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平成２７年第６回府中町議会定例会 

会 議 録（第２号） 

 

１．開 会 年 月 日     平成２７年１２月１１日（金） 

２．招 集 の 場 所     府中町議会議事堂 

３．開 議 年 月 日     平成２７年１２月１４日（月） 

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

４．出席議員（１７名） 

   議長  中 井 元 信 君    副議長  岩 竹 博 明 君 

   １番  小 菅 巻 子 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     ９番  中 村   勤 君 

  １０番  慶 徳 宏 昭 君    １２番  木 田 圭 司 君 

  １３番  力 山   彰 君    １５番  加 島 久 行 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（１名） 

  １１番  山 西 忠 次 君 

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

６．付議事件 

  １ 会議録署名議員の指名 

  ２ 一般質問 

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

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 



- 2 - 

      地 方 創 生 担 当 部 長   地 下   調 君 

      総 務 部 長   寺 尾 光 司 君 

      福 祉 保 健 部 長   立 石 佳 之 君 

      生 活 環 境 部 長   梶 川 幸 正 君 

      建 設 部 長   河 中 健 治 君 

      向洋駅周辺区画整理事務所長   土 手 澄 治 君 

      消 防 長   中 川 和 幸 君 

      教 育 部 長   金 藤 賢 二 君 

      福 祉 保 健 部 次 長   山 西 仁 子 君 

      生 活 環 境 部 次 長   坂 本 雅 司 君 

      教 育 次 長   戸 田 秀 生 君 

      企 画 課 長   井 上 貴 文 君 

      総 務 課 長   新 見 公 平 君 

      健 康 推 進 課 長   長 西 弘 子 君 

      予 防 課 長   新 宅 和 彦 君 

      総 務 課 長 （ 教 委 ）   胡 子 幸 穂 君 

      学 校 教 育 課 長   中 坊 京 子 君 

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

８．職務のため会議に出席した者 

      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（中井元信君） 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は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２７年第

６回府中町議会定例会第２日目の会議を開きます。 

  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（中井元信君） 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
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ることと決定いたしました。 

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

○議長（中井元信君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日は８番西議員、９番中村勤議員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

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

○議長（中井元信君） 日程第２、一般質問を議題に供します。 

  一般質問は、慣例に従って、総務文教から順を追って通告順に行います。 

  総務文教関係、第１項、和多利町長、４期１６年の成果と今後について、１５番加

島議員の質問を行います。 

  １５番加島議員。 

○１５番（加島久行君） 皆さん、おはようございます。１５番。和多利町長、４期

１６年の成果と今後につきまして、お尋ねをいたしたいと思います。 

  和多利町長、４期１６年の最終年となりますが、御案内のように、平成１３年に策

定した第３次総合計画も今年度で目標年次が終わるわけです。現在、新たな第４次総

合計画の策定中であります。町長自身、この１６年間を振り返ってみたとき、町政運

営などの成果をお聞きをいたします。町長の真意をお聞かせください。 

  また、今後についてでございますが、来年の５月には町長選挙の年であります。任

期は６月３日までですが、次期町長選挙への立候補の意思について、思いについて考

え方をお聞きをいたします。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（中井元信君） 答弁。 

  町長。 

○町長（和多利義之君） １５番加島議員の質問にお答えをしたいと、表題からします

と、もっと長い質問かなと思ったんだが、簡単に言っちゃったでしょう、あれ早く出

番が回ってきたと、今ちょっと驚いとるようなところでございます。それはさておき

ましてお答えをしていきたいと、このように思います。 

  私は、平成１２年６月に町長に就任をし、以来、これまでおおむね１６年間にわた

りまして、町議会議員の皆さんを初め、たくさんの方々の御支援をいただきながら、

町民の皆さんからの負託に応えるべく、より利便で、また住みやすいと感じていただ

けるまちづくりに向けて邁進をさせていただきました。 
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  後段の質問は、こうした中で次期についてということでございますが、結論から申

し上げたいということで、質問された、へこさかになるということでございますが、

一言で言いますと、今期を一つの区切りとして後進に道を譲りたいと、このように考

えておると、こういうことでございます。 

  若干その理由を申し上げますと、就任当時でございますが、当町を取り巻く社会環

境も大変厳しく、行政がどこへ行き着くのかと大変心配をいたしましたが、抜本行財

政改革を施しながら、必要な財源を確保し、やらなければいけない最低限の事業を進

めつつ、行財政体制の整備を進めてまいったということでございます。こうした結果、

いまだ厳しい状況にはあるとはいえ、一定のその思いを完成されることができたとい

うふうに思っておるということでございます。 

  こうしたことから、私の役割は一区切りついたと、こういう思いをしておりますと

同時に、年齢的にも来年は喜寿を迎えるいうことでございまして、これは最後のこれ

ほどいい潮どきはないと、こういうふうに考えておりまして、ここで後進に道を譲り

たいと、こういう思いだということでございます。 

  それから、前段を後段になりましたが、その質問でございますが、いずれにしても、

はあ最後じゃけん一言自分で自己評価してみいと、こういうことだと思います。大変

ありがたく思っておるということでもございます。 

  まず、私の思いを５項目にまとめましてお答えをしたいと、こういうことでござい

ます。 

  まず第１に、私はもともと町長になろうとも、またなれるとも思ったことはなかっ

た。たまたま当時、町内の多くの方々から、やれよという非常に大きな後押しをして

いただきました。最初にもかかわらず無投票で町長にさせていただいたと、こういう

ことでございますが、そこらを考えますと、まさに極めて幸運な男というふうにみず

からが思っておるということでございます。 

  また、市町村合併の折には若干の混乱はございましたけれども、これ以外はほとん

ど平穏に務めさせていただいたと、こういうことでございまして、これもひとえに議

員の皆さん、住民、また職員といった多くの方々の御支援のたまものということで、

大変深く感謝の念にたえないというところでございます。 

  次に、第２でございますが、私が就任した平成１２年ごろは、バブル経済崩壊後、

町の税収も年々減収となる一方、揚倉山健康運動公園の整備について、ふれあい福祉
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センターの整備と、多くの単独事業費を必要とする事業が続き、財源、財政調整積立

金も枯渇寸前で、先行きどうなるのか、町長になったが、本当にどうなるのかと、こ

う思った記憶がございます。 

  こうした中で、町長になった以上、何とかしなければいけないと、こういうことで、

とっさに思いついたのが抜本行財政改革、国より私のほうが早かった、この言葉を使

うのが、国は１年後に言い出した。いうことで、決意をして精力的に進めてきたとい

うことでございまして、一定のそういう思いが皆さん方の御協力のおかげでなすこと

ができたと、こういうことでございます。 

  その行政改革、ほいじゃが簡単にといいましても、よけあるもんですから、若干時

間かかると思いますが、イレブンにまとめた。まだ細かいこと言うたらあるんですが、

イレブンぐらいにまとめようということで御披露させていただくと、こういうことで

ございますが。 

  まず１つとして、業務の民営化で、これを先頭に立って対処、促進をしてまいりま

した。これを実現できたのは、これまでの長年の政治経験のたまものであると考えて

おるということでございます。 

  次に、２つとして、事業計画の大幅な見直しで、就任以来に掲げてきた事業計画を

大幅に見直し、選択と集中による整備を第３次総合計画に織り込み、町にふさわしい

施設整備を推進をしてまいりました。具体的には、府中ポンプ場内第２期工事を大幅

に見直す一方、補助街路整備計画を策定し、補助街路整備を進めてまいったと、こう

いうことでございます。 

  次に、３つ目として、補助財源の活用でございます。国、県の補助金、交付金制度

の情報収集を徹底させ、向洋駅周辺土地区画整理事業や道路事業の財源として補助財

源を積極的に活用し、事業を推進をしてまいったということでございます。 

  次に、４つとして、対外折衝の駆使でございます。県、国等へさまざまな機会を通

じて提案、陳情を行うとともに、大きな事業説明会などにも積極的に出席をいたしま

して、財源確保や県内、県事業の推進にも努めてまいらせていただきました。 

  次に、５つ目といたしまして、予算の不用額の原則凍結でございます。不要不急の

事業執行を凍結し、財政の安定化を推進しました。特に、予算を確保したら全部使え

と、来年は予算がつかんのというような世の中の定説でございますが、予算というの

は足らんようには組まん、足らんようになる場合もあるが、上を組む、総じて言うと
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余りが出る。そういうことになるんですが、いずれにしても、予算をとったら、あれ

もこれも使わんにゃあいけんように全国でやってきた時期がある。私が一番先にこれ

を凍結をして、そうは言いながら、補助事業についてはむしろ余らさんように、全部

使うようにしなきゃあいかん。半分は悪くても残るという理論でございまして、これ

が厳しいときの大きなまちづくり財源になったと、こういうことでございまして、こ

の不用額の凍結、これは私が日本全国で初めてやったことじゃないかなという気がい

たしておると、本当かどうかわかりませんけども、そういう気がしとると、こういう

ことでございます。 

  それから、６つ目といたしまして、遊休地の売却でございます。鹿籠出張所跡地を

初め、機能移転等により、当面の事業計画がない遊休土地について売却を進めました。

それをあるときには事業財源にしましたけれども、そうは言いながら、確保した土地

もその裏返しぐらいあるいうことでもあるんですが、不要な土地はたくさんの管理費

が長年草刈り等で要ってた。不要なもの売ったほうがええと。もともと古い人に言わ

すと、公共用地を売る町長は、不要であろうとどうであろうとリコール問題だと言う

た人がおる。ほいじゃが、私はそんな言動に動じず思い切ってやってきたと、こうい

うことであるわけでございます。 

  それから次に、７つ目といたしまして、真に必要な事業用地の確保で現在建設中の

（仮称）北部総合福祉施設用地となっている河川敷を初め、適切な時期に必要用地を、

言えばたくさんあるんですが、１つ代表だけ申し上げます、反面、折り返しぐらい土

地も必要なものは買うてきたと、こういうことでございます。 

  それから、８つ目でございますが、企画財政部の充実ということでございます。ま

ちづくりに資する政策立案のため、企画財政部の充実を図り、第３次総合計画に係る

施策の実現に努めてまいったと、こういうことでございます。企画は大体３人か４人

しかおらん。やっぱり財源もひっつけて、そこがやっぱり頭脳にしなきゃあ、このレ

ベルの町じゃあいい回転をしないという思いがあったもんですから、結構外部からは

抵抗を受けたんですが、やっぱり私が言うんが正しい、今まちづくりは非常にスムー

ズに回転をしておるということでございまして、この企画の充実をさせたと、こうい

うことでございます。 

  それから次に、９つ目として、コンサル行政の撤廃ということでございます。基本

的には、府中町のまちづくりは町が考える方針のもとで、真に府中町に合ったまちづ
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くり、政策立案を進め、過剰な投資の防止に努めてまいったと、こういうことでござ

います。いずれコンサルに任すんですが、事前に調査書を出さんと、コンサルよりは

府中町のほうが府中町のまちづくりは詳しいと、何ら問題ないと、問題起こしてない

というふうに私は思うんですが、そういうふうにしてきたと、こういうことでござい

ます。 

  それから次に、１０個目として、まちづくりに必要な事業への御意見への対応で、

みずから率先をして真摯に対応し、事業の円滑な推進に努めてまいらせていただいた

と、こういうことでございます。いささかも逃げたことはないと、こういうことでご

ざいます。 

  最後に、１１といたしまして、町民、職員の相談に適切な対応で町民や職員の相談

には即断、即決で回答し、迅速な意思決定によるまちづくりを進めてまいらせていた

だいたと、こういうことでございます。 

  以上、披露させていただきました抜本行財政改革をみずからも律しつつ、率先して

推し進めた結果、一定の成果を得ることができたとも考えておるところでございます。 

  次に、第３といたしまして、こうした行政改革を推し進める一方、より利便で住み

よいまちづくりに向け、選択と集中の中、在任期間中に実施してきた主な事業、時系

列に振り返ってみたいと、このように思います。 

  １つとして、コミュニティバスの導入でございます。町内南北の公共施設を結ぶ補

完交通として、平成１５年に導入して以来、現在では年間延べ１８万人以上の方に利

用されるようになり、主要な移動手段の一つとして、利便性向上、外出機会の創出に

大きな役割を果たしていると考えております。 

  次に、２つとして、イオンモール府中店の開業でございます。キリンビール広島工

場撤退後の跡地、大型商業施設の出店誘致を行うため、地区計画を定め、周辺街路整

備を行い、平成１６年に同店舗に出店いただいて、町の新たなにぎわいとして雇用の

拠点が生まれたということでございます。 

  次に、３つ目といたしまして、生涯学習センター、くすのきプラザの整備、文化協

会などの要望を受け、平成１９年に体育館、文化ホール、図書館等の多目的施設とし

て整備、生涯学習、生涯スポーツといった町民文化の拠点ができたと、このように考

えておるということでございます。 

  次に、４点目でございますが、補助街路整備計画の策定と推進でございます。災害
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に強いまちづくりと生活利便性の向上を目的に、平成１９年に幹線道路を補完する道

路として補助街路の整備計画を策定し、これまでみくまり２４号線等、６路線の整備

を進めて参ったということでございます。 

  次に、５つ目でございますが、住民に身近な行政サービスの拡充で、平成１９年度

のパスポート窓口の開設、平成２６年から福祉事務所の開設など、県の権能であった

事務の移譲を積極的に受け入れ、できる限り住民に身近な行政サービスが提供できる

よう体制を整備し、サービスの拡充を図ってまいりました。 

  次に、６といたしまして、府中南交流センターの整備でございます。平成２１年に

児童センター、老人集会所、地区センター及び役場出張所機能をあわせ持つ世代間交

流の場として開館し、多くの町民の方々に御利用いただいておるところでございます。

また、現在、新たに本町地区にも子供から高齢者まで御利用いただける施設の整備を

進めているところでございます。 

  次に、７つとして、幹線道路の整備でございます。平成２２年には町の南北を結ぶ

鶴江鹿籠線が全線開通するとともに、町内にインターチェンジを設置した広島高速

２号線の全線開通など、円滑な広域道路ネットワークが飛躍的に向上しました。 

  また、次からは現在の３大事業ということになりますが、８つ目といたしまして、

向洋駅周辺土地区画整理事業の推進で、町の南部並びに広島都市圏東部の活性化のた

め、最重点プロジェクトの一つとして、平成２０年本格着手以来、事業の推進に注力

しているところでございます。今後とも関連する広島市東部連続立体交差事業とあわ

せて円滑に推進できるよう、最善を尽くしてまいりたいと考えております。 

  この事業は、この間財源や計画に大きな課題が出てまいりましたが、一つずつ解決

し、今日を迎えましたが、完成までにはまだ多々課題も出てくるということで、総力

を挙げて理論的に解決してほしいと、このようにも願っておるということでございま

す。 

  次に、９つとして、公共下水道事業の促進でございます。就任当時約５割程度であ

った下水道普及率は、現在では９割まで普及し、河川の水質改善や快適な生活環境の

推進に大きく寄与したと考えております。 

  最後に１０個目といたしまして、学校施設耐震化の促進でございます。児童・生徒

の安全確保のため、現在、着手中の府中中央小学校、府中中学校の改築を初め、平成

２２年に策定した学校施設の耐震化計画を大幅に前倒し、今年度末には一定のめどが
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立つ見込みとなりました。 

