と、23％の増となっております。三

段峡におきましては実数カウントで、猿飛渡船のカウント数字では5,290人と、前年比22％の増となっ

ており、今年の状況では秋の行楽シーズンも紅葉時期が遅れたこと、暖かい日が続いたことから 11 月

３週目までコンスタントに訪れられているところでございます。インターチェンジの通過台数につきま

しては、４月から９月までの出入り台数が、戸河内インターが 40 万 5,332 台で、昨年同期よりは 10％

の増、加計スマートインターでは 13 万 9,019 台で、同じく７％の増となっております。実際の入り込

み観光客の実数につきましては、施設の利用者、宿泊数、買い物客数など、さまざまな数字をカウント

いたしますので、現時点では比較が難しい状況ではございますが、今まで行っておりますさまざまな宣

伝、あるいはインターネットでの情報発信の効果もあり、昨年の豪雨災害による落ち込みを除いても平

均的に増加している状況にあります。現在の状況は以上でございます。

○矢立孝彦議長
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平岡議員。

○平岡昭洋議員

先ほど一括で質問しなければいけなかったと思いますけれど、あと４問ありまして、先ほどのが１番

目ですね、今年度のこれまでの観光入り込み客の状況ということですね。それから２番目、インバウン

ド誘致の成果はどうであるか、３番目、観光消費金額は伸びているか、４番目、ウインタースポーツ

シーズンに向けて、これからですね、どのような手を打っているか、５番目、最後ちょっとまとめです

けれど、総合的に本町の観光事業をより発展させるためにどのような構想を持っているか、また５年、

10 年先の本町の観光事業のあるべき姿を具体的な目標として持っているか、以上、あとの４問をまとめ

て回答をいただきたい。

○矢立孝彦議長

商工観光課長。

○片山豊和商工観光課長

それでは、２番から５番までの質問項目について答弁をさせていただきます。まず、２番目のインバ

ウンド誘致の成果等に関しましては、現在まだ序盤戦といいますか、さまざまな環境を段階的に進めて

いる最中でございます。今年度とり行っております多言語解説事業におきましては文字がつい先日でき

上がった状況でございます。それを具体的に活用していくのは次年度以降となっております。また、国

際交流員を７月末に採用しておりますが、ＳＮＳ等、いわゆるフェイスブック、インスタグラム、ツイ

ッター等によります投稿数は４カ月間で延べ 117 回、閲覧件数は 5,386 件、具体的にその投稿がシェア

されたり、いいねと評価された件数については 832 件となっているところでございます。あわせて、彼

女は町内事業者の３店舗から相談を受け、メニューの英訳や英語圏ホームページでの助言、動画の編集、

また町が昨年度から作製しております観光プロモーションビデオの英訳等の活動も行っているところで

ございます。これがすぐにインバウンドの誘客の実績として反映するかにつきましては、具体的にコメ

ント等でその本人から来ましたという感想などはいただいておりませんで、実数的には把握しておりま

せんが、今後有益となります情報ツールの一つとして認知されつつあると評価をしているところでござ

