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  議   事  日   程（第３号）

令和元年１２月１０日
日程 議案等番号 件        名

第1 一般質問
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令和元年第７回定例会

（令和元年１２月１０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。定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。本日

の議事日程は、あらかじめ、お手元に配付したとおりです。

────────────・────・────────────

日程第１．一般質問

○矢立孝彦議長

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

します。２番、田島清議員。

○田島清議員

おはようございます。２番、田島です。通告に基づきまして、一般質問を行いたいと思います。本日

は防災対策と生活基盤整備の２本について質問を行います。まず防災対策については災害は忘れない頃

にやってくるとして昨年の９月議会でただしたところですが、私自身消防団員としてこの間気象状況に

は、身の縮まる思いをしてきております。行政としても大変なご苦労があったことと推察いたします。

先日防災に関する講演会に出席してまいりました。それによりますと避難訓練は１年に２回はすべきだ

というふうな中身が発表されておりました。私の地元、殿賀地区では、殿賀地区防災会議の中で毎年

１回の避難訓練を実施しておりますが、昨年については 63 年災害から 30 年ということで、過去の災害

の教訓を忘れないとした記念行事の開催や、今年は初めてハザードマップによる避難経路の確認を行っ

てきました。ハザードマップは初めての取り組みでした。これから継続した取り組みを目指していると

ころでもあります。防災対策については昨日から質問でも指摘にあるとおり、厳しい財政運営の中で、

行政職員特に行政職員は、ここ 20 年間に全国的にも 16％が削減されるという厳しい人員の中で、特に

この問題については、行政の皆さんにも耳の痛い事柄ですが、町民の生命財産に関わる、また行政にし

かできない事であります。災害対策は全町民の参加が求められる最も重要な課題の１つであると考えて

おります。それでは通告によりまして質問をしていきます。質問事項の１、台風 19 号の教訓を活かし

た防災対策について。関東地方を直撃した台風 19 号、この災害から何を学びとり、防災施策に反映す

るのか。10 月 27 日付、中国新聞では千年に一度の災害現実味という記事を掲載しています。また国交

省でも千年に一度災害が現実味を増したと受け止め、対策を講ずるとしているが、町長は基本的対策を

どのように考えているのか。太田川及び支流河川では護岸等の改修が必要な箇所の把握と対応など、関

係機関への要望等対応状況は。町民から河川内の支障木伐採、河床が小山化した箇所、竹やぶの適正管

理などの有事の際、災害発生の懸念の声がかねてから上がっている。以前の議会答弁で、町が先頭に立

って、国と機関に働きかけ対応の関する協議会設置の声を上げていくとしているが、どう進める方針で

あるか。来年度旧ＪＲ鉄橋の河川占用手続については、現在報告資料作成中との説明ですが、国鉄によ

る開通時から河川水位以下の施設であることも西日本豪雨災害で被害が拡大したことが明らかとなって

います。広島市との連携による財政支援を国に求めるべきと考えるが、今後どう対応するのか。地域防

災計画の改定や地域ぐるみの防災対策構築が必要と考えるが、どう対応するのか。

○矢立孝彦議長

総務課、長尾課長。

○長尾航治総務課長

はい、それでは台風 19 号の教訓を活かした防災対策についてというご質問でたくさんのご質問を頂

戴いたしました。担当各課それぞれ分担してお答えをさせていただきたいと思います。まず始めに総括

的な部分でですね、総務課の方から答弁を申し上げます。現在、町では安芸太田町防災計画に基づき、

災害の発生が予見される状況において、気象情報、防災情報、河川の水位等の情報収集を行い、住民へ

気象情報の提供や避難勧告等の発令を行うこととしています。ご質問いただきました千年に一度の災害

についての考えでございます。比較的早い段階から気象等の状況により、これが予測できる場合は、住

民に早い段階から気象等の情報提供を行い、安全な段階でより安全な場所に避難をしていただく、そう

いったような体制整備を整えていく必要があろうかと思います。しかしながら一方、本町は急峻な山に

囲まれ、河川沿いに集落等が点在する地形的特性から千年に一度の大きな災害が発生し、差し迫った状
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況では避難路や避難所等が危険な場合というのも考えられます。現実的なところで申し上げましたなら

ば、自宅でより安全と思われる、例えば崩れそうな山と反対側の２階以上の垂直避難を呼びかける、こ

ういったことなども災害時の状況を的確に判断し、最善の方法で命を守る行動を呼びかけるといったこ

とも必要ではないかなというふうに考えております。いずれにいたしましても現在まで取り組みを進め

ております太田川タイムライン、こうしたものの運用や県、また地方気象台等の関係団体からの情報収

集、また先ほどもございましたが、やはり住民さんが頼りにしてらっしゃる消防団、こちらとの連携、

こちらの対策には必要不可欠、必要不可欠だと思います。日頃より体制の整備を図って参りたいと考え

ております。

○矢立孝彦議長

建設課、武田課長。

○武田雄二建設課長

はい、それでは２番目にご質問いただきました、河川で護岸等改修が必要な箇所の把握と対応につき

まして、建設課からご説明させていただきます。一級河川太田川の国が直接管理する区間の護岸など改

修が必要な箇所につきまして、流域市町である広島市と安芸太田町で構成いたします太田川改修促進協

議会として、毎年太田川河川事務所中国地方整備局への要望を行っております。また中国５県 13 水系

の直轄河川の関係自治体協議会で構成する中国治水期成同盟会連合会にも、先ほどの太田川改修促進協

議会として加盟しており、毎年２回東京での国土交通省本所及び関係国会議員への要望活動を行ってお

ります。この東京要望におきましては、通常の要望活動以外に国土交通省の幹部や国会議員と直轄河川

の治水の関する意見交換会も行われております。その場におきまして、各水系の状況や改修の必要性を

具体的に説明しております。太田川の改修につきましても、関係機関の理解をいただく機会になってい

ると考えております。県管理河川につきましては広島県西部建設事務所安芸太田支所に伺いまして、支

所長はじめ関係課長へ国道、県道、砂防、急傾斜、河川事業など要望箇所をまとめて年１回要望活動を

実施しております。町管理河川につきましては、補助事業や交付金の事業の該当する事業が無く、限ら

れた財源の中で護岸改修などの工事を実施しております。箇所の把握につきましてですが、以前におい

て被害のあった箇所や、やはり住民の皆様からの要望が貴重な情報となります。これらをまとめまして

護岸改修等の箇所を把握しております。今後も情報収集をいたしまして、要望内容を更新しつつ、各箇

所の護岸改修などの実現に向けて要望活動を続けて参りたいと考えております。以上です。すみません、

続けて、すみません、３番目に質問をいただきました、河川内支障木伐採など対応に関する協議会の設

置の方向性につきまして、建設課からご説明させていただきます。先般の６月定例議会の一般質問にお

きまして協議会について関係機関へ協議を始めたところであり、今後は協議を重ねて参りますと答弁さ

せていただいております。６月定例議会終了の後に、国土交通省中国地方整備局太田川河川事務所と日

程調整を行いまして、８月 21 日副所長及び加計出張所長、関係課長を含め８名の方に来訪いただきま

して、太田川の河川環境に関する意見交換会を実施いたしました。その結果、堆積土砂の撤去及び樹木

の撤去の要望箇所をピックアップいたしまして、今年度は太田川河川事務所加計出張所の管理範囲であ

りあります滝山川と太田川の合流点付近の一部の樹木の撤去を現在実施をしていただいております。ま

た今年度続きまして月ヶ瀬公園の沖も樹木の撤去を実施していただく予定となっております。このよう

な形で少しずつではありますが目に見える形で成果が表れているところです。今後の協議の予定といた

しましては、年度内に再度意見交換会として要望活動を実施いたします。今後におきまして協議会の設

置に向けて検討を行って参りたいと考えております。以上です。

○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

それでは私の方から旧ＪＲ橋梁につきまして、ご説明を申し上げます。旧ＪＲ橋梁につきましては、

その主要な橋梁、具体的には太田川に架かる 13 本の橋梁と、国道県道をまたぐ７本の跨道橋、合計 20

本の橋梁の解体撤去に向けた具体的な計画の策定に向けて、本年度それらの橋梁の解体撤去工事の概略

設計業務を実施し、それぞれの橋梁の原型を基に、解体撤去の工法手段や解体撤去に係る概算費用の他、

撤去に向けた優先度合いなどを整理しており、とりわけ来年１月末に予定する新たな河川占有許可申請

を睨み、現在受託業者と取りまとめ内容の最終的な調整を行っているところでございます。こうした中、

先の台風 19 号による長野県の千曲川に架かる上田電鉄の橋梁崩壊により、大規模災害時の河川橋梁崩

壊の危険性につきましては、これまでにも増して認識を高めたとこでございます。なお、長野県のよう

な河川の氾濫という観点から、撤去の優先度合いの一つの指標として、橋梁の桁下高に着目した場合、
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本町が所有する旧ＪＲ橋梁で太田川に架かる 13 本の橋梁の内、橋梁の桁下高について計画高水位、い

わゆるハイウォーターを基準に、その間の高さとして必要とされる余裕高を満たしていないものは、広

島市と共同管理する第二太田川橋梁をはじめ、全体で４本ございます。また、その他の判断指標として

考えている河積阻害率やコンクリート片等の落下の原因となる構造上の劣化度合いなども総合的に勘案

させていただきながら、最終的に撤去の優先度合いを検討していきたいと考えております。冒頭で申し

上げたとおり、現在、対象橋梁の撤去に係る概算費用を算出しているところでございますが、13 本の河

川橋梁につきましては、現時点での推計で総額約 13 億にも及ぶ費用が予測されております。単純に平

均で１本当たり１億、費用の高いものでおりますと、約２億円近い費用が現在推計されておりまして、

交付税による財源措置を前提としまして、本事例に適用可能な起債も無い為、現在の本町の財政状況に

照らし、橋梁撤去につきましては慎重な対応が求められているところでございます。こうしたことから、

このような財政的課題に対応できる国への制度見直し等につきましては、議員ご指摘のとおり、県をは

じめ第二太田川橋梁など一部の橋梁撤去について、共同して費用負担していく広島市と連携をさらに深

めながら、継続的かつ効果的に提案要請していくこととし、その際には本年度本町が整理する先ほどの

概算費用等の検証データ、そういうものを基に具体性のある手法や費用の観点等も加えまして、協議を

鋭意進め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

総務課長。

○長尾航治総務課長

はい、最後にご質問いただきました地域防災計画の改定や地域ぐるみの防災対策構築についてのご質

問を頂戴しましたので、総務課より答弁申し上げます。本町では毎年６月に安芸太田町防災会議を開催

しております。こちらの会議で関係団体の皆様方に防災意識の統一、そしてまた安芸太田町地域防災計

画をこの中で改定をさせていただいております。令和元年度も国の避難勧告等ガイドラインの改定に伴

い、５段階の警戒レベル等の改定も行ったところでございます。また昨日の質問でもお答えをさせてい

ただいたところでございますけれども、国土強靭化地域計画の策定に向け検討を進めております。近年

災害が全国各地で頻発しており、ハードのみの防災対策には限界があることは昨日もご説明をさせてい

ただき、ご承知いただいているところではないかなというふうに考えております。国や県等には重要水

防箇所等のハード整備を引き続いて要望して参りますけれども、自主防災の活動の推進等も含め、ハー

ドとソフト両面での防災対策を進めることが必要であると考えております。また本年度は全住民さんの

方へですね、ハザードマップというものを配布をさせていただきました。こちらの事業に関しましては、

意識づけ、動機づけという意味も非常に大きく考えておりますので、引き続きですね、来年度以降もこ

のハザードマップの配布についてはできる限りのことをしてまいりたいというふうに考えております。

地域ぐるみの防災対策構築にあたりましては、自主防災組織や自治振興会、そしてまた議員各位のお力

沿いもいただき、取り組んでいければな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

田島議員。

○田島清議員

ただいま答弁をいただきましたが、急峻な地形であるという事で、避難に際して雨が降り出した場合

には自宅待機の方が安全であるというふうなことも言われておりました。当初目的としました質問の中

身については、千年に一度という危険性が迫ってきているということで質問しておりますが、この千年

に一度に対する答えというのが無かったかに思いますけれども、６月の防災会議の中においても昨年の

質問の時も、防災会議等でも具体的な避難経路等を提示する形でないと出せないということで、回答が

あったように記憶をしております。また千年に一度に関して回答があればお願いしたいと、答弁を求め

たいと思います。それから消防団との連携ということもありました。先日私も防災講演会の中で秋田の

東北の秋田のなまはげ神事、こちらの防災の取り組みが披露されておりましたので、ここでご紹介して

おきたいと思います。日本海では 400 年に、400 年ごとに１回、津波災害が起こっておるということで

ございます。このなまはげ神事の取り組みについては、こうした 400 年に一度と言いますと、その経験

をすることがほとんど今生きてる我々には無いわけですけれども、そういうのを神事という形で取り組

んでいる。これは消防団員がなまはげに扮して各家を年末に回って、家の中にあがりこんで、１杯ずつ

お酒を飲んで家族の状況、その家族中に子どもがいるかとか、要介護者がいるかとかいう事を消防団が

その都度把握をしているというふうなことを聞きました。こういったですね取り組みについて、我が町

でもですね、私も加計町時代から消防団長く勤めておりますけれども、かつてはまだ薪を使ったりして
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ご飯を炊いたりしてましたので、かまどとかですね煙突等がありましたので、各家に入ってその状況を