  特に、かさ上げ助成の期限である平成２７年度を越える府中中学校等の耐震改修、

改築にも、国に平成２７、２８年の補正予算で枠を確保したいと言っていただいたと、

たび重ねての陳情の成果ということにもなろうかと思います。 

  以上、在任期間中に実施をしてきた主な事業の一部を紹介させていただきましたが、

こうしたまちづくりを進めるに当たり、私が常に抱いていたまちづくりの理念がござ

います。それが私の思いの第４でございます。まちづくりを鈍化させると地域は衰退

するということでございます。これは私がこれまで進めてきたまちづくりに裏打ちさ

れておりまして、厳しい社会環境に置かれている中も、行財政改革を進めつつ、選択

と集中を進め、真に必要な事業へ投資することで、考え得る最大限のまちづくりを進

めてまいった結果、人口減少社会と言われる中で、当町の場合、じわじわ人口が増加

をしており、今後のまちづくりにもよい影響が出てくると私は思っておるということ

でございます。 

  また、まちづくりの考え方はいろいろございます。１つとしては、まちづくりをほ

どほどにして、将来に備えて財政調整積立金をためる方法が１つある。これがたくさ

んの自治体がとってる方法なんですが、もう一つは、財政状況を見計らいながら、補

助財源を積極的に活用するとともに、国・県税を還元してもらい、元気なまちづくり

を進める方法がございます。当町の場合は、これまで避けて通ることのできない３大

事業、向洋駅周辺土地区画整理事業、公共下水道事業、学校耐震化を進めるため、お

のずと後者を選択をしてきたということでございます。 

  こうした結果によりまして、間違いなく約９割の住民の方が住みよいと感じ、また

人口減少社会の中でも人口がふえてきているという今日のまちづくりの現状があるわ

けでございます。今後もこうした積極的なまちづくりを続けていただきたい、このよ

うにも考えておるということでございます。 

  つけ加えますと、地域が衰退すると税収が下がり、国・県税の活用もままならない

というダブルパンチを食う憂き目になるということでございます。また、まちづくり

はその町の特徴を生かすべきで、周辺の町や全国の町々とは単純には比較できないと

私は思います。特に府中町の特徴、独特の特徴を持った町だと私は常に思っておる。

深い歴史と、これに伴う商・工・住のバランスする町はほかにそんなにないと、この

ように常に誇りを持ちながらまちづくりを進めてきた、こういうことでございます。 
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  最後に、５といたしまして、思い残したもの、今後に期待するものについてですが、

まず本町の財政状況について、就任当時に比べれば改善はしてまいった。本音を言え

ば、もっと改善したいと思っておりましたが、若干経済情勢も浮揚しかけているとは

いえ、いまだ穏やかな回復基調ということで、思うに任せなかった部分もあると思い

ます。しかしながら、この点はこれまで進めてきたまちづくりの成果として、行財政

の基盤は一応整えたということで、より経済情勢がよくなることで、何とか今後につ

なげていけるんではないかと、このようにも思っておるということでございます。 

  次に、都市行政を進める府中町にとって、行政サービス面、財政面、町のブランド

といったさまざまな側面を鑑みても、単独市制は大きなメリットがあると、このよう

にも考えております。県条例に阻まれている現状とはいえ、本町は既に十分その基盤

を整えており、今後も住民の機運醸成を図りつつ、関係機関との調整を進め、大いに

取り組んでほしいと、このようにも考えておると、こういう課題もあるということで

ございます。 

  また、府中町の今後について、全体を眺めてみると、本町を含むこの広島都市圏東

部はもう少し整備が必要とはするが、中・長期的に取り組めば、もっと発展が約束で

きると確信をいたしておるということでございます。 

  以上、かいつまんで１６年間を振り返らせていただいたところでございますが、ま

ちづくりを一言で語ると極めて煩雑で込み入ったものだということが言えると思いま

す。これは少しでも気を緩めるとすぐに財政を困窮化させます。立て直すにしても多

くの年数を要するということでございます。 

  このことから、次期を担う指導者、行財政運営に関する知識、能力、十分持った人

に引き継いでほしい。また、その上でこの町のよさを最大限に発揮しつつ、住民福祉

の向上に努め、住んでみたい、また住み続けられると今後も感じていただける輝かし

いまちづくりを進めていただきたいと、このようにも考えておるということでござい

ます。 

  簡単にかいつまんで申し上げたんですが、そうは言いながら１６年間を振り返ると、

若干長くなりましたが、お許しをいただいて、お答えにかえさせていただきたいと、

このように思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（中井元信君） ２回目の質問はございますか。 

  １５番加島議員。 
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○１５番（加島久行君） ４期１６年の今まで取り組んできた内容等やら思い出、思い

を今町長が１１項目、並びに行政の基本姿勢というものを述べられまして、最後には

これからの希望も期待も含めた一つの助言をいただきました。私はそのように理解を

いたしております。 

  来年行われます町長選挙におきましては、今期を最後に身を引きたいと、そして後

進に譲りたいと、そういうふうに今答弁をされました。私もそれなりに残念ですが、

理解はいたしたいと、このように思っております。 

  町長が今まで１６年間いろいろなことを取り組み、いろいろなことをやってきた、

私はそれには和多利町長の持つ人間性、それと、それを含めながら、府中町民の多く

の方の信頼というものが和多利行政を進めてきた大きな要因にあると、それに議会の

協力があればこそ、やってこられたと、このことを私は忘れてもろたらいかん、この

ように思っております。そのことを含めて、これからの残された５カ月余り、その任

を最大限やっぱり努力されて町民の負託に応える、こういう決意を持って残された

５カ月余りを全力で尽くしてもらいたいと、このように考えておるわけですが、この

件について、一言今の思いを、決意というものをお聞かせ願いたいと、このように思

います。もう一度お願いいたします。 

○議長（中井元信君） 答弁。 

  町長。 

○町長（和多利義之君） いろいろと配慮をいただきまして、大変ありがとうございま

す。もちろんあと残すところは５カ月ちょっとなんですが、全力でということで、期

待に沿うよう努力はしていきたいということでございまして、あと考えてみますと、

この議会が済みますと３月議会のみになるんですね。いろいろとまだ後に継がなきゃ

あいけませんので、そうしたことも段取りをしながら、きれいにいいバトンタッチが

できるように私は努力をしたいと、このように思っておる。引き続いて、あと５カ月

余り御協力をいただきまして、ともどもに町民の負託に応えられると、こういうこと

ができれば、私に思い残すことはないと、このように考えておりますので、引き続き

皆さん方の御協力をいただくようお願いをいたしまして、お答えにかえさせていただ

きたいと、このように思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（中井元信君） 以上で、第１項、和多利町長、４期１６年の成果と今後につい

て、１５番加島議員の質問を終わります。 
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  続いて、総務文教関係、第２項、消防点検の状況について、７番海渡議員の質問を

行います。 

  ７番海渡議員。 

○７番（海渡弘信君） 皆さん、おはようございます。消防点検の状況についてという

ことで御質問をさせていただきます。 

  ことし１０月に発生した広島市内の雑居ビル火災を受け、広島市と広島消防局が実

施した緊急調査では、対象建物の８割以上が法令違反があったそうです。また、公共

施設においても、設備の劣化や一部の火災報知機が作動していないなどの問題が見つ

かったのに、修繕や交換をしていないというものがあると会計検査院から指摘があり

ました。点検後３年以上放置していた例もあったそうです。これらの問題について、

府中町の状況とどのような対応策を講じられているのか、お伺いいたします。 

○議長（中井元信君） 答弁。 

  消防長。 

○消防長（中川和幸君） おはようございます。７番海渡議員の消防点検の状況につい

ての質問に御答弁させていただきます。 

  １０月８日に広島市の繁華街で発生しました飲食店の火災では、３名の方が亡くな

り、３名の負傷者が発生いたしました。この火災を受け、総務省消防庁では、全国の

消防本部に同様の防火対象物を緊急立入調査するよう通知がありました。 

  この調査の対象となった防火対象物は２つあります。 

  一つは、消防法施行令別表第１の中で（３）項ロといいまして、この別表第１とい

うのは、全ての防火対象物の用途を分類した表でございますが、その表の中で（３）

項ロというのは飲食店を指しております。さらには、この（３）項ロと（１６）項イ

といいまして、この（１６）項イというのは複合用途の防火対象、いわゆる雑居ビル

のことをいいますが、その中に（３）項ロが含んでおるという防火対象物、そしてこ

の（３）項ロが２階以上にあるという防火対象物、さらにはその防火対象物が木造の

建築物であるということ、さらにもう一点、その対象物に自動火災報知設備が設置さ

れていると、この３つの要件を満たした（３）項ロの対象物と、もう一つは、同じく

施行令別表の（２）項というところに分類された防火対象物で、この（２）項とは、

キャバレー、風俗営業施設、それから個室形式のカラオケボックス等を言います。こ

の２つの防火対象物について緊急立入調査をするような指示がございました。 
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  ところが、府中町にはこの２つに該当するような防火対象物はございません。です

が、この今回の調査対象外となった（３）項ロ、飲食店について立入調査を実施いた

しました。１４の飲食店がありました。そしてその結果、５つの飲食店で不備、欠陥

が見つかっております。 

  その内容は、１つは、誘導灯の球が切れていたもの、そこに出入り口の上にありま

すけど、その誘導灯の電球が切れていたということで、これは直ちに取りかえをして

いただきました。そして２つ目は、カーテンが防炎物品でなかったということ、これ

も現在までには既に改善をされております。 

  それから、消火器の設置位置が適切でなかったというものもありまして、これも即

移設をして適正な位置に移していただきました。 

  それから、避難通路に物品が置かれて避難の障害になっていたので、これも即撤去

をしていただきました。 

  最後に、防火管理者が選任されていなかったというものについては、この防火管理

者になるためには資格が要りますので、その資格を得るための講習を受けなくちゃあ

いけないということで、その講習会を持っているという状況でございます。 

  このように、全くもって不備欠陥がなかったわけではないんですが、火災予防上重

大なものであるとか、あるいは悪質なものというのはありませんでした。そう言いな

がら、引き続き立入調査を計画的に続けていって指導をしてまいりたいというふうに

思っております。 

  次に、２点目の質問で、教育施設において消防設備等の点検の結果、不備事項があ

るにもかかわらず、修繕等の措置をとらず放置していたとの指摘を会計検査院のほう

から受けた、その発表されたもののリストの中に府中町の施設も含まれていたという

ことなんですが、本庁の公共施設、教育施設のみでなくて、全ての公共施設で消防用

設備等点検結果報告の義務があるもの、その施設は３５ありますが、そのうちの

１４施設で何らかの不備が見つかっております。その不備については、順次改善を行

っておりますが、もちろん早期に改善しなくちゃあいけないのですが、現実の問題と

しては、やはり予算上の都合もございますので、一気にできないのが現実ということ

でございますが、その不備結果の内容によって緊急度、優先度を勘案しながら改善を

行うように指導しております。 

  例えば、自動火災報知設備の感知器が故障しているというようなことにつきまして
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は、これはもうこの設備自体、自動火災報知機の機能自体を失っているわけですから、

これはもう早急に改善をしていただくと。 

  また一方では、屋内消火栓設備のホースですよね、それらが経年使用によって劣化

しておるというような状況もあるんですが、これらは今すぐ交換しなくても、その機

能自体を失うわけではないということについては、若干余裕を持って改修をしていた

だくような指導をしております。そうは言いながら、放っとくわけにいきませんので、

次の予算の策定時期を待って改善するように指導しておる状況でございます。 

  現在、消防用施設等点検結果報告は今提出されておるんですが、今現在、中身を調

べてどのような指導を行うか検討しておるところですが、昨年の点検結果の報告につ

いて調べてみますと、３５の施設があると申しましたが、そのうちの１４施設で不備

欠陥がありました。そのうち７施設は改善が既に完了しております。残りの７施設に

ついては、２８年度の予算により対応するというような報告を受けております。 

  公共施設の大半は有事の際の避難施設となっておりますので、安心・安全な施設の

維持を図る必要がありますので、今後も鋭意点検や立入調査を行って指導に努めてま

いりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（中井元信君） ２回目の質問はございますか。 

  ７番海渡議員。 

○７番（海渡弘信君） 消防さんもいろいろと頑張っておられると思うんですが、やっ

ぱり今も予算がないから直されんとか、いろんなこともあるんですけど、今中学校、

小学校、今建てかえの時期で、そういうところはそれなりにちゃんと消防施設もでき

ておるんじゃないかとは思うんですが、やっぱり消火器なんかが一番賞味期限が切れ

た消火器が置いてあるのがちょこちょこ見えるんですよね、あれ。入れかえて直すの

に３，０００円かどこそこかかるんですが、まあええか、置いとけやいうて、置いて

あるんだろう思うんですが、やっぱりそういうような使えんことはないんでしょうが、

賞味期限が切れとる、賞味期限というたらええんですか、切れとるやつがちょこちょ

こ目につくことがあるんですけど、そういうとこはやっぱり飲食店なんかに行っても、

消火器を据えとかないけんのでしょうが、なかなかお客さんが見えるところに消火器

があるようなところは大体ないんですよね、皆隠してあるんですよね。だから、火事

のときにはどうにもできんのじゃろうがのと思うたりとか、いろんなことするんです
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けど、消防のほうもそれなりにそういうお店のほうにちょこちょこ顔をのぞかされて、

