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平成２６年第１回府中町議会定例会 

会 議 録（第４号） 

 

１．開 会 年 月 日     平成２６年３月 ７日（金） 

２．招 集 の 場 所     府中町議会議事堂 

３．開 議 年 月 日     平成２６年３月１７日（月） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

４．出席議員（１６名） 

   議長  中 村   勤 君    副議長  慶 徳 宏 昭 君 

   １番  小 菅 巻 子 君     ２番  中 井 元 信 君 

   ３番  繁 政 秀 子 君     ４番  益 田 芳 子 君 

   ５番  山 口 晃 司 君     ６番  上 原   貢 君 

   ７番  海 渡 弘 信 君     ８番  西   友 幸 君 

  １２番  木 田 圭 司 君    １３番  力 山   彰 君 

  １４番  岩 竹 博 明 君    １６番  中 村 武 弘 君 

  １７番  梶 川 三樹夫 君    １８番  林     淳 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

５．欠席議員（２名） 

  １１番  山 西 忠 次 君    １５番  加 島 久 行 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

６．付議事件 

  １ 会議録署名議員の指名 

  ２ 一般質問 

  ３ 報告第 ５号 専決処分の報告について 

  ４ 第２２号議案 平成２５年度府中町一般会計補正予算（第６号） 

  ５ 第２３号議案 平成２６年度府中町一般会計補正予算（第１号） 

  ６ 第２４号議案 府中町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の 

           一部改正について 

  ７ 第２５号議案 工事請負契約の締結について 

  ８ 第２６号議案 工事請負契約の締結について 
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  ９ 議員提出第１号議案 「手話言語法」制定を求める意見書について 

 １０ 議員提出第２号議案 介護保険制度における新たな地域支援事業の導入に係る 

              意見書について 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

７．説明のため会議に出席した者 

      町 長   和多利 義 之 君 

      副 町 長   佐 藤 信 治 君 

      教 育 長   高 杉 良 知 君 

      企 画 財 政 部 長   高 石 寛 智 君 

      総 務 部 長   寺 尾 光 司 君 

      福 祉 保 健 部 長   末 釜 由紀夫 君 

      生 活 環 境 部 長   木 谷 賢 二 君 

      建 設 部 長   森 島 正 二 君 

      向洋駅周辺区画整理事務所長   土 手 澄 治 君 

      消 防 長   中 村 克 司 君 

      教 育 部 長   林   健 三 君 

      総 務 部 次 長   谷 崎 文 男 君 

      福 祉 保 健 部 次 長   立 石 佳 之 君 

      生 活 環 境 部 次 長   梶 川 幸 正 君 

      建 設 部 次 長 兼 監 理 課 長   和 田 敏 信 君 

      建 設 部 次 長 兼 建 設 課 長   河 中 健 治 君 

      消 防 次 長   中 川 和 幸 君 

      企 画 課 長   井 上 貴 文 君 

      財 政 課 長   中 西   肇 君 

      福 祉 課 長   新 見 公 平 君 

      子 育 て 支 援 課 長   山 西 仁 子 君 

      下 水 道 課 長   三 浦 和 治 君 

      総 務 課 長 （ 教 委 ）   森 本 雅 生 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８．職務のために会議に出席した者 
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      議 会 事 務 局 長   花 田 智 史 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９．議事の内容 

（開議 午前９時３０分） 

○議長（中村 勤君） 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員１６名で、

定足数に達しておりますので、議会は成立いたしております。よって、平成２６年第

１回府中町議会定例会第４日目の会議を開きます。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程でございますが、お手元に配付いたしております日程で会議を進め

てまいりたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村 勤君） 御異議なしと認めます。よって、議事日程のとおり会議を進め

ることと決定をいたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村 勤君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日は１６番 中村武弘議員、１７番 梶川議員を指名いたします。よろしくお願

いをいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村 勤君） 日程第２、一般質問を議題に供します。 

  本日は厚生関係の質問から行います。 

  厚生関係、第１項、ヘルプカードの普及促進について、２番中井議員の質問を行い

ます。 

  ２番中井議員。 

○２番（中井元信君） 皆さん、おはようございます。ヘルプカードの普及促進につい

てということで質問をさせていただきます。 

  障害や難病を抱えた人が必要な支援をあらかじめ記しておき、緊急時や災害時等の

困った際に提示し、周囲の配慮や手助けをお願いしやすくするヘルプカードを作成、

配布する動きが全国の自治体に広がりつつあります。 

  上越市は先ごろ、このヘルプカード、ケース付なんですが、これを対象者に郵送し

ました。カードには緊急連絡先（保護者、施設の支援員、学校の担任教員）の名前、
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電話番号、障害や疾病の特徴、支援の仕方などを記入、ケースに入れ携帯をするもの

です。 

  障害のある方は何か困ったときにみずから、自分から困ったとなかなか伝えられな

い人があります。何かあったときに弱者にすぐに支援の手が差し伸べられることが重

要となります。１つに、本人にとっての安心、２つに、家族支援者にとっての安心、

３に、情報とコミュニケーションの支援、４つに、障害に対する理解の促進など、緊

急時や災害時の対応に困難を抱える人への支援に有効なこの事業に対して、今後導入

を図っていくべきだと考えておりますが、いかがでしょうか。 

  以上でございます。 

○議長（中村 勤君） 答弁。 

  福祉保健部長。 

○福祉保健部長（末釜由紀夫君） 皆さん、おはようございます。福祉保健部長でござ

います。 

  ２番中井議員からのヘルプカードの普及促進についてという御質問に御答弁申し上

げます。 

  障害者の方が住みなれた地域で安心して生活できるようにするためには、災害時は

もとより、日常生活においても助けを求めたいときに周囲の人がそれに気づき、支援

できる環境が整っていることが大切でございます。障害がある方の中には、自分から

困っていると、なかなか伝えられない人がいます。また、手助けが必要なのに、コミ

ュニケーションに障害があって、困っていることをうまく伝えられない人がいます。

さらには、困っていること自体を自覚できない人もいます。一方、支援する側の人に

は、何かあったときにどう支援していいのかわからない。障害のことがわからない。

困っているのではと気にはなるけれども、誰にそのことを聞いたらよいかわからなん

いという方もおられます。 

  ヘルプカードは、ちょっと手助けが必要な人と、ちょっと手助けをしたい人を結ぶ

ための大変有効なツールであると思います。しかし、ヘルプカードには、みずからの

住所、氏名、障害の状況、緊急連絡先、必要とする支援の内容など、高度な個人情報

を記載するものであり、使い方によっては、後のトラブルにつながるおそれもござい

ます。障害者御自身が適切にカードを活用することができるようサポートすることも

必要だろうと思います。 
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  現在、府中町では類似した取り組みといたしまして、災害時において７０歳以上の

みの世帯、こういう方や、障害がある方で支援を要する人が周囲に支援を求める手段

として、災害時要援護者、避難支援制度の登録や、消防本部が行っております救急医

療情報キットの配布、それから町内会連合会、老人クラブ連合会などの取り組みとい

たしまして、安心・安全カードを高齢者に配布するなどの事業が行われております。 

  福祉課におきましては、平成２６年度に府中町障害者計画の見直しを予定しており

ます。計画策定に当たりましては、障害福祉関係団体を初めといたしまして、障害を

お持ちの方や、その保護者の方々にアンケート調査やヒアリングを実施いたします。

アンケートやヒアリンクの機会を通じて、ヘルプカード制度の導入についてのニーズ

を把握し、問題点などについて調査研究を行い、今後の取り組みについて検討してま

いりたいと考えております。 

  また、障害者の方の行動範囲を考えた場合に、府中町だけでヘルプカードを導入し

たとしても、支援の広がりは限定的であると考えます。障害者の方が町外に出かけて

も、希望する支援を受けられるようにするためには、県内での統一的な取り組みが必

要と思われます。広島県に対しましては、機会を捉えて制度の有用性を訴え、ガイド

ラインづくりや啓発についてのリーダーシップを発揮していただくよう働きかけてい

くことも必要と考えております。御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（中村 勤君） ２回目の質問。 

  ２番中井議員。 

○２番（中井元信君） 再質問になりますが、東京都の保健局ではこのヘルプカード作

成のためのガイドラインをもうつくっております。これは共通して使用できるような

形にしておるんですけども、これ全国的にもこういう形が進んでいくんじゃないかと

思っております。東久留米市とか、近くでは倉敷市などでもこれを利用しておられま

す。標準様式というものを全国的にこれは統一的なものとしてこれが流布していくん

じゃないかと思うんですが、この統一様式、東京都におけるこの標準様式を用いて、

これは市区町村でかなり、１８だったですか、１８市区で活用されてる、利用されて

るということですけども、こういう形のものもありますし、ケース保管ということで、

むやみに個人情報が漏れないような形にしているのではないかと察せられます。こう

いうものをつくることによって、先ほども言いましたけども、何かあったときの対応

に困難を抱える人たちに支援の手が差し伸べられるという大きなツールとなってくる
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と思いますので、今後しっかり研究をしていただいて、実現に向けて働きかけていた

だきたいと、要望させていただきます。 

  以上です。 

○議長（中村 勤君） 以上で、第１項、ヘルプカードの普及促進について、２番中井

議員の質問を終わります。 

  続いて、厚生関係、第２項、介護予防事業の充実と今後の課題について、２番中井

議員の質問を行います。 

  ２番中井議員。 

○２番（中井元信君） 介護予防事業の充実と今後の課題についてということで質問を

させていただきます。 

  世界に例を見ないスピードで少子化と高齢化が進む中、２０２５年には団塊世代、

これ８００万人と言われておりますが、後期高齢期を迎えます。住みなれた地域で自

分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい、医療、介護、予

防、生活支援が一体的に提供される地域の構築が望まれております。健康寿命を延ば

し、自助・自立を支援するさまざまな仕掛けやプログラム、また健康増進、体力維持

のためのサポート体制を町としていかに構築していくかは、今後の重要な行政課題と

なってまいります。充実した高（幸）齢期、あえてこの幸せという字を入れさせてい

ただきましたけども、介護予防事業の高（幸）齢期を生きるために、介護予防事業の

さらなる充実が必要と考えますが、いかがでしょうか。 

  県は、市町の介護予防事業の実施状況について調査をし、公表しておりますが、現

状、町の１次予防事業、２次予防事業の実施状況と事業評価について、また予防事業

にかかわるボランティア人材養成の実績と今後の見通しについてお伺いします。 

  以上です。 

○議長（中村 勤君） 答弁。 

  福祉保健部長。 

○福祉保健部長（末釜由紀夫君） ２番中井議員さんからの介護予防事業の充実と今後

の課題についてという御質問に御答弁申し上げます。 

  世界保健機構や国連の定義では、高齢化率が７％を超えた社会が高齢化社会、

１４％を超えた社会が高齢社会、２１％を超えた社会が超高齢化社会というふうに呼

ばれております。他の市町に比べまして比較的若い町と言われた府中町におきまして
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も、本年１月１日現在の高齢化率は２１．７％であり、超高齢化社会の仲間入りをし

てしまいました。今後も高齢化率は伸び続けるものと思われ、もはやどのような呼び

方がふさわしいのかわからないほどの高齢化率の時代を目前にしております。議員御

指摘のように、高齢者が地域で安心して暮らせるよう、地域包括ケアの早急な構築が

望まれております。 

  府中町といたしましても、高齢者が介護を必要とせず、自立した生活をすることが

できる期間、いわゆる健康寿命を延ばすための取り組みが必要と考えております。そ

のためには、介護予防事業が最も重要なことであると認識をいたしております。 

  介護予防事業は、全ての高齢者を対象とした１次予防事業、要介護状態になるおそ

れの高い高齢者を対象とした２次予防事業に分けられます。府中町の介護予防事業に

つきまして、平成２６年度予算に計上し、実施を予定しておる事業を中心に御紹介さ

せていただきます。 

  まず、１次予防事業です。トレーニング機器を使用し、筋力向上を図る筋力トレー

ニング事業、民間プールを活用した介護予防水中運動事業、いきいきサロンや公民館

でのサークル活動の場に無料で出前講座を行う介護予防巡回教室などを実施しており

ます。 

  新規事業といたしましては、いきいきサロンなどが、今後自主的かつ継続的に健康

体操や口腔衛生指導などが行えるよう、リーダー養成講習会を開催いたします。また、

認知症予防対策として、健康マージャンを実施する予定もあります。 

  ２次予防事業といたしましては、健康運動指導士の指導のもとで、筋力、バランス

機能、柔軟性、歩行能力などの向上を図る運動器の機能向上事業、歯磨き、そしゃく、

嚥下機能の指導を行う口腔機能向上プログラムなどを実施する予定でございます。 

  次に、介護予防事業とは別に、新規事業といたしまして、在宅介護を支援する目的

で、御自宅で介護をしておられる介護者のための家族介護教室を実施いたします。ま

た、今後の地域包括ケア確立に向けて介護ボランティアの育成を図るため、介護支援

ボランティア育成講習会を開催いたします。 

  次に、２次予防事業の事業評価です。運動器の機能向上事業の結果でございますが、

健康運動指導士による事業の参加者と、３カ月のカリキュラム終了後の体力測定の結

果では、７割の参加者で機能の向上が見られております。 

  最後に、ボランティア人材養成の実績でございます。これまでに町が直接的にボラ
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ンティア育成を行ってはおりませんが、社会福祉協議会の登録ボランティア団体のう

ち、４団体が高齢者を支援する目的で活動を行っておられます。これらの団体は高齢

者を支援する活動を行いながら、自主的に人材育成を行っておられます。また、社会

福祉協議会への登録団体以外にも、町内の介護施設で活躍しておられる方もいますが、

町で活動人数などは把握できておりません。 

  今年度から実施いたします介護支援ボランティア育成講習会を終了された方には、

社会福祉協議会に登録をしていただき、今後の介護支援活動に従事していただきたい

と考えております。講習会を開催いたしまして、応募状況にもよりますが、今後、毎

年２０名程度の養成ができればというふうに考えております。 

  予算特別委員会の場でもお話をいたしましたが、高齢者の介護予防のためには、

「きょういく」と「きょうよう」が必要であると言われております。きょうも行くと

ころがある、「きょう行く」、きょうも用事がある、「きょう用」です。介護予防事

業として、先ほど来紹介させていただきました事業以外でも公民館、町内会、老人ク

ラブ、婦人会などでの活動やグループでのグラウンドゴルフ、ゲートボールやカラオ

ケなども「きょう行く」と「きょう用」の実践であり、全て介護予防につながるもの

と考えております。 

  町といたしましては、これからも高齢者が趣味などを生かして継続的な活動ができ

るよう支援をしていきたいと考えております。御理解賜りますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（中村 勤君） ２回目の質問。 

