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令和元年第４回府中町議会定例会 

会 議 録（第２号） 

 

１．開 会 年 月 日     令和元年９月６日（金） 

２．招 集 の 場 所     府中町議会議事堂 

３．開 議 年 月 日     令和元年９月９日（月） 

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

４．出席議員（１６名） 

   議長  中 村 武 弘 君    副議長  西   友 幸 君 

   １番  岩 竹 博 明 君     ２番  木 田 圭 司 君 

   ３番  橋 井   肇 君     ４番  梶 川 三樹夫 君 

   ５番  繁 政 秀 子 君     ６番  山 口 晃 司 君 

   ７番  二 見 伸 吾 君     ８番  上 原   貢 君 

   ９番  益 田 芳 子 君    １０番  児 玉 利 典 君 

  １１番  林     拡 君    １３君  中 村   勤 君 

  １４番  西 山   優 君    １８番  力 山   彰 君 

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

５．欠席議員（０名） 

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

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   佐 藤 信 治 君 

      副 町 長   末 平 顕 雄 君 

      教 育 長   高 杉 良 知 君 

      総 務 企 画 部 長   戸 田 秀 生 君 

      財 務 部 長   増 田 康 洋 君 

      福 祉 保 健 部 長   山 西 仁 子 君 
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      町 民 生 活 部 長   金 光 一 隆 君 

      建 設 部 長   井 上 貴 文 君 

      消 防 長   脇 本 哲 也 君 

      教 育 部 長   榎 並 隆 浩 君 

      総務企画部次長兼政策企画課長   谷 口 充 寿 君 

      総務企画部次長兼総務課長   森 本 雅 生 君 

      政 策 企 画 課 主 幹   大 神 規 正 君 

      危 機 管 理 課 長   砂 﨑 勇 介 君 

      福 祉 課 長   倉 﨑 誠一郎 君 

      自 治 振 興 課 長   岩 﨑 雅 男 君 

      環 境 課 長   宍 田   貴 君 

      学 校 教 育 課 長   土 井 賢 二 君 

      学 校 教 育 課 主 幹   畑 尻 佳 括 君 

      社 会 教 育 課 長   山 下 賢 二 君 

      社 会 教 育 課 主 幹   渡 邊 昭 人 君 

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

８．職務のため会議に出席した者 

      議 会 事 務 局 長   森     太 君 

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

９．議事の内容 

（開議 午前 ９時３０分） 

○副議長（西 友幸君） 皆さん、おはようございます。議長を交代しております。 

  ただいまの出席議員は１５名で定足数に達しておりますので、議会は成立いたしま

す。よって、令和元年第４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、お手元に配付いたしております日程で会議を進め

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（西 友幸君） 異議なしということで、議事の日程のとおり会議を進めるこ

とに決定しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○副議長（西 友幸君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日は、９番益田議員と１０番児玉議員を指名いたします。よろしくお願いします。 

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

○副議長（西 友幸君） 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、自治体アプリの活用について、６番山口議員の質問を行い

ます。 

  ６番山口議員。 

○６番（山口晃司君） 皆さん、おはようございます。 

  それでは、自治体アプリの活用についてを質問いたします。 

  ＮＴＴドコモモバイルが関東１都６県で調査した結果、ことしついに７０代のスマ

ートフォンの普及率４３％が、ガラケーの普及率３９％を初めて上回りました。

６０代の普及率ではスマートフォン７０％、ガラケー２９％で倍以上あることから、

老若男女間わずスマートフォンは日本人の生活の一部になっていると思えます。 

  そのような背景もあり、近年、自治体アプリをつくり、さまざまな情報をアプリを

通して提供する自治体もふえています。府中町もごみ分別アプリやラインを使っての

情報提供を行っています。 

  しかしながら、ラインを使った情報提供とアプリでの情報提供は似た部分もありま

すが、違う部分もあります。 

  政務活動費で自治体アプリを戸田市と台東区で研修してきましたが、戸田市のアプ

リは自治体の制度や取り組み、イベントなどの情報提供がメーンで、台東区のアプリ

は防災、災害時の情報提供がメーンです。双方ともに行政防災無線の内容は提供され

ていました。 

  ラインを使っての情報提供との違いは、戸田市の場合は受け取りたい、知りたい情

報、例えば子育てとかイベントなどのカテゴリーを利用者が選択することで、利用者

にとって必要な新しい情報を発信したときに、利用者にわかりやすく伝えることがで

きる。これはアプリに通知が表示され、例えば数字の１とか２とかで新しいニュース

があったんだよということがわかるようになっております。 

  また、アプリ内で地域の団体や個人がイベントや町の季節の風景写真といった情報

を発信し、それに対し双方向でコメントなどのやりとりといったＳＮＳ的な利用がで
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きるなどがあります。 

  台東区の場合は、アプリを立ち上げると避難所を示す地図が表示され、避難所の開

設時には赤く表示されてどこの避難所が開設されたかが一目でわかる、またＧＰＳを

利用して今いる場所から最寄りの避難所までのルートを示してくれる、アプリ内から

ハザードマップや防災マニュアルを表示でき、いつでも見ることができるなどの利点

があります。転入転出が多い府中町では、施設名と一緒に地図上で示した方が利用し

やすいと感じる方もいるかもしれません。 

  ラインや自治体アプリという府中町が発信したことがわかりやすいツールを活用し、

町独自の情報源により緊急を含め各種情報を発信するという手法もあると思いますが、

町の考えを伺います。 

○副議長（西 友幸君） 答弁。 

  総務企画部長。 

○総務企画部長（戸田秀生君） おはようございます。総務企画部長です。 

  ６番山口議員からの一般質問、自治体アプリの活用についてに御答弁させていただ

きます。 

  総務省の平成３０年通信利用動向調査によれば、スマートフォンを保有している世

帯の割合は全世帯の約８割まで増加し、御質問にもございましたように、スマートフ

ォンは、固定電話やパソコンの保有率をも上回る主要な情報収集手段となっておりま

す。 

  このことから、アプリケーションの活用を含め、環境の変化に合わせた情報発信の

多媒体化は重要な課題であると認識しております。 

  こうした背景のもと、当町におきましてもスマートフォンの利用を想定した情報発

信として、平成２９年度から、ごみの収集日や出し方など、ごみに関するさまざまな

情報がスマートフォンで簡単に確認できる「ごみ分別アプリ」の導入や、広報紙やホ

ームページの新着情報など、知りたい情報が気軽に確認できる行政情報発信アプリケ

ーション「マチイロ」の導入を進めてまいりました。 

  またあわせて、利用者同士による情報拡散などＳＮＳの特性を生かした情報発信と

して、「フエイスブック」「インスタグラム」といったＳＮＳの導入も同時に進めて

きたところでございます。 

  また、今年度におきましては、防災情報を初め、誰もが必要な情報を入手できる環
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境整備のため、利用者にタイムリーな情報発信と直接通知が可能なＳＮＳである「ラ

イン」の活用やハザードマップなどの防災情報や広報紙、ごみの出し方などが１０言

語で閲覧可能な多言語配信アプリの導入などを進めております。 

  現在の各媒体の登録者数は、「ごみ分別アプリ」が約４，７００人、ＳＮＳを初め、

その他の媒体の登録者数は、それぞれ３００人から５００人という状況でございます。 

  登録者数は増加傾向にあるものの、引き続き周知、利用促進を進めていきたいと考

えております。 

  これらの情報発信媒体は、利用者層や利用方法などそれぞれに特徴があり、町とし

ては利用者の状況や環境にあった形で情報収集できるよう、これらを組み合わせなが

ら情報発信を行うことが重要であると考えております。 

  御質問いただきました自治体向けアプリケーションにつきましては、現在、その利

用目的に応じて、各事業者から多種多様なアプリケーションが提案されております。 

  今後、新たに媒体を導入するに当たっては、利用者のニーズに沿った、多くの方に

利用していただけるものとして、十分検討を行った上で進めていく必要があると考え

ております。 

  町といたしましては、まずは現在導入しているアプリケーションの周知、利用促進

を図りながら、その上で既存のアプリの利用上の課題やニーズ、また他団体の利用実

例を踏まえまして、新たなアプリケーションの導入に向けた検討を進めていきたいと

考えております。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 

○副議長（西 友幸君） ２回目の質問ございますか。 

  山口議員。 

○６番（山口晃司君） 御答弁ありがとうございます。さまざまな媒体を使っておられ

ることは承知しております。ごみのアプリは使っておりまして、２週間に１度の回収

とかだと忘れてしまうんですが、通知されて忘れることがないので、非常に助かって

おります。 

  また、ＳＮＳの投稿を職員がシェアしたのを見て、先日の何かガッテン流のダイエ

ットの講演会、こういうのを見つけてね、おもしろそうだなと思って参加したところ

でございます。 

  今後、ＳＮＳの利用促進をしていくのであれば、シティプロモーションの一環とし
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ての広がりは考えていく必要があると思いますが、そのあたりの考え方も聞いておき