確認するという火災予防週間には、そういったことを取り組んでおりましたが、近年の電化等暖房器具

の変化に伴いまして、個別に各家に消防団が団員が入って、そういう火災予防を呼びかけるというふう

なことは今ほとんどなくなっているという状況です。そういった状況ではありますけれども、消防団の

取り組み、そういう地域コミュニティと言いますか、そういうものも考えていく必要があるんではない

かというふうなことを、考えが無いかということを提案していきたいと思います。もし考えがあればお

答えください。それからＪＲの鉄橋の撤去についての回答をいただきました。第二鉄橋をはじめ４本の

ハイウォーターの余裕高がとれない橋があるというふうな回答であったかと思います。先日、前回の

９月の定例会の質問の中にもありましたけど、加計の高等学校の方に架かっております加計駅、旧加計

駅の鉄橋については、約３ｍほど高さが不足しているというふうな回答があったように記憶をしており

ます。私が質問の中にあげております旧ＪＲがこの鉄道をひいた時点でその計画水位、高水位について、

どういう基準であったかについては定かではないわけですけれども、先日、前年、去年の西日本豪雨の

時の芸備線の鉄橋が流れた現場も見て参りましたけれども、新しく鉄橋をつけておりますけれども、こ

れはかなり元のものから高さが変わっております。そういうことを考えますとですね、我々安芸太田町、

旧加計町も含めてですけれども、払い下げを受けた時点、その時点での高さがですね、不十分な物件を

我々は引き取っているんではないかというふうな意味で、これについてはＪＲについても旧国鉄から民

営化で引き受けたときには、そういう同じような状況で、非常に問題のある鉄橋をかかえているのでは

ないかということが懸念されます。従ってですね、住民の立場から言いますと、現在廃線でない稼働し

ている線路敷きについても鉄橋についても、防災の立場から言いますと撤去してもらうべき住民の側か

ら言いますとですね、嵩上げをしてもらうべき施設ではないかと思います。そういう意味では引き受け

た広島市、安芸太田町だけでなく、ＪＲ自体もですね国に対してそういう建設当時の許可のあり方その

ものも含めたですね取り組みをできるんではないか。昨日の副町長の答弁の中にもありましたけれども、

今年 10 月に河川の管理の方法について少し建設省の方の考え方が変わってきているというふうなこと

がありましたけれども、そういうところもチャンスではありますので、そういった動きをすることが出

来ないかということを再質問として掲げたいと思います。それから、以上の３点を回答お願いします。

○矢立孝彦議長

総務課長。

○長尾航治総務課長

はい、千年に一度の災害といった観点からですね、再度踏み込んでご質問頂戴いたしましたので、答

弁を申し上げます。千年に一度という災害に関しまして一番やはり大きく考えられる部分、本町では太

田川の氾濫ではないかなというふうに考えております。太田川の氾濫に関しましては、国土交通省、こ

れは太田川河川事務所でございますけれども、想定をされ、河川浸水エリアといったことで、現在その

エリア図というものが示されております。一方で、太田川の直轄河川以外の河川ですね、例えば太田川

でもこの戸河内明神橋から上流域であるような河川に関しましては、国の直轄河川から外れますので、

こうした計画自体がないというような状況もございます。ここの部分につきましては、先ほど議員の方

からも話をしていただいたとおりなんですが、県の方にもですね、こうした浸水エリアの想定図、そう

いったものをお示しいただきたいということで、要望を引き続きしているような状況でございます。一

方で千年に一度という規模の災害を受ける状況になった場合を考えますと、やはり本町の場合、先ほど

もちょっと繰り返しになりますが、おそらく道中の国道県道また町道ですね、こうしたところの道路自

体が使えなくなるような大規模な土砂崩れ等が発生する恐れがございます。また河川も氾濫する、そう

いったことを考えますと、やはり一番重要なのは先行した情報収集。そしていち早い集落単位への避難

ということも考えなくてはならないかもしれません。そうした意味では早い段階から避難勧告、避難指

示といったものを発令発表する必要があるのではないかというふうに考えております。非常になかなか

この千年に一度ということを考えますと、非常に防災担当としては非常に頭を悩ます分野ではございま

すけれども、そういった連携を密にしながらですね、いち早い情報収集というのが重要になってくるの

ではないかというふうに考えております。総務課からは以上でございます。

○矢立孝彦議長

総務課主幹。

○三井剛総務課主幹

はい、先ほど議員からございました加計のかけはしのところ、いわゆる滝山川の橋梁のことでござい

ますが、ご指摘のとおり９月に私がご説明したとおり、全体の余裕高につきましてはマイナス 2.94 と
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いうことで、必要とされる余裕高は１ｍということでございますけれども、実際にはマイナスになって

いるというとこでございます。現在のその概算費用等の部分についての現在のとりまとめの中におきま

すと、この滝山川橋梁につきましては、確かに桁下高には問題あり、さらには河積阻害率も問題あり。

ですが上部工につきまして、コンクリート片の落下、または橋梁の強度の耐性というか、今の強さとい

うか、そういうものについては、他の橋梁に比べればまだもう少し寿命があるというふうな結論も得て

おりますので、先ほどもご紹介がありましたけれども、まずは桁下高、河積阻害率という観点から、今

太田川河川事務所の方にですね、河床のその位置、要は桁下高の基準となる河床というところについて、

例えば必要な浚渫、そういうまたそういうふうな土砂とかそういうようなごみ等の撤去というものにつ

きまして実際にその桁下高について余裕高がハイウォーターが下がることによって、余裕が出るんじゃ

ないかということを含めて、今太田川事務所の方にお願いをしているとこでございます。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

はい、要援護者の名簿等につきましては福祉課の方が担当しておりますので、私の方から少し説明の

方をさせていただきます。災害時の要援護者の名簿につきましては、特にその要介護認定の認定を受け

ていらっしゃる方、また身障手帳など手帳の所持者の方、また難病を患っていらっしゃる方、また要介

護認定で手帳をお持ちでないんですけれども、チェックリストと言われるものについて、何らかのやは

り少し介助が必要ではないかと思われる方等々について、一応リストアップはしております。しかしな

がらそのリストについてですね、それぞれの地域ごとに振り分けて、いざというときに消防の方にその

情報が提供できるかといったら、まだそういう状況には至っておりません。特に対象となられる方につ

いての、言って見ればその名簿を外部に出すための同意というものが、とられているもの、そうでない

もの等々不確定な部分等がございます。担当課といたしましては、そこら辺の整理につきまして改めて

もう一度させていただく中で、いざというときに情報がちゃんと提供できるようにしたいというふうに

思っております。以上です。

○矢立孝彦議長

小島副町長。

○小島俊二副町長

消防団との連携等々につきましては、現在消防団の水防訓練等々で、土嚢でありますとかシート方法

等の訓練をしておりますが、もう千年に一度ということになってきますと、そういった対応ではなかな

かいかない。消防団と連携する中でいかに住民の方を避難していただけるか、いうような避難ルートの

確保とか、そういった部分をもう少し消防団と連携できればなというふうに思っているところでござい

ます。千年に一度ですと、加計で８ｍ、安野で言えば 20 何ｍというような状況でございますので、ま

ず関東地方とは安芸太田町違うのは、関東地方は低地に堤防があって堤防崩れて浸水したという状況あ

りますんで、安芸太田町で言えばやっぱり護岸高をもう少し高く強くしてもらうんが、まず 100 年とか

200 年に一度の災害の対応だと思いますんで、先ほどありました地域強靭化計画ですか、そこに要は護

岸を高くしてもらう具体的な箇所の明記、それと砂防なんかの具体的な箇所の明記、そういったことを

やることによって国が進めている今年度の補正予算とか今後の防災予算等々に早めに手があげれるよう

な状況を作って参りたいというふうに思っております。まだ具体的になっておりませんが、国は今回、

河川内の浚渫等について、財政措置をするということを明言いたしておりますんで、果たして安芸太田

町にとって有利な財源となるような組織かどうかはまだ不明でございますが、そこらの方を研究してや

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。以上でございます。

○矢立孝彦議長

田島議員。

○田島清議員

はい、まずハザードマップについて、今年初めて私たちも使用させていただいたわけですけれども、

ハザードマップを見ますとですね、誤解があるんだと思うんですけど、色塗によって浸水するところと

浸水しないところ、うちは大丈夫だよっていうとこと、うちは逃げた方がいいよっていうところで、皆

さん理解されてると思うんですけども、これはあくまでも推定ですので、なぜ千年に一度とあわせて質

問しているかと言えば、その想定っていうのはあくまで 100 年とか 200 年とか 400 年とか 1000 年とか

いう段階がありますので、逆にそのハザードマップを信用してもらうと逃げなかったということでかえ
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って犠牲が出たというふうなことがこの 19 号台風では教訓としてあります。そういう意味で質問して