  ２番中井議員。 

○２番（中井元信君） 御答弁ありがとうございました。また、平素から介護支援に携

わっておられる関係者の皆様には本当に心から感謝と御礼を申し上げたいと、このよ

うな思いです。 

  ちょっと再質問なんですけども、介護保険も平成２７年から２９年、これ第６期を

迎えるわけですけども、その際、要支援１、２に該当する人への予防給付、これ訪問

介護、予防介護、これについては市町が地域の実情に合わせて住民主体の多様な取り

組みによって、１９年末までには地域支援事業に移すとしております。その陰にとい

うか、裏には高齢化と給付の増大ということが、また制度の維持という、もう本当に

背反する課題が突きつけられているわけです。そうした中でも、さっきいろいろな形
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で住民の日常の生活の中で、きょう行くところと、きょう用があること、これをつく

って皆さんに活動していただくという、そのことが重要であって、そのためにいろん

なほかにも仕掛けをつくっていくというふうに努力をしていきたいというふうにおっ

しゃっていただきましたけども、そうした中で、ボランティアっていうことが、これ

は重要な大きな意味を持ってくることだと思うんですけども、それにしても余りにも

高齢化が進むわけですから、元気な高齢者は本当にボランティアで高齢者を支えてい

こうじゃないかというそういう動きも一方にはあるわけで、それを給付費抑制の一翼

を担うと、そうした中で介護支援ボランティアのポイント制度ということが、もうか

なり普及しつつあるわけです。これ介護保険施設との事業所との連携、契約というも

のが必要になってくるんだと思うんですが、そうした自分が本当にボランティアをす

るわけですけども、そうした中でポイントを積み重ねながら、今度は自分の介護のと

きにそれが使えるっていうようなそういう制度となっていると思うんですが、そうい

ったものに対する研究なり検討なりのお考えはどうか、実施していく考えはないのか

ということと。 

  それと、今後そういうシステムっていうか、先ほどもありますけども、地域包括ケ

アという形の中でいろいろな事業が進んでいくわけですけども、そこの中心拠点とな

っていくのが、やはり地域包括支援センターでございます。その地域包括支援センタ

ー、今１カ所あるわけですが、府中町の人口レベルからいっても、もう一、二カ所は

必要なのではないか、また地域に偏在がないよう、どういいますか、ある程度近くで

そういった支援措置がとれるワンスポットといいますか、要するに、全てのことがワ

ンストップで対応できるそういった機能を持つところが必要ではないかということ、

ふやす気持ちはあるかということを質問したいと思います。 

  それともう一点だけ、地域のケア会議っていう、これから予防給付が新しい総合事

業に移行していくわけですけども、その地域包括ケアに向けた地域包括センターのそ

の機能強化が求められております。その中で地域のネットワークの構築、地域ケア会

議の充実等、そのさまざまな行程というか課題があるわけですけども、その中で地域

ケア会議ということが挙げられておりますが、この充実にあっては、実際に自宅で介

護されておられる方、またその経験を持っておられる方の意見が生かされるよう、そ

ういった地域ケア会議の中にそうした方々の意見を取り入れていく仕組みをつくるべ

きではないかと、この３点についてちょっとお伺いします。 
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○議長（中村 勤君） 答弁。 

  福祉保健部長。 

○福祉保健部長（末釜由紀夫君） 御質問、３点だったと思います。 

  まず、ポイント制度という話ですが、東京の稲城市が大変先進的に取り組んでおら

れるということは、もう随分前から聞いております。稲城市では、高齢者の方が介護

支援のボランティア活動をされて、それをポイント化されて、それをお金にかえて、

場合によっては、介護保険料に充てることもできるかのような仕組みというふうに聞

いておりますが、町内では介護支援のボランティア以外にも、さまざまな形でボラン

ティア活動を行っておられるグループがおられます。果たして、介護支援のボランテ

ィアだけがポイントを得ることができるような仕組みが住民の皆様の賛同を得られる

ものかどうか、この活動をしたらポイントになるけども、このボランティア活動はポ

イントにならないというようなことがあったんでは、ほかのボランティア活動の衰退

につながってしまっては、また本末転倒だと思いますので、その辺のところも勘案し

ながら、慎重な検討が必要なんじゃないかというふうに考えております。 

  それから、地域包括支援センター、現在、社会福祉協議会に委託して町内１カ所で

設置をしております。地域包括支援センター、当初は国のほうの考えでは、中学校区

に１カ所というふうな想定をしておられました。府中町でも２カ所というような検討

も当時あったように聞いておりますが、人口だけではなく、行動範囲といいますか、

町域のことを考えますと、１カ所で対応できるんではないかという判断のもとで、社

会福祉協議会１カ所だけでスタートされたというふうに聞いております。その当時と

状況がどう変わっておるかといえば、お相手をさせていただく高齢者の数が圧倒的に

ふえてきたということがあろうかと思います。 

  そういう意味では、現在の地域包括支援センターの能力をそろそろ超える時期も近

づいておるのではないかというふうな気がしております。ただ、それが２カ所がいい

のか、あるいは現在の地域包括支援センターのスタッフの増強ということがいいのか

ということについても、これは検討が必要だろうと思います。２カ所の地域包括支援

センターがあるということは、一定の基準のもとで活動はもちろんしていただきます

が、２カ所の包括の能力差といいますか、サービスの違いが出てきてしまったんでは、

あっちはよかったけど、こっちはよろしくないよねということにもなりませんので、

その辺のところも含めのましての検討が必要だろうと思っております。確かに包括の
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職員、大変よく頑張ってくれておりますし、今後もその頑張りを続けていたくための

体制の強化というところについては必要であろうというふうに考えております。 

  それから、地域ケア会議ということでございますけれども、もちろんサービスを提

供する側だけの会議にとどまらず、サービスを受ける側の御意見というのはもちろん

重要なことだと考えておりますので、そういうことも含めて検討させていただきたい

と思います。 

  以上です。 

○議長（中村 勤君） ３回目の質問。 

  ２番中井議員。 

○２番（中井元信君） ありがとうございました。世界が注目をしている日本の介護保

険制度ということでございます。こんなに超高齢化が進んでる、超、超高齢化ですか

ね、今の状況で言えば。そんな中で既に海外へ移住して海外で老後を過ごそうとか、

そういった考えの方も既に多くいらっしゃいますし、事業所としても国外で事業所を

出して、そこで国民健康保険の給付額でやっていけるような形のものを考えておられ

るような、そういった事業所もおられるようです。それはレベルがいろいろあるんだ

と思うんですが、やはり住みなれた地域で、この日本の中で、生涯言葉を同じくする

国民同士の中で、やはり老後を安心して暮らせるという、そういう社会が望ましいの

ではないかと思います。これからいろんな課題がもう本当に山積みされておるとは思

うんですが、それに常に挑戦しつつ、今後とも我々が住んでよかったと、安心して住

めると、そういったまちづくりのために尽力していただきたいと、そのようにお願い

を申し上げます。町長、しっかりこれからも住みやすいまちづくりのために、よろし

くお願いします。どうもありがとうございました。 

○議長（中村 勤君） 以上で、第２項、介護予防事業の充実と今後の課題について、

２番中井議員の質問を終わります。 

  以上で、厚生関係の質問全部を終わります。 

  続いて、建設関係の質問を行います。 

  建設関係、第１項、北部総合福祉施設建設に伴う町営住宅のあり方について、３番

繁政議員の質問を行います。 

  ３番繁政議員。 

○３番（繁政秀子君） おはようございます。けさ新聞を見て、倉橋の、みんな読んだ、
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倉橋で送迎バスが木にぶつかって、大変だったじゃあありませんか。あれを見たとき

に、うちでも今社協のほうで買い物に連れていってもらうマイクロバスまではいきま

せんが、小さい車で連れていってもらいよったんですよ、サンリブのほうとか、あそ

こら辺へ。それは運転されてる人は元気でしっかりした人が運転されてるんですが、

やはり注意の上にも注意を重ねてもらわにゃあいけませんから、運転手さんはもちろ

ん、いつも書いてありましたが、シートベルトをしてください、自分もつけて、もう

一回出るときにはシートベルトをしてもらっとりますかというような、物すごい注意

深い人だったんじゃそうな。たまたまきのうそれをやっとってなかったらしい。たま

たまということがあるから、それと今運転しよってから、そのままわからんようにな

ってどっかへ突っ込んだりする人がおってじゃないですか。それも、やはり身体検査

をようして、それで健康じゃ言うとっても、いつどうなるかわかりませんので、そう

いうこともちゃんとしてもらうように、きょうはこの質問の前にそれをどうしても言

うとかないけんと思いましたので、町長さんよろしくお願いいたします。人命にかか

わることですから、よろしくお願いいたします。 

  それでは、質問いたします。 

  北部総合福祉施設建設に伴う町営住宅のあり方について。 

  ２７年に延びましたが、皆さん随分待っていらっしゃいます。どんなものを和多利

町長が建ててくれるんかのうて、北のほうに、久しぶりに、北のじゃ、南じゃ言うち

ゃあいけませんが、北のほうに立派なものが建てるような計画がありますので、みん

な楽しみにしていらっしゃいますので、質問をいたします。 

  今日、町営住宅の入居者需要は大変多いと聞いております。これから総合福祉施設

として建設される北部総合福祉施設における町営住宅の運営方針についてお伺いをい

たします。 

  １、入居者の基準（ひとり親家庭の選考の加点）は。以前母子住宅を解体するとき

にしっかり言うたつもりですが、ひとり親家庭については選考の過程で加点をしてあ

げる。だから、例えば皆さんはゼロでも、母子家庭、父子家庭、ひとり、そういう人

たちは１０点なら１０点つけてくださるんかなと思うて聞いたんですが、その辺をも

う少し具体的に聞かせてもらいたい。 

  それから２番目は、民間住宅に入居できにくい。保証人などが今ごろ要りますので、

なかなか高齢者の人がなかなか住宅に入りにくいんですよね、ここ書いとるように。



- 13 - 

高齢者のための住宅施策はどうなっとるんか。第３次総合計計画では、民間借り上げ

等による公営住宅の確保、検討するとともに、関係機関等へ公的住宅の供給を要望し

ますと書いてありますが、そのつもりがあるのか、それはどのように進めていこうと

されておるのか、第３次総合計画のことについてお尋ねをしておきます。 

  それから３番目に、総合施設としての基本的な運営方法。指定管理者制度をとるの

か、それともあそこへ青少年のセンターが入りましたので、それはバンビーズのよう

なのをまたお願いされるのか、その辺をもっと詳しくわかりやすく説明をしてもらい

たい。 

  それで、よく言っときますが、建設部長が定年になられるよね、でしょう。ですか

ら、建設部長、今まで府中町でこういうことは、僕はここで町営住宅はこういうよう

にしたいというような思いがあったら、この際、全部町民の皆様のお役に立つ部分を、

役に立たんの言うちゃあつまらん、お役に立つ部分で、僕やったらこういうようにし

たいとか、こういうようにするとかいう思いがあったら言うといて、それを今度は次

の後輩の建設部長が受け継いでいくと、いいぐあいにいくんではないかと思いますの

で、どうぞ森島部長、思いをしっかり言ってください。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村 勤君） 答弁。 

  建設部長。 

○建設部長（森島正二君） 皆さん、おはようございます。建設部長でございます。 

  ３番繁政議員の北部総合福祉施設建設に伴う町営住宅のあり方につきまして、まず

同施設の建設に至る経緯をまず説明をさせていただいた上で御質問にお答えをさせて

いただきたいと思います。 

  まず、経緯でございますが、この本町地区の公共施設は町営住宅など、昭和３０年

ごろに建設されたものが多くて、老朽化が非常に進んでいるため、建設が必要になっ

ていることから、府中中学校区で計画予定であります児童センターなどの施設整備の

検討に当たり、まちづくりの課題、府中町第３次総合計画などを踏まえ、豊かな暮ら

し心地の実現、少子高齢化への対応、財政の効率的な運用を図ることに重点を置き、

本町地区全体で効率的、効果的な公共施設整備のあり方、方針を取りまとめた基本構

想をもとに、平成２３年３月に基本設計をまとめております。 

  これらを背景に、北部総合福祉施設は、公営住宅に加えまして、集会所、児童セン

ター施設を整備することで、青少年育成環境の充実、またコミュニティー活動の振興
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といった住宅施策と福祉施策の複合的なサービスの展開を行う施設として予定をして

いるものでございます。 

  以上を北部総合福祉施設の建設についての経緯としまして、御質問にお答えをさせ

ていただきたいと思います。 

  まず、御質問第１項の入居者の基準につきましては、公営住宅法において、健康で

文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対し

て低廉な家賃で賃貸するといった整備目的が明記をされております。 

  このことから、同法の趣旨にのっとった上で、町営住宅の入居者募集の際は、かね

てより町営住宅入居者選考委員会の意見をもとに定められた判定基準により、各個別

状況によって異なる住宅困窮度を点数化し、その点数の高いものから入居者を決定い

たしております。 

  この住宅困窮度を図る上で、障害者世帯、老年者世帯等と同様に、母子世帯に該当

される方については、自力で民間住宅の確保が困難であるものと想定されることから、

点数を加算することにより、優先的に入居できる仕組みとなっております。 

  続きまして、第２項の民間住宅に入居できにくい高齢者のための住宅施策につきま

してお答えをさせていただきます。 

  町営住宅の制度としまして、民間住宅の確保が困難であることが予想される高齢者

に対しましては、ひとり親家庭の場合と同様に、町営住宅の入居募集の際は、住宅困

窮度をはかる優先入居の要素として老年者世帯が考慮されております。民間住宅にか

かわる制度としましては、高齢者、子育て世帯といった住宅の確保について、特に配

慮を要する方々に対しまして、民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する必要な措

置について協議等を行うことを目的としました広島県居住支援協議会がこの平成

２５年に設立されたことにより、今後は住宅困窮者に対する相談支援体制づくりが整

備をされていくものと考えております。 

  第３項の総合施設としての基本的な運営方法につきましてお答えをさせていただき

ます。 

  北部総合福祉施設は、複合的な施設ではございますが、１階が集会所、２階が児童

センター、３階から５階が町営住宅と、フロアによる施策の展開のすみ分けが可能な

つくりとしております。したがいまして、管理方法につきましては、住宅部門と福祉

部門にてそれぞれ管理運営主体を区分、区分けし、３階から５階の町営住宅部分は、
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建設部にて従前の管理方法のとおり、直営により行うものとし、１、２階の集会所、