なっとりますかいのというて歩いてくれてなら、また店の人も、やっぱりやっとかな

いけんのって直してんかもわからんですが、人員の確保もあるし、消防さんのなかな

か今ので府中町全部回ってくださいいうたら難しいんかもわからんですけど、やっぱ

り火事が起きて、やっぱり人が亡くなられたとかどうかいうときに、それがなかった

ということになったら寂しいことになるんで、やっぱりそこらも気をつけていただい

て、私らもそういう店に行ったときに見れば言うんですけどね、そこの店の人には、

消火器がないねとか言ったら、あるよ言うてから、裏のほうから出してきてから、見

たら賞味期限きれいに切れとる。これだめじゃんいうて言うたら、ああ、はあ、言う

て、それで終わりじゃけね。そこら私らはそこらまでしか言えんので、そういうとこ

とかいろんなとこを見て、やっぱりそれと避難施設になる学校、特に、そこは点検を

きちっとしてほしいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（中井元信君） 要望ということでよろしいですか。 

  答弁ありますか。答弁。 

  消防長。 

○消防長（中川和幸君） 消火器の話、賞味期限といいますか、あれなんですが、一応

これはメーカーのほうは５年というのを言うてますが、法的な期限はございません。

それは、要は、今答弁しました消防用設備等の点検をして、その結果、良好であれば

いつまでも使えるということでございます。 

  もう一つ、そういった置き場所であるとか、それ以外の消防法違反であるとかいう

ことについては、我々も定期的に計画的に立入調査を行って、そういったことがあり

ましたら、きちっと対応していきたいというか、対応しなかったら、逆に、今度それ

は何かあったときには消防の責任になるということでございますので、そういったこ

とを肝に銘じながら現在もやっておりますし、今後もやっていきたいというふうに考

えておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（中井元信君） ３回目の質問はございますか。 

  ７番海渡議員。 

○７番（海渡弘信君） 消防さんのほうもなかなか人員もかつかつの人員でやられて、

あれじゃと思うんですが、まあ念押しさせてもらえば、一応避難場所ですね、避難場

所については、もう１００％そういう危ないことはないですよというようにしていた
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だきたいと思います。それで終わりです。 

○議長（中井元信君） 以上で、第２項、消防点検の状況について、７番海渡議員の質

問を終わります。 

  続いて、総務文教関係、第３項、第４次総合計画の実現に向けてについて、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。第４次総合計画の実現に向けてというこ

とで質問をさせていただきます。 

  今年度で和多利町長在任中の策定の第３次総合計画の計画期間が終わります。現在、

新たな第４次総合計画が策定されており、議会にも中間報告、さらには、今定例会終

了後、全員協議会において報告の機会がございます。先ほどの１５番議員の質問に対

し、和多利町長は次期町長選には立候補されないという表明がありました。後進に後

を譲りたい。そうすると、この第４次総合計画は和多利町長の４期の総仕上げ的な計

画であると思われます。この計画は財源も厳しい中でありながら、策定には議員を初

め多くの町民の意見を反映し、現行政で町長を初め副町長、教育長は言うまでもあり

ませんが、職員の皆さんの総力を挙げた計画になるのではないかと思っています。 

  その計画の中では、特に児童・生徒の教育環境の整備、これは特に学校のエアコン

の設置でございます。昨日の補正予算の中で、繰越明許の中に緑ケ丘中学校のエアコ

ンのことがありました。２７年から２８年に設置をする。府中中学校は今整備計画を

いたしておりますから、その整備期間中に、これが２８年から２９年ごろにやると、

それから今度、小学校５校も２８年から２９年にエアコンを設置するという説明があ

ったと思いますが、間違いございませんでしょうか。これは特にこの暑い夏、子供た

ちの環境をよくするのに、ぜひ実現をしていただきたいと思います。 

  それからもう一つは、昨日、町民会議の子供祭りが府中公民館でありました。三百

何人の子供たちと地域の若いお母さんたちが公民館にたくさん集まって餅つきをした

り、いろんな安芸府中高校の生徒さんや町民の皆さんのボランティアの皆さんによっ

て、すばらしい祭りが繰り広げられておりました。 

  特に、公民館は多くの町民の生涯学習の場であり、また社会教育の基盤施設でもあ

ります。もう前から公民館を利用している町民の皆さんから公民館を建てかえてほし

い、何とかしてもらいたい、南公民館にはエレベーターがついたんじゃけど、府中公
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民館にはエレベーターも何もないから、階段で上がっていかにゃあいけませんから、

だんだん高齢化してきた人たちは、公民館に行っても上に上がることがなかなかでき

んのよいうて、みんなおっしゃっております。しかも、またトイレももう本当に古い。

開館６０年の記念式典がありましたが、６０年経っとるんですね、こっちの公民館も

南の公民館もそうですが。ですから、前からこれは町民の大きな希望ですから、要望

ですから、どうしてもこれは計画の中に入れて、それから実現できるように最大限の

力を発揮してもらいたいと思います。このことについて、特に和多利町長の見解を伺

っておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（中井元信君） 答弁。 

  町長。 

○町長（和多利義之君） ３番繁政議員さんの質問にお答えをしたいと、このように思

います。 

  第４次総合計画の実現に向けてということでございますが、そうは言いながら、大

きく絞って２点かなと、このように思っておりますので、そのようにお答えをさせて

いただきたい、このように思います。 

  重ねるようになるんですが、この御質問が、私がもともとも今期限りで退任するだ

ろうという想定のもとに、４期１６年の総仕上げという言葉がお使いいただいたんだ

と思いますが、今その骨格をということでございますが、まあ２点ぐらいだと思うん

ですね、主なあとの分でね、それでお答えをさせていただきたい、このように思いま

す。 

  私の進退については、先ほど１５番加島議員のお答えで御理解いただいておるよう

でございますが、重ねていうことになりますけども、今期を大きな節目としたいと、

こう一言だけつけ加えておきたいと、このように思います。 

  質問の本旨、お答えといいますと、大きく２点だというふうに思います。まず１点

が、未来を担う子供たちの教育環境の整備、２点目が公民館などといった老朽化が進

む社会教育施設への今後の対策について、見解を聞きたいと、こういうことだという

ふうに思います。 

  まず、第１点の教育環境の整備につきましては、現在安全・安心で質の高い教育環

境を提供すべく、計画を大幅に前倒しし、学校施設の耐震改修、または改築を進めて
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おりますが、こういった施設整備は５０年、１００年ということになりますので、将

来を見据えて、特に私は本当に学校じゃ言われるレイアウトに重視を、重きを置いて

建てかえをしておることも、若干強調しておきたいと、こういうこと、いい学校をつ

くりたい、こういうことでございます。 

  また、その上で地球温暖化による猛暑日の増加といった環境面を配慮、より質の高

い教育環境を整備するため、中学校から順次空調設備導入も今後進めていきたいと考

えておる。先ほどお答えは先言っていただいたんで、そのとおりだということでござ

いまして、小学校も中学校もですね、そのとおりで、おっしゃったとおりでございま

す。いうことで、また学校教育は生涯にわたる学びの基盤でありますから、夢や志を

もって羽ばたける児童・生徒の育成に努めてまいりたいと、このように考えておると。 

  特につけ加えておきたいと思うのが、いわゆる空調で、せんだって全校に入れると

３．８億円ぐらいと、こういうて言いよったんですが、煮詰めるごとに多いなって、

７億余りと、こうなっとるね。だから、並大抵のことじゃないんです、簡単に口にす

るけどね。そうは言いながら、やると言った以上は、どうして財源を確保するか、こ

ういうことが大事。今の消費税の軽減税率と一緒、後から財源を考える、こういうこ

とになろうと思いますが、これは考えれば、知恵を出せば何とかなる、言うた以上は

やらなきゃあいかんと、こういう決意で、私もあと半年ぐらいしか任期がないんです

が、よくお伝えを後決まった人にやります。そういう決意を持っておると、こういう

ことで御理解を得ておきたいと、このように思います。 

  次に、２点目ですね、これ老朽化が進む社会教育施設への今後の対策についてです

が、かつて日本一とうたわれた当町の公民館も、整備から半世紀以上が経過をしまし

て、御質問のとおり、老朽化が進んでいるという現状でございます。具体的に時期に

ついて言いますと、具体的じゃない抽象的かもわかりませんが、言いますと、まず府

中南公民館については、施工中であります県施行街路、青崎池尻線の整備との調整を

図りつつ適切な時期に、また府中公民館については、もともとこの地域は戦後のまま

なんです。名宮の今の多家神社の玄関として、あるいはかつての府中町の中心部であ

るといったことから、その上にキリンビールの独身寮跡地を買うたということも重な

りまして、私は周辺を再整備をしなきゃあいかんということで、内々準備を進めさせ

ていただいておる。やっぱりキリン独身寮跡地を買うて、ただあれを駐車ですという

ことにはならん。全体を河川改修すれば、民俗資料館がなくなる。これとのどう整合
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させていくかということになりますので、周辺も施設も建てかえするときにはどうあ

るべきかということを検討して、やはりかつての中心の町、大体もともとこっちへ庁

舎が来るとき一定のものはしなきゃあいけなかったんですね。今まで放ったらかされ

たんですから、今回は間違いなくやらなきゃあいけんところだろうと、こういう思い

をしておるんだということでございます。今言いましたように、これをするためには、

やっぱりこの榎川の河川改修、それと茂陰変電所線とのかかわりがありますので、そ

こらもにらみながら、時期も考えて、そういうすばらしいかつての中心地としてのも

のを取り戻す環境整備につなげていきたいと、このように考えておると。 

  どれだけ入るかわかりませんが、第４次総合計画を立てておりますけれども、その

中に一定のものは入ると思うんですね、入れていきたいと、このように考えておると

いうこともつけ加えておきたいと、このように思います。 

  以上のような、町民に身近な施設の計画的な整備、その他種々の施策を組み合わせ

て展開することで、今申し上げたとおりなんですが、これからの時代のメーンテーマ

である安全・安心で子育てがしやすい、みんなが住みたい町、実現につなげる施策に

したい、こういうことでございます。 

  以上、言葉足らずかもわかりませんが、お答えにかえたい、このように思います。

よろしくお願いいたします。 

○議長（中井元信君） ２日目の質問はございますか。 

  ３番繁政議員。 

○３番（繁政秀子君） ただいま和多利町長の思いはしっかり聞かせてもらいましたが、

私はどうしてもお願いしときたいのは、総仕上げになるんですよね、町長やめられる

から。そうすると、後継者は考えていらっしゃるかどうかわかりませんが、考えてい

らっしゃるんじゃないかなと思うんですが、やはりその辺はちゃんと話をよくよくし

ていただいて、さっきの学校の問題については、町長の決意がよくわかりましたし、

もう学校はやってもらえるいうのはしっかりわかりました。ですが、公民館について

は、町長は第４次総の中に入れるのは入れるけど、南公民館は青崎池尻線をやっとり

ますから、今、それに合わせて建てるんだというように聞こえたんですよ、私には。

こっちの府中公民館は、昔は府中公民館のところが町の中心だったと、それに茂陰変

電所線のこともあるし、榎川の改修のこともあるし、総社会館じゃないわ、あそこの

資料館のこともあるし、それからキリンビールの寮のこともあるし、あの辺は全部全
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体的にみんな考えて周辺の整備をしながらやっていくというと、かなり先になるんじ

ゃないかのと思うんですよ、私が思うのに。なかなかこっちのほうまで進んできそう

にありません。 

  ですから、これじゃあ困るわけですよ。南のほうが先にどんどん、どんどんきれい

になっていって、南じゃ北じゃいう時代じゃないんですが、まだまだ皆さんはこっち

を利用しよる人たちは、まあ和多利さんがあんた４期もやっちゃったんじゃけ、もう

総仕上げの最後に府中公民館ぐらいええぐあいにしてもろうてからやめてもらいんさ

いいうて、そうじゃなかったら、もう１期やってもらいんさいいう人もおるぐらいじ

ゃけ、それぐらいみんなが言うぐらいですから、町長さんは自分の後をやってもらえ

るかなというような人がもし心に中にいらっしゃるんなら、ようよう話し合うて、後

継者にしっかりとこの計画が本当に実現するように持っていってもらうように話をつ

けていってもらいたいと思うんですが、町長の、南はわかりましたよ。だけど、こっ

ちの公民館の決意がまだ私には伝わりませんので、もう一回その辺の決意をしっかり

と、思いを、町長はこういうにしときますとか、計画の中でこうにやっとくけいうよ

うな言葉をちょっと聞かせてもろうとくと安心なんですが、いかがでしょうか。 

○議長（中井元信君） 答弁。 

  町長。 

○町長（和多利義之君） 非常に難しい質問をされるんで、若干困ってはおるんですが、

まあそう困ってもまたおらんのですけれども、やっぱり戦後のままだということを先

ほど言いましたが、やっぱり抜本的にキリンの独身寮跡地も買いましたんで、全体を

見直して、そして今の整備をせんとですね、やっぱり使い勝手が悪い。やっぱりかつ

ての中心ということになると、できるだけ早くやらにゃあいけん。確かに時間かかり

ます。よくそういうようなこと言やあせんのに、まあ言うたことを総合すると、ちょ

っと時間かかりそうですね。ほいじゃが、できるだけ早くということで、鋭意やっぱ

り整備をしていかんといかんいうことは、私は常々思っとるんですが、その点はまた

理解をしてもらいたいと、いいものにせにゃあいかんいうことなんですね。  

  だから、あくまでもやっぱり公民館施設は、これは日本一やった。私はあれの落成

式でクイズのＲＣＣの生放送に出た。そういうあれがありまして、思いで深い施設で

もあるんですが、そうは言いながら、できれば私は耐震でも施しておきたいと、こう

いう気持ちは持っとったんですが、あれを買うた時点からやっぱり整備をしなきゃあ
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いかんと、この際、それでもう道路もできます。だから、それは逐一やっていきゃあ