たいと思います。 

  それと、９月３日、広島市が防災アプリを開発、近隣の自治体にも声をかけていき

たいと、来年度予算に３，０００万円弱の開発費を計上するというニュースがありま

した。今回研修してきたような、地図上でＧＰＳを利用して避難所までの経路を示す

タイプと報道されました。 

  近隣の自治体にも声をかけていきたいのニュアンスがまだわかりかねるのですが、

例えば地図を参加する自治体で共有し、府中町の住民が広島市や海田町への外出中に

災害が起こった場合、府中町の防災アプリを開けば広島市や海田町の避難所への経路

が示される。逆に、広島市や海田町の住民が府中町にいるときには、それぞれの防災

アプリを開けば府中町の避難所への経路が示される。避難所の開設情報などは、各自

治体が書き込む。このような協力体制であれば、生活圏を考えれば、広島市と一緒に

開発したほうが利用の幅も広がり、予算も抑えられるかもしれませんので、広島市の

防災アプリについては情報収集をしっかり行っていただきたいなというふうに思って

おります。 

  防災アプリについては、もう一つの時代かなというふうに思っております。転入転

出の多い府中町で災害が起こった場合、約５，０００人の方が住み始めて約１年未満

という計算になり、総社会館や福寿館と言われてもわかるとは限りませんし、住所が

書いてあったとしても、どちらまでが近いかわからないということもあります。 

  開設する避難所が多くなればなるほど、既存の手法では避難所を伝達するのに時間

がかかる、どこが近いか調べるのに手間がかかるなど、使い勝手が悪くなりますので、

防災アプリについての考え方、広島市の防災アプリの情報があれば、それもあわせて

お答えください。 

  ２点なんですが、ＳＮＳの利用促進をシティプロモーションにどうつなげていくか、

防災アプリについての考え方、以上２点をよろしくお願いします。 

○副議長（西 友幸君） 政策企画課主幹。 

○政策企画課主幹（大神規正君） 府中町では現在、暮らす町としてのシティプロモー

ションを進めております。町外に住む皆さんから暮らしたい町としてイメージ、共感

されるためには、町行政からの情報発信のみならず、実際に暮らす人の目線で町の魅

力を発信することも重要であると考えております。 



- 7 - 

  こうした趣旨のもと、町では昨年度からＳＮＳを利用した協働型情報発信の取り組

みとしてまち記者制度を創設し、４名のボランティア記者の方に活動をいただいてお

ります。 

  具体的な内容としましては、例えばみずからの生活の中で発見した桜の開花情報な

どの季節の情報や、運動会、盆踊りといった記者みずからが体験したイベント情報な

どをまち記者としてみずからのＳＮＳで投稿するとともに、町の公式ＳＮＳ投稿用に

情報提供いただくことで、住む人だからこそわかる身近な町の魅力を発信する取り組

みを進めております。 

  また、今年度はこの取り組みの一層の充実を図るため、県立広島大学とともに先進

事例をもとにした共同研究も進めており、そうした成果を踏まえながら、今後追加メ

ンバーの募集なども含め、情報発信の充実を図っていきたいと考えております。 

  また、地域と連携した協働型情報発信の取り組みとしては、現在、府中町社会福祉

協議会において、町内の施設情報やイベント情報などを一元的に発信、確認できるコ

ミュニティアプリの導入に向けて準備が進められております。町内情報の共有、拡散

という観点では、こうしたアプリケーションと連携した情報発信も有効であると考え

ております。 

  町といたしましては、こうした協働型情報発信の取り組みはシティプロモーション

を相乗的に高めていく効果があると考えており、引き続き多様な主体と連携しながら、

府中町の暮らす町としてのイメージアップに取り組んでいきたいと考えております。 

  答弁は以上です。 

○副議長（西 友幸君） 総務企画部長。 

○総務企画部長（戸田秀生君） 私のほうからは、防災アプリについての考え方という

ことで答えさせていただきます。 

  防災に関するアプリにつきましては、現在ヤフーでありますとかＮＨＫ等、数多く

の多種多様なアプリが存在しております。 

  内容につきましては、避難情報であるとか地震、津波、大雨、豪雨ですね、そうい

った土砂災害等、中には避難所までのナビをしてくれるアプリもございます。 

  町といたしましても、防災対策を図っていく上でアプリ利用というのはとても重要

なツールの一つであると考えておりますので、議員御指摘のようなこのような時代は、

そういったものが重要になってくるのかなというふうには考えております。 
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  一方で、スマートフォンを使われる方がふえたということなんですけども、まだま

だメールとか電話しか使わないと言われる方も一定数おられますので、そういった方

に対しまして、そういったツールが利用できるような使い方のお話を町としても広げ

ていかなければいけないかなというふうには考えております。今、出前講座とかいろ

いろやっておりますので、そういった防災教育の中で、そういった部分も今後取り入

れていきたいなというふうには考えております。 

  一方、また広島市の防災アプリの件につきましてなんですが、７月２９日に広島市

の危機管理局長さんと危機管理室の担当の方が来られまして、府中町としても御説明

を受けております。 

  内容は議員言われた内容なんですけども、町としての考え方なんですけども、すご

く有益な感じでお聞きいたしましたので、また広島市としても将来は広島広域都市圏

にこのアプリを使える環境を広げていきたいという考えをお伺いしております。府中

町も地理的にはもう広島市にすごい近い地域性がありますので、前向きに検討してい

こうということで現在のところ考えております。 

  引き続き広島市と協議を進めていこうと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

  以上です。 

○副議長（西 友幸君） ３回目の質問ございますか。 

  山口議員。 

○６番（山口晃司君） 御答弁ありがとうございました。社協のアプリと連携するとい

うのであれば、社協での活動団体だけの情報提供にならないよう、公民館とか地区セ

ンターなどを拠点に活動している全ての団体に情報や協力依頼がいくように、部署同

士で連携を取りながら、１つのアプリで町内の団体で情報発信したい団体は全てカバ

ーできるようにしていただきたいと思います。 

  防災アプリについては、広島市との協議を進めていって前向きに検討されていただ

けるということで、よろしくお願いいたします。 

  先ほどの答弁にもありましたように、使いこなせない方もいるという難点もありま

すが、防災アプリにつきましては、例えば外出中に１人使える人がいたら、周りに声

をかけて使えない人も一緒に避難ができるという考え方もあって、一人一人が使えな

かったとしても利益を受けることができます。 
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  そして、ラインやメールのような１人１アカウントというのとでは別の考え方もで

きますので、その辺も考慮していただきながら積極的に取り組んでいただきたい。こ

のように要望いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうござい

ました。 

○副議長（西 友幸君） 以上で、第１項、自治体アプリの活用について、６番山口議

員の質問を終わります。 

  続いて、総務文教関係、第２項、地震に対する防災・減災意識向上を、１８番力山

議員の質問を行います。 

  １８番力山議員。 

○１８番（力山 彰君） 皆さん、おはようございます。一般質問に当たりまして、昨

年発生した西日本豪雨では、中国地方を初めとして四国、九州など各地で多大な災害

が発生し、多くの人命や財産が失われました。 

  府中町においても、土石流、がけ崩れ、川の越流などの災害が相次いで発生し、多

くの方が被害に遭われましたが、唯一の救いは人命被害がなかったことです。 

  ことしの梅雨時期においては、去年のような災害がまた発生するのではないかと心

配していましたが、何事もなく梅雨明けを迎え、ほっとしていたところでございます。 

  また、超大型の台風１０号の通過の際も災害が発生しなければよいがと心配しまし

たが、これも何事もなく通過し、安心しました。 

  しかし、災害はいつ起こるかわかりません。災害に対する準備の大切さが去年の災

害で改めてわかりました。 

  そこで、今回は地震災害に対する備えについての質問をいたします。 

  質問事項、地震に対する防災・減災意識向上を。 

  質問主旨、昨年の平成３０年７月豪雨では、府中町も甚大な被害を受けました。現

在も災害復旧工事が進められており、県が実施する砂防・治山事業などとあわせて、

災害に強い安心・安全なまちづくりが進められています。 

  また、その中で、防災・減災対策として総合防災マップの更新が今年度予定されて

います。想定される災害は、大雨による土砂災害とともに、南海トラフ地震の発生リ

スクが高まっていることにも注意が必要です。 

  平成２５年の広島県地震被害想定（南海トラフ巨大地震マグニチュード９．０）に

よると、府中町では、最大震度６弱、液状化危険度マップで示された液状化が起こる
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可能性が高い地域は４０４ヘクタールで、これは市街化区域の約７割に当たります。

これだけの規模で液状化が起これば、避難や支援に重大な支障を来すおそれがあり、

非常に大きなリスクとなります。 

  また、府中町では、城ケ丘に広島県で初となる大規模団地が造成されて以降、桜ケ

丘、清水ケ丘、柳ケ丘、瀬戸ハイムなど多数の団地が造成されてきました。その結果、

府中町の宅地面積に対する団地の面積の割合は大きなものになっています。 

  谷や沢を埋めた造成宅地や、傾斜地盤上に腹づけした造成宅地においては、盛り土

と地山との境界面や盛り土内部を滑り面とした地すべりが生じることがあり、過去発

生した大震災においても地すべりによる被害が発生しています。 

  こうした被害を防止・軽減するためには、宅地の所有者が宅地防災に関心を持ち、

日ごろから地盤や擁壁の状態に気を配っていただくことが重要であることから、広島

では大規模盛り土造成地マップを作成し、公表しています。これらの液状化危険度マ

ップや大規模盛り土造成地マップについても、総合防災マップに反映して情報共有す

る必要があると考えます。 

  また、総合防災マップは作成自体が目的ではなく、それを活用して住民の防災・減

災意識の高揚を図っていくことが重要です。地震に対する町民一人一人の防災・減災

意識向上について、質問します。 

  １、地震に関しては、津波災害警戒区域のほか、液状化危険度マップや大規模盛り

土造成地マップの情報も周知する必要があると思うが、これらを反映した新しい総合

防災マップを作成するのか。 

  ２、町民一人一人の防災・減災意識を高め、みずからできる安全対策や事前の備え

につなげていくために、新しい総合防災マップの活用策を具体的にどのように考えて

いるのか。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○副議長（西 友幸君） 答弁。 

  総務企画部長。 

○総務企画部長（戸田秀生君） １８番力山議員の地震に対する防災・減災意識向上を

に御答弁させていただきます。 

  近年、発生確率が年々高まっている南海トラフ地震や、突発的に発生する災害など

に対応するため、議員御指摘のとおり各種災害における災害リスクについて公表し、
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住民の防災・減災意識の高揚を図っていく必要があることから、当町では平成２６年

に総合防災マップを作成し、全戸配布するとともにホームページで公表を行っている

ところでございます。 

  この総合防災マップには、片面を地図面とし、土砂災害、洪水、津波による被害想

定区域、避難場所や避難経路となり得る主要道路を記載し、もう片面は情報面とし、

地震災害、豪雨災害の基礎知識、身を守るための備え、情報収集の方法や総合防災マ

ップの活用方法など記載しております。 

  今年度、総合防災マップを更新する理由といたしましては、水防法の改正を受け、

府中大川及び猿侯川の想定最大規模降雨を前提とした洪水浸水想定区域が指定された

こと、土砂災害防止法に基づく基礎調査の完了により、当町の土砂災害警戒区域、土

砂災害特別警戒区域の指定が全て完了したこと、津波防災地域づくりに関する法律に

基づき、津波災害警戒区域が指定されたことなどから、災害による被害想定区域を最

新の情報に更新することを主な理由とし、あわせてため池が決壊した際の被害想定区

域を追加いたします。 

  １つ目の御質問、液状化危険度マップや大規模盛り土造成地マップを反映した総合

防災マップを作成するのかということについてですが、液状化の危険度については、

広島県が平成２５年１０月に取りまとめた広島県地震被害想定調査報告書で示されて

いる液状化危険度分布図を総合防災マップに反映することといたします。 

  また、大規模盛り土造成地マップについては、現在のところ検討をしているところ

でございます。 

  次に、２つ目の御質問、新しい総合防災マップの活用策についてですが、議員御指

摘のとおり、作成自体が目的ではありません。総合防災マップ作成の目的は、住民が

みずからの身を守るために、土砂災害や洪水、地震や津波など、今後発生する災害リ

スクを知ってもらい、災害発生のおそれがある場合、または災害が発生した場合に、

一人一人がどこへ避難するのか、何を備えておけばよいのか考えていただくよう防災

意識の高揚を図ることを目的としております。 

  活用策としては、現在も行っているところではございますが、町ホームページに掲

載するとともに、防災出前講座など防災教育の場において、総合防災マップにより災

害リスクを周知し、避難場所の確認など日ごろの備えや適切な避難行動につなげるた

めの教育に活用していくこととしております。 
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  答弁は以上です。よろしくお願いいたします 