児童センターは、福祉保健部にて指定管理者制度の検討を行うものとして、各部門間

で協議の上進めていきたいと考えております。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村 勤君） ２回目の質問。 

  ３番繁政議員。 

○３番（繁政秀子君） わかったような、わからんような、まず町営住宅の入居の問題

なんですが、ひとり親家庭とか、要するに父子家庭でも母子家庭でも困窮をしてると

いうような人たちは、優先的に点数を高いのを差し上げて、それから例えば６畳に

３人が暮らしとったら、１畳が何点だから、それで何点になるいうのがありますよね。

その計算の上に１０点なら１０点加算して、入りやすいようにしたげますよというこ

と。それが例えばここへ２０できるんだったら、２０のうち何ぼはこういうひとり親

の家庭に優先的に入らせるのか。２０だったら２０全部それで入れてもらえるのか。

その辺をちょっとはっきり聞かせてもらいたい。できれば、母子、父子も全部ひとり

親だったら、なかなか入りにくいし、それで母子家庭なら特にじゃけど、父子家庭も

今お父さん１人で子供を育てよると、なかなか住宅を貸してもらえんらしい。だから、

その辺は両方で組んでもらいたい。それをお願いしとくのと。それをちょっと話して、

２０建つんだったら、そのうちの１０ぐらいはこの人たちが優先的に入れる住宅にす

るというかどうか、その辺はっきりさせてもらいたいのと。 

  それから、今度は高齢者に対する分は、要するにここにも高齢者の人たちも、今言

うように加算してくれて入れるとおっしゃったんかな。高齢者の人は、ほいじゃあこ

こはひとり親家庭と高齢者の人たちが優先的に入らせてもらえるというたら、便利の

いいところですから、すごく。だから、物すごく皆さん喜んでると思いますよ、そう

してもらうと。 

  それから、余り家賃高うしたらよ、高うしたら、結局入りにくうなっていくわけで

すよね。その辺は常識的な判断をしてもらわないけませんよね。余り５万じゃ６万じ

ゃいうと、今入っとる、ぎりぎりで生活しよる人なんかは、やっぱりここへ入りにく

うなるけんね。やっぱり少し入りやすいように、値段のほうも考えてもらわにゃあい

けんのじゃけど、どう考えとってんか知りませんが、余り高うすると、何ぼ加算して

もろうて、ええですよ、入れるようになりましたよいうても、値段が折り合わんと入
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れんけんね。だから、その辺はよう考えてもらいたい。  

  だから、できれば普通の、今、生活、生保までいかんで、ぎりぎりで年金で自分が

生活しよる人たちが払える家賃いうたら、３万５，０００円ぐらいまで。高う払うて

４万円ぐらいじゃろうね。そういう感じでした。だから、その辺はどう考えておるか

聞かせてもらいたし、高齢者の人もさっき言ったように、保証人がいないと、なかな

か普通の借家は入らせてもらえんらしいんじゃけど、いい不動産屋さんがおって、え

えですよ、私が保証人になってあげますいうて入らせてもろうて、喜んでいらっしゃ

る人たくさんいらっしゃいますが、できればここはそういう人たちが気持ちよく入れ

るように考えてもらいたいのと。 

  以前話ししたことがありますよね。民間のマンションとか民間のアパートがあいて、

今ごろの若い人たちはきれいなアパート、マンションができたらそっちへがっと移っ

ちゃって、普通のマンションとか普通のアパートがあいてしまうんですよね。ですか

ら、ここは町営住宅を建ててもらうんですから、いいんですが、さっきおっしゃった

ように、３０年ぐらい前から建っとるんじゃけ、今から建てかえていくかどうするか

いう問題もあると思いますが、今からもう建てかえていくいうの大変だから、できれ

ば民間のそういうところと話し合うて、できれば民間の人たちもやっぱり生活ができ

るように考えてもらいたいと思う。町営住宅をどんどん建てると、民間のアパートじ

ゃあマンションの人たちがやっぱり生活しにくくなるので、あるアパートとかマンシ

ョンを利用できれば利用したげてもらいたい。以前そういうて第３次総合計画のとき

もお話をしたら、そういう答えがあったと思いますので、それをまだちゃんと覚えて、

そういうようにしよう思うかどうかいうのを聞いとるから、それを言ってください。 

  それから、今度児童センターってさっきおっしゃったんだけど、私たちが、私の思

いが違っとるんかどうか知りませんが、例えば老人集会所、栄寿館のかわりの集会所

を白寿館よね、あっちが白寿館、こっち栄寿館、栄寿館のかわりの集会所、老人集会

所が下か上か知りませんが、その上は青少年センターのようなのをという話だったん

ですが、児童センターいうてさっきから言うてんですが、青少年センターと児童セン

ター、違うよね。じゃあ児童センターでどんなことをしようとされておるのか、ちょ

っと児童センターに変わったんなら、その辺を詳しく言ってもらって、児童センター

に変わったんなら、青少年センターを南交流センターと同じようなのをこっちにも建

てるいうように、私は思っとったんだけどね。青少年がやっぱり集まって、いろんな
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ことができる場所をつくってやる、居場所づくりをしてやるいうような話だったよう

な気がするんですが、その辺はどこでどう変わったんか知りませんが、変わったんな

ら、児童センターでこういうような運営をして、こういう人たちを対象にやっていく

いうのを言ってもらわにゃあわかりませんので、その辺もっと詳しく言ってください。

お願いします。 

○議長（中村 勤君） 答弁。 

  監理課兼職次長。 

○建設部次長兼監理課長（和田敏信君） 繁政議員の御質問ですけども、まず第１点目

に、部長も答弁をさせていただきましたけども、点数のもう少し具体的なといいます

か、基本的には、当然従前住んでおられた方の借家の、例えば４人で例えば４０平米

に住んでおるということになれば、１人当たり１０平米いうような形で、その辺の区

分けもあって、ある程度居住面積が狭い建物に多く住んでいれば、それは当然点数も

高いわけなんですけども、一般的には、そういった今までの入居の一般募集させてい

ただいておりますけども、比較的そういうような形での点数の差が一般的にはなかな

か優劣をつけにくいと。先ほど言いましたように、ひとり親家庭、それから障害者の

方、それから高齢者の方、そういった方は点数的に優先的に加点というような形にな

りますので、そういう点ではかなり優先的に現実的に入れる可能性は極めて高いと。 

  先ほど冒頭といいますか、質問とは別途でお話もありましたけども、母子住宅の方

も町営住宅であるとか、いろいろ民間とか、いろいろあっせんを福祉のほうと連携し

て、一応あっせんもさせていただきましたけども、今現在、現実に青崎東にこれは一

般公募で入居されて、やっぱり母子家庭ということである程度の倍率があったんです

けども、かなり点数がもう断トツいうちゃあれですけども、かなり高い点数でお入り

になったということで、かなりそういった方については高い点数が得られると。結果

的には入れる可能性はかなり高いというようなところで御理解をいただければと。 

  それとあと、家賃の関係ですけども、これ当然収入によって、区分によって違うわ

けですけども、まだちょっと今試算はちょっとまだあれはまだ頭にはあるんですけど、

もうちょっと今言うとシビアな計算で、やっぱりひとり歩きしてもあれなんで、参考

に青崎東住宅、これは今度建設させていただく北部の福祉センターと大体似たような

鉄筋コンクリート系の非木の関係ですから、その収入基準で今現在、青崎東、収入に

よって違いますので、一番収入で家賃で一番低い方、１万８，３００円から、高い方



- 18 - 

が３万８，８００円というような形になっておりますので、それ一つの目安に、先ほ

ど言われましたように、５万とか６万とかいうような家賃には多分ならないとは思い

ます。ちょっとその辺はまだ試算いうんかあれですけども、青崎東を例にとっていた

だければ、大体御理解というか、大体目安として御理解いただけるかなという、おお

むねそんなところかなというふうには思うとります。 

  それとあと、なかなか高齢者の方、それからひとり親の方、それと障害の方という

方で、なかなか保証人いうんですか、なかなか入れないというような実態があるとい

うこともあるというのは、私も聞いておりますけども、そういった分で、先ほど部長

も答弁ございましたけども、今年度から広島県居住支援協議会というような協議会を

立ち上げて、そういった中で課題検討ということで、そういった保証人の受け入れ制

度等の検討というような形を検討課題として今後研究して、そういった方も入りやす

いような方法を、またこれについては当然その中には不動産関係の宅建業者の方とも

連携しながら、今後どういうふうな形で進めていくんか。仮にそういった、今であれ

ば、昔であれば、ローンを組むのに保証人さんですけども。今は保証料いうんですか、

信用保証協会が保証して保証料と、そういう形になるんか、ちょっとあれですけど、

どんな形で、通常、今はほとんど保証人というよりも保証料いうんですか、いうよう

な形でローンは組んだりしますので、そういった分はまだ具体には保証人制度に取っ

てかわるどういった方法がベターなんか、より入りやすいのかというのは、今後その

場の中で検討もし、そういった協議会の中でやっぱりこういった質問があったと。多

分どこの市町も同じような課題いうんですか、いうこと相談もあると思いますので、

そういった中で、一応そういった場の中で具体的に研究をしてまいりたいと、してい

くようになるというふうに考えています。 

  それから、あと、空き家等の活用、マンション、そういった活用ですね。そういっ

た部分もこの協議会の中で、これも業者の不動産業者の方との連携も当然そういった

住宅弱者の方、そういった方も快く受け入れていただけるような、そういった賃貸情

報というのを、具体的には２５年度で幾らか府中にも、１件ですけどもございます。

そういったことも、そういったネットワークというんですか、いうのが徐々に広がっ

て、さっき言いましたような保証人制度であるとか、ああいったような部分の整備も

含めた形で広がっていって、不動産業者の方とも連携して、そういったネットワーク

が広がっていって、そうしたソフト部門の窓口いうんですか、情報提供というのを、
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町としても高齢者対策であるとか、そういった住みにくい方、住宅弱者に限らず、生

活弱者の方は福祉のほうになりますけど、その辺のところとの連携しながら充実して

いくように、協議会の場でもそういったことを考えるという会になっておりますので、

御理解をいただければと思います。 

○議長（中村 勤君） 建設課兼職次長。 

○建設部次長兼建設課長（河中健治君） まず、本町住宅、仮称でございますが、本町

住宅北部総合福祉施設等整備事業についてでございますが、この施設計画につきまし

ては、府中町第３次総合計画の後期基本計画の基本構想である暮らし心地の実現に向

け整備するものでございます。公共住宅の整備、青少年の育成環境の充実、コミュニ

ティー活動の振興に向け環境整備をするといったことでございます。 

  御質問の集会所、また児童センターですか、これの役割について、またどういった

事業をここで行うのかといったことでございますけど、まず集会所につきましては、

主な用途でございます。これは町内会の総会や講習会の集会、社交ダンス等の軽運動

や葬儀での利用を想定しております。和室を２部屋設けまして、各１５畳の計３０畳

といったところで、２室を連続させての利用も可能となっております。茶道や将棋等

の文化活動、民謡とか舞踏とか詩吟、気功、ヨガ、体操教室等々、こういったことの

利用を想定しております。 

  それと、これは２階に設置することになります児童センターでございますが、児童

センターにつきましては、児童、子育てに関する学習相談ができるような相談室も設

けるようになっております。多目的なお部屋を２つほど設置することになっておりま

すけど、約１００平米ぐらいの広さでございます。学習スペース、子育て支援、地域

活動等の利用を想定しております。遊戯室につきましては、児童の自由な運動、遊び

場での利用を想定をしております。といったことで、第３次総合計画の基本計画にの

っとった集会スペース、また児童センターを設置することとしております。 

  以上でございます。 

○議長（中村 勤君） 青少年センターか児童センターかという御質問だったんですが。 

  企画課長。 

○企画課長（井上貴文君） 第３次総合計画の中で重点プロジェクト、こちらの少子高

齢化のまちづくりの中で、青少年センターという名称と括弧書きで大型児童センター

という名称にさせていただいております。機能としては同じでございます。南部のほ
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うと同じの児童を対象にした施設を建設するということにしております。 