いいわけですから、いうことで、中には多家神社、名宮があるのに、あそこへかつて

埃宮公園がバスの回転場所になった。ほいで観光なんか来たら、あっこで回転しよっ

た。今もちょこちょこ来てますよ。来てますが、回るとこがない、回転するとこが。

回れるんですが、無理すれば、ちょっと小型だったら回れる。いうようなことで、や

っぱりそこらも含めて、今度府中町の観光というのは、やっぱり出張城と長福寺、多

家神社、１，０００年の歴史がある、１，０００年以上の、これはやっぱり将来にお

いては再生して、地区の皆さん方のよりどころ、心の。また宝の１，０００年以上の

歴史のある多家神社にたくさんお参りに来てもらいたいというふうに私は思っておる

んで、それ等含めて、やっぱり周辺もきれいにせんと。ただ、今のままでやったらだ

めだと思う。  

  だから、ちょっと簡単に、まあ長うなったらいけんので、言いますが、早く言えば、

考え方は絵をちょっと書いとるんです。学校のへりに道路をつけて、ほいでもうこっ

ちから茂陰変電所線ができると、今の公民館の裏の道路もあそこはちょっと一部買収

せんにゃあいけまい、ほいでこう出して、今の道路を潰すんですよ。そうしてやらん

と、ほいじゃあ今建てかえをするのにどうするんかということになる。やっぱりそこ

らがあるもんですから、私は建てかえをしたいというふうに心が変わったんですね。

日本一ですよ、あれ。まあそういうことでございますので、そこらも理解をいただい

て、たとえ自分が現職のときにできんかったにしても、やっぱりええものにつなげて

いこうというふうに、できるだけ、その間にできることはやればいいと。このことは

今おっしゃるように、申し送りでなられた人には必ず私は申し上げておきたいと、こ

のように思います。  

  南も、南の公民館も、既に以前に言うたと思いますが、あっこの３分団の詰所は鵜

崎へ持っていきます。お話をさせていただいて了解いただいとると。そしたら、あそ

こに１５～１６台とまる。再整備して道路をつけかえて、あっこをやっぱり使い勝手

をようにしていこうと、そこまで言わなんだんですが、あれはそういう考え方なんで

す。いうことであっこを長谷川さんの土地を買わせていただいたと、こういうことで

ございまして、一つずつ着実にいい再整備をするいうことで、ひとつ御理解をいただ

きたいと、こういうことでございます。よろしくひとつお願いいたします。  

  以上。  
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○議長（中井元信君） ３回目の質問はございますか。  

  ３番繁政議員。  

○３番（繁政秀子君） 町長の思いはしっかり伝わってきましたので、私もお願いして

おきたいと思います。やはり和多利町長がそれこそもう住んでよかった府中町、住ん

でみたい府中町というんで、しっかりやられた行政ですから、後継者には本当にしっ

かりと後を継いでもらうように、今のことは特に南公民館も府中公民館も、町長が後

継者と決めておられるかどうかわかりませんが、その人が通らんことには話になりま

せんが、ほいじゃが、自分の思いもしっかり、そして第４次総合計画の中に早目に実

現ができるように、町長が頑張って４次総の中に入れ込んでもらって、町の職員さん

もみんなで英知を集結して、本当に町民が喜ぶような第４次総合計画ができ上がるよ

うにお願いをしておきたいと思いますので、よろしくお願いします。  

  以上です。  

○議長（中井元信君） 以上で、第３項、第４次総合計画の実現に向けてについて、

３番繁政議員の質問を終わります。  

  以上で、総務文教関係の質問全部を終わります。  

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

○議長（中井元信君） ここで休憩をいたします。再開は１１時からといたします。休

憩。  

（休憩 午前１０時４５分） 

 

（再開 午前１１時００分） 

○議長（中井元信君） 休憩中の議会を再開いたします。  

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

○議長（中井元信君） 続いて、厚生関係の質問を行います。厚生関係、第１項、ごみ

減量化の啓発について、１６番中村武弘議員の質問を行います。  

  １６番中村武弘議員。  

○１６番（中村武弘君） 皆さん、改めておはようございます。きょうは、朝最初から

ようおりませんで、申しわけございませんでした。今回、私は少しごみ問題について

一般質問をさせてもらいます。  

  質問事項。ごみ減量化の啓発について。  
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  質問主旨。環境問題というのは、一朝一夕で解決できる問題ではなく、地道な啓発

活動の継続により、住民意識を醸成していくことが大切だと思います。  

  ごみの減量化の取り組みについても同じです。可燃ごみの約４割は生ごみで、その

生ごみの約８割が水分と言われております。以前は、行政や環境団体においても生ご

みの水切りを啓発する出前講座などが行われ、地域でもそういった話をよく聞きまし

たが、最近はそのような話を聞くことが少なくなってきてるような気がします。  

  住民のごみ減量化に対する意識をさらに醸成していくためにも、こういった取り組

みの継続が必要であると思いますが、町の考えをお伺いいたします。ありがとうござ

いました。  

○議長（中井元信君） 答弁。  

  生活環境部長。  

○生活環境部長（梶川幸正君） 皆さん、おはようございます。生活環境部長でござい

ます。１６番中村武弘議員の一般質問、ごみ減量化の啓発について御答弁をさせてい

ただきます。  

  環境問題の中でも、ごみの問題は住民の皆様の生活に係る重要課題であります。平

成２１年度に府中町と府中町脱温暖化市民協議会が連携し、生ごみの水分を減らす実

施者をふやすため、生ごみ削減運動として、出前講座を町内の公民館や集会所で実施

を行いました。また、毎年２月に開催される緑の仲間フェスタでは、ごみの減量の大

切さについて、体験を通じて学べる展示や講演などで周知、啓発を行っているところ

でございます。現在は、毎年４月に広報ふちゅうとともに、全世帯に配布される家庭

ごみの正しい出し方に注意点の一つとして「生ごみは水分をよく切ってください。ご

みが減量され、輸送、焼却コストを抑えることができます」と、記載を行っておりま

すが、広報ふちゅうやホームページでの啓発が主なものとなっております。町といた

しましては、昨年度からごみ処理基本計画の見直し作業を行っており、基本方針とし

て、全国的にも大きな課題である最終処分を他の市町に依存しているため、ごみの排

出抑制、資源化を推進する取り組みを実施するよう計画しているところでございます。  

  これから住民の皆様の御意見をいただき、改定ごみ処理基本計画の取り組みとして、

生ごみの水切りの方法の情報を加えるなどの家庭ごみの正しい出し方の内容の充実、

循環型社会を形成していくためのごみの排出抑制、再生利用、再使用の３Ｒについて、

環境学習の開催など、住民が取り組みやすいごみ減量の推進を行ってまいります。 
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  ごみの課題の根本は、ごみを出す住民一人一人の御協力が必要となりますので、関

係団体などと連携し、さらなるごみの減量化に対する取り組みや、出前講座、イベン

ト等の啓発活動を行ってまいります。  

  以上、答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。  

○議長（中井元信君） ２回目の質問はございますか。  

  １６番中村武弘議員。  

○１６番（中村武弘君） 回答ありがとうございます。ただ、根本的な解決の話は一つ

も出てないと思います。今回生ごみということで質問させてもらったんですけど、正

直言いまして、一番の問題はカラスの問題だと思うんです。カラスは知ってのとおり、

要するに生ごみをつつくんですよね。普通のほかのごみはつつきはしません。という

ことは、結局は生ごみをどうするかという話になってくるんですけど、もう皆さん一

番よくわかっておられます。瀬戸ハイムのほうも大変らしいですけど。  

  要するに、きょうも月曜日のごみ出しのところ、最近はネットをかけたり、シート

をかけたりしておりますけど、もうきょう見たところでは、そりゃ出す町民の人が悪

いのもあると思うんですけど、ちゃんとシートの中に、ネットの中に入ってないのを

つついておりますし、せんだって瀬戸ハイムのほうの人に聞いたらば、要するに、シ

ートというかネットの中へ入れとっても、もうネットをはぐってつつくんだそうです。

いうことは、やっぱし、もう先ほど言われましたように、ごみ出しは町民の一番の問

題かもしれませんけど、ぼちぼち今のカラスに対しては、町としても何らかの手を打

つ、いうのは、今イノシシとか鹿とかいうのは猟友会から来て頼んでおられますけど、

カラスを撃ったという話は余り聞きません。カラスも害鳥のはずです。これをどうす

るかということを少し後教えてください。  

  それから、確かにごみに関して申しわけないんですけど、私は町長の初めの回答の

ところで聞いてなかったんで、どうなったかわかりませんけど、町長になって一つの

いいこというのは、要するにごみの焼却場、府中からなくして広域して、さっきは広

域でいろいろ難しいこともあると言われましたけど。いうのが、民間業者になって、

私も正直言いまして、１０年以上自分方のごみをごみステーションへ出しております。

そして、それ大体３０世帯ぐらいが出すステーションですけど、見ておりますと、メ

リットとしては、確かに民間になってからきれいに持って帰ってくれるんですよね。

要するに、反対に残しとくと、そりゃ役場なり環境センターへなり電話して、また取
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りにいかないといけないですから。ですから、以前だったら役場の人だったら、もう

これは持って帰らんやついうて、もう破って中身を見て、紙を張って帰りよったんで

すけど、今ある意味ではそれが少なくなっております。 

  そういう意味で、ただ毎年、毎年、これ入札だろうと思いますので、業者によっち

ゃあほうきとちり取りを持って、あと掃いて持って帰る業者もおるんですけど、こと

しの業者は余りうちのほうの分は、出す人が悪いのは悪いんですけど、植木の葉っぱ

を散ったやつをもうそのままにして帰っての業者もおります。ですから、入札のとき

にその辺もしっかり入札の条件にしてもらえれば、そりゃ出す方が悪いんです、今の

ように散らかるような。今は散らかるのは、さっき何回も言いますが、カラスがつつ

くのが一番悪い。ですから、カラスがつついたやつでも、業者によってはちゃんと掃

いて持って帰ってくれます。いうことは、多分、今民間に出して一番よかっただろう

と思うんですけど。反対、デメリットではないですけど、ちょっとこれは町民のほう

なんですけど、ちいとルーズになってるんですよね。いうのが、生ごみの啓発じゃな

いですけど、要するに普通一般ごみに出していけないごみまで、早く言えば、一緒に

出しよる。それは袋の中へ入れて出すんじゃない、もう一つの単位として出すんです

よね。  

  ほいで、最近はよそから、広島市と府中いうたら、府中町は今言うようにお金がか

かりません。よそから持ってきてほかす人もおってですけど、要するに見たところ若

い人とか最近来た人いうのが特にひどい思うんですけど。そして、業者が持って帰ら

ずにそれだけ残っとっても、やっぱり心ある人は、ちゃんとこれは違うとったんだな

と思うて持って帰ってんですよね。ほいじゃけど、もう正直、今うちの前のごみステ

ーション、蛍光管が３本、これはもううちの町内の人が出したのは間違いないんです。

ほいで３つぐらい残っとったんですけど、２つは、１つはもう出した人が明くる日に

は持って帰ったと思うんですよ。ほいでもう一つは、今言うように、前の木曜日に一

般のごみの業者が多分持って帰ったんだろう思うんです。そりゃもう置いとったら、

自分が置いて帰ったいうあれがあるんだろう思うんですね。ただ、蛍光管はまだ投げ

てあります。もうわかっとって、私が持っていけばいいんですけど、そうやってやる

と、また同じことをやると思うんですよね、その出した人は。そういうところの啓発

をしっかりしてほしい。だんだん、だんだん、ある意味じゃあルーズになりよります

からね。それ大型ごみのときに全然関係ないものを出したり、やっぱりその辺の周知。
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この清掃事務所、矢野にできてから、私らが入ったとき、もう１５年過ぎましたよう

ね。ほいじゃけん、ごめんなさい、坂ですか、そのときはまだ、ほいじゃけん、それ

以前のやり方がずうっと、ですからきれいに決まった範囲のもんが出ておりましたけ

ど、だんだん、だんだん、ちょっと出すものがルーズになってきてると思いますので、

その辺の啓発をしっかりしてほしいと思います。その辺の具体的なことがあれば教え

てください。 

  以上です。  

○議長（中井元信君） 答弁。  

  生活環境部次長。  

○生活環境部次長（坂本雅司君） 中村議員の質問にお答えさせていただきます。  

  まず、カラスですが、カラスの対策につきましては、町内会のほうでごみのネット、

あるいはシートいうものを準備をしていただいて、カラス対策をしていただいている

というところが現実でございます。ただし、出す側のシートの役割についての認識の

低さ、ネットはあるけど、そのそばに置くとかいうことで、カラスの被害が出るとい

ったケースが多々見受けられます。  

  ごみの出し方と、それからカラス、それから分別について、大まかにちょっと説明

させていただきたいと思います。  

  分別が甘くなっているという御指摘ですが、確かにそうだと感じております。また、

ルールを守らないごみを置いて帰るということもやってはおりますが、普通ごみにつ

いては生ごみが入っておりますので、なるべく持って帰るようにというやり方を今は

しております。生ごみ以外、生ごみの日に単独で缶とかびんが出されておる場合につ

いては、その缶、びんについては置いて帰るというようなやり方をしており、普通ご

みにつきましては、なるべく持って帰ってくれということで業者にはお願いをしてお

ります。  

  ルールを守れないごみが出るということは、缶の日に普通ごみが出ることもござい

ます。その場合に、生ごみが残るケースが見受けられますが、これについては、町の

直営のパトロールでお電話いただいたら、生ごみについてはすぐに取りに行くように

心がけているところでございます。  

  業者がカラスの散らかしを置いて帰ると、清掃の仕様書で書くべきではないかとい

うことですが、実際には書いてはおるんですが、作業の過程の中、それから業者によ
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って取り組みが違うので、その辺は徹底して指導するようにしたいと思います。 

  以上が分別の取り組みでございます。  

  カラスのほうの猟友会いうお話が出ましたが、カラスを駆除するのに、民家付近で

いうことはできませんので、みくまりの中ということになろうかと思うんですが、カ

ラスの狩猟については大変難しいので、行っていないというのが現実でございます。  

  それから、啓発活動についての今後の取り組みを、計画をお話ししたいと思います。

ごみ処理基本計画を今つくり直しておりまして、来年度は実行に移すべき計画と、そ

れとまた、できるものから実施をしていこうということで、今取り組んでおります。  

  啓発につきましては、今年度はまだ間に合わなかったんですが、ごみの出し方の冊

子を配っておりますので、それについてより詳細な分別、それからごみ出しのルール、

ごみステーションへ出すところまでのルールも含めたものを書き込んでいきたいとい

うふうに考えております。  

  また、情報発信については、すぐにできるかはわかりませんが、こちらから情報が

発信できるようなシステムをやっていけたらなというふうに今検討をしているところ

です。例えば、ＳＮＳを使って若い人向けに情報発信できないかなとか、そういうこ

とを今、これはまだ検討しとる段階ですが、将来的にはそういう格好がいいんではな

いかというふうに考えております。  

  以上でございます。  

○議長（中井元信君） ３日目の質問はございますか。  

  １６番中村武弘議員。  

○１６番（中村武弘君） 今いろいろと施策を出してもらいましたが、１つ聞きたいの

は、今、生ごみの話ししておるんですけど、生ごみだけをごみステーションへ単独に

出すのはそんなにないんですよね。いうのは、大きい１週間か３日か４日分を透明の

袋の中へ、その中へ生ごみを入れて、多分府中町も昔は紙袋とか黒い袋があったのが、

今透明になっておりますが、あれは中身がよくわかるようにいう意味で変えられたん

だと思うんですけど、反対にカラスから見れば、中身がよく見えるということですか

ら。  

  ですから、生ごみの袋いうのを、別個言うたらまた難しいんかもわかりませんけど、

要するに、早く言えば、黒い袋でもええ、見えん袋に詰めて普通の透明なビニール袋

へ入れるように指導してもらうのも、一つの手じゃないかなとも思うし、昔は水切り
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のネットを環境のほうからいうか、あれからあっせんしたようなんも覚えております