います。続きまして、３番目の観光消費金額の伸びにつきましては、某国の爆買いブームが終わったこ

とも受けまして、広島県全体では消費単価が減少ぎみとなっております。しかしながら、客層としまし

てはアジア圏からの誘客が全国的に多くなっている中で、広島県では欧米豪エリアからの誘客が約５割

弱となっており、特に富裕層をターゲットにした中期滞在型の顧客が見込まれることから、英語圏への

情報発信により体験型かつ宿泊型のメニュー展開やモデルツアーを観光情報として紹介していくことで、

消費単価の減少から増加へとシフトアップしていくことが重要であると認識されています。ちなみに本

町における外国人の率でございますが、欧米豪エリアからの観光客が昨年の実績では 56.6％、アジア圏

からは 32.1％となっております。また、国内観光客については地域商社が行っておりますヘルスツーリ

ズム事業における体験メニュー等を展開し、先々では農泊事業、あるいは企業体との深まりを通じて顧

客増を目指す中で中・長期滞在と誘導し、観光消費金額を向上させる予定でございます。それから、

４番目のウインタースポーツに向けた手だてでございます。地域商社のほうから先ほどありましたが、

広島県と連携しました雪山誘客事業のＰＲ展開や間もなく完成する日本語版と英語版の観光プロモーシ

ョンの動画配信により国内外へ情報発信を行うほか、九州方面へのプロモーション活動も進めてまいり

ます。また、町内事業者のネット環境におきましては、自動翻訳できるウエブ機能へアドバイスを先日

行っており、これは海外から見たときも日本語が自動翻訳される機能でございますが、それができない

日本語のカタログ、ＰＤＦでありますとか、画像として登録されているホームページは文字に刷新すべ

きという指導も行っております。なお、荒天により中止が続きました世界イグルー選手権はさらなる幅

広い客層、世代の誘客を図り、家族で楽しめるウインタースポーツとしての認知度を高め、２月 15、

６日に開催予定でございます。このＰＲ活動につきましては今月 22 日、広域連携に伴います広島市と

の共同で８地区がそれぞれイベントを行いますが、本町は佐伯区と合同出店を紙屋町、地下シャレオで

行います。また、１月 25、26 日には市内の大手家電ビル内でテレビ局とコラボしたイベントにおいて

参加者を募る活動、あるいは冬の産品発売を計画しているところでございます。最後に、５番目の本町

の観光事業における総合的な構想というご質問でございます。本町では平成 27 年度にアドバイザーを

含む 13 名の委員構成によりまして安芸太田町観光振興基本計画策定委員会を開催し、向こう 10 年間の

観光振興施策のもととなる指針を策定しております。基本理念は町民、来訪者、社会がつながり輝く里

山のまちづくりとなっておりまして、基本方針を５つ掲げております。１つが、多様な価値観に対応し

た観光の推進、２つ目が、産官学民一体となって進める町の魅力向上、３つ目が、地域に利益を生み出
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す仕組みづくり、４つ目が、安芸太田の観光を支える拠点づくり、５つ目が、安芸太田町観光情報の戦