  以上でございます。 

○議長（中村 勤君） よろしいですか。 

  ３番繁政議員。 

○３番（繁政秀子君） 括弧書きにして児童センターいうて書いてあるという、これに、

括弧書きして。向こうは青少年センター、向こうて、南よ。向こうも児童センターと、

それから青少年センター。今聞きよると、子育て相談室を設けたり、それから今度、

部屋が２つぐらいある。南交流センターがあろう、南交流センターね、あそこへ行く

と、今度はどういうんですか、ホールみたいなんがあるよね、ホールみたいなんがあ

って、バスケをしたり、子供たちがバレーをしたり、何かして遊びよる。それもつく

ってある、つくるわけ。それと、それから今度はお兄ちゃん、大きい高校生とか中学

生が防音がきいた、ドラムたたいたり、ああいう部屋もちゃんとあって、ほいでお兄

ちゃんたちが出入りするから、中学校の子供やら小学校の５、６年生やなんかが行っ

て、お兄ちゃんらに、公民館と一緒のようなことしよる、宿題を教えてもらったり、

いろんなことをしよるんやけど、児童センターと言われると、何かイメージが高校生

が出入りしたり、中学生が出入りしたりするイメージじゃないんやね。ほいで、バン

ビーズのように管理人じゃないけど、あそこのそういう事業をしよる人が来て、初め

にあそこを運営してくれたじゃないですか。ほいで、どんどん、どんどん子供たちが

出入りするようになって、よそからもどんどん、どんどん視察に来られるぐらいあそ

この青少年センターというのはすごく、本当に府中町はすごいね、中学生、高校生が

あんなに出入りして、しかも小学校の子供たちも出入りして、そうこうしよると、昼

間ぐらい子供を連れたお母さんたちが、あれは若竹が向こうで子育て支援センターか

何かやりよるじゃろう。あれもここへできるわけ。これじゃあできんじゃろう、こん

なに狭かったら。それだけわからんのよ。あこと同じように児童センター、青少年セ

ンターじゃいうて、名前はそうかもわからんが、中は全然違うような気がするから聞

きよるわけよ。どういうようにするんか、ほいでそこを運営していくのはどういう人

がやるのか。 

  それから、さっきおっしゃった集会所もそれ、和室をぱーんと抜いたら葬式ができ

ますよて、ええこと今言うちゃったんだけど、これあそこでずうっと前なんか行事を

したり、老人たちが栄寿館ていうのがあったじゃない。あの人たちが今ダーナのほう
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へ行っとるじゃん。あの人たちはここで、ここを拠点に今までと同じように利用がで

きるんかどうかいうのをちょっと、それ抜けとったよ、あなた、答弁の中に。老人集

会所とは言わんかったじゃないね。集会所とは言ったけど、葬式ができますよ、それ

から今度ダンスができますよ、何か習いたかったらお茶でもできますよと、そうなん

言うたけど、もっと、もっと言うちゃあいかんけど、栄寿館はあそこの老人クラブの

会の人が、あの地域の人たちがあそこを拠点に活動しよってんじゃけど、今ダーナの

ほうへ行ってもらっとる。これがここに帰って、ここを拠点に活動できるようになる

のかどうなるのか、そこをしっかりはっきりさせてもらいたいのと。 

  それから、今の児童センターは、今言うたら、子育ての相談室を設けます。相談室

を設けてもらったり、あそこの今の南交流センターではお料理なんかがあろう、簡単

な。そういうのもできるようにしたりしてあるんよ、子供と。子供と簡単なお料理教

室をして、食推が行って、簡単にできる子供たちにおやつのつくり方とかいうのを教

えてやったり、一緒に職員さんと、あんなこともしてるんじゃけど、ああいうことも

できるようなそういう炊事場、そういうのもちゃんとしてくれるんかなと思って。ど

んなものができるんかイメージがわかんようになったんよね。物すごうちょっと南交

流センターとこっち比べたら、何かすごく小さいような気がするんじゃけど、どんな

んだろうか。ちょっともうちょっとわかりやすく、はっきり言うてもらって、もう最

後じゃけね、何遍も聞いちゃあいけまあ。これその答えをもろうて、また文句言いた

いけども言われんけ、じゃけ、言っとくが、森島さんにそこを言ったのは、森島さん

が最後にあそこを残しとこうと、これがもう目玉なんですよ、僕がやったんですよ、

ぐらい言うたらどうかな思うてね。長いこと府中町で世話なったんじゃけ、町民に返

すことを考えにゃいけまあ、言うかな思うたら、だらだらだらだら、わかっとるよう

なことばっかり言うちゃあつまらん。最後じゃけえ思い切って、僕はこれをしたんで

すよとかいうのを言ってもらって、退職するなり残るなり考えてもらわにゃあいけん。

じゃけ、お願いしますよ。こっちのほうで言うことがあったら、ちゃんと言うて。 

  それで、お願いしますが、児童センターじゃそうなけ、児童センターになると福祉

課じゃろう。ほじゃけ末釜さん、あんた方すぐ下じゃけ、しっかりしんさい、あんた。

頼むよ。じゃけ、みんなが利用しやすいようなものを考えてつくったげてほしいわ。

よろしくお願いして、答弁を待っております。 

○議長（中村 勤君） 答弁。 
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  福祉保健部長。 

○福祉保健部長（末釜由紀夫君） 南の交流センターの中にございます児童センター、

青少年センターというふうな言い方は現在使っておりません。大型の児童センターと

いうことで、大型の児童センターということで、中・高校生まで一緒に活動できる場

ということで、大型という範囲の児童センターです。 

  それから、これからできます、本町地区にできますものにつきましても、大型の児

童センターという位置づけにしておりますので、中・高校生も一緒に活動できる場と

して考えております。 

  それから、施設の中身ですけれども、南の交流センターと全く同じというわけでは

ございません。例えば、屋外にバスケットのコートをつくるであるとかいうような、

バスケットのコートといいましても、全面ではなくて、ゴール１つのものですけども、

そういうものでありますとか、南の交流センターにある児童センターと全く同じでは

なくて、多少は差別化ができるんじゃないかと思っております。ですから、南である

から、こちらにない、北部にはあるけども、南にはないというようなものも出てこよ

うと思います。 

  それから、集会所ですけれども、栄寿館の代替機能を果たす場所というふうに位置

づけておりますので、現在御利用者の皆様にはちょっと狭い場所で活動していただい

ておるいうことで、御不自由もかけとると思うのですけれども、基本的には元栄寿館

で活動していただいておったものがこちらに移っていただけるような方法がとれると

いうことを想定して運営方法についても検討してまいりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（中村 勤君） 以上で、第１項、北部総合福祉施設建設に伴う町営住宅のあり

方について、３番繁政議員の質問を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村 勤君） ここで休憩をいたしましょう。どうでしょうか。休憩は５０分

まで。休憩。 

（休憩 午前１０時４１分） 

 

（再開 午前１０時５０分） 

○議長（中村 勤君実施） 休憩中の議会を再開いたします。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村 勤君） 続いて、建設関係、第２項、社会インフラの点検と対策につい

て、１３番力山議員の質問を行います。 

  １３番力山議員。 

○１３番（力山 彰君） 皆さん、おはようございます。３月議会の最後の一般質問さ

せていただきます。私、簡潔に行きたいと思いますので、御協力のほどよろしくお願

いいたします。 

  社会インフラの点検と対策について御質問いたします。 

  昨年１２月に事前防災・減災のための国土強靭化基本法が国会において成立しまし

た。この法律は大規模自然災害などに対するインフラなどの脆弱性評価を行い、基本

計画を策定し、地方自治体や民間などと連携して、強靭な国土づくりが目的となって

います。 

  本法律には、地方自治体も地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に策定し、

実施する責務を負うとうたわれています。しかしながら、地方自治体の財源状況を思

うと、補助事業であっても相当の自主財源の投入は避けることができないのではと心

配しているところです。 

  また、総点検結果として、国の方針である補修などが単年度あるいは数年度に集中

した場合、将来の改善期に再度多額の予算投入が見込まれることとなります。そのた

めにも、財政負担がなだらかな計画になるよう、中期的な改修計画は考えられないの

か、また町としては、この法律によりどのような対応を考えられているのか、あわせ

て伺います。よろしくお願いします。 

○議長（中村 勤君） 答弁。 

  建設部長。 

○建設部長（森島正二君） １３番力山議員の社会インフラの点検と対策についてお答

えをさせていただきます。 

  平成２５年１２月１１日に、東日本大震災からの教訓を踏まえまして、大規模災害

などから人命を守り、また社会経済への被害が致命的なものにならず、迅速に回復す

る強さ、しなやかさを備えた国土経済システムを構築することを目的に、国土強靭化

基本法が制定をされております。 

  国土強靭化基本計画では、事前防災及び減災、その他迅速な復旧、復興など、国土
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全域にわたる強靭な国づくりに資するため、現在、国で検討中の脆弱性の評価を踏ま

えた上で、平成２６年５月ごろをめどに策定される予定となっております。 

  また、国土強靭化地域計画においては、都道府県または市町村が国土強靭化に関す

る各個別計画等の指針となるものとして定めることができるとされ、国土強靭化基本

計画の策定時期に合わせて、その策定ガイドラインが示されることとされております

ので、こうしたガイドラインや国、県が示される指針などをもって検討してまいりた

いと考えております。 

  また、御質問にありますインフラの点検、対策についてでございますが、こうした

国土強靭化にかかわる分野の横断的な老朽化対策として、今後推進することが掲げら

れており、総務省が平成２５年１１月に策定したインフラ長寿命化基本計画のもとに、

自治体における行動計画として、自治体の施設状況、財政、人口見通しを踏まえた上

で、公共施設の戦略的な管理、これは統合、更新、長寿命化等でございます、これに

関する計画となる公共施設総合管理計画を平成２７年度末ごろまでに策定することが

要請をされる予定となっております。 

  当町においても、現在老朽化が進む公共施設等について、公共施設の現況把握及び

予防保全対策による長寿命化の推進によるコスト平準化を図ることを目的に、一体的

な検討を進める組織として、公共施設の維持保全にかかわる検討委員会を平成２６年

４月に設置することといたしており、当委員会を中心として、長寿命化のみならず、

今後の将来的な統合、更新等を踏まえた公共施設等総合管理計画の策定に向け検討を

進めてまいりたいと考えております。 

  答弁は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村 勤君） ２回目の質問。 

  １３番力山議員。 

○１３番（力山 彰君） 御答弁ありがとうございます。では、府中町においての橋梁

や道路舗装などの社会インフラ、他施設への点検や修繕計画に係るコストの平準化に

ついて、どのように考えておられるのか、また現在の進捗について、少し具体的な例

でお聞かせ願えればと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村 勤君） 答弁。 

  建設課兼職次長。 

○建設部次長兼建設課長（河中健治君） 橋梁や道路舗装等の社会インフラや他施設に
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ついて、点検や修繕計画に係るコストの平準化の考え方について、現在の進捗につい

て、少し具体的な例でといった御質問でございます。 

  まず、橋梁や道路舗装等の社会インフラ、建設部が所管いたします施設の修繕計画

について、若干御紹介させていただきますと、下水道の雨水ポンプ場、町営住宅は既

に長寿命化計画に基づき点検を実施しております。雨水ポンプ場につきましては、点

検結果に基づいた修繕計画により、順次修繕工事を実施しております。町営住宅も来

年度から計画的に事業実施してまいります。 

  社会インフラの点検についてでございますが、橋梁につきましては、総点検を平成

２２年度に実施いたしまして、平成２３年度に修繕計画を策定しております。 

  舗装につきましては、一部、約１０キロメートルでございますが、点検を今年度実

施しておりまして、そのうちの一部、約１キロメートルにつきましては、修繕工事も

実施しております。残りの全町道、約１００キロ強ございますけど、この点検につき

ましても、平成２６年度予算に計上させていただいております。 

  道路照明施設、道路標識等の道路附属物、道路擁壁、のり面の総点検につきまして

も、舗装の残りの点検とあわせまして、来年度実施することとしております。これら

来年度実施する点検結果に基づきまして、舗装と道路附属物等の修繕計画を立て、順

次修繕工事を実施することとなります。 

  なお、これらの修繕につきましては、補助事業でありましても相当の自主財源の投

入は避けられないことから、財政負担がなだらかな計画になるよう、現在策定してお

ります橋梁の修繕計画につきましては、財政負担を平準化した長期的な計画を策定し

ております。 

  具体的に申し上げますと、橋長２メーター以上で、町が管理します町道にかかる橋、

これが４５橋ございますけど、５メートル以上の２９橋についての１回目の修繕を

２０年で完了し、その後、おのおのの橋梁、おのおのの部材の耐用年数を考慮いたし

まして、２回目の修繕をする計画としております。残りの２メートル以上、５メート

ル未満の１６橋につきましては、定期的な点検によりかけかえ、または大規模補修を

するかどうかといった判断をいたしまして、かけかえあるいは大規模修繕することと

しております。 

  点検でございますが、５年ごとに実施をいたしまして、各橋梁の点検結果により、

修繕計画の見直しを検討してまいります。 
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  以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（中村 勤君） ３回目の質問。 

  １３番力山議員。 

○１３番（力山 彰君） 御答弁ありがとうございます。現在、学校の耐震化として、

府中町学校施設耐震化計画によって事業実施されておりまして、平成２７年度には一

定の成果を見ることができるところまで来ています。しかしながら、学校の耐震化に

ついても、狭い期間に一気に行われる工事です。また、今後は公民館など、公共施設

についても耐震化等実施していくことになると思います。このように、狭い期間に多

額の費用を要する事業が集中して実施されているということで、今後、今はいいです

けども、補修時期になりますと、またその時期が一気に重なる、そのときにまた一気

に費用が要るということになると思います。 

  今御答弁いただきました社会インフラの修繕計画や、これら策定する公共施設の維

持保全に係る計画について、これらが計画倒れに終わることにならないように、事業

実施時期の計画的分散、例えば修繕すれば、あと５年、１０年延びるよということで

ずっとやりますと、それぞれ全部後ろに修繕時期がまた集中することということにな

りますので、補修時期を例えば来たものについては、一気に一部分はもうそのまま建

てかえる、つくりかえる、そして補修するものはするという形で時期を広く分散して、

一時期に財源が要らないように、ぜひ計画的に実施をしていただくように計画してい

ただきたいということをお願いしたいと思います。これは要望でございますので、こ

れ以上のちょっと質問はもう終わります。 

○議長（中村 勤君） 以上で、第２項、社会インフラの点検と対策について、１３番

力山議員の質問を終わります。 

  以上で、建設関係の質問全部を終わります。よって、日程第２、一般質問を終わり

ます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村 勤君） 続いて、日程第３、報告第５号、専決処分の報告について、お

願いいたします。 

  町長。 

○町長（和多利義之君） 報告第５号 平成２６年３月１７日提出。 

  専決処分の報告について。 
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  工事請負契約の変更について、次のとおり専決処分したので、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１８０条第２項の規定により報告する。 

                             府中町長 和多利義之 

  詳細についての説明は建設部長がさせていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  以上でございます。 