けど、正直言うて難しい話です、思います、私らも。 

  それと、さっきごみステーションのネットは各町内会でやれと言われますけど、確

かにうちの町内会にごみステーションが何ぼ、１７～１８、町内会だけでもあります。

ほいで、確かにカラスもその場所へいつもいつも来るんじゃない、一番甘いところ、

甘いところへ皆来ますから、ほしたら、そこの町内じゃなくて、班内の人、ごみ出す

人が自分らで自分なり用のネットを買うたり、シートを買うたり、ほいじゃけ、正直

言うて皆統一してない、まちまちのはずなんですよ。  

  ほいで、町内会なり行政なりから補助が出んのかいう話が出るんですよね。もとが、

もとが、要するに各班内で自分らの費用で設置してくださいという話になりますけど、

うちの町内でも、ほいじゃあ町内会からそこの部分だけ出しますいうわけにはいかな

い。そういう意味で、設置ができんところもあるし、また府中町は知ってのとおり、

道路へ基本的にはごみを置きます。歩道も少ない、歩道のあるところは歩道の部分へ

置いてるんだろう思うんですけど、特に北のほうは歩道いうのはよいよありませんか

ら。そして、大体民有地でなくって町有地ですよね、道路の一部へ置くんですから。

本当は、どういうんですか、箱いうちゃあいけん、ごみを入れるごみ箱、中が見える

ようないうか、金網でもいい、設置してもらうんが本当は一番ええんですけど、あれ

を置けば、ごみがなくなったら、あっこがどうしても占領しますから邪魔、あるいは

意味では今度は道路の邪魔になるいうことですよね。ほいで、ただ、場所があれば、

その町内なりでそういうステーションいうか箱をこしらえて、そこへ入れるようにし

てる町の班内の人もおられます。ですから、まあ町のほうから、ある意味では言うち

ゃあ悪いんですが、町はもう設置場所に関してはもう投げておられます、町内でもう

決めてくれいう話ですから。ごみの置き場所というのは大変ないうのはよくわかりま

すから。  

  ほいで、まあ正直言うて、一部には榎川の上にごみ、まあこれは私らの町内、もっ

と下のほうの町内にかかわるところですけど、ごみの箱、金網の箱ですけど、設置さ

れておりますが、もし県のほうからそれができるもんだったら、今のガードレールよ

り川側へそういうごみの箱を置いてもらえればいいと思うんですよ。また、いい思う

し、置かせてほしいんです。そうなりゃあ道路が広く使えますし、散らかりが出てき

ません。ちょっと町としてその辺の考えはどうなのか聞かせてください。  
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○議長（中井元信君） 答弁。  

  生活環境部次長。  

○生活環境部次長（坂本雅司君） カラスネットを町内会のほうへお願いしとるわけで

すが、町内には約１，０００カ所ごみステーションがございます。ごみ散乱防止用の

専門の銘を打ったネットを販売しておりますが、２万円ぐらいが相場じゃないかとい

うことで、１，０００カ所つけたら２，０００万円ということになります。その代替

品でゴルフの防球ネットみたいなものであるとか、ブルーシートであるとか、安価な

ものを使っておられたり、工夫されてやっておられるんじゃないかというふうに思っ

ております。町のほうでこの金額を出すには、ちょっと難しいんじゃないかというふ

うに考えております。  

  そのネットの置き場であるとかステーションの管理で、かごとか構造物を置かせて

ほしいというような御意見だろうと思います。ネットについては、電柱等へ縛りつけ

て、当番が隅に押して拡散しないようにひもで縛ってあるとか、当番の方が持って帰

って、次また出すいうような形態でステーション管理をされているところだろうと思

います。  

  箱物については、町内見受けられるんですが、占用の許可が出ているわけではない

と認識しております。道路あるいは水路の支障のない範囲で黙認しているというのが

実情ではないかと思います。橋であるとか、そういったところへ占用の許可を出され

ても、許可になることはないというふうに認識をしております。道路、それから橋の

安全な通行ということを鑑みますと、ステーションのような構造物をつくるというの

は難しいというふうに考えております。  

  以上でございます。  

○議長（中井元信君） 以上で、第１項、ごみ減量化の啓発について、１６番中村武弘

議員の質問を終わります。  

  続いて、厚生関係、第２項、子育て支援策の拡充をについて、４番益田議員の質問

を行います。  

  ４番益田議員。  

○４番（益田芳子君） 今回も女性の視点に立ち、質問をさせていただきます。  

  質問、子育て支援策の拡充を。  

  少子化の影響で将来の労働力人口の減少が見込まれる中、政府が作成した成長戦略
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では、女性や若者の活躍を後押しをする政策が焦点になっています。少子化の要因は

地域によって大きく異なりますが、近年では女性の就業率が高いところほど出生率が

高くなっているデータもあります。 

  例えば、第１子には雇用の安定や育児休業や保育サービスの充実、第２子には男性

側の育児参加や家事への参画から、第２子、第３子に有効なサポートを支援すること

により、出生率に変化が出てきています。  

  これまで待機児童ゼロの本町でも、共働き世帯の増加などで保育所に入所できない

待機児童が発生をしています。また、受け入れ側の保育士の離職離れも深刻化しつつ

あります。子育て支援や人手不足の対応や環境整備をさらに進めるべきと思います。  

  次に、発達障害の早期発見につながる効果があるとされています５歳児健診は、現

在本町では実施されていませんが、小学校入学前の早期発見で保護者への精神的な支

援や療育体制を図るべきと考えます。本町の取り組みや考えについて、以下４点につ

いて質問いたします。  

  １．「待機児童ゼロ」を目指す受け皿について。  

  ２．第２子、第３子に対する支援策について。  

  ３．保育所施設の整備や保育所への人材確保について。  

  ４．５歳児健診について。  

  以上です。  

○議長（中井元信君） 答弁。  

  福祉保健部長。  

○福祉保健部長（立石佳之君） ４番益田議員の子育て支援策の拡充をという御質問に

御答弁申し上げます。  

  まず、「待機児童ゼロ」を目指す受け皿についてですが、本年度からの５カ年計画

であります府中町子ども・子育て支援計画において、保育所定員の増員を計画的に進

めております。認定こども園つばめと、本年度建てかえを終えました金剛保育園の定

員増を進めるとともに、耐震化建物へ建てかえを予定しておられます第２府中ひかり

保育園においても定員増を図り、保育所入所ニーズに対応してまいります。  

  新制度による事業所内保育施設についても、７月に１事業所を認可し、地域枠を設

けるとともに、現在もう１カ所の事業所内保育施設について認可事務を進めておりま

す。 



- 31 - 

  また、新年度からは祖父母がお孫さんを保育する孫育てに対し支援することを計画

しており、保育方法の選択肢を広げ、待機児童ゼロを目指しているものでございます。  

  次に、第２子、第３子に対する支援策についてですが、国の制度ではありますが、

大きな施策としまして、児童手当の第３子への月１万５，０００円の支給がございま

す。  

  また、保育料に関しても、国の制度どおりではございますが、就学前児童が２人以

上同時に保育所、認定こども園、幼稚園等を使用している場合、２人目が半額で、第

３子以降の児童が無料としております。  

  次に、３番目、保育所施設の整備や保育所への人材確保についてですが、私立の認

可保育園が保育所の施設整備を行うときに、その整備にかかる独立行政法人福祉医療

機構から借入金の償還に対して、償還金及び利子の２分の１を補助しております。  

  次に、人材確保については、広島県の保育士人材バンク等を活用しながら、各園に

努力していただいております。昨年度は府中町内の私立保育園が共同して、広報ふち

ゅうに保育士の募集記事を掲載しましたが、保育士不足の現状から希望どおりの採用

ができていない状況です。今後は町としまして、大学等へ保育士課程の定員拡大につ

いて、県や国を通じて要望してまいりたいと思っております。  

  最後に、５歳児健診についてですが、５歳児健康診査についてはほとんどの子供た

ちが保育所や幼稚園での集団生活を始め、社会性などに係る発達上の問題が明らかと

なる時期に実施することにより、議員御指摘のように、発達障害等の早期発見に有効

であると言われております。  

  府中町では５歳児健康診査といった対象年齢児全てに対しての健診、相談等の事業

は実施しておりませんが、保育所や幼稚園と連携し、支援が必要と考えられる児童の

個別相談に応じ、町が実施しております療育相談や発達支援センター等への専門機関

へつないでおります。  

  また、教育委員会では、小学校就学前の早い時期に、保育所、幼稚園を通じて案内

を行い、保護者の就学に係る不安や心配事に応じた教育相談を行っております。  

  今後は、小学校就学前に実施する就学時健康診断の充実を図り、また関係機関との

連絡をより密にした個別の対応を行い、子供の発達や就学に不安を抱える保護者への

支援を引き続き行ってまいります。  

  答弁は以上です。よろしくお願いします。  
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○議長（中井元信君） ２回目の質問はございますか。  

  ４番益田議員。  

○４番（益田芳子君） 参考資料、ありがとうございます。ことし８月に厚生労働省が

発表した人口動態総計速報では、ことしの上半期に生まれた赤ちゃんは５０ 万

８，８０２人で、昨年の同時期に比べて約１万２，０００人ふえ、５年ぶりに前年比

プラスになる可能性を示しています。出生数の増加は、本町においても、子育て世代

の間で２人目、３人目と子供を産み、育てたいという意欲が高まりつつあると聞いて

おります。  

  地方創生総合戦略の人口ビジョンの中、府中町は利便性などから子育て支援に力を

入れることで、国のビジョンより早い出生率回復ができる可能性がある。また、地方

創生先行交付金では、子育て支援の環境整備にも力を入れていただいているところで

す。  

  しかしながら、府中町子ども・子育て支援事業計画のニーズ調査の中で、子育てし

やすい社会のために必要と思う項目では、働きながら子育てができる環境づくりを進

めてほしい、就学前の児童がいる保護者の中で７２．６％という高い数字が出ており

ます。まずはこの待機児童ゼロにできるか、ここに参考資料の中に１０月の時点で

３名という数字が出ております。皆さんもこの待機児童数３名という数字が、今まで

ゼロだったのが３名ふえたっていうことは深刻に受けとめていただきたいと思います。  

  現在、認可保育園、認定こども園、定員に対して、１７番議員の梶川議員の参考資

料にもございますけども、大変定員が多くなってるかと思います。実際ここ待機児童

３名ですけども、もっと多いのではないかと、そういうふうに思います。なかなか待

機児童に関しては、入所したいという手続があって、この数字が出てるのではないか

と思います。その辺の調査をされているのか、再度お聞きいたします。  

  ２点目の第２子、第３子に対する支援策についてですけども、第２子以上、第３子

以上の子供を望んでる既婚者に対しては、既に政府の有識者の会議の中でも、第３子

以降の保育料無償化の対象拡大の検討も開始しています。  

  また、２０１６年度の税制においても、自宅で育児をしやすくするため、３世代同

居に向けたリフォームなどした場合の施設も育児支援として掲げられていますが、府

中町においても、子育て中の同居家族に対しての支援は考えられないのか。府中町で

の戦略会議の有識者からも、祖父母、おばあちゃん、おじいちゃん、そういった方々
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が孫育てに対しても何か支援を考えてほしいというようなそういう意見も出ておりま

した。この問題も十分に考慮していただき、何か支援の策があればお聞かせ願いたい

と思います。  

  ３点目の保育所の整備や保育士への働き手の確保でございますけども、広島県では

広島県庁に認可保育所が開設されます。府中町内も早くからこうした取り組みをして

いた事業者が託児所を開設され、仕事と同時に利用できることで、多くの方が利用さ

れていましたが、私の知り得る事業所内では、現在託児所が閉鎖されています。今後

事業所内保育所についての動きはあるものか、お聞きいたします。  

  また、地域の多様な保育ニーズに対して、現在府中町では延長保育事業をしていま

すが、今回も留守家庭児童会拡充をするというふうに聞いておりますが、その中で延

長保育をしている方の子供さんの兄弟、この兄弟が延長保育をしている子供さんは園

内で預かるけども、そうでない子供さんがやはりいるわけですね。そういった家庭の

兄弟に保育所内での一時預かりなど併設はできないものか。  

  そして、次に、深刻な人手不足に対して、今月、厚生労働省は小学校や幼稚園など

の教員免許を持つ人が保育士のかわりに保育所で働けるようにする制度案も検討され

ています。また、子ども・子育て支援新制度で全国共通の認定資格が新設されました。

これから放課後児童会もニーズ枠が拡大されますし、現在、町内で休日保育事業も行

われており、慢性的な不足があるのではないかと思います。また、保育士等の処遇改

善は行われているのか。認可保育所で実施されている勤務状態、最低２人以上の保育

士が必要条件となっておりますが、現在何人の方が補助支援として働いているのか。  

  ４点目の５歳児健診ですけども、先ほど部長のほうからも療育に関しては相談所も

設け、また保育所内でそういった取り組みをしてる。しかしながら、今現在５歳児健

診に、私はこういう質問をした経緯については、なかなか療育手帳がいただかれてな

い。その現状というのは、診断される先生が不足をしている。県の体制としても、な

かなか市町で５歳児健診をしているところは大変少なくなっております。しかしなが

ら、府中町でもそういった声が多く聞かれます。そういった対応をどういうふうにこ

れから考えていかれるのか、その点について再度お聞きをいたします。  

○議長（中井元信君） 答弁。  

  福祉保健部次長。  

○福祉保健部次長（山西仁子君） ただいまの益田議員さんの御質問にお答えさせてい
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ただきたいと思います。  