きたわけですけれども、ここで 1 つ紹介したいのがですね、毎日新聞が今年の 10 月に取り上げており

ます、東日本大震災の津波で 84 人の児童らが犠牲になった宮城県の石巻市立大川小学校の裁判のこと

でございます。防災対策の不備を認めた判決が確定をいたしました。仙台高裁は昨年４月、石巻市と宮

城県に約 14 億の賠償を命じた。市と県は上告していたものの、最高裁が退ける決定をしました。子ど

もの安全を確保すべき義務がある学校側に防災上の思い責任を課した。判決が確定したことで、各地の

学校や教育委員会は対策の早急な見直しを迫られ、判決は校長らが事前の情報収集で津波を予測できた

と指摘し、危機管理マニュアルに具体的な避難先や経路を期していれば被害は防げたと結論付けた。震

災後、学校防災の強化は道半ば、毎日新聞によりますと、昨年８、９月南海トラフ巨大地震などで津波

被害を恐れる、起きる恐れがある 176 市町に、市町村教育委員会に判決が求められるような対策をして

いるかを尋ねた。28％が実施済み、16％は検討する、20％は現実に困難と回答しています。36％につい

ては判決が確定していなかったということで、無回答ということです。困難な理由には教職員の専門知

識が無いことなどがあげられ、判決に対し、教育現場からは負担の重さを不安視する声が上がった。し

かし、大川小の悲劇を繰り返してはならない。学校の取り組みに加え、周囲が支える仕組みが必要だと

しております。この想定、被害想定についてですが、想定の考え方についても若干触れております。学

校は被害弱者である子ども達を預かっている、常に最新の情報を集め、立地状況に対応した災害に備え

万全を期していかなければならない。学校周辺で想定されていた津波の高さであれば全員助かっている。

残念ながら想定外の津波が襲ったために被害者が出てしまった。つまりここでは想定外のことが起こっ

たわけです。対する福島第一原発の近辺では、15ｍの津波を警告する複数の学者がいたにも関わらず、

東電、経産省、御用学者などが否定したために事故を起こしました。つまり学者によっては想定内の津

波だったことが証明されています。もちろん東電も事前にそのことを把握しながら対策を講じることは

ありませんでした。でも複数の学者が警告していた以上、想定内の事故だということも可能です。それ

も想定外の津波が発生したための事故だと決めたために、原発では誰一人責任を負いません。この原発

事故の責任を問わず大川小学校の責任を問うことは不可能です。逆に大川小学校を想定外にして、原発

を想定内だとして責任を問うことなら可能です。ということを紹介してこの質問は終わりたいと思いま

す。続きまして次の質問の２、快適な生活基盤の整備について質問をしていきます。集落構成員の高齢

化に伴い、地域行事や集会などの開催時間は夜間を避け、明るい時間帯を選ぶようになっています。長

期総合計画では快適な生活基盤の整備について触れられているところですが、地域コミュニティ活動が

縮小し、特に高齢者が引きこもりがちにならないか懸念されます。コミュニティ推進の立場から、夜間

も参加しやすい安心安全な対策の考えを問う。町内防犯灯 LED への切り替えが進んでいるところですが、

集落内の防犯灯については対応できていると思います。集落間の危険箇所など通学路での利用では夕方

街灯も無く、集落内でも空き家が増えており、不安な部分が指摘されました。これは先日議会広報広聴

委員会で加計高校の１年生と懇談会を行った中でも多くの意見が出されております。集落ごとに点検を

進め街灯などの増設をし、夕方の移動を安全に明るく保つ考えはないか。通学路に限らず道路にガード

レールの無い危険箇所があり、高齢者には不安なところが見受けられます。優先順位をつけて歩行者及

び自転車、高齢者の手押し車など利用者目線での対応が求められています。対応策について。熊などの

危険動物やイノシシには LED ライト、センサー付きでの対応も実証実験をしているところがあるとテレ

ビで見ておりますが、こうした大光量のものは難しいと思いますが、近年ソーラー対応の感応式ライト

の精度が上がっています。防犯や災害時の大停電などにおいても有効なものと考えます。避難所、施設

及び避難所への誘導灯など集落へのソーラー対応のライトの設置を推進する考えはないか。以上。

○矢立孝彦議長

地域づくり課、栗栖修司課長。

○はい、快適な生活基盤の整備ということで町内の集落においての防犯灯の設置の考え方ということで、

現在私どもの方で各集落において防犯灯の設置をされとる部分につきまして、支援制度ということで、

維持管理費の部分で言いますと、自治振興交付金という形で１灯あたり 750 円の今交付金の中に一緒に

交付をさせていただいております。一方、防犯灯の設置、更新等につきましては１機当たり限度額がご

ざいますが、１機当たりの設置に対して２分の１の補助をさせていただいております。このことによっ

て LED 化も大体全体では８割程度進んでおるというふうに認識をしております。こういう取り組みが地

域自体で色々安全点検を進められ、そして地域での合意形成をされた中で防犯灯設置をこれまでもやっ

てきていただいております。実際の利用者目線ということでの、１つの方向性ではないかと思っており

ます。その部分が地域としてもその設置の部分でやっぱり安全性の確保という観点で集落点検をしなが
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ら、実際の防犯灯等の設置をいただいておると思っております。そこの部分につきましては、当課にお

いても集落の方からご相談なり要望なりをいただければ、私どもの職員が出向いて、その地域の実情、

そういうものをまず現地調査をする中で、防犯灯の設置等々についてのご相談にも応じております。こ

の部分がやはり先ほどの集落の防犯対策、そして集落のやっぱり安全対策ということでの取り組みをい

ただいて、地域での検討をいただいてやっておるというのが実情でございます。このことは今後も継続

的にやろうとしております。それと３番目にご質問いただきました、避難所施設等への誘導の関係でご

ざいますが、災害時などでの避難所への誘導をもう少し誘導灯でやったらどうかということのご質問で

ございますが、町内においては夜間の避難誘導についてでございますが、現在町においては先ほどの防

災の関係でございましたが、早期に避難をいただく、特に要援護者等への避難については、レベル３に

なった段階で、もう避難所、広域避難所等へ避難をいただくということで、早期に明るい間に、雨の降

らない間にということを基本的に進めておりますが、全ての避難所へ誘導サインと言いますか、ソー

ラーシステムというのは現状ではすぐ対応というのはなかなか難しいのではないかと思っております。

しかし現在色々なソーラーシステム等の技術革新が進んでおりますので今後そういう部分の大規模なも

のというのはいきませんが、先ほどの防犯灯と同様に地域の方々と色々な防災点検をしていただきなが

ら、それに対する行政的な支援、どういう形でできるかというものは今後検討させていただいて、特に

維持管理の面もございますので、地域と色々な情報交換をしながら今後の支援策について検討を進めて

参りたいと思っております。以上です。

○矢立孝彦議長

建設課長。

○武田雄二建設課長

はい、建設課から２番目にご質問いただきました、道路にガードレールのない危険な箇所の対応策に

ついてご説明をさせていただきます。質問の内容は車両が歩道への乗り込みによる歩道通行者への二次

被害防止の対策の質問と思われます。車両用防護柵の設置基準は走行速度が高い区間で沿道に人家など

がある箇所、線形が視認されにくい曲線区間などで、歩行者の通行が多い区間や登下校に利用されるな

ど道路の交通状況により必要に応じて歩行者道の境界に車両用防護柵を設置するものとしております。

歩道全線に車両用防護柵を設置することは現実的に延長が長いため、不可能でございます。基本的には

縁石の設置が基本となっております。しかし特に危険と判断される箇所におきましては先ほどの判断基

準を基に車両用防護柵の設置の検討を行います。なお、町道におきましては道路の設計速度が低速なた

め、基本的には設置しないことになってはいますが、具体の箇所がございましたらお知らせいただけれ

ば現地へ伺いまして、調査確認をし、設置の判断をいたしたいと思います。以上で終わります。

○矢立孝彦議長

田島議員。

○田島清議員

ただいま回答いただきましたガードレールの件でございますが、私が質問いたしたかったのは、車道

と歩道ということではなくてですね、水路が道路の高さがあるところで、自転車等ですね、私も自転車

で時々走ったりするときに、自転車あまり乗り慣れないんで、最近乗り慣れないんで、かなりふらつく

んですね。そういうときに高さがあると非常に怖い、下が２ｍくらい、下に田んぼがあるというふうな、

道が狭いですから、そういうところを怖いなという感情を持ったという意味での質問でございました。

先ほど言いましたように加計高校の高校生が、怖いといわれた部分もそういう分かなというふうに私自

身は解釈をしたわけですけれども、そういった所もですね、また今課長おっしゃったように私の方でわ

かる範囲では把握をしてまた相談をしていきたいと思います。それからセンサー付きライトについてで

すが、先ほどの第１項目のですね防災の点からもですね、若干思いがありまして、例えば高さ、千年に

一度の水害があった場合にですね、高さがかなり加計で８ｍ、７ｍ、それから安野で 23ｍというふうな

高さの水があるとすればですね、かなり高いところへ避難しなくてはいけないということで、先ほどの

なまはげの話ではありませんけれども、神事の中ではお宮がですねある程度昔から高い安全なところに

設置をされているんで、そういうお宮などを避難場所として昔から利用しているということがありまし

たので、そういった思いでこの質問をしたところでございます。再質問ではありませんが最後にですね

これだけ申し述べた私の質問終わりますけれども、皆さんもこの言葉は聞いたことがあると思いますけ

ども、備えあれば憂いなし、言葉は住民に対しても言っておられる言葉かもしれません。ところがこれ

には三段論法の三段目ということです。その前には、易きにありて危うきを思う、思えばすなわち備え

あれ、備えあれば憂いなし、と三段論法になっているそうでございます。つまり何もない今だからこそ
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危うきときのことを思えとまず言うのです。つまりこれはハザードマップです。何もない今だからこそ、

その時を思え、思わなければ備えることが出来ないぞ、備えれば憂いは無くなる、こういうことなので

す。ところで得てして我々もそうなのですが、備えろ備えろとばかり言うのです。地震に備えて耐震補

強しなさい。水害に備えてあれやりなさい、これやりなさい。でも住民には一向にやりません。住民は

一向にやりません。それはそうですね、易きにありて危うきを思うという、その時のことを思っていま

せんから。ですから今ハザードマップを配ったり、住民にちゃんとその地域のリスクを伝え、何もない

今だからこそ、その時に備えるという姿勢を与えるためには何もない今住民とリスク情報を共有し、こ

うなったらどうするということ、自分が死ぬと、死ぬとじゃないごめんなさい、についてどうなったら

こうするということについて議論を深めていく。それが重要なんだろうと思います。皆さん、行政の皆

さんの立場は避難勧告を出しますと、あなたの命が危ないから逃げろと言うつもりですが、住民は自分

の命が亡くなるという状況は想定していません。よく引き合いに出すのですが、今ここで阪神大震災級

の揺れがあったとします。皆さん１分間、何していますか。５分後に何をしていますか。と聞きますと、

１分後は机の中に、机の下に頭を入れています。５分後は建物から出ています。10 分後は何しているか

というと、その辺のがれきに埋まった人を助けていますというのですが、私ががれきの下で潰れていま

すという人は誰もいない。自分が死ぬという状況は誰も想定しません。住民は自分が死ぬと思わないけ

れど、水にはつかるということは、どうも事実だとなると気になるのは家財の保全です。そうすると浸

水の予想が深いところの人は、もうこれはだめだと諦めることもできるかもしれませんが、この人たち

がそれでも逃げれるということは、家屋、家財の被害を受け入れて、その場を離れることです。それが

彼らにとって避難です。そうすると住民にとって避難勧告を出すと、皆さんにとって避難勧告はこれく

らいのずれがあるということを念頭においておかなければならないということになります。という、こ

れは防災講演の一部でございますけれども、これをですね参考にしてですね今後の防災施策に役立てて

いただければと思います。これで私の質問を終わります。

○矢立孝彦議長

以上で田島議員の一般質問を終わります。１番、大江厚子議員。

○大江厚子議員

おはようございます。１番大江です。私は今回４つの項目について質問いたします。まず１番目から

いきます。唐突ですが、労働は本来、他者と協働しながら、よりよい社会を目指す創造的なものである

べきです。また同時に生活し、次の世代を育てていく糧を得るための働きでもあります。このたびの質

問は地方自治体で働く職員のその両面を考えながら会計年度職員制度、任用職員制度と地域おこし協力

隊制度について質問します。まず 1 つ、会計年度任用職員制度について伺います。いよいよ来年４月か

ら地方自治体で働く非正規公務員の新しい制度、会計年度任用職員制度が始まります。本町もこの議会

にフルタイム、パートタイム会計年度任用職員に関する条例の制定について上程されています。私はこ

れまで何度かこの制度について質問してきました。このたびは具体的な内容について質問したいと思い

ます。そして問題点を探っていきたいと考えています。質問に入ります。1 つ、対象になる職員おそら

く 140 名程度おられると思いますが、その実態について、職種、人数、年代等について質問します。

２つ目、労働、任用条件について伺います。フルタイム、パートタイム勤務職員の給与、諸手当等につ

いてです。３番目、募集、採用の方法について。４番目、当、この制度について課題をどのように町長

は考えておられるのか、以上４つ質問いたします。

○矢立孝彦議長

総務課長。

○長尾航治総務課長

はい、会計年度任用職員制度についてのご質問を頂戴いたしました。総務課より答弁申し上げます。

まず１番目に対象となる職員の実態についてというご質問でございました。対象となる職員の実態、ま

ず職種についてでございますけれども、役場に職種は多種多様にわたりますので、大まかなところで申

し上げます。現行の臨時的任用職員でございます。教育活動サポーター、事務補助員、調理員、保育士、

それから専門職でございますけれども介護支援専門員等々がございます。また現行の非常勤特別職でご

ざいます。地域おこし協力隊、この後また質問があるんではないかと思いますが、地域おこし協力隊、

そして外国語指導助手等、ＡＬＴとかですね、につきましても対象の職種というふうになります。人数

でございますけれども、職種別というのが非常に多岐にわたりますので、ちょっと口頭では避けさせて

いただくんですけれども、大枠で現在会計年度任用に移行していく人数というところでございますけれ

ども、現行の臨時的任用職員で、これ数は全体数を言うとかなり数がいるんですが、移行していく人数
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は 130 人程度また現行の非常勤特別職は 10 人程度が移行の対象人数ということで、先ほど議員の方か