○副議長（西 友幸君） ２回目の質問はございますか。 

  力山議員。 

○１８番（力山 彰君） 答弁ありがとうございました。一部のものについては、次の

防災マップに取り入れていただけるというふうに聞きましたんで、安心いたしました。 

  府中町には現在、５万２，０００人強の人が住んでいます。昔からこれだけ多くの

人が住んでいたわけじゃございません。御存じのように、府中町の平地部はもともと

海であり、海岸線が後退するにつれて田んぼや畑などの耕作地となりまして、さらに

人口がふえるにつれ、そこを埋め立てて宅地としております。 

  また、山手部においては、昭和３２年に城ケ丘団地の造成を開始して以降、町内各

地に多数の団地が造成されました。このようにして宅地がふえ、人口が急増して現在

に至っています。 

  平地部はもともと海であり、また団地は山を削り、谷や沢を埋めて傾斜部に盛り土

して造成していますので、地盤は緩く、地震が起こったときに揺れやすく、液状化の

起こりやすい土地であると考えています。 

  このような土地に住む人の財産、命を守るためには、液状化マップや盛り土マップ

を早急に作成して、住民に公開することが大切であると考えます。マップを作成し、

公開することで、住民に注意喚起を呼びかけることができ、何らかの自分なりの対策

を考えていただけるのではないでしょうか。 

  そこで、第２回目の質問をいたします。 

  盛り土マップについて、広島県は県内の団地の盛り土マップを既に作成し、インタ

ーネット上で公開されています。その中に府中町も含まれていますが、自分の家が盛

り土の上に建ってるかどうかを見ようとした場合、そのマップは小さ過ぎて見づらく、

判別がつきません。見やすくわかりやすい大きなマップを作成して、住民に公開して

いただきたい。 

  ２、液状化マップにつきまして、液状化マップ作成は、自治体の費用が多いために

全国でもまだ２割程度して作成されてないそうです。広島県では、広島市、尾道市、

大竹市、廿日市市の４市が作成を済まされています。この４市のマップは、南海トラ

フ巨大地震などによる広島県被害想定を算定するときに作成したマップをそのまま利

用し、作成されたと聞いております。液状化マップは、減災、防災につながる大切な
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アイテムなので、一日も早く作成して公表していただきたい。 

  なお、広島県が作成したマップは、２５０メートル掛け２５０メートルメッシュの

単位で想定した液状化危険度分布であり、もう少し目の細かいメッシュのマップを作

成することはできないでしょうか。あわせて、液状化危険度を数値化してマップに表

示することはできないでしょうか。 

  ３、府中町総合防災マップについて、現在の総合防災マップは、土砂災害、河川氾

濫による洪水、地震による津波による被害が１枚の紙の上にまとめて書かれており、

非常に見づらいものであります。これに盛り土マップや液状化マップを盛り込むと、

ますます見づらく、わかりづらいものになると考えています。 

  そこで、それぞれの災害の種類ごとにマップを作成し、冊子としてまとめることは

できないでしょうか。 

  また、避難所や避難経路も災害の種類ごとに違うと考えられますので、その点も取

り込むことはできないでしょうか。 

  また、現在の総合マップには、榎川氾濫による洪水の危険性についてはほとんど書

かれておりません。一部書かれておるようですが、ほとんど書かれておりません。昨

年の豪雨では、榎川の対岸が至るところで崩れたし、突然の土石流により榎川が氾濫

を起こし、本町地区の広い範囲が被害を受けました。 

  このように、榎川は脆弱であることが判明したことから、榎川氾濫による洪水の危

険性を盛り込むべきではないかと考えますが、町の考えをお聞かせください。 

  ４、周知方法について、総合防災マップは住民の災害に対する意識を高め、災害に

対する備えや災害発生の危険性が高まったとき、どのように行動すべきか、命、財産

を守るための大切なアイテムです。新しく作成した総合マップを住民全戸に配るだけ

でなく、それを活用してさらに周知を図る必要があると思います。その具体的な方法

をもう少し詳しく教えてください。よろしくお願いします。 

○副議長（西 友幸君） 答弁。 

  危機管理課長。 

○危機管理課長（砂﨑勇介君） まず、盛り土マップについてでございますが、広島県

が調査、公表しております。 

  当該マップは、大規模盛り土造成地のおおむねの位置と規模を示しているものであ

ること、大規模盛り土造成地の地形図の精度や作成時期によって実際の状況と異なる
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こともあるため、個々の敷地までの特定に至るものではないとされております。 

  また、作成に当たりましては、縮尺２万５，０００分の１の地形図などを用いて作

成しておりますので、拡大は難しいと認識しております。 

  続いて、液状化マップについてでございます。今回、総合防災マップに掲載する液

状化危険度分布図は 、広島県の調査結果報告書を用いて作成いた し ますの で 、

２５０メートルメッシュとなります。 

  また、液状化危険度についても報告にありますＰＬ値、液状化指数が基本となりま

す。 

  次に、今回更新いたします総合防災マップについてでございますが、前回作成いた

しました総合防災マップ以降に指定されました警戒区域などの内容更新を主な目的と

しており、現行のマップ、Ａ４サイズ両面印刷のものの更新版ということとなります。 

  議員御指摘のとおり多くの情報量となることから、情報面の精査やレイアウトなど

を工夫し、できる限りわかりやすいマップを作成したいと考えております。 

  この総合防災マップについてなんですが、ホームページにおいてデータ掲載を行う

のみでなく、災害種別ごとに被害想定区域などを分けるなど、わかりやすい掲載方法

も検討いたしております。 

  なお、榎川の洪水の危険性についてでございますが、現在の総合防災マップにおき

ましても、５０年確率降雨による河川氾濫、決壊による浸水想定区域を示しており、

今回の総合防災マップにも掲載をすることとしております。 

  最後に、活用方法についての御質問ですが、マップは災害が発生してから見るので

はなく、平時から利用、学習することが大事だと考えております。防災出前講座や防

災教育の場において、日ごろからの備えや適切な避難行動につながるための事前学習

をマップを活用して行いたいと考えております。 

  具体的には、総合防災マップを活用いたしました地域ごとの詳細な防災マップの作

成、災害図上訓練の実施など、地域の皆様への周知・啓発を行い、防災知識の高揚に

努めてまいりたいと考えております。 

  以上、答弁となります。よろしくお願いいたします。 

○副議長（西 友幸君） 力山議員、３回目の質問ございますか。 

  力山議員。 

○１８番（力山 彰君） まず、盛り土マップなんですけども、広島県が平成３０年度
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に府中町の盛り土マップを作成されて、ホームページ上で公表されています。これ確

かに２万５，０００分の１の地図を使用したものです。この作成の仕方はどういうふ

うに作成したかは、まず昭和３０年代の地図に現在の地図を重ね合わせて、そしてそ

の変化、地形が変化しとるところをもって造成地であるというふうに判断されて、そ

の部分を区分されてつくられております。おおむねの位置というのはそのとおりだと

思います。 

  ただ、盛り土の抽出要件につきましては、谷埋め造成地、要は谷を埋めて造成した

土地であれば、３，０００平米以上、１７０メートル角くらいですかね、の団地、ま

た腹づけ型の造成地であれば、高さ５メートル以上の盛り土をした土地を抽出して作

成されてます。よって、それにわずかでも満たないものについては、抽出外となって

ます。こういう土地であっても、やっぱりがけ崩れとか液状化の危険、そしてまた埋

め立てたところは地盤が緩いですから、震度１の揺れでも、実際にはその土地で言え

ば１以上になるところもあるかもわからんし、３になるところもあるかもわかりませ

ん。増幅するんですね、地震において揺れが。そういったこともあるんです。 

  したがって、広島県の地図だけじゃなく、例えば府中町は昔からある町なんで、新

しくできた町じゃございませんので、団地の造成されるときには工事業者のほうから

団地造成許可願が出て、そのときに提出された詳しい地図があるんじゃないかなと思

います。そういった地図を活用して、さらに詳細な地図ができないでしょうかという

ことでございます。 

  広島県がつくった地図よりも地元のデータを、広島県のつくった地図の上に府中町

の持っとるデータを張りつければ、またさらに正確な地図ができるんじゃなかろうか

なと考えてます。そういったことをやってみるつもりがあるのか、ないか、取り組む

気があるのか、ないのかだと思います。 

  続きまして、液状化マップです。液状化マップにつきまして、私、ホームページ上

の地図を開いて府中町の地域のところを見てみました。そうしますと、本当にモザイ

クを見とるような地図が表示されまして、例えば府中町の役場、この位置で例えば私

の家の場所を特定しようにも、なかなかわかりづらい、見えないものになってます。

液状化の危険度によって５段階ですか、に割って色分けはされてるんですけども、本

当にモザイク地図で特定できません。 

  これらについても、広島県がマップをつくられたときに２５０メートルメッシュで
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つくられたというふうに聞いておりますが、この２５０メートルごとにボーリングし

た地質調査したところを見たことありません。２５０メートル間隔でやれば、必ず目

についとるんで記憶に残っとると思うんですが、そういったことはやられてません。

恐らく学術的にこういうふうにすれば震度が推定できるよというような学術データが

あるんかもわかりませんけども、そういったものから恐らく作成されとるとは思うん

ですけども、ある程度正確ではあるんじゃないかと考えておりますけども、府中町に

は今たくさんマンションとかビルとか、そんなのが建ってます。そういったところは

建てる前に地質調査をされてますので、そういったデータを組み合わせてより正確な

マップができるんじゃないかなと考えます。 

  ただ、どんとなデータを使ってそういった危険度を推しはかるんかというのはちょ

っと私にはわかりませんので、そういったデータが使えるかどうかわかりませんけど

も、そういったデータを利用した検討をして、またさらに詳しい、モザイクの地図じ

ゃなしにもう少しわかりやすい地図ができるんじゃないかなと考えております。 

  そして、防災マップでございますけども、今のマップ、確かに榎川の洪水の分が一

部取り込まれています。宮の町ですかね。でも、現実に起こったのはどこかいうたら

本町なんですね。要は、榎川がどこで詰まるかわからないという状態にあるんですよ。

今回、たまたま龍仙寺さんところの橋と、１つ上の橋ですね、それと寺山橋で詰まり

まして、越流が起こって大きな被害が発生したわけですが、もう一つ目を向けてみれ

ば、北小学校に入る橋の１つ上の橋ですね。並行してすぐそばにもう一個ありますか

ら、実際には２つ上の橋なんですけども、そこに大きなコアストーンがひっかかって、

川の断面を半分ほど塞いでおりました。 

  そういったことで、あれがもう一個詰まったり流木が詰まったりしとったら、そこ

から洪水が起こったということがあるわけですよ。そうすると、みくまり一丁目、二

丁目、そしてその下の本町関係、ざっと流れてまだまだ被害が拡大しとったんじゃな

いかなと考えてます。 

  要は、どこで詰まるかわからない。越流は詰まるのはどこで詰まるかわからないん

で、これらについてもどこで詰まるかはわかりませんよというふうなことを皆さんに

周知していく必要があるんだろうと思うんです。 

  それと、榎川の土手。前にも一回質問したことあるんですけども、榎川の川土手は

大丈夫なんですか、安全なんですかという質問をしたときに、あれは広島県の管理で、
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広島県が適切に管理しとるから大丈夫ですという返答をいただいておりましたけども、