○議長（中村 勤君） 補足説明。 

  建設部長。 

○建設部長（森島正二君） 報告第５号、専決処分の報告について、補足説明をさせて

いただきます。 

  工事名、関連公共下水道２５－１築造工事。工事場所が府中町清水ケ丘、桜ケ丘で

ございます。請負金額、変更前４，３９４万２，５００円、変更後５，１９５万

４，０００円で、８０１万１，５００円の増額変更でございます。請負人は、安芸郡

府中町本町一丁目１２番２１号 株式会社中村基礎府中営業所でございます。 

  本工事は、砂原第２処理分区の汚水管の整備を実施し、下水道の整備促進を図るも

のでございます。 

  主な変更内容について説明をさせていただきます。 

  推進工法区間であります延長２８．７メートルのうち１３メートル区間において多

くの転石が確認されたことによりまして、当初予定をしておりました推進機を転石を

含む土質等に対応できる機種である鋼製さや管ボーリング方式、二重ケーシング式に

工 法変更を い たしまし た。また、開削工 の区間延長５３ ８ ．８メートルのうち

２３８．９メートル区間において岩が確認されました。これは地山でございます。こ

の岩が確認されたため、機械による岩掘削工を追加するとともに、工事竣工による数

量の精算を行ったものでございます。 

  変更前の契約金額について議会の議決を得た日は、平成２５年６月２１日でござい

ます。 

  専決処分年月日は、平成２６年３月１１日でございます。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（中村 勤君） 続いて、質問に入ります。 

  質問のある方。 
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  ３番繁政議員。 

○３番（繁政秀子君） ちょっとわからんから教えて。砂原をやっとる言うたん。それ

で、今度はこれを見る、ちょっとわからん、これがね。この下を見ると、工事場所、

府中町清水ケ丘、桜ケ丘、左と同じというて、どういう意味か、これね、言うてもら

わんとわからん。砂原いうてあなた言うたろ、ほいで今度は下見たら、工事が桜ケ丘

と清水ケ丘、左と同じ。ようわっとるほうはわかっとるんじゃろ。うちらこれを見た

だけでようわかりません。 

  それと、さっき何たら工事の工法が変わった言うちゃったでしょう。それわかりや

すく、簡単に。例えば、前にはこういうようにしよったんが、こういうように変わっ

たんじゃて言うてもらわんと、口頭で言うちゃっても、私らもそういうのを工事の仕

方なんかわからんから。それと、やっぱり私らに丁寧にするようにせんと、わかりや

すく言わんと、自分だけわかっとっちゃあつまらん。じゃけ、もうちょっと丁寧にわ

かりやすく、こういうような方法で工事しよったのを、今度はこういうように変えた

んですよと、８００万円じゃけね、ちょっと丁寧に言わにゃあいけんと思いますよ。

お願いします。 

○議長（中村 勤君） 答弁。 

  建設部長。 

○建設部長（森島正二君） ３番繁政議員の御質問にお答えします。 

  今回の下水の処理区域として、先ほど言いました砂原第２処理分区の中に、今回汚

水管を布設する区域が入っておるということで、今回、一つは、清水ケ丘メインで

１号線、また清水ケ丘４号線、これは榎川から清水ケ丘へ上がっていく道路でござい

ます。これの中へ汚水管の布設をさせていただくということで、２５年６月２１日に

議会のほうで御承認をいただいた案件でございます。 

  それと、あと、今回この工事には、一つは、先ほど申しましたように、推進工法と

いいまして、機械で掘削しながら、当時は３５０ミリの鋼管の中に掘削機を入れまし

て、それを機械で押して推進をしながら掘っていくわけでございますが、それがこの

機械では非常に石が大きいものが出てきたということで、その工法がそれで推進する

ことが難しいということになりまして、その推進工法でも大きな転石にも対応できる

ということで、最終的に、鋼管５００の管の中に、一応その中に回転するスクリュー

つきの推進管を入れてまして、その先端に超硬いうのが、すごくかたいという意味で
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すが、超硬切削ビットというのを取りつけまして、そのカッターで要するにその岩を

砕いて推進する工法に変えさせていただきました。そのために、今回この工法をする

ことによって、立て坑等も一部大きさが１，５００ミリから２，０００ミリだったと

いうことで、その両方の変更で８０１万１，５００円のうち５３０万円相当がその変

更によるものでございます。 

  それと、先ほど言いましたように、ちょうどこの清水ケ丘へ上がっていく道路、清

水ケ丘４号線でございますが、これが山の、地山の部分へもう入ってきますので、ち

ょうど今回道路部分を掘っていきましたら、もう岩がずうっと山の地山の流れが出て

きたということで、通常の掘削ができなかったということで、岩掘削工に変更させて

いただきました。これの変更が一応１２０万円また増になってます。それと、取付管

の施工は書いておりませんけど、紙面の関係で書いておりませんが、一応当初６０カ

所予定していた取付管が６３カ所になったということで、これが３カ所ふえたという

ことで１３０万円の増、それと、あとの２１万１，０００円でございます、これがお

のおのの工種による小さい軽微な変更ということで、一応２１万１，５００円を変更

させていただきました。その合計トータルが８０１万１，５００円ということでござ

います。 

  以上でございます。 

○議長（中村 勤君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村 勤君） ないようでございますので、報告第５号、専決処分の報告につ

いてを終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村 勤君） 日程第４、第２２号議案 平成２５年度府中町一般会計補正予

算（第６号）について議題に供します。 

  本件について理事者の説明を求めます。 

  町長。 

○町長（和多利義之君） 第２２号議案 平成２６年３月１７日提出。 

  平成２５年度府中町一般会計補正予算（第６号） 

  平成２５年度府中町の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

  （債務負担行為の補正） 
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 第１条 債務負担行為の廃止は、「第１表 債務負担行為補正」による。 

                             府中町長 和多利義之 

  詳細についての説明は、企画財政部長がさせていただきますので、よろしくお願い

をいたします。 

  以上です。 

○議長（中村 勤君） 補足説明。 

  企画財政部長。 

○企画財政部長（高石寛智君） 第２２号議案、平成２５年度府中町一般会計補正予算

（第６号）を補足して説明いたします。 

  本補正は、債務負担行為のみの補正となっております。 

  １ページをお開きください。 

  債務負担行為補正です。廃止としまして、事項、府中中学校校舎耐震補強工事設計

業務委託、期間、平成２５年度から平成２７年度、限度額７，７６５万２，０００円

の債務負担行為につきましては、府中中学校校舎の耐震補強工事の設計を行うため、

昨年１２月議会において債務負担行為の補正を行ったものですが、昨年１２月に同校

の校舎屋根裏スラブのコンクリート片の剥落があったことから、校舎の点検調査を行

った結果を踏まえて、同校の耐震化の方針を変更することとなりました。 

  これに伴い、設計業務委託の内容の大幅な変更が必要となり、また、あわせて今年

度内に予定していた設計業務委託の契約を行うことが困難となったため、今年度の債

務負担行為を廃止するものです。 

  以上が、平成２５年度府中町一般会計補正予算（第６号）の補足説明です。よろし

くお願いいたします。 

○議長（中村 勤君） 質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村 勤君） 討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村 勤君） なければ、お諮りします。 

  日程第４、第２２号議案、平成２５年度府中町一般会計補正予算（第６号）につい

て、原案のとおり決したいと思いますが、御異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 
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○議長（中村 勤君） 御異議なしと認めます。よって、日程第４、第２２号議案、平

成２５年度府中町一般会計補正予算（第６号）については、原案のとおり可決決定を

いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村 勤君） 日程第５、第２３号議案、平成２６年度府中町一般会計補正予

算（第１号）についてを議題に供します。 

  本件について理事者の説明を求めます。 

  町長。 

○町長（和多利義之君） 第２３号議案 平成２６年３月１７日提出。 

  平成２６年度府中町一般会計補正予算（第１号） 

  平成２６年度府中町の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，０９５万５，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５４億３３４万９，０００円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （債務負担行為の補正） 

 第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

                             府中町長 和多利義之 

  詳細についての説明は、引き続いて企画財政部長がさせていただきますので、よろ

しくお願いをいたします。 

  以上でございます。 

○議長（中村 勤君） 補足説明。 

  企画財政部長。 

○企画財政部長（高石寛智君） 第２３号議案、平成２６年度府中町一般会計補正予算

（第１号）を補足して説明いたします。 

  歳入歳出補正予算を歳入から事項別明細書により説明いたします。 

  ６ページをお開きください。歳入です。 

  款 繰入金、項 基金繰入金、目 財政調整積立基金繰入金は、本補正予算に必要

な 一 般財源を 財政調整積立基金からの繰入金で対処するもので、１，０９ ５万
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５，０００円を補正計上するものです。 

  次に、７ページは歳出です。 

  款 教育費、項 中学校費、目 学校管理費、中学校施設耐震化事業は、府中中学

校校舎屋根裏スラブのコンクリート片の剥落により、校舎の点検、調査を行った結果

を踏まえて、設計内容を大幅変更することとなった府中中学校校舎耐震補強工事設計

業務について、先ほどの第２２号議案、一般会計補正予算（第６号）により廃止しま

した債務負担行為に係る設計業務委託料、債務負担行為分２，５０８万９，０００円

を全額減額し、改めて府中中学校校舎耐震化工事設計業務委託料の平成２６年度出来

高分、つまり基本設計分の３，６０４万４，０００円を補正計上するもので、差し引

き１，０９５万５，０００円の増額補正です。 

  次に、戻っていただきまして、３ページをお開きください。 

  債務負担行為補正です。追加としまして、府中中学校校舎耐震化工事設計業務委託

は、校舎の耐震化工事の実施設計を２カ年かけて行うため債務負担行為とするもので

す。期間は平成２６年度から平成２７年度、限度額は７，４０３万円です。 

  以上が平成２６年度府中町一般会計補正予算（第１号）の補足説明です。よろしく

お願いいたします。 

○議長（中村 勤君） ただいまの説明に対し質疑を行います。 

  質疑は一括で行いますが、ございますか。 

  １０番慶徳議員。 

○１０番（慶徳宏昭君） ２２号議案で債務負担行為の廃止を今議決されたんですが、

この金額が７，７６５万２，０００円、このたび上がってきたのが、債務負担行為で

すが、７，４０３万円ということで、先ほどの説明で屋根裏が剥離したから見直すん

だという説明だったんですが、通常であれば、金額のことを言ってるんです、高くな

らんといけんのに、なぜ安いのか、そこの説明してください。 

○議長（中村 勤君） 答弁。 

  企画財政部長。 

○企画財政部長（高石寛智君） 昨年１２月に補正計上させていただきました府中中学

校校舎耐震補強工 事 の 設 計 業 務委託料に つきまし ては、総額が７，７ ６ ５万

２，０００円となっております。今回２５年度の債務負担行為を廃止し、改めて平成

２６年度債務負担行為を補正計上させていただくのは、限度額が７，４０３万円とな



- 33 - 

っておりますが、２６年度予算分としまして、基本設計分としまして３，６０４万

４，０００円を計上しておりますので、設計業務、この設計業務というのは、基本設

計と実施設計あわせた業務ですが、変更後のこの設計業務の総額と、予算総額という

のは、２６年度改めて設定しました債務負担行為の限度額７，４０３万円と、２６年

度予算に改めて計上させていただきました基本設計分３，６０４万４，０００円合わ

せました１億１，００７万４，０００円が変更後の設計業務に係る予算額というふう

に御理解ください。 

  以上です。 

○議長（中村 勤君） よろしいでしょうか。 

  １０番慶徳議員。 

○１０番（慶徳宏昭君） ２６年度から２７年度の債務負担行為ということになれば、

２６年度の金額もこの中へ入っとるんじゃないですかね。解釈が違っとったら、違っ

とると教えてください。 

○議長（中村 勤君） 答弁。 

  企画財政部長。 

○企画財政部長（高石寛智君） ２５年度の１２月補正で計上しました、設定させてい

ただいた債務負担行為の限度額というのは７，７６５万２，０００円ですが、２５年

度は契約締結のみで、出来高、２５年度分の出来高は、２５年度の予算には補正予算

としては計上しておりません。２６年度につきましては、変更前の設計業務のうちの

基本設計分としまして、今回２６年度予算補正させていただきます２，５０８万

９，０ ０ ０円、これが変更前の 設 計 業 務 に 係 る 予 算相当額なんですが、この

２，５０８万９，０００円というのは、２５年１２月補正計上しました７，７６５万

２，０００円の中に含まれております。ということで、この設計業務の総額、債務負

担行為の限度額、総額というのは７，７ ６５万２，００ ０円から変更後は１億

１，００７万４，０００円に変更されております。 

○議長（中村 勤君） よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

  １６番中村武弘議員。 

○１６番（中村武弘君） これ関連なんですけど、ちょっと教えてください。先ほど

２５年の場合の事項のところの府中中学校校舎耐震補強工事となってますね、今度
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２６年度は補強化工事になっとるんですが、これは言葉だけの違いなんですか、それ

とも中身が違ってくるんですか。 

○議長（中村 勤君） 答弁。 

  企画財政部長。 

○企画財政部長（高石寛智君） ２５年度に１２月に補正計上させていただきました債

務負担行為の名称は耐震補強工事の設計業務、２６年度に改めて補正計上させていた

だく債務負担行為の名称は、耐震化工事の設計業務ということで、先ほど補正予算の

説明の中で申しましたが、耐震化の方針を大きく変更したと、その大きく変更したと

いうことにつきましては、変更前は、基本的には耐震補強で改修をしていくという基

本的な方針であったところが、変更後は、耐震化の方針の大きな変更というのは、耐

震補強だけでなくて改築を含めた耐震化の改修を行っていくということで、この名称

を耐震補強から耐震化工事に変更をしております。 

  以上です。 

○議長（中村 勤君） よろしいですか。 

  ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村 勤君） なければ、日程第５、第２３号議案、平成２６年度府中町一般

会計補正予算（第１号）について、原案のとおり決したいと思いますが、御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村 勤君） 御異議なしと認めます。よって、日程第５、第２３号議案、平

成２６年度府中町一般会計補正予算（第１号）については、原案のとおり可決決定を

いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村 勤君） 日程第６、第２４号議案、府中町非常勤消防団員に係る退職報

償金の支給に関する条例の一部改正についてを議題に供します。 

  本件について理事者の説明を求めます。 

  町長。 

○町長（和多利義之君） 第２４号議案 平成２６年３月１７日提出。 

  府中町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について。 
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  府中町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例