ら申されました 140 人程度になるのではないかというふうに考えております。年齢年代等につきまして、

ご質問頂戴しました。現在も 20 代から 60 代、まぁはたまた 70 才位までの方が幅広い年齢層で職種に

よって傾向も異なって配置をいただいてるような状況でございます。制度導入後においても大きなここ

にこの部分については変更はないというふうに考えております。２番目の労働任用条件についてのご質

問を頂戴いたしました。給与の部分はですね、またあの詳細につきましては条例制定の後にですね、詳

細についてはまた職員団体等との協議も出て決定をしていくという予定になってございますけれども、

一般職の常勤職員との健康を考慮し、また他団体の状況とも考慮しながら、また本、安芸太田町の地域

状況ですね。こうしたものも考慮しながら設定する必要があるというふうに考えております。３番目に

募集採用についてのご質問を頂戴いたしました。原理原則で申しあげます。原理原則で申し上げますと

公募によるものとさせていただき選考により採用し、原則１カ月間は条件付採用というのが原理原則で

ございます。現実的な部分と言ったところで申しあげますと、募集に対しての応募という状況に関しま

しては本町地域では非常に厳しいというところが現状ではないかというふうに考えております。従いま

して今臨時的任用で仕事をしていただいてる皆様にまた引き続きお願いするようなシチュエーションも

出てくるのではないかというふうに現実問題としてはあるのではないかと考えております。４番目の当

制度の課題についてというご質問をいただきました。この問題について非常にこの会計年度任用職員制

度の導入にあたりましては、非常に各地方自治体これは県も含めてでございますけれども、非常に頭を

悩ましている制度であるというふうに言えるのではないかと思います。今朝方も朝刊の新聞にですね、

府中町の状況というのが出たかと思います。府中町では会計年度任用職員制度の導入についてですね

９月定例議会の方で上程をされ、今回 12 月定例議会でまたさらなる制度の見直しといったことがござ

いました。これにつきましてはやはり給与の部分と期末手当、そこのバランスのことについての疑義が

あるということで、職員団体からの意見を受け、今回の条例改正に至っているといったものでございま

した。新たに任期に関する規定を明確化し、また手当の支給を可能とする会計年度任用職員制度を導入

すると共に特別職の非常勤職員、臨時的任用職員に関しては対象の厳格が図られています。こうした臨

時非常勤職員の法的位置付けの明確化や処遇の適正化については本来評価できる部分であるというふう

には考えております。一方で先ほど申しましたような状況、またこの制度はですね、地方公務員法及び

地方自治法の一部を改正する法律により地方自治体は来年の４月には会計年度任用職員制度の導入を行

わなければならないということになってはいるわけでござますけれども、この法改正伴う財源措置の確

保が不透明といったところがやはり一番自治体にとっては大きい不透明な部分ではないかなというふう

に考えております。以上で総務課の答弁を終わります。

○矢立孝彦議長

大江議員。

○大江厚子議員

当該の非正規職員も本当に悩むところでは、心配なところではあるし、町当局にとってもなかなか難

しい問題だというふうなのは今の答弁から見えてきますが、実際本当にその当該の職員にとっては、こ

れから４月から自分の身分、処遇がどうなるかっていうのは本当に不安なところだと思います。私がこ

の制度について課題というか問題を整理してみますと、例えば会計年度職員に今の 140 名が全て移行さ

れるときに、全非正規職員が今の給料を保障されるのか、例えば給料を下げてつまり１日の勤務時間を

減少させて、その減少させた部分の財源を一時金、期末手当の財源として生み出し、年間トータル給与、

給料プラス諸手当においては、これまでと同金額にするのではないか、つまり町の財政がね、懐が傷ま

ないような措置をとるのではないか、あるいはそれぞれの人の給料表がありますよね、昇格と昇給部分

がありますけど、それはどういうふうに保障していくのか、またフルタイム、パートタイム、フルタイ

ムは週 38 時間 45 分ですが、それを１分でも切るとパートタイム処遇になります。パートタイムとフル

タイムでは、かなりの格差がね出てきます。フルタイムで働きたい人の希望は全て認められるのか、ま

たこれまで何回も言ってきましたが今もあります建前のところで言われましたけど毎年全員解雇で毎年

試験、評価で採用不採用を決め、１カ月の試用期間を設けて、自由に解雇できると、本当にこれは働く

者にとっては屈辱的な規程を作られるのではないかという不安があります。また公務員には労働契約法

が適用されず、更新を重ねて５年間働いても、民間企業のように無期雇用には転換されません。つまり

自治体の都合で雇い止めされる可能性があります。こういう心配を毎年のしなくてはいけないのか。そ

れならば、正規として任用してほしいという希望があればね、任用すべきではないかというふうに思い

ます。また今総務課長が言われましたが、町の財政面はどうなのかということです。このたびの法改正
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は国主導で進められたものであり、この法改正、条例制定は自治体に伴う自治体の財源の負担をね、国

は地方交付税で措置する気があるのかどうかというところも本当に大きな問題だと思っています。以上

について、色々述べてきましたが１つ 1 つを答弁していただく必要はまぁ特にはありませんが、特にフ

ルタイム、パートタイムの処遇等についてはね、どうなるどういうふうにされるつもりなのかというの

を1つお伺いします。

○矢立孝彦議長

総務課長。

○長尾航治総務課長

はい、本定例議会でもですね、条例改正案ということでパートタイムそしてフルタイムの条例の設置

ということで会計年度任用職員の制度の導入をですねお願いしているところでございます。フルタイム、

パートタイムの考え方というところでご質問を頂戴いたしました。これ非常に、考え方がですね、シン

プルにしないといけない部分があるのかなというふうに考えておりますけれども、町でやっぱり働いて

いただく、職というのがですね、正規の職員がフルタイムという考え方であろうかというふうには考え

ます。基本的にはやはり技能を持って職にあたっていただく時間、短時間であたっていただく、または

給食を運んでいただいたり、調理をしたり、そういった方に分類されるパートタイムというところに分

けられるのかなというふうには考えられます。本来であればフルタイムで任用するということは正規職

員ということで議員の方申されましたが、私もそのとおりではないかなというふうには考えております。

しかしながらフルタイム勤務、正規職員ということになれば、試験を受けそして一定程度の年齢までの

ところで採用を行っているという町の実態を考えますと、全ての方が常勤職員として正規職員になって

いくということは逆に言えば難しいのかもしれません。そうした中でですね、今シンプルにというふう

にお話をさせていただいたんですが、やはり仕事をしっかりしていただく、フルタイムでしっかり仕事

していただく方、こちらに関しては、手当も出し、職員と同等にですね仕事をしていただく以上、その

労働体系というのも職員に近いものにしていかなくてはならないというふうには考えております。一方

で先ほどの財政の状況ございました。町全体の財政で考えれば、やはり人件費総額としては抑制をして

いかないといけない。こうした部分もあるのは事実ございます。それを勘案いたしますと他自治体にお

きましても、やはりこのフルタイムの職員というのをおかないという自治体が今、広島県内の各市町で

も普通に見られるということでございます。フルタイム職員を置く自治体の方が少ないという現状でご

ざいます。そういったことからですね、やはりこれは今後私どもの所も考えていかないといけないこと

ですが、現状ではフルタイムとパートタイムという設定にさせてはいただいておりますけれども、やは

り職場職場でこのフルタイムまたパートタイムの必要性といった部分につきましてはもう一度ですね、

しっかりと職場単位で考えていく必要があるのではないか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

大江議員。

○大江厚子議員

厳しい答弁だと思いますが、この制度自体にすごく矛盾があると思うんですね。地方自治体において

人材確保というのは、何より重大なことだというのは私以上に承知しておられることと思います。今こ

の町で正規職員の確保すら危ぶまれる中で、この非正規職員に応募する人が、あえてね非正規職に応募

する人がいるでしょうか。この条例によって非正規公務員の現状を固定化し、今後の行革の名のもとに、

さらに国が正規職員を非正規職員に置き換えることを地方交付税算定に反映してくる可能性もあります。

そういうことになれば、ますます人材を確保できません。地方行政はこの町は立ち行かなくなってしま

います。この制度の持つ矛盾は、さらにいっそう地方切り捨て、この町が切り捨てられることに拍車を

かけます。また特に若い世代の非正規公務員は今まさに問題になっている官製ワーキングプア状態であ

り、今後この町の経済や若者の定住にも大きな影響を与えてきます。役場まぁ病院もさっき言われませ

んでしたけど、病院も入っていますが、病院、学校、保育所、幼稚園、給食センター等の職場は、法律、

条例で定められた公務員でありながら、非正規職員、会計年度任用職員さらにその会計年度職員の中に

フルタイム勤務職員、パートタイム職員と格差をつけられた職員が混在する場となります。そこに、冒

頭に言いましたが、協働と言う意識が生まれるでしょうか。今回、非正規職員から会計年度任用職員に

移行する際、正規職員を希望する者は正規職として認容すべきと考えます。それほどのキャリアを積ん

できた人がね、沢山おられると思います。町長、この提案についてどうお考えでしょうか。

○矢立孝彦議長
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小坂町長。

○小坂眞治町長

今地方公務員の法律の改正につきまして、大きな転換期がここに１つ現れてるんだろうと思っており

ます。そういった意味におきまして、雇用される方、また雇用をする方、そこにはやはり賃金、給与と

いうことと、我々は給与財源、色々なことが今あります。その大きな過渡期が今年めぐって参りました。

そうした中でやはりこの安芸太田町行政を継続していくためには、やはり優秀な町職員をですね、計画

的に採用していく必要があります。そうした意味におきまして、ご提案ありましたように、今我々も募

集する中でなかなか人材確保できないというところもございます。そうした中ではございますけれども、

今非常勤で働いている方々が、すぐさま町職員にですね応募していただけるような機会があればですね、

これはまた門戸を広げる必要があろうかと思っているところでございますが、現実問題年齢的なころ、

色々我々が対応する条件を考えたときに、それに適用される方々は少なく限られておるのではないかと

思っておりますが、この過渡期を乗り切る中で、ご提案のようなこともですね、いわゆる人材確保の観

点から考えていく必要があると思っています。

○矢立孝彦議長

大江議員。

○大江厚子議員

国にこの制度の矛盾、あるいはもっと大きく言えば地方切り捨ては許さないっていうことをね、しっ

かり国に地方自治体の長として言っていくべきと思っています。では２番目の地域おこし協力隊につい

て伺います。国の地域おこし協力隊推進要綱の趣旨の中で、このように述べられています。途中中略し

ますが、人口減少や高齢化等の進行が著しい地方において、地域力の維持強化を図るためには担い手と

なる人材の確保が特に重要な課題となっている。中略。人口減少や高齢化等の進行が著しい地方におい

て地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図ることは都市住民のニーズに応えながら、地域

力の維持強化にも資する取り組みであり有効な方策と考えられる。このようなことを踏まえ、総務省と

して地域おこし協力隊の積極的な推進を図るものであるとあります。質問に入ります。総務省はこのよ

うに言っていますが、この制度について本町としてはどのように捉えられていますか。２つ目、これま

での安芸太田町での地域おこし協力隊員の採用状況、活動状況、定住状況について伺います。さらに協

力隊員の採用については、その人の人生あるいは家族がいる人は家族の将来丸ごと受け入れる責任があ

ります。協力隊員の任期後の定住を考えるなら、彼ら彼女らがこの町で生活の糧を得ることができ、生

きがいを感じて働き、何より他の町では無いこの町に住みたいという動機が必要です。全国的に今この

制度について協力隊員と行政の間にズレがあり問題が生じることがあると言われています。３番目の質

問として、この制度についてこの町においてどのような課題がありますか。以上お伺いします。

○矢立孝彦議長

地域づくり課長。

○栗栖修司地域づくり課長

はい、地域おこし協力隊ということでご質問いただきました。今、地域おこし協力隊の制度、目的に

つきましては、議員の方からご紹介がありましたように、平成 21 年度から国の方で、総務省の方で創

設された制度でございます。これは都市地域から過疎地域へ住民票を写し、そして生活の拠点を地方に

おいて、活動していくということが大きな目的でもございますし、それが隊員の一定の３年間というも

の最大３年間でございますが、地域の住民として、そして地域にいろいろな地域力の貢献をいただきた

いということで、制度として発足したものでございます。現在本町においては、これまで 27 名の地域

おこし協力隊を任用しております。その中で実際には男性が 23 名、女性が４名という内容になってお

ります。この業務等につきましては、地域振興なり農林業の振興ということで、さまざまな分野に活動

を行ってきていただいております。その中で隊員の方々が３年間の任期が満了した後に、こちらの地域

に継続的に残っていただいておりますのが全体では 11 名がこちらの方で定住し、起業であるとか町内

に就職したというのが実態でございます。定住化につきましては、27 名と申しましたが、現在まだ活動

中が５名おりますので、実際には任期が終了した者が 22 名、そのうち定住をしておりますのが 11 名と

いう事で約５割が地域内で活動をずっと継続的に行っておるのが現状でございます。先ほどございまし

た、目的であります都市地域から過疎地域へということがまず１つ大きな力となって、特に地域振興の

面で言いますと、やはり外からの目線ということで、地域の色々な活動への広がりというもので協力隊

から得たものは相当大きいものというふうに考えております。ここの部分のつきまして特に定住化に向

けた取り組みとしましては、町の姿勢としてはまず地域の色々なそのよそから来られた方々の目線での
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色々な刺激をいただくのも当然ですが、やはり地域の１つの力になってもらうということで、色々な分