現実問題、今回も至るところで土手が崩れて、一番ひどかったのは埃宮の少し下の下

流ですね。バス通りの道が半分ほどえぐられました。あと１時間か２時間雨が続いと

ったら、恐らく川土手は全部切れて宮の町のほうへ流れてたと思います。 

  そうすると、もう大変な被害でした。何せ天井川ですから、家よりはるかに高いと

ころ、１階よりもはるかに高いところを水が流れてましたので、かなりの被害が出た

と思います。こういった非常に危険性の高い土手であるということも事実なんです。 

  そういったことも踏まえて、洪水の周知。周知の仕方は非常に難しいかもわかりま

せん。どこで起こるかわからんもんで。それを何らかの方法で考えていただいて、防

災マップ上に危ないんですよというふうなことを周知することができないでしょうか

ということですね。 

  それと、今回マップを盛り土マップ、そして液状化危険度マップも盛り込むという

ことをお聞きしたんですけども、そういったものの本当にこまい地図ではわからない

んです。特に、液状化マップのモザイク地図では、どこがうちかな、何となく怖いな

という不安だけを与えますので、もう少し詳しい地図ができないかということを検討

いただけないかということでございます。 

  そして、もちろんこれをつくった上でいかに町民に認識していただくかということ

が大切だと思いますので、そこら辺を検討していただけないかということで、町長に

そこの点をちょっと一言お伺いします。 

○副議長（西 友幸君） 答弁要ります。 

  町長。 

○町長（佐藤信治君） 町長に答弁ということですので、私のほうで総括的にお答えし

ますけれども、結構盛り土、液状化、技術的な話もたくさんあります。 

  マップにどういうふうに表現するか。そこの部分はですね、ちょっと担当のほうに

答弁譲りたいと思うんですけれども、中心的な御質問の中は、今回の液状化であると

か盛り土、特に液状化なんかはですね、既にある情報に町が持ってるいろんな許可で

届け出があったデータを活用して、それを加えて大きなもっと詳細なデータをつくっ

たらどうかと。 

  このことができるかどうかの技術的な検討もまだ全然してませんので、それ答弁で

きるんかどうかわかりませんけど、それと現時点では、そういうところまでは今現在
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町として取り組む予定はないと、私のほうからも答弁せざるを得ないのかなというふ

うに思います。まずはそういうことが可能なのかどうなんかというところの研究かな

というふうに御質問をお聞きして感じておりました。 

  ただ、災害というのは、こういった事象が起こったときに、特に今我々はやっぱり

土砂災害とか豪雨ということについて、昨年豪雨災害があったんで集中的に取り組ん

でます。それは当然なんですけど。自然災害というのはたくさん多様なものがあって、

それを常に頭に入れて、今回の御質問であれば豪雨災害の直後で豪雨災害一生懸命取

り組んでるんだけれども、地震を忘れちゃいけんですよと。そのことによって液状化

であるとか、危険度では大規模盛り土の地帯がたくさんあるということを御指摘いた

だいたということで、新たな視点でもってですね、もちろん担当のほうはいろんな目

線で準備はしておりますけれども、新たなそういった視点で御提起いただいたのは非

常にありがたいことだなというふうに思います。 

  技術的なことで担当のほうで答弁することがあるかもわかりませんけど、今の時点

で事業化は考えてないということを御答弁させていただくということと、こういうマ

ップについては、それをどう活用するかというのもセットで進めてまいらないと、つ

くったはええけれどもしっかり飾っとったということにならんように、それもセット

で取り組んでまいるということが大事なんだろうというふうに思います。 

  以上です。 

○副議長（西 友幸君） 建設部長。 

○建設部長（井上貴文君） 私のほうからは、ちょっと技術的な部分についてのお話を

少しさせていただきたいと思います。 

  議員御指摘のとおり、現在、自然災害に伴う住民周知の方法というのが非常に重要

な問題になってます。そういった中で２点ほど私のほうからお話をさせていただける

とすれば、まず盛り土の状況、それから液状化の危険度。 

  まず、盛り土についても議員のほうからお話がありましたけども、昭和のいわゆる

３０年代、高度経済成長期から、民間開発並びに民家のそういった区画整理事業等に

よって既存の田んぼであったり、あるいは山林を造成した形での宅地が造成されてま

いりました。そのときの基準と現在の基準では全く安全度が変わってます。旧団地で

造成されたものは民間の手を離れ、現在個人の所有として管理をされている状況にあ

ります。 
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  そういった中で建物の改築工事をされる際には、建物だけじゃなくて既存の構造物、

これらも判断基準の一つとして改修をしていく必要がありますよと。私の土地がどう

いった状況で建てられてるのか、建築確認なり造成時の図面があれば、それを改修事

業者のほうに見ていただければブロック塀であったり、あるいは擁壁であったりとい

う安全度の判定ができるんですけども、お持ちでない方が多いと。 

  実は、府中町のほうで保管しとる事例というものも、主体とすれば広島県のほうが

審査、それから許可をおろすということになりますので、全てがあるわけではござい

ません。 

  でありますので、広島県と連携しながらその資料の提供をどういった形で公表でき

るのかというところは練っていく必要があるのかなというふうに感じております。 

  それから、液状化の危険度ですけども、こちらについても議員のほうからありまし

たように、一般の事業者さんのほうでは地質調査、それからそれに基づいた基礎を構

築されてです。これも技術の流れといいますか、基準が今の自然災害の阪神・淡路大

震災を基準に大きく変わりまして、その安全度というものに基づいた構造物を構築す

るということになっております。行政の施設については、当然この辺を考慮した上で

の建物をつくっていくということが非常に重要になってきます。 

  液状化の危険度というものは、皆さんが今建てれば、まさにおっしゃられるとおり

地質あるいは地盤調査した上で構造物をつくっていくわけですけども、昭和の時代に

そういった調査を行っているかというと、それはちょっとクエスチョンマークがつく

のかなと。 

  そういった中でやっぱり町内のお住みの方、あるいは広島県内で液状化の危険度の

おおむねどういいますか、シルト質、土質の状況というものは、公共施設の建築時に

大体把握はしておりますので、それで分布図をまず大きなメッシュでつくっていく。

そういった中で、個人事業主さんにおかれましては地質調査を行った上で建築をつく

ると。 

  ただし、既存の方々に対する安全度の確認事項はそれではできませんので、そうい

ったちょっと粗い状況ではありますけども、まず自分の住んでいる場所がそういった

危険度に合致してるのかどうかをまず見ていただいて、その上で御相談があれば詳細

に御説明のほうはしていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 
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○副議長（西 友幸君） よろしいですか。 

  以上で、第２項、地震に対する防災・減災意識向上を、１８番力山議員の質問を終

わります。 

  続いて、総務文教関係、第３項、暮らしやすいまちの実現に向けて、１０番児玉議

員の質問を行います。 

  １０番児玉議員。 

○１０番（児玉利典君） 皆さん、改めましておはようございます。１０番児玉でござ

います。私のほうからは、暮らしやすいまちの実現に向けてについて質問させていた

だきます。 

  質問主旨でございますが、町の将来像の指針となる第４次総合計画、まち・ひと・

しごと創生総合戦略、それらの計画実現に向けたさまざまな事業は、本年度期間満了

や来年度中に期間中間期を迎えることと聞いております。 

  目まぐるしく流動的な世界情勢の変化や人口減少、高齢化社会の到来、また平成

３０年７月豪雨災害のように自然現象の変化による大規模な災害が全国的に多発する

中で、当町のまちづくりは、着実に一歩一歩進められていると思います。 

  第４次総合計画の基本理念にもありますように、府中町に「愛着」「誇り」「魅

力」を町民一人一人が感じてもらい、「住んでよかった、住んでみたいまちづくり」

の実現に向けて、後期計画においてもより一層の努力をお願いしたいと思います。 

  さて、第４次総合計画策定の主なまちづくりの方向性として、「広島都市圏で一番

子育てのしやすいまち」「志を育む教育のまち」「バランスのとれた行政施策」を挙

げられ、子どもたちが毎日通う学校の安全確保のための事業は平成２９年度完了し、

耐震化率は１００％になりました。 

  また、地球温暖化対策として、空調設備の導入や洋式トイレの改築など、快適な学

校環境が整うこととなりました。 

  府中町では、広島都市圏の中心にあり、緑豊かで交通環境の整った地理的要因もあ

って、中心市街地や向洋駅周囲において、大規模な高層住宅が建築されつつあります。

住宅の需要の高いまちであるとつくづく感じております。 

  半面、一時的な人口流入により、学校、福祉、交通等、さまざまな課題も出てくる

と考えておく必要があると思います。 

  そこで、以下３点の質問をさせていただきます。 
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  １、府中町第４次総合計画の中で、今年度満期を迎えるもの、あるいは来期満期を

迎えるもので、執行できていない事業とリカバリー計画について伺います。 

  ２、第４次総合計画の後期計画の方向性についてお伺いいたします。 

  ３、平成３０年７月豪雨災害のように、自然災害に対する備えが必要だと思います

が、安全・安心なまちづくりの今後の取り組みについてを改めてお伺いいたします。 

  以上、御答弁をお願いします。 

○副議長（西 友幸君） 答弁。 

  総務企画部長。 

○総務企画部長（戸田秀生君） １０番児玉議員からの一般質問、暮らしやすいまちの

実現に向けてにつきまして御答弁させていただきます。 

  答弁に入ります前に、第４次総合計画について、少しお話をさせていただきます。 

  第４次総合計画につきましては、現在まで「愛着」「誇り」「魅力」の言葉が互い

に機能し合い、相乗効果を生むことによって、まちづくりの基本理念でございます

「商工住のバランスを保ち、次世代へ元気をつなげるひととまち」を目指し、「住ん

でよかった、住んでみたい」といえるまちづくりを推し進めているところでございま

す。 

  一方で、災害の激甚化等に対応し、より住みやすいまちづくりを進めていく必要が

ございます。これらを踏まえまして、第４次総合計画の後期計画、まち・ひと・しご

と創生総合戦略、第５次行政改革、これら３つの計画がより連動性を持たせるよう本

年度機構改革を実施し、担当部署を総務企画部に集約した上で、仕組みづくりから検

討を進めることといたしました。 

  以上、本町が掲げますまちづくりの推進状況を御説明させていただいた上で、３点

の御質問にお答えさせていただきます。 

  まず、１点目といたしまして、期間満了となる計画事業で執行できていないものと

リカバリー計画についてでございます。 

  本町は、平成２８年度から平成３２年度までの５カ年を計画期間とした第４次総合

計画実施計画を進めており、中長期的な財政の枠組みの中で各種事業を位置づけて計

画的に執行しております。 

  議員御質問の「今年度期間満了となるもので執行できていない事業」につきまして

は、限られた財源や補助制度などの有効活用により計画的な取り組みができておりま
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して、該当事業はございません。 

  例えば、今年度に終了する計画事業といたしまして、鶴江地区センターの屋根及び

外壁の改修工事を行うコミュニティ施設改修事業、青崎東町営住宅第１号棟及び２号

棟の屋上防水改修工事を行う青崎東町営住宅長寿命化改修事業がございますが、これ

らも計画的に事業を進めており、本年度末に事業完了する予定となっております。 

  また、計画事業に位置づけた上で、昨年度までに完了した主な事業といたしまして、

町内全ての小・中学校の耐震化事業を初めとして、小・中学校の空調整備、南小学校

の放課後児童クラブ整備、防災行政無線のデジタル化整備や、町営住宅・児童センタ

ーと集会所を併設した府中北交流センターの開設などを着実に実施しております。 

  一方で、新たな行政課題への対応も計画的に進めており、第４次総合計画に定める

町の実現に向けて、一歩ずつ前進しているものと考えております。 

  さらには、第４次総合計画で掲げる将来像の実現に向けて、事務効率の向上を図る

とともに財政の健全性を確保しつつ、質の高い行政サービスを提供していくことを目

的として、平成３０年度から第５次府中町行政改革を実施しております。 

  現在、昨年度の取り組み状況をまとめ、町民の皆様へ効果、実績をお知らせできる

よう準備を進めているところでございます。 

  次に、２点目といたしまして、第４次総合計画の後期計画の方向性についてでござ

いますが、現在、本年度予算に債務負担行為として計上しております第４次総合計画

改訂業務委託の準備を進めているところでございます。住民アンケートの実施や議員

の皆様からも御意見を頂戴し、現状と課題を踏まえた前期計画の評価を実施してまい

ります。 

  今後は、これらを整理して方向性をお示しできる段階になりましたら、改めて御報

告申し上げますとともに、御意見を頂戴して「住んでよかった、住んでみたい」とい

えるまちづくりの実現に向けて、取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

  最後に、３点目といたしまして、自然災害に対する備えでございますが、昨年発生

した平成３０年７月豪雨では町と町民が一体となり、各方面からの御支援、御協力を

いただきながら迅速な応急的復旧を実現することができ、本格的な復興・復旧に向け

現在も邁進しているところでございます。この一環として、組織も見直し、町の施策

の中心となる総務企画部内に危機管理課を設置し、危機管理機能を強化いたしており

ます。 
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  また、昨年策定いたしました平成３０年豪雨災害対応検証においては、町全体で防