略的情報発信としております。なお、指標の項目といたしましては、７年後の観光入り込み客数を 60

万人とし、観光消費額は総額で 11 億円から 18 億円に、１人当たりの単価に換算しますと、3,000 円に

倍増させることとしております。また、来訪者の満足度を現在の 50％から 70％に向上させることとし

ております。消費単価の倍増のためには先ほど申しましたとおり宿泊中期滞在型体験メニューへのシフ

トアップが必要であり、受け入れ先の体制強化、またインバウンドに対応した翻訳、あるいは英文説明

等のソフト事業の充実が必要であり、しかも国が掲げております 2020 年のオリパラによる観光客の増

加ブームはすぐ先の話であることから近々の課題として受けとめております。官民一体となって受け入

れ環境の整備やソフトの充実を急がなくてはならないと考えております。９月定例においても述べまし

たけれども、受け入れ環境の整備向上はインバウンドに傾注しているわけではなく、転機、きっかけの

一つであると考えております。先ほど申しました英訳された料理メニューが増えるだけでも印象は変わ

りますし、キャッシュレス決済が町内に普及していくのも国内外の観光客にとってはありがたいことだ

考えております。マナーや観光案内看板が多言語されたり、４番議員からもありましたが、ＱＲコード

で手持ちのスマホで詳細な現地案内が見れたり、またＶＲ等で疑似体験ができることなども同様でござ

います。これにつきましては、新年度のいろんな文化庁等のソフト事業も手を挙げる予定としておりま

す。繰り返しになりますが、こういったことをできることから着実に整備を進めていくことで顧客を誘

導し、訪れた方には再びリピーターとして再来をしていただくような取り組みにつなげていきたいと思

っております。以上でございます。

○矢立孝彦議長

平岡議員。

○平岡昭洋議員

多分途中ですんで、まだ具体的な数字として出すには早いかと思いましたけど、私としては今までの

一般質問でも何回も言っていると思いますが、この町を実際に収入という面で伸ばすには観光が一番で

あろうという考えがありますので、できるだけここに力を入れてもらいたいと。もういつもいつも確認

して数字とかいろいろなものにこだわって動いていただきたいと思います。以上、この質問は終わりま

す。じゃあ、２番目の質問に入ります。移住政策と空き家対策について、先ほど吉見議員がもうそれに

近いことを質問いたしましたので、余り聞くことは多くはないんですけれど、一応この趣旨を質問しま

す。私は９月の一般質問で空き家対策について質問しましたが、町からはこれからも空き家を活用して

移住者の利用促進につなげたいという回答でした。しかし、移住希望者が空き家を活用したり、家を新

たに建てるときのネックは、その建設やリノベーション費用が現在の町の補助金だけではとても足りな

いということです。特に町から見れば一番移住してもらいたい若者世代ではまだ蓄財も少なく、彼らが

理想とするような移住環境を整えることは、資金的に困難なことが多いと思われます。そこで、年齢制

限とか、移住期間などの検討を経て、その条件に見合うものには住宅整備資金を追加で提供できるよう

な制度をつくれないものかと考えました。制度上の問題等困難なことは多いと思いますが、人口減少は

我が町として今喫緊に取り組まなければならない課題です。提案するような制度があれば、空き家活用

や人口減対策に弾みをつけられるんではないかと考えます。町の考えを聞きたい。

○矢立孝彦議長

地域づくり課長。

○栗栖修司地域づくり課長

移住政策と空き家対策ということでご質問です。先ほどの 10 番議員のほうの空き家対策ということ

で若干概要等には触れさせていただいておりますが、今回は移住者を受け入れるための財政的支援とい

う観点ではなかったかと受けとめております。町においては平成 22 年から空き家活用補助制度という

ものを創設しまして、年齢制限等もございますけども、基本的には改修費用の助成をやってきておるの

がこれまでの現状でございます。１つには、建物の改修に、現行では事業費の３分の１、そして 75 万

円を上限額としてというのが１つございます。それと、子育て世代の応援制度ということで、これは改

修工事等々をされたその家庭に 12 歳以下の子どもさんがおられますと、プラス 20 万円というような交

付制度もございます。そういう部分を組み合わせて町の中ではそういう移住者の方々の、全ての資金に

はなりませんが、初度設備の支援になればということでこれまで続けてきております。そういう部分が

全体では補助制度のメニューとして今運用を行っておるところでございます。ご質問にございました長

期的な視点で資金の援助をできないものかということのご質問でございました。町の今の現行の考え方

では今あります補助制度プラス、町においては子どもさんの第２子からの無償化であるとか、医療費の
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補助とか、そういうふうなものが総合的に携わって、それぞれ家族でこちらのほうに移住される方への