野で地域住民の方とコンセンサスを取りながら、活動をしていただいております。ましてや私どもの方

で所管しておりますので月１回は協力隊員の方々のいろいろな意見交換の場もずっと定期的に行ってお

りますし、個別にはいろいろな相談にのらせていただきながら、３年後の移住について、どういうイ

メージを持っておられるかというのを、１年目からずっとそういう最終的にはここに残ってほしいとい

うことをはっきり申し上げながらやって、当初の採用の時も今後の定住についてのイメージもその応募

された方々との話をしながら、採用へ向けて協議を行っております。そう部分が３年目に実際にはこち

らでどういうことをしてどうやって生業を作っているのかというようなことをまず１年目からずっとス

タートで協議をさせていただいております。それが今現在は 50％という関係になっておりますけれども、

家族連れで来られた方々も、お残りをいただいてる方もいらっしゃいます。やはりこの町でどうやって

暮らして書くこと３年間のいわゆる試行的な取り組みが各隊員さんの思いにマッチすることがまず大切

だと思っておりますので、そういうことを中心に今後も続けていきたいと思っております。やはり今後

の課題ということでご質問ございましたが、現在協力隊員５名が活動中でございますが、現在もまだ募

集もまだ行っておりますが、現在応募がない状況が約３カ月くらい続いております。やはり一頃の時代

と少し雇用情勢とも変化があったのかなというのが現在のことでございますが、やはり以前のようにい

ろんな方々と応募していただけるような環境にだんだんなくなってきておると。しかしこちらとしては

色々な方々の目線でこの町づくりに協力いただきたいということから、募集はしておりますけれども、

なかなかそこに皆さんの応募が来てないというのが大きな課題です。募集の形態につきましても、ホー

ムページ等そして関連機関への一緒の、あのー、リンクとかいう形で行っておりますが、なかなか現在

の募集に対しての応募がないということで現在は有料の応募サイトもございます。それも活用しながら

行っておりますが、なかなか現状では反応が薄いということで、今後はこれまで地域おこし協力隊で活

躍していただいた方のそれなりの活動の内容等わかりやすく皆さんにホームページ上でも見ていただけ

るような実例をできれば紹介をしながらやっていって、この町ではこんなことができるというようなこ

ともやっぱり魅力化をやっぱり進めていくようにしてないとなかなか応募はいただけないんじゃないか

というふうに反省をしておりますので、現在その取り組みを現在行っておりまして、できれば年明けに

はサイトの方に再度その情報提供できる形を載せたいと思っております。今後の取り組みにつきまして

は、そういう形で、地域の力になっていただける方の思いをこちらの方でどう受け止めるかというのが

大きな課題だと思っておりますので、今後そういう部分を意見交換をしながら、その応募者に対しての

色々な思いを受け止めていけるようにしていけばと思っております。以上です。

○矢立孝彦議長

大江議員。

○大江厚子議員

課題について応募者がないというのが１つと、それから地域協力隊員の思いを受けとめてやっていき

たいという私はまさに後半の部分のそこがね聞きたかったわけです。私は協力隊員の側からね、見てち

ょっと発言したいと思いますが、この協力隊員制度は本来地元の問題や可能性を見極め、挑戦してほし

い領域分野を定めてから、募集し、来てもらう人と、行政職員や地域が連携を取って、その来てもらっ

た人のスキルや経験、アイデアを最大限発揮してもらうことが一番なんて言うんかしら最良だなという

ふうに考えています。また協力隊員に応募してくる人は３年の任期が終わるとこの安芸太田町に定住し、

町に貢献したいというふうに思っています。そのために担わされた３年間の任務と並行して、自分がこ

の町でやりたいこと、仕事につながる技術や知識を身につけたい、そういう希望を持っておられると思

います。単なる人手不足を補う派遣職員ではないというふうに思います。町も単にそうとは思ってはお

られないと思いますが、そう感じざるを得ないって状況もあるというのを、やっぱりあるんではないか

と思います。行政はやはりその希望をきちんと受け止め、月１回相談をやっているというふうに言われ

ましたが、やっぱり話すだけでなくて、出されるの要望なりね、希望を受け止めて、さらにそれを解決

していく、ことまで進めていかないといけないなというふうに思っています。協力隊員の任務はそれぞ

れ異なりますが、それぞれの協力隊員に対して、待遇や希望する研修、自分がこういうことを研修した

いという研修、それから協力隊員の業務の把握等ね、みな同じように平等に行われていますか。担当職

員の裁量でこの研修は認められないとかね、この研修はＯＫとか、変わることがあっては協力隊員との

信頼関係は難しくなるというふうに思います。また協力隊員は３年の任期が終わると一気に一気に生活

が苦しくなります。また３年の間は、ここの協力隊員の事務所で色んな機器を使用することもできます

が、そういう事務所も使用できない、そこにある機器も含めて使用できなくなり、本当に不便になりま



- 15 -

す。定住する人に対するどれだけの配慮、支援を行うかっていうことがね、本当に３年後の彼ら彼女ら

の人生を考えるとね、大切になってくると思います。また地域おこし協力隊員が起業あるいは事業継承

する際に、一人当たり 100 万円を上限とした支援制度があると聞いていますがそれを活用された人はい

ますか。以上お伺いします。

○矢立孝彦議長

地域づくり課長。

○栗栖修司地域づくり課長

協力隊とのコンセンサスと言いますか、思いを受け止めるというのは先ほども申し上げましたように

色々な場面で、グループ討議もいたしますし、個別に色々なご相談にものっていっております。先ほど

言いましたように、３年後をどうするのかというのが一番私たちの大きな命題だと思っておりますし、

やはり移住してこちらにずっと居を構えてそこで生活もしていただきたいというのがやっぱり大きな目

的でもございます。そのミッションということもありますが、やはりここ町を好きになっていただくと

いうことで、この町でその生活にいただけるような基盤づくりを３年間で行っていただきたいというふ

ことでずっと協力隊員には話をしておりますし、そのために研修会であるとかそういう取捨選択もしな

がらやっていくというのが基本的な姿勢で協力隊との協議を行っておりますし、やはり３年後の自分が

生業としてできる事業に対する研修というのは最大限私たちは認めてると言いますか研修に行っていた

だいておりますので、そこの辺がただ単に色んなものに色々貪欲にチャレンジされる方もいらっしゃい

ますけど、やはりある程度自分の思いを少しずつ絞りながら３年後はこういうことでこの町で少しやっ

ていきたんだということのやっぱり思いを強くしていただかないと、３年目になってやっとどうしよう

かなというような方が、これまでは歴代ございましたので、そういう分を３年間でその地道なチャレン

ジをしていただくということで今、私どもも研修等への派遣についてはそういう認識で進めております。

それと先ほどありました協力隊員の起業に関わる支援ということで、全体的には近年 100 万円という支

援が制度としてできましたけれども、今は代替８割がた使っていただいております。やはりまだ不安に

なってまだ今投資をするのはどうかなという隊員もおりますので、そこは 1 年間と猶予ございますんで、

卒業後、その中で判断をしてくださいということで、その元隊員の方々にもうちの方からヒアリングも

させていただいて、その思いなり今後どうしたいのかというのを、やっぱりフォローをしながらやって

いきたいということで、現在もそれを進めております。以上です。

○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

補足といたしまして、がんばるビジネス応援補助金を活用されている方もいらっしゃいます。商工か

らは以上です。

○矢立孝彦議長

大江議員。

○大江厚子議員

今言われましたように３年間の任期中に、与えられた任務を果たすと同時に定住への土台作りがね、

やっぱりこの３年の中でできれば並行してできれば、定住はスムーズにね進むんではないかと思います。

研修を自分が本当にやりたくて、３年後にやりたくて、そのための研修を要望してもなかなか受けても

らえなかったとかね、行かせてもらえなかったという話もちらっと聞きましたので、私のこういうふう

な質問になりました。ぜひ協力隊員、彼ら彼女らに最大限のね応援をすべきだというふうに考えます。

では次に、次の質問に入ります。３番目、黒い雨訴訟について伺います。私は本当にこの間、勉強にな

りました。黒い雨訴訟について少し経過を口幅ったいですが、述べさせていただきます。国は 1976 年

昭和 51 年に広島原爆の黒い雨大雨地域を第一種健康診断特別区域に指定しました。このしかしこの地

域の指定に対し、それから外れた地域で住民が不満や異議が起こっています。旧湯来町などでも集会が

開かれ厚生省の陳情も行われ、1978 年昭和 53 年には黒い雨原爆被害の会連絡協議会が結成されました。

翌年には地域拡大を求める厚生大臣への陳情書を持って局長交渉が行われました。しかし政府は 1980

年昭和 55 年に原爆被爆者対策基本問題懇談会で、被爆地域の指定は科学的合理的な根拠がある場合に

限定して行うべきであるの答申を根拠に被爆者の要求を退けてきました。しかし 1988 年昭和 63 年に増

田元気象研究所所長が室長が、黒い雨降雨地域はこれまで根拠としてきた降雨図、よく御存じの宇田降

雨図ですね、の約４倍、形も綺麗な卵型ではなく不規則な形だと発表し、これまで色々な証言を続けて

こられた黒い雨被害者の体験を科学的に裏付けました。そして広島市広島県は 2008 年平成 20 年から、
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２年にかけて約３万７千人を対象に、原爆体験等の健康調査を行い、黒い雨の降雨期は大雨地域の約