災力の向上に取り組むこととして、自助・共助・公助の総合的な底上げに係る取り組

みをお示ししておりますとともに、本年度は地域防災計画の見直しを行っているとこ

ろでございます。 

  今後は、後期実施計画の枠組みに位置づけた上で、計画的に防災力の向上に努めて

まいりたいと考えております。 

  答弁は以上です。よろしくお願いします。 

○副議長（西 友幸君） ２回目の質問はございますか。 

  児玉議員。 

○１０番（児玉利典君） 御答弁ありがとうございました。まず事業のおくれがなかっ

たこと、一安心してるところでございます。特に、昨年発生しました７月豪雨によっ

て甚大な被害が出たというところで、復旧作業に最善を尽くしておられるし、最優先

課題として取り組まれとる中で、少しおくれが出てるのかなというふうにちょっと危

惧しておりましたけども、ないということでございました。これも県や国への働きか

け、そして国の査定等々ですね、見通しがついたというところでございます。 

  そして、加えて申し上げるとすれば、この災害から１年たって町長のほうからもホ

ームページにコメント出しておられますけども、最優先で災害の復旧に取り組みとい

うところでございました。こういったところがあったということも事実でございまし

たんで、そういう質問をさせていただいたということでございます。 

  さらに、この中の答弁の中にですね、新たな行政課題に対して計画的に進めている

というふうに御答弁をいただいておりますが、具体的にどのようなことを実施される

のかということをちょっと教えていただきたいなというふうに思っております。 

○副議長（西 友幸君） 総務企画部次長。 

○総務企画部次長兼政策企画課長（谷口充寿君） １０番児玉議員からの新たな行政課

題につきましてお答えさせていただきます。 

  平成２８年度以降に生じました新たな行政課題につきましては、事務事業として新

たに位置づけて実施しておりますネウボラふちゅうや府中南小学校、府中北小学校、

府中東小学校のトイレ改修などがございます。 

  また、直接的な事業ではございませんが、本町の事務改善の取り組みといたしまし

て、笑顔で町民の皆様をお迎えする役所、笑顔の役場創出の実現を目指し、接遇向上
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のほか執務環境の改善や職員人材育成に積極的に取り組んでおりまして、お客様目線

で行政サービス窓口を集約して役場の使い勝手をよくするために、本年度、庁舎２階

のリニューアル工事を実施しております。 

  さらには、町民の皆様へ町行政の取り組みをより身近に、よりタイムリーにお伝え

できるようにと、情報発信の多チャンネル化に取り組んでおり、ＳＮＳを利用した情

報発信による町の取り組みの見える化、イオンモール広島府中内への投票所設置など、

事務事業のみならず行政運営面においても行政サービスの改善意識とチャレンジ意識

を持って携わることを町組織の目指すべき方向性としております。 

  また、「広島都市圏で一番の子育てしやすいまち」を実現するため、子ども見守り

支援サポート事業などにも取り組んでおります。 

  そのほか、働き方改革の一環としまして、職場でのマネジメント能力と意識改革の

向上に努めるため、ノー残業デー、応援体制の一層の推進、パソコンシャットダウン

等の具体的な項目を掲げまして、時間外勤務縮減の取り組みも推進しているところで

ございます。 

  答弁は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○副議長（西 友幸君） 児玉議員、３回目の質問。 

○１０番（児玉利典君） 御答弁ありがとうございました。確かにいろんな事業をやら

れておられて、計画にない部分も含めて御尽力いただいておりますことに対して、非

常に感謝したいと思います。 

  特に、本年から始まっとる庁舎のリニューアル。これは非常に皆さん、私が聞くと

ころによると、便利がよくなったというふうな好評をいただいとると思います。だん

だん行政サービスの向上に向けてよくなってきてるということはもう目に見えてきて

るところかなと思っていますが、さらなる努力もお願いしたいと思いますし、新たな

取り組みとして前回ある議員さんの質問からもありましたけども、学校教員の時間外

勤務ですね。これなんかも改善されつつあります。全国的に改善されつつあります。

私も気になっとるのが職員さんの残業等々ですね、時間外勤務、非常に気になってお

りました。特に、この役場の前を通ると、１０時になってもまだ電気がついとるよう

なところもありましたので少し気になっとったんですが、そういったところにもメス

を入れて、改善に取り組んでおられるということでございました。さらなる働き方改

革も進めていただきたいなというふうに思っております。 
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  最後に、ちょっと要望となりますけども、前期計画と同様、後期計画の中にも予定

されていない事業等々があり、必要性があると考えられます。そのような場合には安

易に先延ばしすることなく、断念することなく、財源や手法、そしてさまざまな角度

から議論、検討して知恵を出して、事業等の実施に結びつけていただきたいというこ

とをお願いを申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうござい

ました。 

○副議長（西 友幸君） 要望ということで。 

  以上で、第３項、暮らしやすいまちの実現に向けて、１０番児玉議員の質問を終わ

ります。 

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

○副議長（西 友幸君） ここで休憩に入ります。１１時に再開いたしますので、よろ

しくお願いします。休憩。 

（休憩 午前１０時４５分） 

 

（再開 午前１１時００分） 

○議長（中村武弘君） 皆さん、おはようございます。議長を交代しました。 

  休憩中の議会を再開します。 

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

○議長（中村武弘君） 引き続き一般質問を行います。 

  続いて、総務文教関係、第４項、不登校児童・生徒への取り組みについて、３番橋

井議員の質問を行います。 

  ３番橋井議員。 

○３番（橋井 肇君） ３番橋井です。よろしくお願いをいたします。 

  それでは、不登校児童・生徒への取り組みについて質問をさせていただきます。 

  のんびりした夏休みモードから学校中心の日常モードへ、長期休暇明けの生活リズ

ムの調整は、子どもには少なからずストレスを与えます。もともと学校生活に不安が

あった子どもはなおさら、昼夜逆転の生活が戻せない、宿題が残っているといったこ

とがきっかけで、学校に行けなくなってしまうこともあるようです。 

  不登校を初め、子どもからのＳＯＳがふえているのが夏休み明けです。子どもたち

は何に追い詰められているのでしょうか。個人の問題ではなく、社会の問題であると
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感じます。 

  府中町における不登校の児童・生徒一人一人に対して、町としてどのような対策が

なされているのでしょうか。また、過去、不登校は児童・生徒本人に起因する特有の

事情によって起こるものとされてきましたが、現在では取り巻く環境によって、どの

児童・生徒にも起こり得るとして捉えるという認識転換がなされています。 

  府中町において、不登校に対する認識の推移について伺います。また、原因を分析

されている結果についてもお答えください。 

  最後に、福山市で始まる、異学年の児童が同じ学級で学ぶイエナプラン教育につい

て、どのようにお考えですか。よろしくお願いをいたします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（榎並隆浩君） ３番橋井議員、不登校児童・生徒への取り組みについて答

弁いたします。 

  不登校の原因については、国の調査研究でもさまざまな要因が複雑に絡み合ってお

り、特定することは困難であると言われています。そうした中において、不登校の要

因としては、友人とのトラブルや学習面など、学校生活の問題も挙げられており、こ

うしたことを踏まえ、府中町においても学校が子どもにとって魅力ある場となるよう、

わかる授業の創造や学級での人間関係づくりの取り組み、子どもや保護者が悩みや不

安を気軽に相談できる教育相談体制の充実などに取り組んでいるところであります。 

  近年、不登校や発達特性に係る児童・生徒や保護者からの相談が増加し、府中町に

おいても、県からだけではなく町単独費によるスクールカウンセラーの配置を行って

いるところです。この配置増によってカウンセリング活動だけではなく、スクールカ

ウンセラーによる教室巡回が可能となり、不登校、適応に困難を抱える児童・生徒の

困り感の早期発見・対応、予防的な指導に取り組むことができ、不登校、問題行動等

の未然防止につながっています。 

  また、県費によるスクールソーシャルワーカーの配置により、児童・生徒やその保

護者や担任の相談体制、関係機関との連携協力等のネットワーク支援を組織的かつ計

画的に行っております。 

  また、児童・生徒の学外の居場所の提供として、くすのきプラザ内に適応指導教室

（たんぽぽの部屋）を開設しております。ここには、町費による青少年教育相談員
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３名が９時から１７時の活動時間の中で、学校への登校が難しい児童・生徒に対する

生活指導や集団適応指導等を実施し、居場所づくりを行っております。現在、適応指

導教室には小・中学生６名が在籍しております。 

  また、それぞれの学校の状況に応じて、学校内に別室（学内の適応指導教室や相談

室など）を設け、担当者を置くことで、児童・生徒の居場所の確保をしております。

そこに通うことで、少しずつ友達との交流の場を設定しながら、教室復帰を目指して

おります。 

  そのほか、８月から９月の長期休業明けの対策として、各学校では全校登校日や部

活動等の機会を捉え、教職員や保護者、関係機関など連携しながら、児童・生徒の心

身の状況について注意を払っております。なお、長期休業に入る前には、２４時間子

どもＳＯＳダイヤル等相談窓口を児童・生徒に周知するなどの取り組みを行っており

ます。 

  これらの対策の結果、小学校においては平成２７年度不登校児童数１８人いました

が、平成３０年度には１１人と７人減少し、中学校では平成２７年度５７人いた不登

校生徒が、平成３０年度には２９人と約半分減少しており、広島県平均の不登校児

童・生徒の割合よりも低く、教育委員会としての取り組みの成果と考えております。 

  次に、不登校に対する認識についての御質問ですが、平成２８年文部科学省の通知

にありますように、「不登校とは、多様な要因・背景により、結果として不登校状態

になっているということであり、その行為を「問題行動」と判断してはならない。不

登校児童・生徒が悪いという根強い偏見を払拭し、学校・家庭・社会が不登校児童に

寄り添い、共感的理解と受容の姿勢を持つことが児童・生徒の自己肯定感を高めるた

めにも重要であり、周囲の大人との信頼関係を構築していく過程が社会性や人間性の

伸長につながり、結果として児童・生徒の社会的自立につながることが期待される」

とされており、町教育委員会としても同様な認識でございます。 

  最後に、イエナプラン教育についての御質問ですが、これはオランダで広がってい

る教育で、異学年集団の中で一人一人の個性を大切にしながら、自主性を持って学ぶ

といったスタイルでございます。ここで進められている異学年という点を除いては、

現在府中町でも推進しております「主体的・対話的で深い学びを通して、新しい時代

に求められる資質・能力の育成につながる授業改善を推進する」という方向性は、重

なる面もあるのではないかと考えております。 
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  このたび、広島県教育委員会が福山市教育委員会と連携して、本年度からイエナ教