を次のように定める。 

                             府中町長 和多利義之 

  提案理由でございますが、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行

令の改正に伴う退職報償金の引き上げ、その他退職報償金の支給に係る規定を整備す

るため、条例の一部を改正するものでございます。 

  詳細についての説明は、消防長がさせていただきますので、よろしくお願いをいた

します。 

  以上でございます。 

○議長（中村 勤君） 補足説明。 

  消防長。 

○消防長（中村克司君） 第２４号議案、府中町非常勤消防団員に係る退職報償金の支

給に関する条例の一部改正につきまして、補足して説明させていただきます。 

  第２４号議案参考資料をごらんください。 

  昭和３０年に全国で約２００万人いた消防団員は年々減少し、平成２５年では約

８７万人と半数以下に減少しております。 

  本町の消防団員の定数は７５人ですが、現在の実員は７０名であり、５人の欠員が

生じております。今後発生が予想される南海トラフ地震、首都直下型地震等の大規模

災害に備え、消防団員の確保、災害能力のさらなる向上が喫緊の課題でございます。 

  こうした状況を鑑みて、平成２５年１２月１３日に消防団を中核とした地域防災力

の充実強化に関する法律が施行され、消防団員の確保、処遇の改善、装備や教育訓練

の充実について、国及び地方公共団体は必要な措置を講ずることが義務づけられたと

ころでございます。 

  また、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部がこの３月

７日に施行されましたので、この政令改正を受け、本町においても府中町非常勤消防

団員に係る退職報償金の支給に関する条例を改正する必要がありますので、上程させ

ていただいております。 

  改正内容は、別表の退職報償金支給額を政令改正に準じて最低支給額を２０万円と

するとともに、そのほかについては一律５万円増額するとともに、支給基礎となる階

級の取り扱いについて、階級履歴の中で退職時の階級より上位の階級に属した期間が



- 36 - 

１年以上ある場合の取り扱いを規則で整理することとしたものでございます。 

  なお、退職報償金のアップに係る共済基金への掛金の値上がりはございません。 

  以上、府中町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正につ

いて、補足して説明をさせていただきました。 

  なお、本条例の施行期日は平成２６年４月１日とし、ただし、改正後の退職報償金

支給額は、平成２６年４月１日以降に退職する団員に適用し、平成２６年３月３１日

以前に退職した団員については、従前の例によることとさせていただいております。

よろしくお願いいたします。 

○議長（中村 勤君） ただいまの説明に対し質疑のある方。 

  ３番繁政議員。 

○３番（繁政秀子君） まず、男女共同参画でしょう。５人も足らないんだから、女性

の消防団を考えたことはないのかどうなのか。若い人でも元気な人は男よりも元気な

人おってよ。男よりも自動車も何もかも運転できるし、とってもすばらしい女性がい

ますから、その点はどうなのか。 

  それで、年齢制限があるのか。例えば何歳から何歳までじゃないと消防団員になれ

ないというのがあるのか。 

  それから今度、消防団員になるまでには研修会とかいろいろあるんだと思うんです

が、それをクリアせんと消防団員になれんのじゃないかと思うんですけど、今度クリ

アしたら、非常勤ですから、非常勤でしょう。何か行事があります、何かがあります

よ、出席日数が要るのか、全然出席せんでも籍を置いといたらいいのか、その辺がよ

うわかりませんので、やっぱり消防団員として女性も入れてもらおう思うたら、よう

聞いとかないけませんので、その辺をしっかりと説明してもらいたい。 

○議長（中村 勤君） 答弁。 

  消防次長。 

○消防次長（中川和幸君） ただいまの御質問です。まず、第１点が女性消防団員の件

なんですが、考えたことはございます。というか、ちょっと事例があったんですよ。

ただ、問題は環境整備、例えばトイレの問題であるとか、更衣室の問題であるとか、

そういったものがちょっとまだ整備できてなかったので、お断りしようかなと思うた

んだけど、その前に向こうから断られたという事例が。ただ、この女性消防団員の問

題いうのは、今後絶対に避けて通れない問題だろうと思いますので、極力そういう環
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境整備をして受け入れを行っていきたいと思います。 

  続いて、入団の年齢制限です。年齢制限はたしかなかったと思います、入るのも、

やめるのも。ただ、府中町に住んで健康な方というふうにしております。 

  それから、入るに当たっての基準といいますか、なんですけど、これも特にはござ

いません。入っていただいて、それからいろんな訓練であるとか、消防学校で行われ

る教育であるとか、そういったところに行って消防団員としての適性を積んでいただ

くというふうになっております。 

  それから、出席率によって団員の資格云々というあれなんですが、確かに、今

７０名の団員さんがいらっしゃるんですけど、ほとんど出てこれないという団員さん

もいらっしゃいます。ほんのわずかなんですよ。それはやっぱりそれなりの理由がご

ざいまして、じゃあそれをもって、ほいじゃあもうあなたは団員の資格はありません

よというようなあれもちょっとできませんので、極力出ていただけるような、もちろ

ん年度初めには行事計画とか示して、あるいは災害出動、これは計画は示しませんけ

ど、いうのも説明して、極力出ていただくようなお願いはしておりますが、あなたは

出席してないから退いてくださいということはちょっとできないというような状況で

ございます。 

  以上です。 

○議長（中村 勤君） ４番益田議員。 

○４番（益田芳子君） 今回、消防団を支援する地域防災力充実強化法っていうことで、

消防団支援法が成立いたしました。これは今に言われますように、団員の減少に歯ど

めをかけることと、それから処遇改善などでもありますけども、最近特に豪雨や、ま

た台風などの自然災害も頻発をしております。地域防災の強化ということで、本当に

消防団の重要性がますます問われてくるんではないかと思いますけども、東日本大震

災で救援活動中に１９８名の消防団員が殉職をされております。地域を守るという使

命感をもって現場に駆けつけてくださいましたけども、そのときに大変厳しい状況が

あったと。今回処遇、またそういった備品等の改善等も言われております、東日本大

震災では駆けつけた団員が底の薄いいわゆる長靴といいますか、そういった靴で底に

くぎが刺さったというような事例もありますので、そういった装備に関しても、極力

そういったこともあわせてお願いをしたいと思います。 

  それから、今回新たに自治体の職員の入団も、自治体の裁量に合わせて職務に支障
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がない限り認めるということも入っております。また、他の自治体では、団員不足と

いうことで、高校生の１日体験ということもあわせて、またそれから団員のОＢの方

にももう一度声をかけるというようなこともありますので、そういった点も検討をし

ていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（中村 勤君） 要望でよろしいですか。 

  ３番繁政議員。 

○３番（繁政秀子君） すいません、階級は、階級よね、この階級によって退職金も違

うじゃけ。階級は、今さっき言うたでしょう。真面目に出ていきよる人と、全然出ん

人とおるじゃない。それでも年数がたっとったら階級が上がるんか、その辺はどうな

の。階級は年数がたっとったら、余り出とってないのに、ここら辺いっぱいつけて、

階段上がるのも大変なような人がなっとった。あんなんね、やっぱり人が見たらすぐ

わかるけんね。だから、やっぱり階級はどのようして上がるんかいうて、私に聞いて

んよ。階段上がってないけだめなんじゃない言うたんじゃけど、階段みたいなことは

ないけね、階級はほいじゃけ、長年おったら階級が上がるんかどうか。おっちゃった

け、上がるんじゃろういうて言うとったんじゃけどね。その辺がどうかようわかりま

せんから。 

  それから、最初言ったように、あれ竹原だったかね、どっかね、女性の消防団員が

おっちゃったような気がするのよね。おってじゃけんね。じゃから、やっぱり女性の

消防団員も入れて、女性は女性の視点で活躍の仕方が違うけんね。男女共同参画だか

ら、早目に今の環境整備とおっしゃったが、それをされて、ぜひ５名も不足しとんや

から、５名ほど女性が入って活発に元気にやってもらえるようにしてもらいたい。今

の階級の問題を言って。 

○議長（中村 勤君） 答弁。 

  消防次長。 

○消防次長（中川和幸君） ただいまの階級の問題なんですけど、これは年数がたてば

自動的に上がっていくということでは絶対ありません。 

（発言する者あり） 

○消防次長（中川和幸君） そうなんです。やっぱりどう言ったらいいですか、階級は

いろいろあって、上から言えば団長、副団長とかあるわけで、誰かがやめんと上に上
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がれんですから、そういうことです。 

  それから、女性消防団員の件なんですが、いわゆる機能別といいますか、女性には

女性に適した消防団としてのお仕事があります。じゃあ何でもかんでも災害にも対応

します、予防活動にもしますというのは一般団員なんですけど、そうじゃなくて、女

性の場合は、例えば予防のほうのあれであるとか救急講習の講師であるとか、そうい

った方面での機能別消防団員という考え方も持っておりますので、ただ、今現在はま

だつくり切れておりませんが、来年度は考えてまいります。そういうことでよろしく

お願いします。 

○議長（中村 勤君） ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村 勤君） なければ、以上をもって質疑は終わります。 

  討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村 勤君） なければ、お諮りします。 

  日程第６、第２４号議案、府中町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する

条例の一部改正について、原案のとおり決したいと思いますが、御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村 勤君） 御異議なしと認めます。よって、日程第６、第２４号議案、府

中町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正については、原

案のとおり可決決定をいたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村 勤君） 日程第７、第２５号議案、工事請負契約の締結についてを議題

に供します。 

  本件について理事者の説明を求めます。 

  町長。 

○町長（和多利義之君） 第２５号議案 平成２６年３月１７日提出。 

  工事請負契約の締結について。 

  次の工事の契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得または処分に関する条例（昭和３９年条例第２５号）第２条の規定により議会の議
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決を求める。 

                             府中町長 和多利義之 

  提案理由でございますが、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、条例で

定める契約を締結をするためでございます。 

  詳細についての説明は建設部長がさせていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  以上です。 

○議長（中村 勤君） 補足説明。 

  建設部長。 

○建設部長（森島正二君） 第２５号議案、工事請負契約の締結について、補足説明を

いたします。 

  まず初めに、今回参考資料として添付しております図面をカラーコピーして作成を

いたしておりますが、図面の中の文字が多少潰れて大変見えにくくなっているという

ことがございますので、この場をおかりしましておわびを申し上げます。申しわけご

ざいませんでした。 

  それでは、補足説明をさせていただきます。 

  工事名、府中中央小学校校舎改築工事、工事場所、府中町浜田二丁目６番１号、請

負金額、２１億７，４０４万円、請負人、広島市中区国泰寺町一丁目７番２２号、株

式会社奥村組広島支店でございます。 

  次の第２５号議案参考資料をお開きください。 

  仮契約日は、平成２６年３月６日でございます。工期につきましては、議会の議決

のあった日の翌日から平成２８年６月３０日まででございます。 

  府中中央小学校校舎の現校舎は、昭和４３年から４７年に建築され、おおむね

４５年を経過しております。施設の老朽化が著しいことに加え、平成２０年度に実施

した耐震診断の２次診断において耐震性に問題があるとともに、耐震補強を行うこと

が困難であると、評価委員会において確認をされたことから、改築により新校舎建設

を行います。 

  まず初めに、本工事の入札の経緯について御説明をいたします。 

  本工事は、当初１月２２日に入札を執行いたしましたが、第１回目の入札で技術者、

作業員の確保が困難等の理由により、１２社指名した業者のうち１０社の辞退があり、
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第２回目の入札では、残り２社とも辞退となり、落札者となるべきものがないため不

調となりました。これを受け、平成２７年度末の新校舎完成を目指し、早期の工事着

手を図るため、早急に設計内容を変更し、再入札を行ったものでございます。 

  それでは、府中中央小学校校舎改築工事の概要について説明をさせていただきます。 

  お手元に議案参考資料の図面としまして第２５－１号から第２５－１１号までの資

料を配付いたしております。 

  まず、第２５－１号議案参考資料をお開きください。 

  新校舎の完成予想図を２枚載せております。左上が空の上から見た図で、新校舎の

左側には既存の給食棟、右側には既存の体育館が描かれております。給食棟、プール

及び既に耐震化工事が終わっている体育館はそのまま残して現校舎を解体し、その後

に新校舎の建築を行います。体育館、給食棟と新しく建築する校舎の間には、鉄骨造

の渡り廊下を新築いたします。右下の完成予想図は、北側の正門から見たアプローチ

のイメージ図でございます。新しい正門は、校舎からグラウンドへ移動する動線に配

慮し、学校敷地の北東部に配置をいたします。 

  次に、第２５－２号議案参考資料をお開きください。 

  新校舎の施設概要と配置図及び工事工程計画表を記載しております。 

  校舎棟の構造は、鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、地上３階建てで、延べ面積は

７，５６０．２１平方メートルとなっております。屋根は一部が瓦ぶきで、一部が陸

屋根になっております。 

  また、児童の通学の安全確保のため、学校敷地北側道路、これは町道浜田８号線側

でございますが、歩道を新校舎改築工事完了後、平成２８年度に学校側に拡幅する予

定でございます。現在はガードパイプで車道と歩道が分けられ、車道が狭いところで

４．２５メートル、歩道が１．２５メートルと狭いため、将来的に歩・車道を含め

９メートルの道路幅員で道路改良工事を行う計画としております。 

  図面の左下に工程計画表をお示しをしておりますが、平成２６年３月下旬から平成

２６年８月までに仮設校舎を建設、平成２６年９月から１２月まで現校舎の解体を行

い、平成２６年１２月から平成２８年３月までに外構工事を含めて新校舎建設工事、

平成２８年４月から６月に仮設校舎の解体を行う工事工程計画といたしております。 

  次に、第２５－３号議案参考資料をお開きください。 

  新校舎１階の平面図でございます。校長室、職員室、事務室、教育相談室、図書室、
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コンピューター教室、普通教室３室、特別支援学級４室、保健室、プレイルーム、ワ