  まず１点目、入所したいという児童も調査されているのかというところで、この

３名以外にもということなんですけれども、こちらでまず記載させていただいてる

３名が国の言う待機児童です。町内にある保育所が今認可しているのが、事業内保育

事業所も合わせて７カ所ございます。７カ所全部に当たって、それでも入れない方と

いうのが３名でございます。ほかに、私はこの保育園しか嫌だ、この園を選ばれた場

合は、国で言う待機児童というのに値しません。なので、この気に入られた一つの保

育園があくまで待ちますと言われる方については、そこの保育園があくまで待ってい

ただいてる状況ですので、実際そういった方はほかにもいらっしゃるのはいらっしゃ

います。ただ、保育所にこれから入りたいですかという調査っていうのは、特にはし

ていないんですけれども、年に１回、町内の保育所が町内で公開保育というのをされ

ております。そのときに、これから保育園を考えられる保護者の方が町内の保育所を

回られます。そのときに、保育園を考えられてますか、考えられてませんかっていう

のを聞かれております。そういった中で、大体これぐらい来るのかなっていう双方の

情報共有っていうのはできておりますので、特に調査というのはしておりませんが、

そちらのほうの数字を参考に、私たちのほうも定員管理、これからの定員設定という

のをさせていただいてるのが状況でございます。それがまず１点目です。  

  ２点目に、子育て中の同居の祖父母に対して何か対応策を考えていないかというこ

となんですけれども、こちらの福祉保健部サイドでは、同居または近居の祖父母が、

保育所に入所しなければならない、要は御両親が働いていたり、何か保育に欠けてる

場合に見られる場合は、プラチナ保育という名前をつけてるんですけど、そういった

形で祖父母の方に手当を出すというのを次年度以降考えております。  

  この設定の根拠になりましたのが、昨年までの旧制度では、同居の祖父母も含めて、

全ての方が保育に欠けていないと保育所等で預かることができなかったので、全員の

在職証明書もしくは診断書等を求めておりましたが、この４月から始まりました子育

ての新制度においては、保育所に入所されるお子様の御両親、もしくは保護者ですよ

ね、の在職証明書とか、そういったものしか求めませんので、実際おじいちゃん、お

ばあちゃんいらっしゃって見ていただける、保育所にかわって見ていただけるのであ

れば、そこに対して援助していこうというのを考えております。まだ具体的なところ

は検討中ですので、今ちょっとお答えできるのはそのあたりなんですけれども、そう
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いったことは考えております。  

  ３番目の事業所内の保育施設の動きはというところですが、先ほど福祉保健部長か

らも答弁させていただきましたとおり、もう１施設、年度内に認可する準備をしてお

ります。それが整えば、また地域枠として３歳未満児の受け入れが可能になります。  

  ４番目の延長保育事業の件ですけれども、兄弟のいるお子さんというのは、保育所

に通われている上の小学生のお子さんのお話かと思いますが、現在のところ町内の保

育所につきましては、保育所ということで補助金をいただいて施設をつくっておりま

すので、また、今後そういった補助対象でないような建物ができたり、町内でこうい

った留守家庭でキャパが超えてきたりしたときには、また検討していかなければなら

ないこともあるかとは思いますが、現在のところちょっと受け入れられる施設がある

かというと、ちょっとまだ見ていないんですけれども、ちょっと検討していかなけれ

ばならないのかもしれません。  

  ５番目でしたか、処遇改善は行われていますかということなんですけれども、処遇

改善にいたしましては、昨年までは補正で処遇改善の補助金という形でさせていただ

いてたと思うんですけれども、今年度の新制度から、保育所に毎月払う運営費の中に

処遇改善費が加算として含まれております。ですので、そちらのほうでお支払いする

ことで処遇改善を図っていくというところをしております。  

  以上でございます。  

○議長（中井元信君） 福祉保健部長。  

○福祉保健部長（立石佳之君） ５番目の５歳児健診について、医師不足の中、どのよ

うに対応していくかという御質問ですけれども、確かにどこもこの県内の市町で５歳

児健診という最後にお医者さんの診断いただくということについては、実施をしてい

ないという状況で、府中町としては幼児発達支援センター、いわゆる柏学園さんがお

られますので、この個別療育、親子教室というのを実際に実施をしていただいており

ます。３３人に延べ３７５回を実施していただいています。  

  また、先ほどもちょっと町のほうで親子療育相談、これは年６回、１６人に対して

約１時間ぐらい、お一人がですね、そういった相談をして、最終的には柏学園さんの

ほうに引き継げないかということを進めております。  

  また、個別に幼稚園、保育所、小学校も含めて、関係機関の助言ということで、発

達支援センターのほうでは、昨年２３回の訪問して指導していただいてると。また、
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個別にスタッフ向けの研修もしていただいてるということで、別に新年度からあと

１０回程度そういった指導回数の枠がとれないか、どうしても相手、柏学園さんの日

程等も調整しながら、枠を少しでもとっていきたいというふうに考えております。  

  以上です。  

○議長（中井元信君） ３回目の質問はございますか。  

  ４番益田議員。  

○４番（益田芳子君） 前向きな答弁をいただいたかと思います。私が一番この待機児

童で心配しているのは、３年前に府中町では児童虐待という痛ましい事件がございま

した。待機児童３名ではございますけども、就学前の子供さんの中で、保育所にも幼

稚園にも通所、通園をしておられない児童の方がおられるのか、府中町でおられるの

か、そこの質問を１点。  

  そして、今現在定員に対してかなり大幅な増員が図られているかと思いますけども、

大変少し無理をした定員増ではなかろうかと思います。良質な子供の育ちの環境のた

めには、もう少しこういった定員枠、これを回復するよう努める必要があるのではな

いかと思います。そのことによる保育士の負担、離職離れというものがあるのではな

いかと思います。その点についてもお考えをお聞きいたします。  

  それから、５歳児健診でございますけども、広島県で尾道にあづみの森というとこ

ろ、支援をしている事業がございます。大変立派な発達障害の専門の先生がおられま

して、健康推進課が中心となってそういった事業も行ってるところもあります。そう

いったところのいわゆる御紹介、そういったものも府中町ではするべきではなかろう

かと思います。そのことについて再度お聞きをいたします。  

  そして、府中町が今進めております子育て支援に関しても、もっともっと充実がで

きるかと思いますけども、ことしの８月に女性が活躍する推進法が成立をいたしまし

た。全ての女性が輝き活躍できる社会と明るい未来を期待するものですが、これは決

して女性だけのことではなく、男性も、そして妊婦さんも、子供、若者、高齢者、障

害の方も全ての方が暮らしやすい地域であるために、まずは子育て支援を確実に府中

町の女性が生き生きと働き、子育てができる環境と、核家族が地域のつながりが薄れ

てきてることにより、相談相手がなかったり、支援サービスを利用できないようなこ

とがないように、きめ細やかな支援の充実をお願いをしたいと思います。  

  先日、１２月２日と１２月１２日に子育て支援の支援事業でもあります産前産後の
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講演をしているところに赴きをいたしました。若竹保育園、ひかり保育園、福祉課の

職員の方も同伴をしていただきました。そのときに保育園のほうから、こうした支援

事業を行ってるけども、町の方がこうして来てくださる、またその関係の方が来てく

ださる、それがすごく励みになりますということも言われました。そういった意味で、

しっかり支援事業を行ってるところには、町職員が赴きながら、改善など、また要望

などしっかり聞いていただきたい、そういう思いで今回の私の質問を終わります。  

  以上です。  

○議長（中井元信君） 答弁求めますか。  

○４番（益田芳子君） はい。  

○議長（中井元信君） 答弁。  

  福祉保健部次長。  

○福祉保健部次長（山西仁子君） まず、御質問の町内で保育園にも幼稚園にも行かな

い方が何人いらっしゃるかということなんですけれども、一応昨年の数字になるんで

すけれども、昨年の５月１日に人口から認可保育所に通われている方、また町内の幼

稚園から聞き取りました町内の幼稚園、町内、町外から来られてる方みたいな形で計

算させていただいた中では、もしかして認可外の保育所に行かれていたり、もしかし

て市内の幼稚園等にも行かれてるのかもしれないんですけれども、そうした方を引い

た人数でいいますと、３歳未満児さんが１，１９１名、人口が１，６３８人に対して

１，１９１名で、３歳以上児さんだと、１，４２５名の人口に対して２２５名という

ことに数字は出ております。未満児さんの場合は、幼稚園に行かれること、御自宅で

見られている方等が子育て支援センターを活用しながら過ごされてることもあるので、

こういった数字かと思いますが、３歳以上児さんにつきましては、保育所か幼稚園か、

基本的にはどちらかに行かれてる方が多いとは思いますが、３歳、２年保育をされる

場合、３歳児で家にいらっしゃる方もいらっしゃると思いますので、こういった数字

が出てるのかと思います。  

  入所の保育所の定員数がかなり定員を超えて入所してるという状況に対して、どの

ように考えているかということですけれども、厚生労働省のほうからも弾力的な入所

ということで、１２０％未満の入所率であれば弾力的な入所ということで認められて

おります。１２０％を２年以上越えれば、必ず定員を変えてくださいという定めもご

ざいます。そういった中で１２０％以上になれば、もちろん定員を変えてもらいなが
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ら、定員をふやしながらというのはしているんですけども、適正な入所定員というの

を図るためにも、一気に上げるのではなくて、人口の増加とか、そういったところも

計算しながらさせていただきたいと思っております。ただ、この人数で足りてるかど

うかというのは、また５年後に子ども・子育て支援事業計画も見直しがございますの

で、またそういった状況を見ながら、しっかり検討していきたいと思っております。  

  ちょっと先ほど１点忘れました、補助員、各保育園の補助員が何名かということな

んですけども、保育サポーターという名前をつけられているんですが、各保育園とも

２名以上ではなく、３名から４名配置されております。  

  以上でございます。  

○議長（中井元信君） 福祉保健部長。  

○福祉保健部長（立石佳之君） あづみ園へ発達障害の有名な先生がおられるというこ

とですので、町のほうでも積極的に御紹介をしてまいりたいと思っております。  

  以上です。  

○議長（中井元信君） 以上で、第２項、子育て支援策の拡充をについて、４番益田議

員の質問を終わります。  

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

○議長（中井元信君） ここで休憩をいたします。再開は１時からといたします。休憩。  

（休憩 午前１１時５５分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

○副議長（岩竹博明君） 議長を交代いたしました。休憩中の議会を再開します。  

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

○副議長（岩竹博明君） 続いて、厚生関係、第３項、府中町の保育の現状はについて、

１７番梶川議員の質問を行います。  

  １７番梶川議員。  

○１７番（梶川三樹夫君） それでは、府中町の保育の現状はということで、ちょっと

午前中、前任者と重なる部分もありますが、質問させていただきます。  

  少子化の流れがとまらず、人口減少社会に突入している日本ですが、共働き家庭が

ふえる中、保育所の需要は高まっていると聞きます。府中町における保育の現状につ

いて、以下お尋ねをいたします。  
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  まず、１番目、今年度から始まった子ども・子育て関連３法により、変わった点は

どのような点でしょうか。この子ども・子育て関連３法というのは、平成２４年８月

に成立をした法律でありまして、ことしの４月から本格スタートをしたというふうに

聞いております。これによって、どのように保育、教育は変わったんでしょうか。  

  ２番目に、大都市では保育所に入りたくても入れない人が多く問題となっておりま

すが、府中町の入所状況はどうでしょうか。これは午前中に資料も説明を受けました。  

  ３番目、病児保育の利用状況、これは昨年５月から向洋のこどもクリニックですか、

青崎にあります病児保育室ダンボにおいて病児保育をしていただいておりますが、こ

の利用状況はどうでしょうか、ということで質問をいたします。  

  以上、よろしくお願いいたします。  

○副議長（岩竹博明君） 答弁。  

  福祉保健部長。  

○福祉保健部長（立石佳之君） １７番梶川議員の府中町の保育の現状はという御質問

に御答弁申し上げます。  

  １番目の御質問の今年度から始まった子ども・子育て関連３法により変わった点に

ついてですが、ことし４月から、子ども・子育て関連３法に基づき子ども・子育て支

援新制度がスタートしました。  

  新制度では、幼児期の学校教育、保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進

し、全ての子供に良質な子育て環境を保障し、一人一人の子供が健やかに成長するこ

とができる社会の実現を目的とする取り組みです。  

  新制度の大きなポイントとしましては、待機児童対策として、幼稚園、保育園、認

定子ども園のほか、家庭的保育事業、事業所内保育事業等も認可事業となり、公的支

援が受けられるようになり、保育の量的拡大が図られました。  

  ２点目としまして、保育所等の入所手続において、保育園、認定こども園に入園を

希望される場合、まず町で保育の必要性の認定を受けることになりました。認定され

た保育の必要性の有無や必要量に応じて、認定こども園、保育園、地域型保育事業か

らニーズに合った施設を選ぶことになりました。  

  また、町が行う事業として、今までも実施しておりました一時預かり事業、病児保

育事業、放課後児童クラブ事業などが地域子ども・子育て支援事業として法的に位置

づけられ、より一層子育て支援の充実を図る制度となりました。  
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  次に、府中町の入所状況についてですが、府中町では、認可保育園が６園、認定こ

ども園が１園で、定員１，００５人に対して、１２月１日現在で１，１１６人と定員

を超える児童が入所しております。年間平均入所率は全体で１０７．９％となってお

ります。また、４月１日に認可しました事業所内保育施設においても、地域枠４名に

対して３名が入所して保育を受けられ、あと１名入所予定の児童がおられます。  

  待機児童につきましては、県に４月と１０月に年２回報告しております。４月は待

機児童ゼロでしたが、１０月は３人おられました。これからも年度途中でも待機児童

が発生しないように、保育所の定員増加と事業所内保育施設の充実に取り組んでまい

りたいと思っております。  

  ３番目の御質問の病児保育の利用状況についてですが、当町の病児保育については、

昨年５月から広島市に移転しましたますだ小児科にかわり、向洋こどもクリニック内

の病児保育室ダンボで実施しております。昨年の実績は、５月からの１１カ月で

６３４名の利用者がおられました。今年度は１１月までで４７７名が利用されており、

年間７００名を超えるペースとなっております。  

  病児保育室ダンボでは、事業について前向きに取り組んでいただいており、昨年定

員４名でスタートしましたが、冬季の感染症の流行に備え、年度途中に病児保育室を

改装され、定員を６名に増員していただきました。また、今年度より広域協定も結び、

町外の保育施設も利用可能になっており、より病児保育を利用しやすくなっておりま

す。  

  答弁は以上です。よろしくお願いします。  

○副議長（岩竹博明君） ２回目の質問はございますか。  

  １７番梶川議員。  

○１７番（梶川三樹夫君） 来年度より町立南保育所は廃園となるわけでございまして、

私立の保育園ばかりになるわけですが、この保育園の連携というか、その会議という

のはどういうふうになってるのか、一堂に集めて年に何回されるのか、そういう会議

はどんなふうになってるかを聞きたいと思います。  

  あと、病児保育所のダンボですけども、定員６名ということで、これ病児型という

ことを聞いておりますが、病後児型っていうのもあるんだと思うんですけども、これ

はダンボではされてないんだと思うんですけども、何か病児型ですよと、病後児も受

けますよとかいう、いろいろそういう話を聞くんですが、そこらは病後児型を受ける
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のが大変だからやってないというだけでしょうか。ちょっとそこらの病児型と病後児