育を参考にしたカリキュラムのあり方を研究されます。このイエナプラン教育につい

ては、学習指導要領との整合性など研究すべき点があり、府中町教育委員会としては、

広島県と福山市が連携して行う研究の成果と課題等について、情報収集して注視して

いきたいと考えております。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  ３番橋井議員。 

○３番（橋井 肇君） 御答弁大変ありがとうございました。府中町において不登校児

童・生徒に対し、不登校を未然に防ぐ取り組みも含め、熱心に取り組んでいただいて

いる様子がよくわかりました。児童・生徒一人一人に対しきめ細やかな対応が、結果

として不登校の児童・生徒の減少につながっているのだと思います。 

  また、中学校においては半分になったということで、すばらしいなというふうに伺

いました。 

  文部科学省による小・中学校を対象とした調査では、それぞれの児童・生徒が不登

校になったきっかけと考えられる状況が集計されております。 

  中学校で最も多いのが無気力です。小学校では不安など情緒的困難が最も多く、無

気力が必ずしも怠けを意味するものではないようです。この背景に、貧困や家庭環境

の影響がないとは言い切れないようです。不安など情緒的混乱は、中学校で２位、小

学校で１位となっており、メンタルヘルスの問題が不登校の契機として最も大きなも

のの一つとなっているとありました。学校現場では、早期対応、家庭訪問、個人指導

などの対応が求められるとされております。 

  先ほどの答弁の中で、県の費用によるソーシャルワーカーを配置し、保護者や担任

の相談体制の仕組みを組織的に持たれていること、また県だけではなく、積極的に町

費をつぎ込んでスクールカウンセラーを増員配置し、早期発見、早期対応、また予防

に取り組まれていることは、不登校の未然防止策として大変有用であると思います。

その結果、不登校児童・生徒も減少傾向にあるようです。 

  今後ともしっかりと予算をとっていただき、不登校の児童・生徒ゼロを目指し、努

力をしていただきたいと思います。 

  また、広島県の平川理恵教育長は、イエナプラン教育の考え方を多様に取り入れ、
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不登校生徒をゼロにしたというふうに聞いております。県の教育長が進められておる

イエナプランも参考にし、前向きに取り組んでいただきたいと思います。 

  また、平川教育長は、広島で学んでよかったと思える日本一の教育県の実現を目指

していきますとも言われております。 

  今後とも、子どもたちに対する努力を惜しみなく発揮されますよう要望して、質問

を終わります。ありがとうございました。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第４項、不登校児童・生徒への取り組みについて、

３番橋井議員の質問を終わります。 

  続いて、総務文教関係、第５項、府中町の歴史資料書の充実を、４番梶川議員の質

問を行います。 

  ４番梶川議員。 

○４番（梶川三樹夫君） 府中町の歴史資料書の充実をということで質問をいたします。 

  先ほど児玉議員の質問もありましたけど、府中町の第４次総合計画の中に、充実し

た暮らし心地のためにというところで、今後の課題として「次代の若者へふるさとの

歴史や文化を正しく継承していくため、興味や理解が深まるよう普及活動の方法を再

検討していく必要がある」というふうにも書かれておりますし、単位施策の方向性の

中で、「文化財の保存と活用を図り、府中町の歴史・文化等を発掘するとともに、体

験学習による普及啓発を図ります」とも書かれております。 

  また、魅力創造発信プロジェクトの中にも、「府中町に魅力を感じてもらうため、

市街地に隣接した自然のよさと、安芸の国府であった歴史・文化資源を発信し、府中

ブランドの確立を目指します」というふうにもその総合計画の中に今後の課題として

書かれておりますので、ちょっとそういう面も踏まえながら質問をしたいと思います。 

  府中町の歴史資料書の充実をということで、質問主旨、広報ふちゅうにことしの

４月号まで連載されていた「ふるさと歴史散歩」や、観光協会がつくられた観光用の

マップなどでは、府中町の歴史や史跡について情報発信はされてきましたが、新しく

歴史民俗資料館が建設される今、充実した新しい府中町の歴史資料書をつくるべきと

思います。 

  昭和４６年に教育委員会が発刊された「安芸府中の歴史と文化財」以来４８年がた

とうとしていますが、以来正式な府中町の歴史資料書は発刊されていないと思います。 

  新しく府中町の歴史書をつくることについて、町の考えをお尋ねします。 
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  また、小学校、中学校における郷土の歴史教育の現状についてお伺いしたいと思い

ます。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

  あとですね、皆さんも読まれたかもしれませんけど、こういう「安芸府中の歴史と

文化財」というのが、今言いました、これができて４８年がたってるんですね。これ

をまだ今も使っておられるんです。 

  それで、内容もいいんですけども、非常に字も小さいしですね、ちょっと資料が古

いのもありますし、こういうものを新しく府中町の歴史を知りたい人、あるいはよそ

から来た人も、「何か資料ありませんか」と言われたときにはこれを見せるんだそう

ですけども、こういうものを民俗資料館も新しくなりますし、ちょっとリニューアル

してはどうかなという思いで質問させてもらってます。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（榎並隆浩君） ４番梶川議員、府中町の歴史資料書の充実をについて答弁

いたします。 

  まず、議員も御存じのとおり、府中町発行の郷土史書としましては府中町史がござ

います。府中町史は、昭和５４年に第１巻から第３巻までを刊行し、翌５５年に第

４巻を加えております。その後、昭和５０年から平成２１年の歴史を対象とした第

５巻を平成２２年に追加して現在に至っております。 

  また、御指摘のありました「安芸府中の歴史と文化財」は、府中町文化財に関する

図書として、昭和４６年に府中町教育委員会から刊行されたものでございます。この

図書は、祖先が歩んできた歴史とその文化財を大切に保存し、後世に伝えるに当たり、

文化財所有者だけでなく全町民がこのことに理解と関心を深めることが重要と考えら

れ作成されました。 

  そのほか、府中町の歴史・文化に関心を持つ府中町重要文化財保護協会から、昭和

４０年から昭和４８年にかけて「安芸府中の文化」第１集から第６集を、第７集は昭

和５９年に現在の歴史民俗資料館開館を期に府中町教育委員会が刊行しております。 

  また、図書ではございませんが、御質問の中で御紹介いただきました「府中町ふる

さと歴史散歩」は、町民の方が広く府中町の文化、歴史を知っていただくため、府中

町文化財保護審議会が広報ふちゅうにおいて平成１５年から本年４月まで１８４回の
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連載しております。 

  御質問にありました新しく府中町の歴史書をつくることに関してですが、教育委員

会としましては、歴史民俗資料館がリニューアルされた後に、府中町文化財保護審議

会などの協力をもとに広報に掲載しておりました「府中町ふるさと歴史散歩」を再編

集していくことを検討したいと考えております。 

  また、現在調査しております下岡田遺跡における調査資料についても、歴史資料と

して整理していきたいと考えております。 

  次に、小・中学校における郷土の歴史教育の現状についての御質問ですが、現行の

学習指導要領では、小学校では第３学年、第４学年、第６学年の内容として、また中

学校の歴史的分野で郷土の歴史について学んでおります。 

  具体的には、小学校では、地域の発展に尽くした先人の働きを通して、地域社会に

対する誇りと愛情を育てる学習を、中学校では、身近な地域の歴史を調べる活動を通

して、地域への関心を高め、地域の具体的な事柄とのかかわりの中で我が国の歴史を

理解させる学習を行っております。 

  町の歴史を後世に伝えていくための学校教育の役割は大きいと考えております。そ

のため、教育委員会では小学校の副教材として「わたしたちのまち府中町」を独自に

作成しており、３年生社会科で「わたしたちの町の暮らしのうつりかわり」をテーマ

に学習をしております。 

  また、６年生の総合的な学習の時間では、「歴史発見、我が町府中」をテーマに校

区内にある遺産や文化財などをめぐるフィールドワークを実施したり、ゲストティー

チャーを招いて地域に伝わる民話等を聞く学習のほかに、現在の歴史民俗資料館に出

向いて町の歴史を学習する取り組みを継続的に行っているところでございます。 

  さらには、府中町の文化でもあります新府中音頭を地域の方に御指導いただき、運

動会などで発表する取り組みも行っております。 

  また、中学校の総合的な学習の時間においても、１年生では地域のゲストティーチ

ャーに、府中町の伝統や文化について学んだり、府中町に伝わる「盆踊り」について

学び、実際に踊ったりもしております。 

  また、１年生での学習をもとに、３年生では「新府中音頭」のレクチャービデオの

作成や、１００年前の水害を伝承する「みくまり峡のてんぐさん」の人形劇公演を行

っています。 
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  ほかにも、「よりよい府中町にするために、地域の現状についてさまざまな側面か

ら課題を取り上げ、その課題を解決するための提案をする力を身につける」ことをテ

ーマとした学習の中で、生徒自身が府中町の歴史について主体的・協働的に学んだり、

体育祭でも、「里めぐり音頭」に取り組み、府中町の伝統文化の継承と、新たな文化

の創造を目指しているところでございます。 

  これからも、府中町で生まれ、育ち、学んだ子どもたちが府中町のよさを語り、府

中町に愛着心を抱けるよう取り組んでまいりたいと考えております。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  ４番梶川議員。 

○４番（梶川三樹夫君） 小・中学校でもいろいろ教育されてるということがよくわか

りました。私としては、我が町府中町の歴史・文化を後世にずっと継承していくこと

が、今生きている私たちの責務と考えております。 

  そうした中で、歴史資料書というものは後世に引き継ぐのに有効な手段だと私は考

えております。現在、府中町史がありますが、それ以外の図書は随分前に、４８年前

ですかね、つくられているものです。その後、当分の間つくられておりませんので、

随時作成していただきたいと再度要望いたします。 

  また、いろんな方に知ってもらう手段として、図書以外にも町教育委員会のホーム

ページに歴史文化財を整理され、情報提供されているのは大変よいことだと思ってお

ります。ホームページの更新も含め、情報発信をしていただきたいと思います。 

  広報ふちゅうの「ふるさと歴史散歩」などは、１００回までホームページにありま

した。しかし、春まで１８４回の掲載をしておりますので、残りの掲載もお願いした

いと思っております。 

  あと、下岡田遺跡についても、現在国の史跡の指定に向けて努力されているという

ことは知っておりますけども、これらの内容についてはやはり後世につなげる重要な

内容と思いますので、今後、見やすくわかりやすい歴史資料として整理をお願いした

いと思います。 

  最後に、郷土の歴史教育についてですが、小学生については副教材もあって、歴史

民俗資料館での学習等、あるいはいろんな史跡をめぐる学習等で力を入れておられる

ことはよくわかっておりますが、中学生に対する歴史教育について、歴史民俗資料館
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がリニューアルされることを契機に、もう少し力を注いでみられてはどうかなという