いろいろな、家だけではなしに、生活全体を通しての支援を行っておるという認識で今捉えております。

それが今後どういう形でイニシャル的な、建物だけで言いますと、町の支援も当然ありますし、住宅金

融公庫フラット 35 とかというのが、製品名でございますが、そういう部分も改修工事には対象になる

というようなものもあります。そういう部分は逆に言えば町のほうから少し移住のためのいろいろな支

援策の内容等々をこちらに関心を持っておられる方々にどうやって情報提供していくか、そうすると先

ほどございました支援の幅が広がるんではないかというふうに現行では捉えております。先ほど 10 番

議員のときに少し紹介させていただいたような内容、いわゆるソフト部分、そして活用モデルという形

で目に見える形で空き家の活用も一緒に考えていきたいということで、今これまでやってきたことの反

省点もありますし、今後ニーズに合った町としての支援策を考えていきたいというふうに思っておりま

す。以上でございます。

○矢立孝彦議長

平岡議員。

○平岡昭洋議員

わかりました。先ほどのもう吉見議員である程度質問を聞きましたので、しっかり目に見える形でで

すね、比較できる形でぜひアピールしていただきたいと思います。それでは、３番目の質問に入ります。

観光イベント広場（ホール）の創設。先ほど、またこういう道の駅についての質問がありましたので、

現状がどうであるかとかというのはある程度わかりましたけれど、私個人はこの道の駅は大々的に進め

ていただきたいと考えておるんですね。一応この内容について話します。安芸太田町が唯一他の市町に

比べて絶対的に優位性があるところは大自然の景観に恵まれているところだと考えています。先月も広

島市内の友人から筒賀の大イチョウはもう色づきましたかと聞かれて、毎年見に行っているんですよと

いう言葉に案外みんなよく知っているんだなとびっくりしたことがありました。私たちが思っている以

上に自然の美しさにひかれて本町を訪れている人は多いのかもしれません。ただ、大イチョウを見に来

ていただいたお客様はその後一体どうしてるのでしょう。無料の駐車場に車を停めて、ただ見て帰って

もらうのでは、この町には一銭の得にもなりません。あれだけ大量のお客様がお見えになっているのに、

私の知る限り筒賀ではそれに伴う一人の雇用もありません。本町が過疎化している大きな理由はそこで

満足に生活できる収益基盤がないからだと私は考えています。そこで、これからリニューアルを予定し

てる戸河内道の駅にイベント広場（ホール）を併設することを提案します。そこでは神楽や演芸やさま

ざまな物産展などを企画し、みんなで知恵を出し合って集客と道の駅全体の売り上げの向上を目指しま

す。この大自然を楽しみに来られたお客様にいかに楽しくお金を使っていただくかをテーマとして企画

を実行していきます。インバウンドでお見えになるお客様の旅行の楽しみの一番はコト消費と言われて

います。もしそのようなイベントと場所を計画的に提供できるのであれば、これから積極的にツアーと

してもアピールすることができます。引き受ける当町内にもそれらによる収益が計画的に計算できるも

のであれば、新しい起業や雇用の促進にもつながるのではないかと思っています。そんな簡単にはいか

ないよというのは当たり前かもしれません。でも、今のこの機会に町の未来を創造する希望の手を一つ

打ってみてはいかがでしょうか。町の見解を聞きたい。

○矢立孝彦議長

商工観光課長。

○片山豊和商工観光課長

特に道の駅におけるご提案と受け止めさせていただいております。観光イベント広場（ホール）の創

設につきまして答弁をさせていただきます。ご提案をいただきましたイベント広場（ホール）等につき

ましては、道の駅を今後計画していくに当たり、現在の予定エリアの中でスペース的な制約もある中で

常設とするかどうか、また出演者が、例えばですけれども、ツアーとは言いながら土日祝日のみとなり

ますと、平日にはある意味ではデッドスペースになり得るというケースもあろうかと思います。逆に建

物内に、先ほどの質問でもありましたが、産直市のスペースを現在の場所から、仮説ですけれども、移

動させるとした場合には現在の産直市と同様な課題としましては、出荷量が乏しくなる冬の期間に野菜

類が不足ぎみになることから、そちらの場所ももてあますことになろうかと推測をしております。こう

いった２つの課題を考慮した中で、双方の余地を共有することでスペースの有効活用が望めるんではな

いかと考えられます。相互が共用する場合、特にイベントを行う日、土日とかが主となりますけれども、

産直市自体のカート、例えばですが、移動式にし、駐車場から建物に入る前のウッドデッキ等を整備す

る場合にはそちらのほうに産直市を出店的に販売するスペースとして移設移動が可能であると考えてお
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ります。申しますのは、固定化したレイアウトに固執をするわけではなく、民間の店舗でもよく見られ