６倍の広さで、２指定区域で雨に遭った住民らは心身の健康面が被爆者に匹敵するほど不良だと結論づ

けました。そしてこの年、広島県そして３市５町、この５町には安芸太田町ももちろん入っていますが、

の首長、議会議長が全降雨を大雨域と同種の健康診断受診者手帳交付地域にするように政府に要望書、

陳情をしています。しかし厚労省はこの要望を全面的にあの先ほどの基本懇を根拠に全面的に否認しま

した。そこで 2015 年平成 27 年に大雨地域外で黒い雨を浴び、健康被害を受けたとして広島市や安芸太

田町の住民が市や県に被爆者健康手帳第一種健康診断受診証の交付を集団申請しましたが、市、県はこ

れを却下しました。それを受けて、この 2015 年 11 月にこの却下処分の取り消しを求め地裁、広島地裁

に 64 人が提訴しました。その後に原告は 88 名となっています。そしてさらに画期的に 2017 年の第 10

回裁判でさっき申しました 1945 年当時の広島気象台の調査記録原本をこの訴訟の支援者が、難解なも

の解読され重要な書類が裁判所へ提出されました。黒い雨が、国が黒い雨降雨地域の根拠としていた、

いわゆる宇田雨域、卵型雨域への信頼性に疑問を呈する内容で大きな大変重要なものとなり、この裁判

に大きな弾みをつけています。以上が黒い雨降雨地域拡大を求める運動の経過です。黒い雨原爆被害者

の会連絡会が結成されてちょうど 41 年が経過します。当時 40 代 50 代だった人は今 80 代 90 代となっ

ておられこれまで原爆被害を認めない国の姿勢に憤りを感じざるを得ません。黒い雨、降雨の証言をさ

れた方々の声です。手帳も欲しいですが事実を明らかにすることこそ大切です。健康不安が募ります、

いつまでも黒い雨の被害を認めない国に死ぬのを待ちよるんじゃろうかと思います。私達は年々高齢と

なり先がないのです、年々苦しみは増しているのです、とあります。さて当裁判原告副団長である安芸

太田町の住民の方から安芸太田町議会は健康診断受診者手帳交付地域拡大の要請陳情書を出したと聞き

ました。その要望書には安芸太田町としては旧安野村、旧上殿村を要望対象地域として明示しています。

また 2008 年平成 20 年の定例議会議事録を見ますと、町長は裁判等、時間がありますれば今後の勉強含

めまして、また地域の実態を知ることを含めて機会があれば覗かせていただきたいと思いますと述べて

おられます。そこで質問です。１、当訴訟への町行政の取り組み、支援について。２、黒い雨指定地域

の拡大を認めない国の姿勢をどう考えますか。この裁判はいわゆる黒い雨降雨期をどう確定するかが争

点ですが黒い雨降雨がなぜ問題なのかと言うと、その雨に放射性物質が含まれていてそれを水や食物か

ら取り込み内部被爆を起こしたことが問題です。これは原発事故により拡散された放射性物質による内

部被爆の問題と通じるものです。原爆黒い雨被害者と原発事故被害者どちらも内部被爆による健康被害

に苦しんでいます。その苦しみの中で被爆者はこんな思いはもう誰にもさせたくないと裁判を闘い原発

事故被害者は子ども達の命を守る運動しています。３つ目の質問です。核兵器禁止、原子力発電新設あ

るいは再稼働についてどう考えますか。以上です。

○矢立孝彦議長

福祉課長。

○伊賀真一福祉課長

はい、それでは福祉課の方から当訴訟に対します町の取り組みと、それから黒い雨指定地域の拡大を

認めない国の姿勢についてという２点について、まずは答弁の方をさせていただきます。被爆者健康手

帳等の審査におきましては、どうしても国の方がですね一定の基準でありますとか、法律、政令に基づ

いて全国統一的な基準の中で、一応審査されてるというふうに受け止めておりますけれども、たくさん

健康に不安を持たれている方、いっぱいいらっしゃることも十分承知しております。大変自身勉強不足

な点もありまして、先ほど議員が色々ご説明くださったこと、ほとんど知らないことの方が多かったこ

とで、大変反省もいたしているところでございますが、町といたしましてやはりこれまで先ほど議員の

方もおっしゃっていただきましたように、平成 22 年そして 24 年に広島県や広島市等とあわせて関係市

町８市町と国の方に要望の方をしてまいりました。しかしながらまだその黒い雨の地域拡大には至って

いないのが実情でございます。訴訟につきましての直接的な取り組みということは行ってはおりません

けれども、今回の訴訟の結果をですね、しっかりと見守りながら、また判決文については関係市町と今

後の取り組み等について協議をさせていただきたいというふうに考えております。現在今、認定になっ

ていらっしゃらない未指定地域の方への健康相談、また体験の事業については、国、失礼しました、県

や市とあわせましてですね、その巡回相談会というものを継続して実施しております。今年度も 10 名

弱の方ではございましたが、その相談会の方にお越しいただきましたし、またその方についての健康診

査に係る費用でありますとか、また一定の額ではありますが、交通費等の助成についてもですね、継続

的な取り組みの方を支援させていただきたいというふうに考えております。本町、先ほど申しましたよ

うに、まだ黒い雨の降雨地域の拡大が要望しておりますけれども、まだそれが、実現できていない。こ
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のことについては引き続きですね、関係市町と連携して各対応を要望すべきだというふうに思っており

ます。平成 27 年、11 月でしたか、この提訴されてもう既に４年が経過しております。新聞の報道でも

見ましたけれども 88 人の方が提訴されてそのうち、この間ですね実際に 11 名の方が裁判に関わりなが

ら亡くなられていらっしゃるという事態も起こっております。これはやはり未指定地域の方の高齢化が

着実に進んでいるというあらわれでもあります。黒い雨体験者、住民の方に寄り添って問題解決を図る

というのが、やはりこの問題の基本だというふうに思います。原子爆弾が投下されてもうすでに 74 年

が経過しました。色々やはり健康心身にもやはり不安をお持ちの方たくさんいらっしゃいます。この実

情というものをしっかりと受け止めて、やはり引き続き国にはですね、健康相談でありますとか、また

降雨拡大、降雨地域の拡大の検討をしていただきたいというふうに担当課としては思っております。以

上でございます。

○矢立孝彦議長

総務課長。

○長尾航治総務課長

はい、黒い雨ということで内部被爆による健康被害そういった観点から放射性降下物や放射性物質の

放出といったような観点ですね、そうしたことからの核兵器禁止原子力発電についてどうかというご質

問の趣旨であろうと思いますので、総務課より答弁を申し上げます。核兵器については今さら申し上げ

るまでもなく保有も使用もあってならないことだというふうに認識しておりますし、そうした方向性で

町の方としても行政の方を進めて参ります。原子力発電に関しましてですけれども、国の方ではエネル

ギー資源をほとんど持たない我が国で、その多くを中東から化石燃料輸入によってまかなっている、将

来にわたる安定した電気供給が必要だというところの議論から入っているのではないかと思います。私、

11 月に防災担当課長といたしまして島根原子力発電所の内部を見学させていただく機会がございました

ので、参加をさせてもらいました。ご承知のとおり現在発電を行ってない状況でございます。1 号機は

廃止措置段階、２号機は改良の上、国の適合審査段階、３号機は建設中という状況でございます。福島

第一発電所の事故を教訓に安全面においては国で非常に厳格な基準が示され発電事業者として幾重もの

事故対策を順次実施をされているということは伺いました。またそこに従事される関連企業の職員の

方々の多さ、また地域への安全対策と福利厚生との対応事業、こうしたものの地場産業を支えていると

いった一面も見させていただいたところでございます。現地の説明では次々と出される国や規制委員会

の基準に対応しているというふうに追われているというような話を伺いました。現実問題それを達成で

きずに、廃止措置を決定した他県での発電所というのもあるというような状況で島根発電所の再稼働や

新設に当たっても未だ申請段階へという現状ではないかなというふうに見て取れました。いずれにいた

しましても、原子力発電に関しましては国において安全基準を定め、認可するものである以上、町とし

て、是非の答弁は控えさせていただくんですけども、やはり担当所管といたしましては安全対策、

100％というところを本当に求めていきたいと思いますし、引き続きですね動向の調査また現地の調査

の機会があれば足も運びたいと思っておりますし、その影響、そしてまたもし稼働するという事になれ

ば、広域避難といったようなことも含めた対応や検討、そういったものも必要だ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

大江議員。持ち時間が迫っていますので簡潔に再質問を願います。

○大江厚子議員

この裁判は来月の 1 月で結審に、３月が判決となる予定です。裁判原告関係者によれば原告は原告の

勝訴が見込めるというふうに予想されています。そしてその後には黒い雨降雨期にいた全員に健康手帳

の交付が実現できる、今も言われてましたけど陳情行動をさらにしていきたいと考えておられます。ま

た長い間、真実を認めることなく被爆者の苦しみや無念を放置してきた根拠となった原爆被爆者対策基

本問題懇談会の責任を追及したいとも考えられています。これらに対し支援あるいは率先して国へ要請

することはいかがでしょうか。これまでの町長の訴訟への支援も含めて、今後の支援も含めて答弁お願

いします。

○矢立孝彦議長

小坂町長。

○小坂眞治町長

支援という言葉でご質問いただいたとこでございますけれども、この先ほど年次を追って過去の経過

をお話しされたところでございます。私たちも３市５町でございますか、思いを持ちながら、私も当時
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野田政権の時代だったと思いますけれども、女性の厚生労働大臣がですね、広島市長と一緒に厚生省ま

で要望に行ったことを思い出しておるところでございます。そうしたふうなことを踏まえたり、また直

接この黒い雨を受けられた町内の方々から、その当時の話を私も聞いております。そうして私が一番印

象に残ったのは、雨が降ったその土地に、後に住宅を建てられたその床下から、いわゆる放射能が十分、

要するに劣化せずに出てきたという事を聞きながらですね、ぜひとも町民の方々の不安を取り除くいわ

ゆる次の段階へ、被爆手帳の交付に結び付くよう、強く願っておるものでございます。また１つはまた

訴訟という領域で県、市がですねそういったふうな立場になっておられることもやはり十分我々行政と

して配慮すべき必要があろうと思いますが、やはり先ほどお話しがありましたように、私も訴訟団の方

から３月勝訴というような話も聞いておるところでございますので、引き続き町内で被爆、雨を受けら

れた方々の様子を聞くようなまず取り組みをしたいと思っております。

○矢立孝彦議長

大江議員。

○大江厚子議員

はい、原発については私、あまり費用対効果というのは言いたくないんですが、費用対効果からして

ももう必要はないものだというふうに思っています。あと５分しかないので、米軍、岩国米軍基地問題

についてです。少ししか質問できませんが、米軍米海兵隊岩国基地の戦闘部隊で重大事故につながりか

ねない規則違反が横行している実態が 11 月２日第１海兵航空団の調査報告でわかりました。その報告

のなかには飛行中に酸素マスクを外し、手放しでの操縦、読書、自撮り、薬物乱用、アルコールの過剰

摂取、指示違反といった実例が存在されたと指摘されています。これは高知県沖での戦闘機と空中空輸

機の接触事故を受けてのものですが、それ以前にも沖縄でも同じような接触事故ミスがありました。町

はこの規則違反横行問題をどう考えどのような抗議をし、今後の対応はどのようにすると考えでしょう

か。

○矢立孝彦議長

総務課長。

○長尾航治総務課長

はい、米軍戦闘機部隊の規則違反横行問題をどう考えるかというご質問でございました。まずこれに

つきましては町長の行政報告でもございましたとおりですが、米海兵隊岩国基地所属の戦闘部隊で重大

事故に繋がりかねない規則違反が横行している実態が判明し、報道されたことを受け本町といたしまし

ては米軍機の騒音について同じ課題を抱えております情報共有等を行っている廿日市市、三次市、北広

島町、我が町４市町でですね、11 月 11 日付でこの米軍海兵隊岩国基地所属２機の高知県沖空中接触、

墜落に関する事故調査結果に係る要請として防衛大臣及び外務大臣へ要請書を提出しているところでご

ざいます。内容につきましては今、大江議員からありましたとおりで割愛させていただきますけれども、

次の事項について強く要請をしたところでございます。1 つ目、事実状況調査を踏まえて米軍において

訓練プログラムの見直しや内部統制の確保など実効性ある対策を行使、同様の事故の再発防止を徹底す

ること。２番目、再発防止策の取り組み状況を定期的に日本政府へ報告すること。３番目、これまでの

事故の未報告分について徹底的に原因究明を行い、早急に公表すること。４番目、米軍の事件事故につ

いては可能な限り広く提供すること。また各省庁で米軍の事件事故について国が把握した情報は地元自

治体に、丁寧かつ正確に情報提供すること。以上を要請をしております。今後の対応ということについ

てでございますけれども、引き続き情報を収集するとともに、近隣市町とまた連携し、県や国に働きか

けを随時行って参ります。またですね、この要請を行った結果、11 月 29 日付でですね、防衛省、外務

省の方から、この墜落事故に関する追加説明というものがなされております。ご存知のところだとは思

いますけれども防衛省のホームページ等にも掲載をされていますのでご確認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

はい、ほんとうにひどい規則違反だというふうに思いますので、徹底的に追求し、今後の対応もして

いかなければならないと思います。爆音についても最近本当にひどいので、これについてまた次回一般

質問いたします。以上で終わります。

○矢立孝彦議長

以上で大江議員の一般質問を終わります。しばらく休憩します。
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休憩   午前１１時５５分