ークスペース、多目的スペース、教材室を配置し、和式、洋式の両方を設置した男女

トイレを２カ所、多目的トイレを２カ所配置し、多目的トイレの１カ所にオストメイ

トを設置をいたします。 

  次に、第２５－４号議案参考資料をお開きください。 

  ２階の平面図でございます。普通教室１０室、少人数教室１室、特別教室の家庭科

室２室、これは被服室と調理室でございます、音楽室１室、図画工作室１室のほか、

多目的スペース、ワークスペース、テラス、創作テラスを配置しております。普通教

室は学年ごとの構成がしやすいように、南側にまとめて配置をいたしております。 

  続いて、第２５－５号議案参考資料をお開きください。 

  ３階の平面図でございます。３階には普通教室６室、少人数教室１室、多目的室、

児童会室、特別教室の理科室２室、音楽室１室のほか、多目的ホール、多目的スペー

ス、ワークスペース、屋上テラスを配置をしております。２階と同様な考えで普通教

室を配置しておりますが、３階は勾配屋根の部分を生かし、ハイサイドライト、これ

は壁の高い位置についた窓でございますが、これを設けまして、採光、通風に考慮し

ております。 

  また、多目的ホールは、学年単位での活動やさまざまなイベントにも利用できる広

さを確保し、地域開放が可能になるよう配置をいたします。屋上テラスは、解放感の

ある児童の自由な活動の場であり、理科室を一体的な利用も可能とします。 

  次に、第２５－６号議案参考資料をお開きください。 

  屋上階の平面図でございます。空調用室外機を設置するスペースや、将来的に太陽

光発電パネルを設置できるように、スペース及び基礎をあらかじめ設けます。エアコ

ンは１階特別支援学級、図書室、コンピューター教室、管理諸室、２階の音楽室に設

置をいたします。 

  次に、第２５－７号議案参考資料をお開きください。 

  新校舎の立面図でございます。一番上は運動場側から見た南立面図でございます。

中央は正門側から見た北立面図で、一番下の左側は体育館側から見た東立面図、その

右側は給食棟側から見た西立面図でございます。外壁は周囲の建物との調和を図り、

威圧感を与えない色彩とし、瓦屋根により落ちつきのある雰囲気を出す計画としてお

ります。また、省エネ対策として、外壁や屋根面の熱負荷の影響を少なくするため、
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断熱処理を行っております。 

  次に、第２５－８号議案参考資料をお開きください。 

  新しい校舎を現位置に建設するために必要になる仮設校舎の配置図でございます。

仮設校舎は、既存校舎南側に計画するように考えております。仮設校舎の規模は、学

校運営に支障のない範囲で、極力コンパクトにまとめ、工事費を抑えた計画としてお

ります。構造は鉄骨造、プレハブ３階建てで、延べ床面積は約４，０００平方メート

ルでございます。エアコンは普通教室、特別支援学級、特別教室、管理諸室に設置を

いたします。 

  第２５－９号議案参考資料をお開きください。 

  仮設校舎の１階平面図、２階平面図でございます。１階には、管理諸室としまして、

事務室、校長室、職員室、保健室、放送室、印刷室、特別支援学級２教室、図書室、

普通教室を配置をいたします。２階には、普通教室１１教室、少人数教室１教室、コ

ンピューター教室を配置をいたします。 

  第２５－１０号議案参考資料をお開きください。 

  仮設校舎の３階平面図、屋根伏図でございます。３階には普通教室６教室、少人数

教室１教室、特別教室として家庭科室、理科室、音楽室、図工室が各１教室を配置を

いたします。 

  次に、第２５－１１号議案参考資料をお開きください。 

  工事の順序を追ったステップごとの図面を載せております。工事範囲を斜線で表示

をいたしております。多少見にくいかと思いますが、斜線で表示をいたしております。 

  冒頭の工程計画で御説明させていただきましたが、第１段階が仮設校舎建設時の図

で、平成２６年４月から平成２６年８月までに仮設校舎を建設します。第２段階が現

校舎解体時の図で、平成２６年９月から１２月までに現校舎の解体を行います。下段

の左側、第３段階が新しい校舎の建設時の図で、平成２６年１２月から平成２８年

３月までに外構工事を含めて新校舎建設工事を行います。第４段階が仮設校舎解体時

の図で、平成２８年４月から６月に仮設校舎の解体を行う工程になっております。 

  工事概要の補足説明は以上でございます。 

  新校舎完成まで２年間の工事を予定をいたしております。その間、事業等に支障が

出ないよう万全の準備を行い、児童、近隣及び通行中の皆様への安全確保を何より最

優先に考え工事を進めていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いを申
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し上げます。 

  以上でございます。 

○議長（中村 勤君） ここでお諮りします。 

  ２５号議案に対して質疑を今から、今からといいますか、これから入るわけですが、

続けてやるか、あるいは昼食を挟んで、その後、午後からに移すか、どちらをいたし

ましょう。 

  西議員。 

○８番（西 友幸君） 続いてお願いします。もうちょっとですから。 

（発言する者あり） 

○議長（中村 勤君） たくさん質問がございますか。 

（発言する者あり） 

○議長（中村 勤君） それでは、続けてやるという方、挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

○議長（中村 勤君） 少数ですね。 

  休憩をとるという方は。 

（賛成者挙手） 

○議長（中村 勤君） 多数でございますので、休憩にいたしましょう。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村 勤君） それでは、午後１時１５分に再開いたします。休憩に入ります。 

（休憩 午後 ０時０２分） 

 

（再開 午後 １時１５分） 

○議長（中村 勤君） 休憩中の議会を再開いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村 勤君） 午前中に説明を受けましたので、これからは質疑を行います。 

  質疑のある方。 

  ６番上原議員。 

○６番（上原 貢君） 新しい校舎ができるということで、非常にこの写真を見てうれ

しく思うんですけど、一つだけ残念なことがあって、僕、前から思うんですけど、せ

っかくこの新しい校舎ができるのに、これエアコンどうしてないんかと思うんですよ。
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多分みんな思う。もう保護者も思うし、町民も思うし、あっこへ来た人はみんな思う。

あんな新しい校舎ができて、中にプロペラがあるというのは本当に考えられんことで

すよ、今どき。もう海田町も大竹もみんなエアコンがつくんですよ。だから、全部一

遍にするとお金がかかるんで、こういうところからエアコンをつけていくべきだと僕

は思うんですよ。今、設計段階でもう多分入ってないんだろうと思うんですが、ない

なら、ないなりに将来つけるようなスペースを確保しておくとかいうふうなことをお

願いしたいんですが、いかがでしょうか。 

○議長（中村 勤君） 答弁。 

  建設部長。 

○建設部長（森島正二君） ６番上原議員からの質問でございます。エアコンの設置が

学校にないということで、部分的な部屋にはあるんですが、普通教室にないというこ

とでございます。これにつきましては、前々から説明させていただいていますように、

今回学校耐震化の目標が一番ということで、それを主眼に置いて今回設計をさせてい

ただいておるということの中から、今回も普通教室にはエアコンがないということな

んですが、これにつきましては、一応配管スペース等は将来においてそういう予算が

確保できれば設置できるような配管スペースは皆とっておくように今回しております

ので、御理解をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（中村 勤君） ほかに。 

  １０番慶徳議員。 

○１０番（慶徳宏昭君） ２点ほどお話を申し上げたいと思います。 

  一つは、先ほどの説明の中で屋根、これ一部瓦を採用するという予定だということ

で、大変すばらしいなと思います。こういった大きな建物で最初に支障が出るのは屋

上なんですよ。屋上防水、１０年に１回ぐらい、これは周りの壁も同じことなんです

が、現実的にはそうはいきません。したがって、１５年に１回ぐらいのペースでしょ

うか、フラットの屋根については防水シートなりステンレスを敷いてやっていても劣

化して、ステンレスは別ですよ、劣化しますので、こういった瓦を採用されるという

ことは大変すばらしいと思います。 

  それからもう一つは、質問です。これも説明にあったんですが、学校正面の北側で

すか、道路がありますが、ここを建てかえと同時に９メーターの幅員を確保すると、

歩道があると思いますので、歩道を含めて９メーターだろうと思います。そうすると、
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まだここの写真では、まあ言うちゃあ悪いが、漫画のような図面だと思いますので、

これから実施設計、詳細設計もされると思いますので、一番支障になってるのは給食

棟、給食棟と今現実に歩道がついてますが、そのすき間が、はかっちゃあおりません

が、私の感覚では１メーター５０ぐらいしかないんですよ。したがって、ここが車が

離合できない。小学校側から広い道路に出ようとしたら、随分後退して車をとめてお

かないと離合できないという形になりますので、果たしてここの部分を９メーター確

保するとするならば、給食棟が支障になってくるんじゃあないかと思います。まだ具

体的にはこれからよということになるかもしれませんが、そこら辺の考え方、１点質

問させてください。 

○議長（中村 勤君） 答弁。 

  建設部長。 

○建設部長（森島正二君） １０番慶徳議員からの御質問でございます。 

  ページ数でいきますと、２５－２号のほうの議案参考資料へ配置図を載せさせてい

ただいております。ここに学校側へちょうど給食棟のぎりぎりのところを食い込んで

道路を計画するようにいたしております。この給食棟を今回新築ということはなりま

せんので、今回この給食棟を残した形での浜田８号線の町道の路線を計画したいとい

うことでございます。ですから、ここの首根っこのところで、一応基本的には９メー

ターとれますので、そのうち６メーターが車道、歩道が３メーターということで、基

本的には鶴江鹿籠線から入ってきた場合に、ここでの離合は将来においては十分にで

きて、ほいで歩道の幅員も３メーター確保できますので、これだけあれば一応、十分

とはいきませんが、今までより大分改善はされていくだろうということで、今考えて

おるというところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村 勤君） ほかにございませんか。 

  １６番中村武弘議員。 

○１６番（中村武弘君） 駐車場についてお聞きしたいんですけど、どこの学校も一緒

だと思うんですけど、狭い中を駐車場をできるだけいうて、ここ５２台になってるん

ですけど、基本的にこの図面で見た、正門から入った縦の部分が、一般いうか行事な

どで私らが使わせてもらうところになるのか、それともずっと左側に寄ったところも

置けるようになる。いうのは、いつもあそこは今の学校は、正門があこの新聞屋さん
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の前からなって、私ら車を置いたら、ぐるっと回らにゃあいけん。ほいで、まあ、あ

こ靴を脱いで校舎の中を通って、また行くようになるんですけど、新しい学校もやっ

ぱりそういう前提でやっておられるんですかどうか、お聞きします。 

○議長（中村 勤君） 答弁。 

  建設部長。 

○建設部長（森島正二君） １６番中村武弘議員からの御質問でございます。 

  これについては、先ほどの２５－２号の議案参考資料を見ていただきたいと思いま

す。ちょうど屋内体育場の北側にある程度駐車スペースを設けおります。これは将来

において校庭開放等した場合に置くスペースで、ある程度の台数をそこへ確保してお

ります。それと、校舎の北側において、一応一般来客の駐車場ということで台数を確

保しておるというところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村 勤君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村 勤君） なければ、日程第７、第２５号議案、工事請負契約の締結につ

いて、原案のとおり決したいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村 勤君） 御異議なしと認めます。よって、日程第７、第２５号議案、工

事請負契約の締結について、原案のとおり可決決定をいたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村 勤君） 日程第８、第２６号議案、工事請負契約の締結についてを議題

に供します。 

  本件について理事者の説明を求めます。 

  町長。 

○町長（和多利義之君） 第２６号議案 平成２６年３月１７日提出。 

  工事請負契約の締結について。 

  次の工事の契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得または処分に関する条例（昭和３９年条例第２５号）第２条の規定により議会の議

決を求める。 

                             府中町長 和多利義之 
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  提案理由でございますが、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、条例で

定める契約を締結するためでございます。 

  詳細についての説明は、引き続き建設部長がさせていただきます。よろしくお願い

いたします。 

  以上でございます。 

○議長（中村 勤君） 補足説明。 

  建設部長。 

○建設部長（森島正二君） 第２６号議案、工事請負契約の締結について、補足説明を

いたします。 

  工事名、府中南小学校校舎耐震補強工事（１４－１・２号棟）、工事場所、府中町

柳ケ丘５１番２５号でございます。請負金額、１億５，８７６万円、請負人、広島市

南区出汐二丁目３番７号、堀田建設株式会社でございます。 

  次の第２６号議案参考資料のほうをお開きください。 

  仮契約日は、平成２６年３月６日でございます。工期につきましては、議会の議決

のあった日の翌日から平成２６年１０月３１日まででございます。 

  工事の目的でございますが、平成２３年度に策定した府中町学校施設耐震化推進計

画に基づき、府中南小学校校舎の１４－１号棟及び１４－２号棟の耐震化を図るため、

耐震補強工事を行うものでございます。 

  それでは、第２６－１号議案参考資料のほうをお開きください。 

  配置図の黄色で着色した箇所１４－１・２号棟の耐震補強工事の概要でございます。

１４－１号棟と１４－２号棟は、建設完了が昭和４２年と昭和４８年となっています

が、建物としては一体となっております。 

  図面右下側の４つの面が各階の平面図、右上側の４面が立面図（改修後）でござい

ます。 

  右上側の南側立面図で赤で着色している箇所、これは南側グラウンド側になります

が、１階、２階、３階部分に鋼板内臓型鉄筋コンクリートブレースを７構面設置をい

たします。 

  また、その下の北側立面図、これは鵜崎児童公園側になりますが、１階、２階部分

に同じく鋼板内臓型鉄筋コンクリートブレースを３構面設置をいたします。 

  また、柱を破壊しにくくするために、１階に５カ所、２階に１カ所、３階に１カ所



- 49 - 

でございますが、黄緑色で三角印で表示している部分でございます。ここにスリット

を設置をいたします。これは腰壁が柱に接続されていると地震時に柱が破損しやすく

なるため、すき間を設けるものでございます。 

  右下の１階平面図の中央部でございますが、丸の中に斜線を引いて紫色で着色した

箇所でございますが、これは柱のＲＣ巻き立て補強、これは鉄筋コンクリート補強と

いうことでございまして、１カ所施工いたします。柱の断面積を増すことで強度を上

げる効果がございます。 

  そのほかに、１４－１・２号棟東側部分になりますが、南側立面図及び東側立面図

とＲ階平面図に青色で表示している部分でございますが、これは片持ち部材で支えら

れている屋上ひさしですが、これを撤去し、鉄骨と鋼板屋根に取りかえます。また、

同じく屋外階段の踊り場も、片持ち部材で支えられていますが、先端部分に鉄骨の柱

を新設し補強を施します。これらを設置することで、図面左下の表の耐震性能で示し

ていますが、構造の指標でありますⅠｓ値は、補強前が０．４９であったものが、補

強後は０．７１となり、文部科学省の基準であります０．７以上となります。 

  また、非構造部材耐震化工事で、鋼製建具の窓枠でございますが、地震時の児童の

安全確保、避難経路の確保の観点から、各階平面図で白丸の箇所、白い丸で書いてる

ところでございますが、ここ１０１カ所をアルミ建具に、また赤丸で表示してある箇

所、これ１０カ所をステンレス建具にやりかえます。 

  以上のように、本工事を実施することで、１４－１号棟及び１４－２号棟の耐震性

能が大幅に改善され、震災時の児童の安全性が確保されます。 

  なお、配置図右上の屋内運動場等は用途廃止の手続後、平成２８年度に解体する予

定といたしております。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（中村 勤君） ただいまの説明に対し質疑を行います。 