ふうに思っておりますが、そのことについて教育委員会のお考えを聞かせていただき

たいと思います。 

○議長（中村武弘君） 学校教育課主幹。 

○学校教育課主幹（畑尻佳括君） 中学校の学習指導要領、歴史的分野では、身近な地

域の歴史を調べる活動を通して、地域への興味・関心を高め、より主体的な学習活動

を促すとともに、身近な地域の資料から歴史的事実をさまざまな角度から考察し、公

正に判断する力、適切に表現する能力と態度を育成するといったことが示されており

ます。 

  教育委員会といたしましても、身近な地域の歴史を調べる活動が学習指導要領にも

ありますように、小学校での学習を踏まえ、生徒による調べる活動となるよう、一層

の工夫を促したいというふうに考えております。 

  例えば、ある中学校では、２学期に身近な地域の歴史を社会科で学ぶ前、夏休みに、

府中町にある遺跡調べ、これを夏休みの宿題として行っております。夏休み中に町内

にある下岡田遺跡、多家神社、今出川清水、尾首の池などについて、実際に足を運ん

だ上で調べる学習を行うことで、歴史に対する興味・関心を高めるという取り組みで

ございます。 

  授業では、この調べ学習の成果をもとに、生徒が調べた遺跡の分布や山陽道の位置

を歴史年表や古い地図上で確認したりすることで、かつて府中町の平地の大部分が海

だったことを知るなど、具体性と親近感を持たせながら、歴史の学び方を身につけさ

せております。 

  教育委員会といたしましては、このような生徒による身近な歴史を調べる活動の好

事例を町内に普及させ、府中町の歴史に対する興味・関心を一層高め、歴史的事象を

一面的に捉えるのではなく、歴史的事実をさまざまな角度から考察し、公正に判断す

る力、適切に表現する能力と態度を育成し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（中村武弘君） ３回目の質問ございますか。 

  ４番梶川議員。 

○４番（梶川三樹夫君） ちょっと要望になると思うんですけども、地元の地域の郷土

の歴史学習というものを両中学校でも熱心な先生はされてると思うんです。ただ、両
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中学校で同じようなプログラムでやってるというふうにはちょっと今の答弁では思え

ませんでしたので、将来的になると思いますが、町独自でやはり中学生にも簡単なも

のでいいと思うんですけども、教材、テキストというものをつくってもらって、それ

をもとに教えていくことがずっと継続していくことじゃないかなというふうに思って

おりますので、要望ですがよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございまし

た。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第５項、府中町の歴史資料書の充実を、４番梶川議員

の質問を終わります。 

  続いて、総務文教関係、第６項、機構改革実施後の状況について、２番木田議員の

質問を行います。 

  ２番木田議員。 

○２番（木田圭司君） 機構改革実施後の状況についてということで質問させていただ

きます。 

  ことしの４月に機構改革を実施し、約半年が経過しましたが、次の２点についてお

伺いいたします。 

  １つ、機構改革を実施されましたが、住民からの反応はいかがですか。 

  ２つ、この機構改革の評価は、いつ、どのような形で行われるのでしょうか。 

  この質問を出したのは、先ほど来おおむね好評な意見があるんですけど、私のとこ

ろには非常にちょっとわかりにくくなったと。確かに２階フロアはきれいになってる

というのはわかります。私もその後、住民課利用させていただいたりして、以前のほ

うがわかりやすかったという個人的な意見です。これはなれれば解決する問題かもし

れませんが、まだ半年ということなんで、あくまで今現在での状況をお伺いいたしま

す。よろしくお願いします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  総務企画部長。 

○総務企画部長（戸田秀生君） ２番、木田議員からの一般質問、機構改革実施後の状

況についてに答弁させていただきます。 

  まず初めに、機構改革の経緯、概要を御説明させていただきます。 

  本町では、まちづくりの指針であり、町の最上位計画である第４次総合計画で掲げ

たまちの将来像の実現に向けて、「住んでよかった、住んでみたいまちづくり」を着
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実に進め、町を取り巻く環境変化に的確に対応していくためには、よりよい行政サー

ビスの提供と持続可能な行政運営が不可欠であることから、行政の最適化を基本理念

として、事務効率の向上を図るとともに、財政の健全性を確保しつつ、質の高い行政

サービスを提供していくことを目的に、平成２９年度、第５次府中町行政改革大綱を

策定いたしました。この第５次行政改革では、「組織・人の改革」「仕事・サービス

の改革」を取り組みの視点の一つとしており、その一環として機構改革を実施いたし

ました。 

  この機構改革に先立ち、まず初めに、平成２９年１１月、全職員を対象に全ての事

務・事業における課題・問題点の洗い出し調査を実施し、５３７件の課題等を抽出い

たしました。 

  そこで出てきた組織機構等の課題に加え、各部長等から提出された重点課題を踏ま

え、「町民目線での窓口再編」「組織の強化」「効率的な組織」の３つの視点を基本

方針として、組織機構を抜本的に見直しいたしました。 

  また、あわせて業務量調査を実施し、業務の体系化と業務量の把握を行い、機構改

革の基礎資料としております。 

  そうしてまとめ上げたのが今回の機構改革でございます。機構改革により、効率的

な組織を構築するとともに、職員の能力を最大限発揮できる事務執行体制を整備しま

したので、今後は第５次行政改革大綱による仕事の仕方の改善・改革をさらに進めて

いきたいと考えております。 

  それでは、１つ目の御質問、「住民からの反応はどうか」ということについてなん

ですけども、「町民目線での窓口再編」として、町民が利用しやすい窓口、対象者や

事業目的ごとの事務の集約として、福祉保健部の本庁窓口を２階に集約するとともに、

役場庁舎の案内表示と２階フロアをリニューアルいたしました。このことから、２階

にお越しのお客様からは、おおむね好評をいただいていると思っております。 

  ただし、住民票と所得証明を一緒に取りに来られる方につきましては、窓口が２階

と４階に分かれたり、また今回の機構改革では、組織だけでなく事務も切り分けしま

したので、当初、担当窓口等への御案内が十分でなかった部分もあったと聞いており

ます。総合案内だけでなく各窓口職員も含め、笑顔の役場づくりの一環として、さら

に案内の質を高めていく必要があると思っております。 

  また、機構改革による組織は、そこで働く職員、そして仕事の仕方がかみ合ってこ
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そ最大限の効果が発揮できると思います。横断的な情報共有、連携、第５次行政改革

による仕事の仕方の改革・改善をさらに進めていくことが重要であると考えておりま

す。 

  次に、２つ目の御質問、「いつ、どのような形で評価するのか」についてです。機

構改革から半年たちますので、来庁者の方からの御意見をお聞きしたいと現在考えて

いるところでございます。そうした意見も踏まえまして改善を行い、機構改革の効果

をより引き出していきたいと考えております。 

  なお、評価につきましては、ある程度たってからでないと効果がはかれない部分も

あろうかと思いますので、第４次総合計画を改定した翌年、令和３年度に実施したい

と考えております。評価方法は現在のところ未定ですが、職員だけでなく町民の意見

を聞くことも必要であると考えております。 

  また、評価結果が出るまでの間に、新たな問題や課題が出た場合は、当然ながらそ

の都度対処していきたいと考えております。 

  組織が変わるということで、行政サービスの利用目的によっては、まだ当惑してお

られる方がいらっしゃるかもしれませんが、全職員が今回の機構改革の視点である

「町民目線での窓口の再編」「組織の強化」「効率的な組織」の実現を意識するとと

もに、笑顔の役場づくりを推し進め、ハード面のみならずソフト面からも、効率的で

よりよいサービスを提供できる役場にしていきたいと考えております。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  ２番木田議員。 

○２番（木田圭司君） 御答弁ありがとうございました。人材育成や行政改革を進め、

また新たな問題や課題が出た場合は、随時対処するということでしたので、そうした

ことも含めて町民のための、また町民にわかりやすい組織づくりをしっかりと進めて

いただきたいと思います。 

  また、評価についてはしっかり町民の意見も聞き、職員さんの意見もあるとは思い

ますけど、やっぱり町民さんの意見がやっぱり一番重要だと思いますので、しっかり

意見を聞いていただいて進めていただきたいと思います。 

  それでは、２回目の質問に入ります。 

  先ほど２階のフロアをリニューアルされたと。確かに先ほど申しましたように、き
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れいになったというのは感じております。 

  ただ、実際にいろんなものを取りに行ったときに、以前よりちょっとわかりにくく

なってるんかなというのは私自身も感じてて、先ほど申しましたようになれの問題も

あるかもしれません。リニューアルをされ、２階にお越しのお客様からおおむね好評

いただいてるという答弁がございましたが、これは感覚的なもんでそう思われてるの

か、何か聞き取りされたのか。例えば、お店なんかよく小っちゃいアンケート用紙と

かありますよね。そういうものを置いて答弁されてるのかというのをお聞きしたいと

思います。 

  私は、まずやっぱり住民サービスということで、まず役場に来やすくする。何が言

いたいかといえば、駐車場。我々どっか行くときに、まずどうやって行こうか、駐車

場があるんかのうといろいろ考えますよね。多分、役場に来られる方って車で行けば

大丈夫だろうと。いつもとは申しませんけど、やっぱり大変渋滞しとるときもござい

ます。駐車場が圧倒的に狭いんじゃないんかのうというのは常々感じて、何回かこう

いう感じの質問もさせていただいております。 

  このたびの機構改革によって、ちょっと私もまだ全然覚え切れないんですが、変わ

った部署名、部署、係、課、その他ふえたのか減っとるのか、職員さんの数がどのよ

うになってるのか。必要ならば当然ふやしていくべきだというふうに思っておるんで

すが、その辺のところをお聞かせください。 

  この機構改革、すばらしいことだと思います。ただ、やっぱり私が今聞いてる範囲

では、ちょっとやっぱり唐突でわかりにくかったという住民さん、利用者さんの声も

お聞きしとるのも事実です。この周知徹底をどのようにされていたのか。いつも広報

を出してます。ホームページに出してますと。両方とも見ない人、見れない人もおら

れますんで、それも含めて質問させていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  政策企画課主幹。 

○政策企画課主幹（大神規正君） まず、御質問のおおむね好評というところだけれど

も、わかりにくい部分もあるのではないかというところで、アンケートをどのような

形でということでございます。 

  こちらにつきましては、さきに答弁させていただきましたように半年たちますので、

これから御来庁者の方の御意見、アンケートというふうな形で意見をお聞きしていき
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たいというふうに考えてるところでございます。 