再開   午後 １時３０分

○矢立孝彦議長

休憩前に引き続き会議を再開します。引き続き一般質問を続けます。11番、中本正廣議員。

○中本正廣議員

はい、最後の質問になりました。出来るだけ早く終わろうと思いますんで、一つよろしくお願いしま

す。三段峡、深入山の管理についてということで、滑落事故等安全面についてということと、希少植物

はどのくらいあるのかという質問にしております。三段峡は大正６年、熊南峰氏による初入峡より平成

29年開峡100年を迎えました。1953年昭和28年、国の特別名勝に指定され1969年昭和50年、西中国

山地国定公園に指定される。その時点で特別保護区となりました。特別名勝三段峡を活用したインバウ

ンド誘致、プロモーション計画、体験メニュー等、今年の 10 月より着手となっております。そういっ

た中、４月 28 日に男性が転落しました。足を滑らせ頭や足を打ち、骨折の可能性ありとヘリコプター

で病院へ搬送されたということです。そしてまた９月 11 日に、外国人による男性が転落、足等けがを

してヘリコプターで同じようにまた病院に搬送されました。三段峡の全体を通した安全面はどのように

してるのか。また全体の管理についてはどのようになっているのかを、まずお尋ねします。深入山につ

いても、10 月の 13 日、もみじウォークの日に、男性がヘリコプターで搬送されました。登山道、散策

道についても浮き石等が多くあり、景色は良いし、それから景観もいいんですが、足をとらえる可能性

がかなり多く、安全面について不安があると登山者の方は言っておられるということでございます。ま

た希少植物について、ここしかないというものが、深入山、三段峡でどのくらいあるのか、その辺がわ

かれば。また、その管理についてはどのようになっているのかをまずお聞きします。

○矢立孝彦議長

商工観光課長。

○片山豊和商工観光課長

はい、それではご質問のありました三段峡、深入山の管理について答弁をさせていただきます。11 番

議員ご指摘のあったとおり、三段峡における滑落事故につきましては、入込が多い土日あるいは祝日に

事故が多発した場合には、現段階での体制を申しあげますと、救急車の要請連絡の後に、消防署の方か

ら道の駅来夢にまず一報が入ることとなっております。その後に来夢の方から商工観光課にも一報が入

ります。休日の場合は地域商社職員で現地に向かうケースもございますが、可能な場合は当課からも現

地に向かっております。議員も今年度の状況をご報告いただきましたが、近年の事故発生状況をまず述

べたいと思います 。平成 27 年から 29 年につきましては、若干諸事情により掌握できない部分もあり

れますけれども、25年と26年に三段峡で各１件、平成30年が同じく三段峡で２件、令和元年度に至り

ましては、三段峡内で３件、深入山で１件発生をしております。また別途島根県境の山の中で国定公園

内の山の中で立ち往生となり、行方不明の捜索願が出た件が２件となっております。三段峡の遊歩道に

つきましては、今年度は同じ場所で続けて２件発生したため、９月の段階で発生当日には、当日翌日に

現地に向かっております。西部農林事務所また自然保護係とも協議をいたしまして、当町からは早期の

改善対策を町長も含めてお願いをしている所でございます。なおこの改善につきましては、来年度の改

修予定として伺っているところでございます。また他の箇所では歩道の欠落箇所が 10 月までに落石等

により発生しておりましたところが３カ所あったことから、県の方にお願いして、行楽シーズン前に復

旧をしていただき、事なきを得ているところでございます。滑落の原因につきましては、特定できてお

りませんけれども、 一部の中では風景写真を撮ったりスマホを見ながら歩いておられた可能性もある

ことから、 ９月において日本語、英語、フランス語、中国語、韓国語の注意書きを現場付近に注意喚

起のため貼ったり、正面口と水梨口の両方に落石注意あるいはハイヒール、スリッパ等で入峡しないよ

うにといった複数の多言語の注意書きを設置しているところでございます。広島県におかれましては今

年度の４月に黒淵トイレが完成したことから、その後の国定公園内への予算事業費につきましては遊歩

道や法面の安全管理に向けたいとおっしゃられているところでございます。また県境付近の山中で行方

不明となった件につきましては、県議会議員を通じてお願いをし、草刈り対応の要望をしている所でご

ざいます。深入山の遊歩道につきましては、状況的には確認しておりますが、すぐの対応が現在まだ未

完でございます。来年度に向けて早期の対応を考えているところでございます。続きましてご指摘のあ

りました、希少植物について答弁をさせていただきます。まず三段峡内につきましては、絶滅危惧１種

がヒナランなど６種類、２類がウチョウランなど 12 種類、準絶滅危惧がカラスシキミなど６種、要注
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意種がアリマイトスゲなど５種の合計 29 種が植生しています。次に、深入山につきましては、同じく

絶滅危惧２類がムラサキセンブリなど６種、準絶滅危惧がスズサイコなど２種の合計８種が植生してお

ります。国定公園内の植物採取につきましてはご指摘のあったとおり国定公園内であり、自然公園法第

20 条及び 21 条の規定によりまして、持ち帰られることは、持ち帰ることは禁じられておりますし、同

法 83 条で６ヶ月以下の懲役又は 50 万円の罰金に処するとあります。三段峡は正面口と水梨口に案内看

板の中に注意喚起の一文を表示はしておりますが、万全であるとは言えません。また監視員を常駐して

いる訳ではございませんので、行楽シーズンですと駐車場係の方、また地域の方が気づかれればですが、

抑止力には至っていないと感じております。ご指摘いただいたことを受けまして、何らかの抑止措置を

講じることといたしますが、マナー喚起に関しまして、持ち込みごみの投棄と併せて、例えばですが発

見された場合は、役場商工観光課あるいは警察等に通報してくださいといった内容も含めて考えていき

たいと思いますし、もっと厳罰をということであれば、町条例についても検討を始めていきたいと考え

ております。商工観光課からは以上でございます。

○矢立孝彦議長

教育委員会、上田生涯学習課長。

○上田隆生涯学習課長

失礼いたします。教育委員会といたしまして、文化財である対象地区からの動植物とか、石ころ 1 つ

にすべてのものに対して、外への持ち出しが法律によって禁止されており商工観光課からも説明があり

ましたが、防止策としては、現在今の三段峡入口水梨側については、県が設置をされている注意啓発看

板等を設置をしておりますが、これを増やして注意喚起を図っていく必要があると考えております。以

上でございます。

○矢立孝彦議長

中本議員。

○中本正廣議員

はい、せっかくのどう言いますか、国定公園といったところでですね、怪我をされて、あそこに行っ

たら危ないよというような形にならないような形を作るのがやっぱり今からの施策だと思いますし、そ

のためにも色んな施策があると思います。それから今の希少植物についてはですね、特に深入山につい

ては登山者によると採り放題になっとると言われている。やはり登山者の中でも希少植物を本当にこう

好きで見に来られる方というのがですね、そういったことをこの先、どう言いますか、危ぶまれている

と言われている。だからそういった希少植物が今８種類も 10 何種類もあるというように聞きましたけ

ど、やはりそれを看板の喚起だけでなくもうちょっとなんか別のものができれば、やるべきじゃなかろ

うかなというように思います。せっかくのそういったものがあるところをですねぇ、見に来られて無い

というようなことでは困るし、またあそこに行ったら何ぼでも採れるよというのが広まってくると余計

に悪くなってくると思います。それとまた三段峡は保存活用計画、整備基本計画、ともに未策定となっ

てるんじゃなかろうかというように思います。文化財保護法第 53 条２に基づいて、保存活用計画を策

定し国の認可を受けなければならないというようになっとりますけど、そのへんはどういうようになっ

ているのかと。これは保存活用方針、整備方針、運営体制等が必要となると、その中にはですね。こう

いったことが策定しときますと、国の補助金の他、交付税措置等もあると聞いております。計画を策定

しないと国県の支援が難しくなると言われておる。現在はどのように取り組んでおるか。また所管的に

はなかなか教育委員会になるかもわかりませんし、これは町を上げてですね、教育委員会だけでなく、

その観光課も含め取り組んでいくべきじゃなかろうかと思うんですが、今の状況的にはどういうように

なってるかをお聞きしたいというように思います。

○矢立孝彦議長

生涯学習課長。

○上田隆生涯学習課長

はい、今貴重なご意見をいただきまして、今後に向けてこういったトイレと例えば今後のガイダンス

とか色んな通信設備とかを有意義に整備していく関係も含めて、文化財保護の観点からこの保存計画自

体を策定をする必要があると考えておりますんで、各課連携をしながら議員の助言を受けながらですね、

今後進めて参る必要があると考えております。以上でございます。

○矢立孝彦議長

小島副町長。

○小島俊二副町長
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先般、町の産業建設常任委員会の方で文化庁に行かれて、報告書を見させてはいただきました。その

中に保存活用計画等々の施策があれば国の補助金等々が得られるという有利な部分もありますが、広島

県も深く関係しておりますんで、広島県ともう少し連携を取りながら今後の方針を決めて行きたいとい

うふうに考えております。以上です。

○矢立孝彦議長

商工観光課長。

○片山豊和商工観光課長

貴重なご意見ありがとうございます。商工としましても本年度取り組んでおります観光庁の方の多言

語説明に連動し、文科省の方の同じ様な事業化ソフトがございます。４番議員からもありましたＶＲと

かそういった部分のソフト面の部分もございますし、中における開発計画等と照らした保存計画の必要

性についても述べられていることから、生涯学習課、教育委員会と一緒にワンチームとして頑張って計

画を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

中本議員。

○中本正廣議員

はい、今のようにもともとの基本計画がないとそれからまたその中身が策定してないと国も動けない

と、県もそうですけど、そのそういったことをやっぱり一番基本の基本をやっておかないと、前に進ま

ないというのが現実です。そういったことがあればまた希少植物に関しても、また違った方面の施策が

できるんではなかろうかというように思いますんで、その辺のところを早く基本計画的なことをやって

いただきたいというように思ってますので、よろしくお願いいたします。三段峡、それから深入山につ

いては以上で終わりたいと思います。２番目の質問、安芸太田町の介護予防についてということで、政

府は自治体への交付金に差をつけるとしております。安芸太田町としてどのように取り組まれるのかと

いうことで質問をしております。政府は 2020 年度当初予算で介護予防や自立支援に成果を上げた自治

体を手厚く配分する交付金を現在の２倍の 400 億円程度大幅拡充することになったと報道されておりま

す。認知症予防や介護要介護の維持改善に向けた取り組みを自治体間で競わせ、介護費の膨張を抑える

狙いがあると言われております。要介護の高齢化への増加を防げれば費用も安く抑えられると期待され

てるという内容です。保険者機能を強化推進交付金、インセンティブ、動機づけの交付金と呼ばれる、

高齢者の自立支援や要介護の維持、改善に取り組み、成果を上げた自治体を財政支援する交付金となっ

ていると言われています。平成 18 年 19 年には都道府県に 10 億円、市区町村に 190 億円を計上してい

るということになっとります。高齢者の要介護の変化や地域で体操や趣味を楽しむ通いの場の参加者数、

リハビリ専門職の関与など都道県向けに 23 項目、市区町村に向けに 65 項目、評価指数、指標と申しま

すか、評価指標を基づき、実績を毎年度評価し、各自治体への配分額を決めるとしております。今回の

拡充では評価指標も見直し、積極的に取り組む自治体への配分をより手厚く消極的な場合は減らす仕組

みに改めるとなっております。政府が６月に策定した経済財政運営の指針、骨太方針で、介護予防を抜

本的に強化する方針を明記しております。団塊世代が 75 歳以上になり始める 22 年以降、医療や介護費

用の増加に拍車かかり、社会保障制度の持続が危ぶまれています。そこで安芸太田町でのケアプランに

ついてはどのように考えておるのか。また自治体への競争を促すということになっておりますが、どう

対処してるのかをお聞きします。

○矢立孝彦議長

福祉課長。

○伊賀真一福祉課長

はい、ご質問のございました町の介護予防の取り組み等について、福祉課の方からご説明をさせてい

ただきます。先ほどございました保険者機能強化推進交付金につきましては議員のご説明のとおりでご

ざいます。65 項目について、その 65 項目で総合配点が 612 点、その内、安芸太田町が獲得しました得

点が 417 点。県の平均で申しますと 432 点ですので、まだ平均には及んでいないという状況です。この

中で特に本町の中で配点というか指標において評価の低かったのは、やはり地域包括、失礼しました、

地域包括支援センターの機能強化の部分、さらには住宅改修でございますとか、福祉用具の購入等にお

きますリハ職等の専門スタッフの意見を取り込むその仕組みというものが、まだなかなかできてないと

いうようなところが、どうしてもその配点部分においては少ない部分でございました。このインセンテ

ィブ、動機づけの交付金等の評価そのものも、介護予防を数値化する評価については本当にオーソライ

ズされたものなのかどうか、ということはちょっと言い難いものがございますし、１つ１つの指標につ
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きましても、それこそこういう施設があるか無いかだけで得点されるというのは、されたりされなかっ