型っていうのはよくわからないんですけども、何かそこらがあれば、その病院が決め

たことだと思うんですけども、教えていただきたいと思います。  

  以上です。  

○副議長（岩竹博明君） 答弁。  

  福祉保健部次長。  

○福祉保健部次長（山西仁子君） ただいまの質問のまず１点目で、次年度から私立の

保育園だけになるので、会議等の連携はどのようになっているのということですけれ

ども、今までも府中町内の南保育所、公立も含めて、府中町保育研究会という研修を

したり、園長先生が集まられていろんな話をされたりする会議がございます。それは

ほぼ毎月１回集まっていただきまして、町の担当のほうも出て、町からの連絡事項を

伝達したり、また協議していただく内容について協議をいただいたり、園長先生同士

の情報交換の場であったり、今の保育行政についてみんなで情報共有する場であった

り、そういった研究会をしております。こちらの研修についても、府中町のほうから

補助金のほうも出しておりますので、しっかり保育士の研修もしていただいてるとこ

ろでございます。  

  病児、病後児室のことなんですけれども、一応府中町のほうでは病児対応というこ

とで、病気になって保育園にとか幼稚園に連れていくことができないお子さんという

のを小児科のほうでしていただいてるんですけれども、病後児と病児の違いにつきま

して、はっきりちょっとしたものの資料をこちらのほうには持ち合わせていませんの

で、またちょっとそれについてはまた御説明したいと思うんですけれども、あと保育

所等の中で病後児について預かるということもございますので、またそういったのも

いろいろ研究しながらしていきたいと思います。すみません。以上でございます。  

○副議長（岩竹博明君） ３回目の質問ございますか。  

  １７番梶川議員。  

○１７番（梶川三樹夫君） 府中町も人口がちょっとずつでありますが、増加をしてい

るということで、非常に若い人がやっぱりどんどん入ってきて、これからもいただき

たいと思います。そのためにも保育園の充実というものは必要だと思っております。  

  この保育士の確保というのが大きな問題だと思うんですけども、聞くところにより

ますと、金剛保育園さんも大きくきれいになったんですけども、部屋は大きくなって
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も、保育士さんが非常に少ないということで悩んでおられるということを聞いており

ます。午前中の答弁にもありましたけども、町もいろいろ動いておられるということ

を聞きましたので、これからも現状を把握しつつ、保育士の確保に向けても、私立の

保育園とともに努力をしていただきたいと思います。  

  以上、要望です。よろしくお願いします。  

○副議長（岩竹博明君） 要望ですね。  

  以上で、第３項、府中町の保育の現状について、１７番梶川議員の質問を終わりま

す。  

  続いて、厚生関係、第４項、「学童保育」拡大の計画について、１８番林議員の質

問を行います。  

  １８番林議員。  

○１８番（林  淳君） 「学童保育」拡大の計画についてという表題で質問いたしま

す。  

  この学童保育というのは、府中町では留守家庭児童会というふうに呼んでますし、

厚生省などの呼び名というのは、放課後児童クラブというふうに呼ばれてるようです。  

  ところで、現在府中町の留守家庭児童会というのは、小学校１年生から３年生まで、

そういう対象でとりわけ保育に欠けるというんでしょうか、まだ幼い子供が家に帰っ

たときに兄弟あるいは御両親などがいないということで、こういった子ども・子育て

支援という中で誕生した事業だというふうに思っています。府中町では、保育所等の

意向を知るため、今回調査を、アンケート調査をやったというふうに聞いていますけ

ども、その結果についてお伺いします。  

  まず１点は、アンケートの対象者、どういう方を対象としてアンケートを実施した

のか、その人数を教えてください。  

  ２点目は、その結果の対応ですね、どういう要望が、いわば今度の実施する判断に

なったんでしょうから、その辺の対応です。細かいことは結構です。もちろん、実施

については、場所とか時間だとか指導員とか、あるいは予算など、多くの課題があっ

たと思いますが、それをクリアされて実施という方針が出ましたが、その決定した機

関はどこになったのか、どこが決定したのか、最終的に、という質問です。  

  次いで、決定した実施計画の内容について若干お伺いします。  

  一つは、場所はどういうふうにどこを拡幅されたか。なお、この事業の時間ですね。  
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  ３番目の質問は、およそ何人くらいの児童数になるのか。現在１年生から３年生で

すが、それを６年生まで拡大した場合に何人になるのか。現在の児童数、そしてこれ

を実施した場合も見込み数ですね。また、その際指導員は現状何人から、実施した場

合の指導員の人数をお尋ねします。  

  また、予算及び保護者の負担をお伺いします。というのは、自治体によってはいろ

いろ保護者への負担をかけていますが、府中町の現状は私の理解では、たしか１日

１００円のおやつ代を集めているだけで、この事業そのものへの負担はないというふ

うに伺っていますが、それがどうなるのかという点ですね。現行どおりで行うのかど

うなのか。たしか現在はこの費用は国、県、町、それぞれ３分の１というふうに伺っ

てるわけですが、それに変更はないのかどうなのか。  

  また、時間の過ごし方ですね。１年生から３年生まで、現状はそうですが、来年の

４月からは４年、５年、６年という、９、１０、１１歳という子供たちが放課後児童

クラブに参加するわけですが、そこをお伺いします。  

  なお、実施計画等の保護者への連絡はどういう方法で周知徹底させるのかという点

についてもお尋ねします。  

  ところで、この事業は放課後児童クラブというのが公式な呼称のようですが、文科

省と厚生労働省のいわばコラボっていうんでしょうか、コラボレーションのような形

をとってるというふうに理解してます。府中町で言いますと、例えば、国で言うたら

文科省、そこが府中町の場合で言うと教育委員会の社会教育課になってますし、また

厚生労働省のいわば部分については、府中町の場合は子育て支援課というふうになっ

てますよね。ということは、結局、保育っていうのと教育というのが重なり合ったコ

ラボ、事業だというふうに考えられます。  

  今回の対象年齢が拡大されて、ますます９、１０、１１という子供たちが新たに加

わるわけですから、教育のウエートが色濃くなるんだろうと、現状よりは、というふ

うに思われます。  

  子供の自我の確立というのは、大体１０歳前後というふうに言われています。自分

を客観視する、科学的に物事を見る目、考える力を身につけ、人として、人間として

急速に発達する年ごろです、９、１０、１１歳というのはですね。知識欲が旺盛にな

り、例えば、むさぶるように読書に熱中するのもこの年ごろです。したがって、６歳

から１１歳の児童を成長に対応した形、場所が必要だというふうに考えます。年長の
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児童には可能な限り自由度を確保しながら、彼らの知識欲、成長欲にふさわしい場所

の設定、あるいは選択ができるというような、また指導員も当然そういった配置が求

められるのではないかというふうに思っています。一口に言えば、年長組にはその成

長にふさわしい条件をつくり、成長を支援、指導する配慮が必要になると思います。

子育ての重要性は各界から指摘され、注目されている現在、府中町の今後の放課後児

童クラブの成長、発展に大きな期待を持っていると申し上げて、質問を終わります。  

  以上です。ありがとうございました。  

○副議長（岩竹博明君） 答弁。  

  福祉保健部長。  

○福祉保健部長（立石佳之君） １８番林議員の「学童保育」拡大の計画という御質問

に御答弁申し上げます。  

  子ども・子育て３法に伴う放課後児童クラブ事業、町では現在留守家庭児童会とし

て運営しておりますが、対象学年を小学校３年生までから、小学校６年生までに拡大

するに当たり、ことしの６月に意向調査を実施いたしました。意向調査の対象は、町

内の小学校３年生、４年生及び５年生の保護者で、調査票を１，３７３枚配布し、放

課後の過ごし方、留守家庭児童会の利用の希望の有無、実施時間、料金体制等を含め

た運営方法等についてアンケートを実施いたしました。回収枚数は１，０４２枚で、

回収率は７６％でした。  

  調査の結果、放課後の過ごし方としては、多くの子供が１人または兄弟で留守番を

していると回答し、対象学年を６年生まで拡大することについても、できれば利用し

たいという前向きな御意見が多くあり、次年度に向けて高学年の受け入れ体制につい

て福祉保健部と町教育委員会で検討を開始いたしました。  

  実施場所については、学校敷地内設置を原則に、追加面積を確保できるように、余

裕教等を暫定的に整備することで、来年４月からの実施を目標に、今年度及び次年度

以降で順次整備を進めていくこととしております。  

  実施時間につきましては、平日の放課後については午後６時まで、夏季休業等の長

期休業については、午前８時半から午後６時までの現在の実施時間帯の継続としてお

ります。現在、小学校３年生までの利用者数は４６３人ですが、意向調査の結果、高

学年の要望は１８４名でした。よって、この１８４名を対象とした留守家庭児童会の

追加開設を各小学校で予定をしております。  
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  指導員数については、１クラブおおむね４０人を単位に職員を２人配置することか

ら、現在７つの新設クラブを見込み、１４名の指導員の追加配置を考えております。  

  予算につきましては、運営費について、町、県、国、それぞれ３分の１については

変更はございません。保護者負担についても、現在と同様、おやつなどの実費のみの

徴収を考えております。  

  次に、留守家庭児童会は、保護者が就労や病気等の理由で下校後、児童を見ること

ができないときに、御家庭のかわりとして一時的にお預かりして児童が活動を行う場

所であります。設置目的が遊びや生活の場であり、その意味からも、活動内容は基本

的に自由に過ごせるよう配慮しております。子供たちには年齢に応じた発達にふさわ

しい活動ができるよう環境整備をし、低学年と高学年の子供たちが仕切られた空間で

宿題をしたり、本を読んだりしながら、安全・安心に過ごしてもらえるように考えて

おります。  

  最後に、保護者への説明についてですが、毎年留守家庭児童会の入会申し込みにつ

いては広報ふちゅうでお知らせをし、各学校の留守家庭児童会で用紙の配布及び受け

付けをしておりますが、新たに高学年の児童も対象にすることについて、これからは

学校を通じて周知していく予定でございます。  

  答弁は以上です。  

○副議長（岩竹博明君） ２回目の質問ございますか。  

  １８番林議員。  

○１８番（林  淳君） 御答弁ありがとうございました。特に私が力点を置いたとい

うのかな、要するに、９歳から１１歳、４年、５年、６年の子供たちのある意味では

本人たちの自由度を確保する、それで選択ができるというようなことについても、ほ

ぼ私としては満足できるような回答だったというふうに思います。  

  その中で、特に具体的にお尋ねしたいのは、やはり学校の中には学校図書館という

のがありますが、そこを活用するような、まあ授業になってるのかどうなのかという

点と、もう一つは、小学校というのは５つありまして、それぞれ、例えばくすのきプ

ラザの図書館の活用なんかも考えられるんだけど、ちょっと距離がありますからね、

難しいかなと思うんだけども、その辺の学校の中にあります図書館というのは利用で

きるだろうけれども、まずそれができるような仕組みになってるかどうかという点と。  

  それからもう一つは、もっと蔵書の多い、しかも専門書も多いわけですが、くすの
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きプラザの図書館を活用できる、例えば実際に子供たちは行くのは困難でも、例えば

必要としている図書を借りるようなシステムをつくって、それを活用できるようなこ

と、というのは大切なことになるのではないかなというふうに思ってますので、その

点についての質問をいたします。  

○副議長（岩竹博明君） 答弁。  

  教育次長。  

○教育次長（戸田秀生君） ただいまの林議員の御質問ですが、留守家庭児童会で学校

図書館の活用ということでお尋ねいただいたんですが、現在も学校図書館の活用をし

ながら留守家庭児童会の子供たちは時間を過ごしたりすることもかなりあります。今

回４年生から６年生までになりますと、そういったニーズもふえると予測されており

ます。  

  林議員言われましたように、くすのきプラザの図書館のほうが本が多いわけですか

ら、その本を活用しない手はございませんので、現在、学校の授業でもくすのきプラ

ザのほうの図書館にリクエストをいただいて、学校の図書館にくすのきプラザの本を

持っていって貸し出しということもやってはおるんですが、今後、留守家庭児童会に

ついても、そういったシステムを活用させていただいて、リクエストがあれば、持っ

ていったりとか、図書司書を派遣したりとか、そういうことを考えていきたいと思っ

ております。よろしくお願いいたします。  

○副議長（岩竹博明君） ３回目の質問ございますか。  

  １８番林議員。  

○１８番（林  淳君） 名称なんですけども、大ざっぱに僕らは普通ほかの市町の人

たちと話しするときには、学童保育なんていうふうな言い方をしてます。府中町は留

守家庭指導会。今度、放課後児童クラブというような名称に変更するのかどうなのか、

今までどおり、なれ親しんできた府中町の町民の私にとっては、今までのように留守

家庭児童会でいいのかどうなのか、それとも、今度拡大することによって、若干性格

が変わってきてるので、名称を変えるのか、要するに、今までどおりの名称で呼ぶの

か、それともいっそこの際、国が使ってる名称に変えるのかどうなのか、それだけで

す。名称をどうするのか、今後。  

  以上。  

○副議長（岩竹博明君） 答弁。  
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  教育次長。  

○教育次長（戸田秀生君） 留守家庭児童会の名称についてなんですが、今、国のほう

におきましては、平成２６年に放課後子供総合プランというのがつくられまして、そ

の中で、うちで言います留守家庭児童会、国では放課後児童クラブというふうな呼称

をされております。放課後児童クラブという呼称を使う自治体もかなりあります。学

童クラブという林議員の言われました呼称を使うところもありますし、留守家庭児童

会という呼称を使うところもあります。ただ、府中町の場合は、先ほどの放課後子供

総合プランの中で放課後児童クラブ、これ留守家庭なんですが、もう一つ、放課後子

供教室というまた別の事業があるんですよ。府中町は今両方の事業をやっておるんで

すが、余りにも名前も似てまして、留守家庭児童会、放課後児童クラブなんですが、

こちらのほうは働いたり病気の方しかお預かりできないんですが、放課後子供教室と

いうのはもう自由に申し込みできて、教育的な観点の授業ができるんですよ。その事

業を今並行してやっておりますので、ちょっと住民の方にもちょっと混乱を招くおそ

れもありますので、しばらくは留守家庭児童会（放課後児童クラブ）という呼称でち

ょっといきたいなというふうに、現在のところは考えております。  

  以上でございます。  

○副議長（岩竹博明君） 以上で、第４項、「学童保育」拡大の計画について、１８番

林議員の質問を終わります。  

  続いて、厚生関係、第５項、府中浄水場の今後の整備について、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） それでは、府中浄水場の今後の整備について御質問いたしま