ますレイアウトのチェンジ、例えば四季ごとに季節の移り変わりとともに店舗類のリニューアルが創意

工夫をして変更することが可能となるため、予定されるイベントショー、ご提案のあった神楽等の開催

有無によっても自由に会場を変更できるようなアイデアを採用するのもベストであると考えているとこ

ろでございます。なお、以前も５番議員さんからもございましたが、神楽のご提案もありましたので補

足をいたしますと、神楽に限りませんけれども、背景幕をつる金具やステイ、照明類、スピーカー等々

の配備、移動が可能な低床ステージ等につきましては、こういった道の駅、箱物を整備する中で設備、

備品類として整える必要があるかと認知を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

平岡議員。

○平岡昭洋議員

今回答があったとおりだと私も思っております。なぜそう思ってるかというと、私が今度提案してい

るホールとか、そういう神楽のスペースをつくったらどうかというのは本当にこれは努力が必要だと自

分でも思います。はっきり言ってそういうノウハウを持っている人とか、そういう情熱を持ってる人が

誰かリーダー役としてしっかりやらないと、多分できない。作ったはいいものの、後でもてあますとい

うものは目に見えております。ですから、極端に聞こえるかもしれませんけれど、そういう情熱がない

のであれば初めからやらないほうがいい、必ずそうなってしまうということですね。あえてそれを情熱

を持ってそういうものをつくって何かやろうとするかどうか、そこが問われるとこだと思ってこの質問

をあえていたしました。別に、じゃあやらないから情熱がないと言うつもりではありません。ほかの方

法は幾らでもあると思いますが、ぜひいろいろな方向で、まだ検討段階であるんなら、しっかり煮詰め

ていただきたい。ただ、残念なことは先ほどほかの議員からも言われましたが、私はもう来年、再来年

ぐらいからほとんど実施状態に入ると考えておりましたので、今聞くところによるとあと五、六年はか

かるかなという感じがいたしましたので、この五、六年後にこの安芸太田町がその気持ちを持って臨め

るのか、そのころにはもうそれをつくっても仕方がないよというようにならないのか、本当は心配して

おります。その点について町長に今見解を聞きたいと思います。

○矢立孝彦議長

小坂町長。

○小坂眞治町長

道の駅の再開発についてのご質問をいただいて、 このようなイベント広場、イベントホール、各地

でも設置をしておられるところがございますけども、答弁しましたようにやはり毎日の活用になると課

題があるものだと認識をしております。我が町におきましては三段峡の入り口に一つのステージを設け

ておるところでございますけども、この利活用についてはなかなか課題があるものと認識をしておりま

す。そういった意味で今回の計画に当たりましてはそういったことを踏まえながら慎重に検討していき

たいと思いますが、やはりこのリニューアルを４年後、５年後に計画するものじゃなしに、今若干遅れ

てはおりますけども、早く意見を調整しながら基本的なプランをまとめて、また議会のほうにも、また

地域の皆さんにもご相談させていただけるようなスケジュール感で取り組むこととしておりますので、

ご協力いただきますようお願いいたします。

○矢立孝彦議長

平岡議員。

○平岡昭洋議員

もう少し早まるということなんで、期待しております。以上３問質問いたしました。最後に、同じく

ネットではありますけど、ランキング調査を見ておりますと、非常におもしろいランキングがあったの

で報告いたします。全国の都道府県幸福度ランキング、住んでみて、県民だとか府民がこの町に住んで

よかったと、全国でそういうところのランキングをやはり同じくランキングされたものがありましたの

で、お話しさせてもらいます。じゃあ１番はどこであったか、想像できますか。１番は宮崎県、２番が

熊本、３番が福井、４番、徳島、同じく４番が沖縄、６番が石川、７番、愛知、同じく７番で鹿児島、

９番が滋賀、10 番が三重、さあ広島は何番目でしょうか。37 番目ですね。じゃあ、東京はどうなのか、

全国３番目ですね、魅力度では、45 位、ここには大阪府も東京も入っておりません。京都もありません。

こうやって見ると、ベストテンには東京、大阪、京都、そういうのは出てきません。人は必ずしも物質

的に便利だからと、また豊かだからと幸せがあるのではないと、何となく感じられます。安芸太田町が

目指す道は案外こんなところにあるのではないかと私は思います。以上、質問を終わります。
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○矢立孝彦議長

以上で平岡議員の一般質問を終わります。お諮りします。本日の会議はこの程度にして延会したいと

思います。ご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

異議なしと認めます。したがって、本日はこれで延会することに決定しました。本日はこれで延会し

ます。

延会  午後４時１５分

                                             