たりというところもございますので、小規模な自治体から申しますと、取り組みの実績によっては、交

付額が本当に目減りして、安定的な事業展開ができないようなこともあるかもわかりません。しかしな

がら、本町におきましては先ほどの評価指標の中で指摘もございました、やはり地域包括支援センター

の機能強化、特に色んな各種団体の方々に集まっていただいて、色々協議し、問題点を情報共有し合い、

そして施策に反映するその地域ケア会議と言われるものなんですけど、そういったものでありますとか、

議員の方からご質問のありましたは、そのケアプランにおいても、自立支援に向けたような内容を計画

立てできるようなそういった仕組みもですね、これから考えていかなければいけないし、やっぱりそう

いったところを強化することによって、介護予防へもつなげていけるんではないかというふうに考えて

いるところでございます。12 月の５日に社会保障審議会の中の介護系部会というところで、今回医療と

介護の連携によります介護予防の取り組みというのが、審議されました。その中におきましては、特に

健康寿命延伸にかかります主な取り組みといたしまして、高齢者一人一人に対して、心身の多用な課題

に対応したきめ細かな保険事業を行うために、市町村においての保健事業と、介護予防事業、これを一

体的に取り組むようにということが、この審議会の中で、議論されております。現在本町におきまして

は、施設を利用した介護予防、通所介護とかございますが、それと地域の方に出向いて行っております

基準を緩和した介護予防事業、さらには地域の方が主体となって取り組んでいただいております、通い

の場づくり事業等々にあわせまして、また介護保険のこの制度の枠を超えてですね、早い段階からやは

り健康づくりでありますとか、運動といったことを通して、それが介護予防につながっていくように関

係課とも協議をしながら、事業を実施していきたいというふうに思っております。

○矢立孝彦議長

中本議員。

○中本正廣議員

今、包括支援センターがちょっと点数的に低いというのがありますよね。やっぱり前から言ってるよ

うに包括支援センターが、充実していかないと、こうしたところに一番先にかかってくるというように

思います。人生 100 年の 100 年という時代を迎えつつあるんですけど、健康寿命を延ばすためには、や

はり先ほど課長言われたような運動機能や筋力の維持向上が必要になってくるというように思います。

またそれと高齢者になるということになりますと、孤立の防止というのが一番またなってくると思うん

ですよね。こういったところをどのように今から先取り組んでいくのかというのが、一番の大事なとこ

ろじゃなかろうかと思うんですよ。だから文書的に書くのは簡単にできるんだけど、それが実質的に地

域を含めてですね、一体となってと言いますか、それが機能してないと実質的には点数的にも上がって

こんのでなかろうかと思います。文書だけで出したところでは実質的な成果が見えないと思うんですよ

ね。だから地域に出向いてとか、それから自主講座とかありますよね、色々と。そういったものの取り

組みっていうのがやっぱり今から一番大事になってくるのではなかろうかと思うんです。だから地域の

中でもそれの個々のリーダー的存在みたいなところに、どう言いますか、１つの核を作っていくという

のが大事になって来るんじゃなかろうかと。それによって個々の健康増進を上げていく。それが保険料

を下げるということになってくるんじゃなかろうかと思います。また言い方によればですね、病気の人

を逆にそのどう言いますか、煽るじゃないんですけど、悪く言うような形にとれるかもわからんのだけ

ど、それでないと、やっぱり健康がやっぱり１番なので、やっぱりその健康にするために、どういうよ

うに今からやっていくかということを、意思表示とかどういうふうになるかというのを、できないもの

かな。これは健康づくり課もその中に入って来るんじゃなかろうかと、暇なようじゃけぇちょっとしゃ

べってみます？そう思いますんでこれからもうちょっとこう性根を入れてやる場合には何を一番やった

らいいかというところがあれば聞かせてください。

○矢立孝彦議長

健康づくり課、栗栖浩司課長。

○栗栖浩司健康づくり課長

はい、失礼します。健康づくり課で、今目標としとるということはですね、健康という言葉の概念が

どこまでどういうふうに考えていいのかというのは大変難しいとこなんですが、例えば体に痛いところ

があったら不健康なのかという話になるんですが、今うちの課で盛んに言ってることは、少々体が悪か

ろうと元気だよと言える人が増えてくればいいんじゃないかと、やっぱり年を取ってこればどこか悪い

とこは出るし、若くてもやっぱりしそういうことはあるわけで、とにかく自分が元気だと思える人を増

やしていこうというふうに今考えてそれをちょっと広めていきたいなというふうに考えておるところで
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す。先ほどからありますように、元気な赤ちゃんが元気な子供に育つ、それを繰り返して結局最後に元

気なお年寄りになっていくというふうに思いますので、年を取ってから何かをするということもそれは

それとして大切なことなんですが、若いうちからですねそういうものに気を付けて体をどういうんです

か、健康に保つ努力をしていただくよう皆さんの方へ呼びかけていって、それがしいて言えば、健康づ

くりの一番のもとになるんではないかというふうに考えています。以上です。

○矢立孝彦議長

福祉課長。

○伊賀真一福祉課長

決意表明ということではございませんが、今特に福祉課の方で力を入れておりますのが、その地域の

方に出向いて、その地域の方々に主体になっていただいて、実施しております通いの場づくり事業とい

うものでございますが、これはその議員がおっしゃったように地域にいらっしゃる方が中心となって、

そのわざわざその施設であるとか、集会所であるとか、そういうところではなくて、それこそ自分のお

家に人を集めて、実施されるような事業でございます。それこそ家の中でずっと閉じこもっておっては、

運動機能の低下も進みますし、また認知機能の低下も進みます。ですから少しでも家から出て、人と話

をし、体を少しでも動かしながら、健康予防そして介護予防につなげていくというものを、この町内に

おいてどんどん広げていきたいと。第７期の介護事業計画においても、この通いの場づくり事業におい

ては、本年一応ＫＰＩ目標としては、10 地域ということを目標としておりましたが、今 13 地域まで拡

大をさせております。さらにこの事業をですね拡大すべく取り組んでまいり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

中本議員。

○中本正廣議員

はい、一生懸命頑張っておられるのは良くわかりました。なかなか難しいことで、安芸太田町の中の

６千人くらいの町民の中で半分以上が高齢者となってますよね。そういった中で、それをいかにこの自

覚していただくかということが一番大事なことではなかろうかと思うんですね、健康に対する。やはり

健康づくりは町づくりというのが町のフレーズじゃないですけど、そういったことになっとる。やっぱ

り健康でないと何もできないというのが一番だと思いますんで、そういったものについては、できるだ

け一生懸命頑張っていただきたいというふうに思います。残り時間がだいぶあるんですけどあまり残さ

ないようにという町長のことがあったんですが、早く済ますために、最後の質問に入りたいというよう

に思います。安芸太田町の町政についてということで、小坂町長の任期も残り 10 ヶ月余りとなってき

ました。次期についてどのように考えておられるかというような質問にしております。次もやろうとい

うことになれば答えは早いんですけど、来年度の予算編成もありますし、そういった中でこの町の将来

見据えて、次期についてどのようにするのかということを簡単ですが質問して、第１回の質問をします。

○矢立孝彦議長

小坂町長。

○小坂眞治町長

任期が来年 10 月ということになっております。今与えられたと申しますか、付託を受けました４年

間、最後の仕上げというタイミングでもあろうかと思うところでございます。ご質問にありましたよう

に今次年度の予算編成、あるいは長期総合計画の下半期、また、まち・ひと・しごと総合戦略の第２期

というような、町づくりの根幹になる大きな計画を進めているところでございます。そうしたふうな計

画を今全力で取り組んで、町づくりにつながる計画を立てたい、今思っております。そういったその計

画を実際実現するのに、また私がどのように役割をいただけるのか、また役割があるのか、ということ

につきましてですね、まだ十分に頭をめぐらすところに至っておりません。いずれにしましても４年間

を付託を受けるということになりますと、先ほど申しますような十分な計画がどのように実現していく

ことについて、どのようにまた覚悟を決めるかということになろうかとも、大きなことだろうと思って

おります。今しばらく時間をいただいてですね、その判断をしたく思っておるところでございます。

○矢立孝彦議長

中本議員。

○中本正廣議員

来年の 10 月選挙ということになります。あと 10 ヶ月しかないという状況で、来年度の予算的な編成

もあろうと思いますけど、さっき言われたような形のもので、ああそうですかというような返答ができ
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るような状態じゃないと思うんですよね。やるにしても、やらないにしても、次はどういうようになる

かということも色々含めて、例えば誰か出るとしてもですね、町長の後任でやるか、あるいは町長がも

う一遍やるかということにしてもですよ、10 ヶ月というのは短いですよ。今 12 月、１月いうたらさっ

と過ぎますよね。そういった中で次の準備段階に入っても、なかなかそういったことは 10 月までには

できない。やはりその今大事な時期に入って次の計画的なことを色々考えておられるというのは、それ

はわからんでもないですが、それじゃあそれから次、自分でやってくんかという話なってくればやりま

すと言われればいいんだけど、そうでないんであれば、そうでないとかやはり準備段階でも、自分が町

長選挙に出るときにいうのは、なかなか急なことでいうことがありましたけど、２期目３期目にしても

そうですけど、その段階的にはあったと思うんですよね。いわゆる準備をするっていうのはそう簡単に

はできるものじゃない。それは私からすれば出る出んは別としてもですね、あまりにも町政に対する、

と言いますか、言い方が悪いようになったらいけませんので、皆が不信感持つんじゃなかろうかなとい

うような思いを持っております。これはいくらこういった質問をしても返ってくる答弁は同じかもわか

りませんけど、できれば早いうちにですね結論的なものを出しておくべきではなかろうかと思います。

議員の出る出んは別として、たっぱりトップはですね、町政を引っ張っていくという一番大事なものが

あるわけですから、そのへんのところはしっかり自覚していただいて、町民が安心してできるような形

のものを作っていただきたいというように思います。何かあれば言って下さい。

○矢立孝彦議長

小坂町長。

○小坂眞治町長

はい、残り 10 か月ということで、時間は限られとるというご質問いただいたところでございます。

確かに何かのことを成就するのには、時間あるいは計画は早めに着手することにこしたことはないと思

っておるところでございますが、ご質問にありましたように、私が、この小坂眞治がということになり

ますと、重ねての答弁になるところではございますが、もうしばらく時間をいただきたくお願いするも

のでございますし、またこれは私の言いわけでもなんでもないんですけど、昨今、今、近隣の市町の来

年の早い時期、あるいは６月ごろの選挙についてですね、今この 12 月の議会を中心に色々と意見を述

べておられる。また意思を述べておられる方々の新聞記事を見させてもらいます。そうした意味におき

ましてはですね、もう少しそのことと比べたときにもう少し時間をいただけるのではないかと今思って

おりますので、よろしくお願いいたします。

○矢立孝彦議長

中本議員。

○中本正廣議員

これはすぐにイエスノーができないと思うんですが、町全体から考えるとですね、この６千人のこと

のかじ取りをしていく中でですね、今の時期にまだその答えが出てないというのはあまりにもちょっと

無責任すぎるのではなかろうかというようにも取れます。だからやはりそのそういったかじ取りの役目

を持つトップであれば、そのくらいの気合いを持って考えていただきたいというように苦言を呈して一

般質問を終わります。

○矢立孝彦議長

以上で中本議員の一般質問を終わります。通告による一般質問は全部終了しました。これで一般質問

を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。

○伊藤真由美議会事務局長

ご起立願います。一同互礼。

                  午後 ２時 ８分散会

                                               