す。  

  府中浄水場は、平成３０年度に高地区へ新設される浄水場（府中高地区調整池）が

供用開始されても、緊急時の施設として存続すると聞いていますが、その維持管理方

法や、規模並びに緊急時対応のあり方などについて、どのような形態になるのか、町

で把握している情報の範囲で伺います。  

  また、府中浄水場の規模が縮小されるのであれば、今後コミュニティバスの回転広

場的なスペースの確保が可能であるのか、重ねて伺います。  

  以上です。  
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○副議長（岩竹博明君） 答弁。  

  生活環境部長。  

○生活環境部長（梶川幸正君） １３番力山議員の府中浄水場の今後の整備について、

御答弁をさせていただきます。  

  御質問後段のコミュニティバス運行事業は総務部の所管となりますが、一括して生

活環境部で答弁をさせていただきます。  

  まず、府中地区の水道施設整備計画の概要について説明をさせていただきます。  

  広島市水道局で確認したところ、現在、府中町の給水は、太田川の水を戸坂取水場

より取水し府中浄水場で浄化を行い、府中町などの約２万５，０００世帯の方々に給

水を行っておりますが、府中浄水場は施設建設から５０年が経過し、施設の老朽化が

進んでおり、将来にわたり府中地区の安定供給を確保するため、バックアップ体制の

整った広島市の主要浄水場である牛田浄水場からの給水に切りかえ、府中浄水場の跡

地は貯水機能を持った配水池として利用する計画とのことでございます。  

  これらの整備につきましては、平成２５年から町内で工事が本格化しており、整備

が順調に進めば、平成３０年度に牛田浄水場からの給水の切りかえが可能となります。

また、府中浄水場の跡地については、平成３０年度以降、新たに配水池が建設される

予定ですが、土地利用等につきましては、現段階では未定とのことでございました。  

  議員御質問の維持管理方法や規模につきましては、現在の府中浄水場の施設のろ過

池１０池は、牛田浄水場からの給水の切りかえ後配置されますが、地下にある配水池

は当面の間利用し、平成３０年度以降新たに建設する予定となっております。  

  また、現在事務所に利用されている建物については、安芸区、坂町等の広範囲にわ

たるポンプ所や配水池といった水道施設の運転状況等を集中管理しているため、建物

をどうするのかを含め、維持管理方法や規模については、現段階では未定とのことで

確認ができませんでした。  

  緊急時対応のあり方等につきましては、新たに建設する配水池には、地震による大

きな揺れが生じたときに自動的に閉まる緊急遮断弁をセットするなど、災害等の緊急

時に飲料水が確保できるよう検討しているとのことでございました。  

  次に、コミュニティバスの回転広場としての利用の可能性についてでございますが、

先ほども申し上げましたとおり、跡地利用が現時点では具体的な施設計画が未定であ

ることから、空き地がどの程度、どの場所へできるかといった事実は確認できません
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でした。今後、広島市水道局の施設計画の結果によっては、調査研究を行ってまいり

ます。  

  以上、答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。  

○副議長（岩竹博明君） ２回目の質問ございますか。  

  １３番力山議員。  

○１３番（力山 彰君） 府中浄水場は現在１０基のプールをもって飲み水に浄水して

るということでございます。これが３０年度以降、貯水機能を持ったタンクを２基据

えると、その貯水量が１基５，６００立米、タンクの高さが５メートルとして、長さ

５０メートル、横が２２メートルぐらいの大きなタンクが２基つくられるというふう

に聞いております。  

  現在の府中浄水場の敷地面積ですが、２万５，６００平米ということで、広大な土

地になっておりまして、ここにその浄水機能を持ったプールをなくした後はそこへ据

わるというふうに聞いております。つまり、かなりの空間ができるようにお聞きして

おります。その後は、府中浄水場は今有人で運転してますけど、無人というふうなこ

とも聞いております。  

  実は、広島市の浄水場の関係者に聞きますと、浄水場の機能をなくした後、こうい

った貯水タンクを設けた場合、よそでは、例えば運動公園的な施設として地元の要望

によりやってるところもあるというようなことを聞いております。かなりの広い土地

が、府中でも余りないような土地があくということなんですね。そのために、このあ

いた土地を例えば防災としての一時避難所に活用できないのか、また災害発生時の瓦

れき等の集積場所として活用できないのか、また災害時復旧機材等の置き場としても

活用できないのかというようなことを、府中町として広島市の浄水場と話をしていた

だくことはできないのかということと、今、先ほど平常時で言えば、大きな運動公園

と、よそでやっとる例もあるらしいと。私はどこがやっとるか、そこまで聞きません

でした。そういったことができますので、ぜひつばきバスの回転場所としても活用さ

せていただけないかと。  

  というのが、一つは、桜ケ丘は全員で約２１０軒あるんですね。２１０軒のうちの

高所にあるのが大半でございまして、今桜ケ丘、清水ケ丘団地入り口バス停から高い

ところで７０メートルほど高低差があるんです。現在はまだ車を運転されてますので、

そう困らないんですけど、これがさらに高齢化すると免許証返納というようなことに
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なって、かなり困る団地だろうと思ってますので、桜ケ丘、清水ケ丘団地入り口から

延長で浄水場までで言えば３５０メーター、そして車の２０キロで走ったとして１分

あれば届くんで、そこまでついでに延長できないか、今のうちに広島市と交渉してい

ただけないかということでございます。そういったコミュニティー場所としても活用

できないのか。今なら工事中なんで、まだ最終的な決定がされてないんで、府中町の

要望をされることはできると思うんですよ。これが工事が終わって、さあこういうふ

うに使わせてくださいということになると、その時点でもう遅いと、また一から仕切

り直しになると。今ならば、例えば工事のためにもう石垣も崩して、中に車が貯水池

の中へ入れるようになってるんですね。それをまたもとへ戻した後、やらせてくださ

いと言うても、ちょっと遅いだろうと、今ならば交渉、話をして、向こうも検討する

だけの時間があるだろうと、もう２年ですね、あると思いますので、ぜひ一つは防災

のために、もう一つはコミュニティーのために、ぜひ今から交渉、話をしてもらえな

いかなということです。ひとつよろしくお願いします。  

○副議長（岩竹博明君） 答弁。  

  生活環境部長。  

○生活環境部長（梶川幸正君） 防災に関する御質問が当初あったと思いますが、一時

避難場所とかそういう部分については、ただいま現在、広島市水道局なんかと給水協

定とか、そういう災害時の協定を結んでおりますので、施設計画等がはっきりした場

合、そこらは詰めていきたいと考えております。  

  以上でございます。  

○副議長（岩竹博明君） ３回目の質問ございますか。  

  力山議員。  

○１３番（力山 彰君） はっきりした後では遅いので、向こうが意思決定をする前に

話をしていただきたいと。皆さんそうでしょうけど、自分の意思を決めた後言われて

も、もう困りますよね、はっきり言うて。だから、早目に今のうちに交渉をお願いで

きないかということでございます。この点はちょっと意味を理解していただきたいと、

決定した後じゃあ遅いということです。よろしくお願いします。  

○副議長（岩竹博明君） 要望でよろしいでしょうか。  

○１３番（力山 彰君） はい。  

○副議長（岩竹博明君） 以上で、第５項、府中浄水場の今後の整備について、１３番
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力山議員の質問を終わります。  

  続いて、厚生関係、第６項、水分峡へのアプローチ歩道の設置について、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） 引き続きまして質問をいたします。  

  水分峡へのアプローチ歩道の設置について。  

  水分峡森林公園は、ＪＲ広島駅から車で１５分の立地にありながら、豊かな自然を

保っており、町内のみならず、町外からも訪れる人が多く、年間入山者は５万人を超

え、身近で魅力的な安らぎの場になっています。  

  水分峡には、車で来る人も多いが、歩いてくる人も多く、その中には幼稚園や小学

校の遠足などの行事で訪れる子供たちも含まれています。  

  みくまり三丁目のつばきバス停留所から水分峡までのアプローチ道は、車の離合が

難しいほど狭く、歩道もないので、歩行者は前や後から来る車に注意しながら歩いて

るのが現状です。  

  歩いてくる人が安心・安全に水分峡に行けるよう、川の反対側（みくまり三丁目

１番地側）の土手を整備して、水分峡へのアプローチ歩道とすることができないか、

町の考えをお伺いします。  

  以上です。  

○副議長（岩竹博明君） 答弁。  

  建設部長。  

○建設部長（河中健治君） １３番力山議員の水分峡へのアプローチ歩道の設置につい

ての御質問でございますが、この路線を整備することにより、生活道路としての活用

もされると考えられますので、建設部のほうで御答弁させていただきます。  

  議員が言われるように、水分峡森林公園は広島市街地の近郊にあり、多くの方々に

親しまれ、御利用いただいております。現在、みくまり三丁目のつばきバス停留所か

ら水分森林公園までの道路は、町道総社跡みくまり線を利用していただいております

が、幅員が約５メートルであり、歩道もなく、車の離合も難しい道路でございます。  

  一方、みくまり病院私設の橋から上流、左岸側には、３メートルから４メートルの

河川管理通路とみなされる空間があり、水分峡森林公園の利用者が歩道として利用を

されております。  
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  また、御質問にありますアプローチ歩道としての整備ができないかとの区間であり

ますみくまり病院私設の橋より下流へ約９０メートル先の橋までの区間にも、幅約

１メートルの河川管理通路とみなされる空間がございます。ただし、この区間は通路

がでこぼこであるため、安全な歩道にするためには整地を行うとともに、転落防止柵

も必要となります。このように整備することで、みくまり病院私設の橋を挟んで、上

流と下流の空間を利用することにより、歩道として活用できるものと考えます。  

  しかし、当該箇所は河川区域か民地なのか、境界が定まっていないため、境界の確

定作業が必要となってきます。また、道路を整備することにより、生活道路として活

用できるようになることから、一般利用者もふえると予測できます。このことから、

隣接している土地所有者の方々の理解と協力が必要となります。  

  また、みくまり病院に進入する橋は、本来病院が管理する私設の橋であるため、関

係者以外の利用はできませんが、利用されているといった状況にもございます。今後

これらの課題、問題点等を整理いたしまして、歩道整備について調査研究していきた

いと考えております。  

  答弁は以上でございます。よろしくお願いします。  

○副議長（岩竹博明君） ２回目の質問はございますか。  

  １３番力山議員。  

○１３番（力山 彰君） 当該地区は官民境界がはっきりしてないということでござい

ますけども、今確かに草がぼうぼうになってます。恐らくどなたかが年に１回か２回

は刈られとると思うんですが、恐らく地元の方が一生懸命草刈りしとってんじゃない

かなとは思います。本当に今のみくまり病院の私有橋から１つ下の下流の橋から

９３メートルということで、整備すればすぐにもできそうな土地になっております。

ですので、できるだけ早く官民境界を設定していただいて、水分峡を訪れる方が安心

して安全で通れるようにお願いしたいと思います。  

  さらに、第４次総合計画の６月に中間をいただきましたけども、その中でも地域の

活性化施策として、観光資源の有効活用を推進しますと表現されております。水分峡

は府中町の観光資源の一つであろうと考えております。本当に自然の豊かなところで、

子供たちが夏には水遊びに、そして水分峡から呉娑々宇のほうへ向いての山の散策等

いろいろとされております。かなりの人が歩いていかれてますし、実は広電バスの水

分峡入り口、山田線ですね、そこのバス停でおりられてかなりの方が歩いていかれて
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ます。総社線の広い歩道を通っていただければいいんですけども、実際には水分峡の

川沿いに上がられると、これが最短距離、そして一番わかりやすい、水源に向かって

上がるんですから、道の迷いようがないと、それでそこを歩いて上がられる方はかな

りおります。土日には必ずそういった方に出会いますし、子供たちも遠足でその道を

通って上がったりします。  

  さらに、もう一つ要望を言えば、桜ケ丘へ上がる橋、角入橋というんがあるんです

が、そこから今のところまでもさらに歩道として整備していただければ、例えば北小

の子供が毎年遠足とか、生き物の調査とか、そういったもので年に２～３回は上がっ

てるかと思います。さらに、広島市の学校ですか、小学校やなんかも遠足で歩いてき

てられます。そういったこともありますので、さらにもう１３０メーターほど歩道を

つけていただければうれしいなと。ただし、ここは私有地、ここも官民境界が決定し

てないということなんですけども、少なくとも一番今見やすいみくまり病院の私有橋

から１つ下がった橋のところまでは９０メーターですけども、取りかかれば早くでき

るだろうということもありますので、ぜひ水分峡へのアプローチ道路として早期に整

備していただければと考えております。  

  以上でございます。  

○副議長（岩竹博明君） 要望でよろしいでしょうか。  

○１３番（力山 彰君） はい。  

○副議長（岩竹博明君） 以上で、第６項、水分峡へのアプローチ歩道の設置について、

１３番力山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。  

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

○副議長（岩竹博明君） ここでお諮りします。  

  本日は、これをもって延会と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） 

○副議長（岩竹博明君） 御異議なしと認めます。  

  よって、本日はこれをもって延会とし、次回は１２月１５日午前９時３０分から会

議を開きます。御苦労さまでした。  

（延会 午後 １時５１分） 