  質疑のある方。 

  ６番上原議員。 

○６番（上原 貢君） やっと入札ができたということで、非常にうれしいばかりなん

ですが、この耐震補強をやりますと、僕もいつも言うんですけど、補強したとこが窓

が暗くなるんです。照度が非常に低くなって、これやると同時に照度の補強をしとか

ないといけないんですよ。照度が低くなるんです、鉄骨が入るために。それと、東小
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学校でも生じておりますが、補強することによって窓が潰れて空気が入らなくなる。

そうすると、要するに暑いです、夏ね、窓がないから、空気が入らない。上から扇風

機をくるくる回しても、暑い中回すだけで、両方に窓がないと風が入ってこないです

から、そういうことが生じて今いるんですよ。ですから、この補強するときは、照度

と換気の件をよくよく考えてやっていただきたい。もし答えがあれば、よろしく。 

○議長（中村 勤君） 建設課兼職次長。 

○建設部次長兼建設課長（河中健治君） まず、今回耐震補強ということで鋼板内臓型

ＲＣブレース、全部で１０構面ですか、設置することになりますけど、確かにこれを

設置することによって部屋の中が暗くなるといったことになろうかと思いますけど、

これは定期的に学校側が照度の調査をして、その照度調整をするというふうに聞いて

おります。 

  次に、窓の開口部分がこのブレースによって多少ちょっと面積が小さくなるといっ

たことで、部屋の中が暑くなるといったことですが、これ府中小学校も使っておりま

す。既に南小学校も第１期工事で使っとるわけなんですけど、そのときには窓をあけ

て空気を入れかえていただいたり、風を入れていただいたりといったことで対応して

いただきたいということです。 

  以上でございます。 

○議長（中村 勤君） ６番上原議員。 

○６番（上原 貢君） 窓をあけても、これがあると窓をあけても空気が入らないです

よ。完全に潰れてるところもありますよね、もう御存じと思いますけど。だから、こ

ういうところは優先してエアコンをつけるしかないんですよ、そういう教室を使おう

と思えば、あるいは夏は使わないとかいう形にしていかないと。非常にここに入った

生徒は不幸ですよ、これは、非常に暑いですから。本当これ真剣に考えていただきた

いと要望しておきます。 

○議長（中村 勤君） ほかにございますか。 

  ３番繁政議員。 

○３番（繁政秀子君） 今おっしゃったように、これをやると窓があかんから暑いとか、

それから暗うなったとかいうのを、私らが見た目でそう思うんだけど、学校側のほう

でそうな要望が出てきたか、子供のほうでそうなことを言う子がおったか、ちょっと

教育委員会のほうでそういうように耐震をやって、子供たちの反響というか、それか
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らＰＴＡのほうの反響なんかはどうだったんか、その辺の意見も聞かせてもろうとき

たいと思います。 

○議長（中村 勤君） 答弁。 

  教育委員会総務部長。 

○教育委員会総務課長（森本雅生君） 要望ということなんですが、まず照度の件につ

いては、東小学校の耐震工事を行ったときと、今はちょっと基準が変わっておりまし

て、東小学校のときには、廊下側の窓が潰れたりというようなことに、耐震の工事を

行ったことによって、廊下側の窓が潰れたりというようなことがありましたので、教

室が暗くなった、風通しが悪くなったというようなことで話を聞いております。それ

については扇風機を設置したりとか、昼間も照明をつけたりとかいうことで対応して

いるような状況でございます。今、南小学校について工事が来年度行う部分、２４年

度の部分については工事が済んだわけでございますが、そこについてはまだちょっと

要望は聞いておりません。 

  以上です。 

○議長（中村 勤君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村 勤君） ないようでございますので、以上をもって質疑を終わります。 

  討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村 勤君） なければ、お諮りします。 

  日程第８、第２６号議案、工事請負契約の締結について、原案のとおり決したいと

思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村 勤君） 御異議なしと認めます。よって、日程第８、第２６号議案、工

事請負契約の締結については、原案のとおり可決決定をいたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村 勤君） 何でしょうか。 

○８番（西 友幸君） 議事進行したいんですが、よろしいでしょうか。 

○議長（中村 勤君） 結構ですが、何の議事進行でございますか。 

○８番（西 友幸君） 議場内のことも関係ありますので、皆さんに一言ちょっと、ど
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のように判断されるか。 

○議長（中村 勤君） ちょっとお待ちいただきたいと思うんですが、議案に対しての、

日程に対しての議事進行でございましたら受けられるんですが、日程とは違う案件の

ようでございますので、その議事進行は。 

（発言する者あり） 

○議長（中村 勤君） 今は議事を行ってるわけでございますから。 

○８番（西 友幸君） 議事が終わった後でやってください。終わった後で。 

○議長（中村 勤君） 案件は私の部屋に後で来てください。 

○８番（西 友幸君） 議員の皆さんが知っとってもらわないといけないですよ。（聴

取不能） 

○議長（中村 勤君） それは日程とは全然つながらないと思うんですから、後で私の

部屋に来てください。 

  次に参ります。 

○８番（西 友幸君） ちょっと待ってくださいよ。だめ言うて、わし言いよるんでし

ょう。 

○議長（中村 勤君） いやいや、だめ言われても、あれですから。 

○８番（西 友幸君） 日程第１０が済んで、その後にやってください。終わった後で

すから、終わった後にやってください要望しとるんですよ。 

○議長（中村 勤君） 閉会して、その後私の部屋に来ていただきたいということを言

ってるわけです。 

○８番（西 友幸君） （聴取不能）議員が皆考えないけん問題ですから、言ってるわ

けですから。皆、考えるの必要なんですよ、やっぱり。議場内で何をしていいか、悪

いか、そういうことを言いよるわけですから。 

○議長（中村 勤君） いやいや、そういう問題ではなくて、今日程と、これはお諮り

したはずです。議会が始まる前にきょうの日程は日程のとおり議会を進めてまいりま

すよということを申し上げたはずで、その日程が終わって、私の部屋でそのお話はお

聞きいたしますので、そのようにいたしてください。 

○８番（西 友幸君） では、皆さんに議員が集まった段階で、議員総会とか議員全体

会で言うてもらえますか。 

○議長（中村 勤君） それは聞いてから判断をいたしますので。 
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○８番（西 友幸君） 何が言いたいんかいうことを言ようる。 

（発言する者あり） 

○議長（中村 勤君） 議事日程のとおり進めることが私の仕事ですから、そのように

させていただきます。終わってからいらしてください。 

  次に進めます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村 勤君） 日程第９、議員提出第１号議案、「手話言語法」制定を求める

意見書についてを議題に供します。 

  提案者の説明を求めます。 

  ４番益田議員。 

○４番（益田芳子君） 議員提出第１号議案、平成２６年３月７日。 

  府中町議会議長中村勤様。 

  提出者、府中町議会議員以下１６名でございます。 

  「手話言語法」制定を求める意見書について。 

  このことについて、府中町議会会議規則第１２条の規定により提出をいたします。 

  「手話言語法」制定を求める意見書。 

  手話とは、日本語を音声ではなく、手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の

語源や文法体系を持つ言語です。手話を使うろうあ者にとって聞こえる人たちの音声

言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてき

ました。 

  しかし、ろう学校では、教育活動の中で手話を使うことが長い間認められていませ

んでした。また、社会的にも手話が認知されていなかったため、ろうあ者が社会生活

を送る上で非常な困難がありました。 

  ２００６年（平成１８年）１２月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話

は言語」であることが明記されています。 

  障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、２０１１年（平成

２３年）８月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言

語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保され

る」と定められました。 

  また、同法第２２条では、国、地方公共団体に対して情報保障施設を義務づけてお
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り、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもた

ちが手話を身につけ、手話で学び、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普

及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要で

あると考えます。 

  よって、政府（国）におかれては、次の事項を実現するよう強く要望します。 

記 

 １．手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが

手話を身につけ、手話で学び、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普

及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法（仮称）」を制定

すること。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

  広島県安芸郡府中町議会。 

  衆議院議長 伊吹文明様、参議院議長 山崎正昭様、内閣総理大臣 安倍晋三様、

文部科学大臣 下村博文様、厚生労働大臣 田村憲久様。 

  以上です。 

○議長（中村 勤君） 以上で提案説明を終わります。 

  質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村 勤君） なければ、質疑を終わります。 

  討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村 勤君） なければ、討論を終わります。 

  これより採決を行います。 

  ただいまの出席議員１５名で、採決に加わる者１４名でございます。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（中村 勤君） 全会一致。よって、日程第９、議員提出第１号議案、「手話言

語法」制定を求める意見書については、原案のとおり可決することに決定しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（中村 勤君） 日程第１０、議員提出第２号議案、介護保険制度における新た

な地域支援事業の導入に係る意見書についてを議題に供します。 

  提案者の説明を求めます。 

  ２番中井議員。 

○２番（中井元信君） 議員提出第２号議案、平成２６年３月７日。 

  府中町議会議長中村勤様。 

  提出者、府中町議会中井元信ほか１４名、計１５名の議員の皆様の賛同をいただい

ております。 

  介護保険制度における新たな地域支援事業の導入に係る意見書について。 

  このことについて、府中町議会会議規則第１２条の規定により提出します。 

  ちょっと本文を読ませていただきます。 

  現在、国においては、第６期介護保険事業計画を視野に、これまで個別給付として

実施してきた介護予防給付について、市町村が実施している地域支援事業に段階的に

移行させ、新しい地域支援事業として包括的に実施する方向で検討が進められていま

す。 

  介護予防給付やこれまでの地域支援事業については、介護予防を進めるため市町村

の現場で要支援者などに対する取り組みが進められ、介護サービス給付者の約３割程

度は要支援者であり、また介護予防給付も４，０００億円を超える額となっており、

介護予防に大きな役割を果たすようになってきています。 

  また、介護予防給付を担う事業所も地域の中で育ってきており、大きな力となって

います。こうした状況の中で、急激な制度変更は、現場の事業者や市町村に大きな混

乱を生ずることになります。よって、国におかれては以下の項目について、十分配慮

の上、特段の取り組みが図られることを強く求めます。 

記 

 １．新たな地域支援事業の導入に当たっては、市町村の介護予防事業の機能強化の観

点から、市町村の現場で適切に事業実施できるよう手引書の作成、先進的な事例

の周知、説明会や研修会を通じた丁寧な説明の実施を行うこと。 

 ２．特に、介護給付と合わせて事業実施を行っている事業者などに対して、円滑な事

業移行ができるよう、適切な取り組みを行うこと。 

 ３．これまでの地域支援事業については、事業費の上限が設定されていたが、新たな
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地域支援事業への移行に伴い、上限設定について適切に見直すこと。また、事業

の詳細については、市町村の裁量で自由に取り組めるよう配慮すること。 

 ４．新たな地域支援事業の実施に当たっては、住民主体の地域づくりなどの基盤整備

が重要であり、こうした市町村における環境整備にあわせて適切な移行期間を設

けるとともに、地域のマネジメント力の強化のため必要な人材の確保等について

は、消費税財源を有効に活用すること。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

  平成２６年３月１７日。 

  広島県安芸郡府中町議会。 

  内閣総理大臣 安倍晋三様、厚生労働大臣 田村憲久様、総務大臣 新藤義孝様。 

  以上でございます。 

○議長（中村 勤君） 以上で提案説明を終わります。 

  質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村 勤君） なければ、質疑を終わります。 

  討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村 勤君） なければ、討論を終わります。 

  これより採決を行います。 

  ただいまの出席議員１６名で、採決に加わる者１５名でございます。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（中村 勤君） 賛成多数でございます。よって、日程第１０、議員提出第２号

議案、介護保険制度における新たな地域支援事業の導入に係る意見書については、原

案のとおり可決することに決定しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村 勤君） 以上で、今定例会に付議された案件の審議は全て終了いたしま

した。 

  ここで町長が御挨拶したいと申し出ておられますので、許可します。 
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  町長。 

○町長（和多利義之君） それでは、３月定例議会閉会に当たりまして、一言御礼を申

させていただきたいと、このように思います。 

  ７日からきょうまでといいますと、暦日で１１日間、新年度予算を伴うということ

で長期にわたるんですけれども、今回、特に総計で３０件の議題を提起をさせていた

だいたということでございます。それぞれ皆さん方の御審議の中でお認めを頂戴をし

たと、改めてお礼を申させていただきたいと、このように思います。 

  御承知のように、非常に大きな事業を進めておるということでございまして執行に

当たっては一層効率的にしていかなければいけないと、常々思っておる。また、今回

もそのように頑張っていきたい、また引き続き皆さん方の御協力もいただきたいと、

このことを申し上げておきたいと、このように思います。 

  最後にしますが、ようやく寒さも明けて暖かくなる気配が見えております。季節の

変わり目ということになりますと、体調を崩しやすいという時期でもあろうかと思い

ますが、どうぞひとつ健康には留意をされて活躍されることを念じまして、一言御礼

にかえさせていただきたいと、このように思います。ありがとうございました。 

○議長（中村 勤君） これをもちまして、平成２６年第１回府中町議会定例会を閉会

いたします。御苦労さまでした。 

（閉会 午後 １時５２分） 