  それから、２つ目の役場に来やすいという部分で、やっぱり駐車場というのは大き

な要素じゃないかという御質問でございます。今、庁舎の非常用電源の工事というこ

とで、またさらにちょっと駐車場が狭い状況で皆様に御迷惑をかけてるというところ

ではございますけれども、今、川向こうのほうに臨時駐車場を設けておりますけれど

も、そういった部分につきましては確かに課題というふうには思っております。しっ

かりと検討していきたいなというふうには考えております。 

  それから、部署の関係でございますけれども、機構改革前には町長部局で言います

と７部１９課４３係ございました。今回の機構改革で、それを５部２２課４８係とし

ております。数としてはふえてるというところではございますけれども、まず上の部

分、部の部分ですけれども、部の部分を絞って、また係のところで組織の目的を明確

にして、しっかりと課長、課長補佐、係長級の職員が機能的に動くようにというとこ

ろですそ野を広げていったような組織改正としております。 

  そこの人員配置につきましては、機構改革に先立ちまして業務量調査というのをし

ております。その中で業務の体系化と業務量を把握して人員配置の基礎資料としてお

りますので、この業務量調査、また今変わったというところでいろいろ御意見もあろ

うかと思いますけども、今年度も継続してこれは調査を実施するようにしております。 

  そうした中で、しっかりとそういった業務の体系化も含めてですけれども、業務量

の把握というところの精度を上げていって、参考にしていきたいなというふうに考え

ております。 

  それから最後、今回の機構改革が唐突だったんじゃないかというところで、周知徹

底はどうだったのかというところでございますけれども、今回の機構改革につきまし

ては、第５次行政改革の中の一環として実施しておりまして、これは先ほど部長のほ

うから答弁いたしましたように、前年の平成２９年の課題・問題点の洗い出しから始

めまして、計画的に進めてきたところでございます。 

  そういった中で、広報というところでございますけれども、今回、組織を変えるだ

けでなくて事務所の配置も変わりましたので、しかも２回に分けて、１月に２階と

４階一部変えて、４月のタイミングで今回の形につくってということで、２回移動も

ございましたので、広報では１月、それから３月、また４月号には機構改革後の業務

内容と電話番号一覧を織り込みさせていただいてるところでございます。 
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  また、ホームページ等も使いまして広報しており、またそれぞれのタイミングで追

加の案内表示でありますとか窓口案内を掲示しているところでございます。 

  こういったところにつきましては、議員御質問にもございましたように、広報、ホ

ームページだけでなくというところ、確かにそのとおりだと思います。案内表示、広

報も大事ですけれども、やっぱり職員の的確な案内が不可欠だということだというふ

うに思います。その面につきましても、今取り組みを進めております笑顔の役場づく

りの取り組みを進めながら、さらに一層適切な案内に努めていきたいというふうに考

えております。 

  答弁は以上です。 

○議長（中村武弘君） ３回目の質問ございますか。 

  ２番木田議員。 

○２番（木田圭司君） 御答弁ありがとうございました。部署、係等の分は、変わった

とこがちょっとまだよくわかんないです。それを聞きたかったという質問もあったん

ですが、それはまた後日聞かせていただきます。 

  まだ半年なんで、本当にやっぱり人間ってなれれば変わってくる部分もあると思い

ます。今の時点でどうこう言う気はございません。そうは言いましても半年たちまし

たんで、これまでのところでの町長の何か思いがあれば、ちょっと聞かせていただき

たいと思います。それで私の質問を終わりたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（中村武弘君） 町長。 

○町長（佐藤信治君） 今回、非常に大きな組織変更をしておりますので、なれないと

いう部分はあったかと思いますし、今、周知方法も努力はしましたけど、担当者の答

弁、担当責任者の答弁でありましたけど、結果として周知が不足しとるんであれば、

それはどこが問題だったかは今後検討していく必要があるかと思います。 

  ３点申し上げます。 

  １点はですね、評価。答弁の中では一定定着した３年後の部分で評価をきちっとし

ますということで、それは一定期間定着してからということで、組織のあり方の部分

でそうでありますけども、物事には常にそれまで何も動かさないということではなく

て、計画して変更した、それを実施した、それを評価して改善すべきところはしっか

り改善を続ける、常にやっていくということが必要だと思いますので、ＰＤＣＡのサ

イクルをしっかりして、３年を待たずに改善すべきとこはしたいなというふうには思
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います。そのためには、ちょっと答弁ありませんでしたが、窓口で御意見聞けるよう

な工夫もしていきたいというふうに思っております。 

  それから、組織、そしてその組織を動かす職員、ちょっと職員の数は足りてますか

という御質問もございましたけど、業務量がふえてるわけじゃないんですね。時代に

よって業務量は変わってきてますけど、それで組織でなれない部分があったかと思い

ますけど、それともう一つは変更の時点が人事異動とかぶってますので、ちょっと職

員も苦労をしたかなというふうに思います。そこの部分についてはしっかりと定着さ

せて、住民目線で仕事をする、それから人材育成も町もしっかりやっていくというと

ころで努めてまいりたいというふうに思います。 

  それから、この先ほどの総合計画の御質問でもありましたけど、次、今から来る、

府中町にとりましてですね、これから来る後期計画はですね、非常にまさに正念場の

時代に来るんだというふうに思います。行政改革をしていく。組織変更もしました。

それと、施策も追加してやっていく必要がある。一方で、財政もしっかり確保してい

かないけんということで、ここしばらく正念場の時期だというふうに感じております

ので、それも含めてしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思ってます。 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第６項、機構改革実施後の状況について、２番木田議

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（中村武弘君） ここで休憩をしたいと思います。再開は１３時からです。よろ

しくお願いいたします。休憩。 

（休憩 午前１１時４８分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

○議長（中村武弘君） 休憩中の議会を再開します。 

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

○議長（中村武弘君） 続いて、厚生関係の質問を行います。 

  厚生関係、第１項、地域共生社会の実現に向けて、９番益田議員の質問を行います。 

  ９番益田議員。 
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○９番（益田芳子君） 皆さん、こんにちは。９番の益田芳子でございます。 

  それでは、午後からの質問に入らせていただきます。 

  質問、地域共生社会の実現に向けて。 

  質問主旨、内閣府が平成３０年度に中高年層のひきこもり状態等にある方を対象に

実施した「生活状況に関する調査」の結果、国はことしの４月、初めて４０歳から

６４歳のひきこもりの人が６１万３，０００人に上るとの推計を公表しました。この

中高年層のひきこもりは、７年後の団塊の世代が７５歳以上の後期高齢者となる超高

齢社会２０２５問題と同様に、収入のない５０代の子と８０代の親の世帯が親子共倒

れになる８０５０問題として取り上げられ、深刻化しています。 

  また、同じく内閣府の平成３０年度版「子供・若者白書」によると、１５歳から

３９までの調査では全国には５４万人がひきこもり状態とされています。その背景に

は助けを求めない、また求めたにもかかわらず孤立をせざるを得ない家族の姿があり

ます。 

  これまで地域、家族、雇用といった生活の領域で、助け合いながら成り立っていた

ことが、現在では地域のつながり等が希薄になり、少子高齢化、核家族化により、暮

らしの中で病気や障がい、介護、出産、子育て、働く場、住宅等さまざまな問題が絡

み合って複雑化しているように思えます。 

  経済的、精神的に限界を超えている親が相談しやすい環境づくりが必要であり、地

域に生き、一人一人が尊重され、個々の事情に応じた多様で柔軟な就労支援や、社会

参加でつながりができ、生きる力や可能性を発揮できる地域共生社会を実現すること

が必要と考えます。 

  本町における地域共生・地域の支え合いの実現に向けて、課題を含めた基本的な考

えと支援体制について、また令和元年８月２日に厚生労働省は、各自治体がおおむね

過去１０年間に実施したひきこもり状態にある方の調査状況結果も公表しました。こ

うした実態調査を本町では行っているのか、以上２点についてお伺いいたします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  福祉保健部長。 

○福祉保健部長（山西仁子君） ９番益田議員からの一般質問、地域共生社会の実現に

向けてに御答弁させていただきます。 

  まず最初に、ひきこもりの定義ですが、厚生労働省のガイドラインによると、さま
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ざまな要因の結果として、就学、就労、交遊など社会参加を回避し、原則的には６カ

月以上にわたっておおむね家庭にとどまり続ける状態のことをいいます。 

  議員御指摘のとおり、１５歳から３９歳までの若者を対象にした調査では５４万人

がひきこもりで、４０歳から６４歳のひきこもりが６１万３，０００人いるという調

査結果であり、合わせて全国で１１５万人を超える推計値となります。中高年のひき

こもり調査では７割以上が男性で、ひきこもり期間は７年以上が半数を占めています。

ひきこもりになった年齢は６０歳から６４歳が最も多く、きっかけは退職が最多で、

人間関係、病気が続いています。 

  特に、ひきこもりの高齢化は、生活保護や年金制度を圧迫し、孤独死を激増させる

など、大きな影響を及ぼします。また、本人や家族だけに限らず、社会全体にとって

切実な問題となっております。このため、相談しやすい環境づくりが必要であり、本

人だけでなく、家族を含めた総合的な支援を充実強化させることが求められています。 

  それでは１点目、本町における地域共生・地域の支え合いの実現に向けて、課題を

含めた基本的な考えと支援体制についての御質問についてですが、地域共生社会とは、

制度・分野ごとの縦割りや支え手、受け手という関係を超えて、地域住民や地域の多

様な主体が我が事として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて丸ごとつな

がることで、住民一人一人の暮らしと生きがい、地域をともにつくっていく社会のこ

とをいいます。 

  この考え方の背景として、当町に限らず全国的に見ても少子高齢化が進み、地域、

家庭、職場という人々の生活領域における支え合いの基盤が弱まっていることが大き

な要因と思われます。 

  さらに、高齢者、障がい者、子育て家庭といった対象者別・機能別に整備された公

的支援についてもさまざまな分野の課題が絡み合い、個人や世帯単位で複数分野の課

題を抱え、対応が困難なケースが浮き彫りとなっております。 

  このような多様で複合的な地域課題について、町民や福祉関係者による解決が図ら

れるよう、包括的な支援体制づくりに努めているところでございます。 

  具体的には、社会福祉協議会、地域包括支援センター、障がい者相談支援事業所、

子育て世代地域包括支援センター、民生委員・児童委員など町民に身近な相談窓口に

おいて分野を超えて総合的に相談に応じ、関係機関と連絡調整を行うものです。 

  こうした中、町では平成３０年３月に府中町第２次地域福祉計画を策定しました。
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計画期間は平成３０年度から平成３４年度までの５カ年計画であり、上位計画である

府中町第４次総合計画の分野別計画として、地域福祉を推進するための基本理念及び

方針を定めたものです。 

  本計画の基本理念である「ともに学びともに支え助け合い安心して暮らせるまち府

中町」を継承し、誰もが安心して生きがいを持って生活していくことができるまちづ

くりを目指したいと思います。 

  続いて２点目、ひきこもり実態調査を本町では行っているのかの御質問についてで

すが、議員御指摘の実態調査ですが、平成２０年度から平成３０年度の間に全国の各

自治体が独自の調査時期及び調査方法等で行い、厚生労働省において取りまとめられ

たものです。 

  都道府県レベルでは約半数の２３が実施、市町村レベルでは全体の６％、１０５市

町村が実施、うち町村レベルは３％の３２町村が実施となっておりますが、当町では

実施いたしておりません。また、広島県及び広島県内の市町の公表結果はございませ

んでした。 

  広島県においては、平成２４年に設置された広島ひきこもり相談支援センターにお

いて、比較的若い世代からのひきこもり相談について受けております。県が一般社団

法人広島県精神保健福祉協会に委託して実施し、相談員が電話や来所などによる受け

付けを行い、必要に応じ、医療、保健、福祉、教育、労働など関係機関につながるよ

う支援しているものです。町としましても、しっかり連携を取ってまいりたいと思っ

ております。 

  最後に補足ですが、令和元年７月１６日に厚生労働省の有識者会議で、ひきこもり

や貧困、介護といった家庭の問題について、市区町村の縦割りの対応を見直し、一括

して相談に応じる体制の整備に向けた中間報告をまとめました。 

  具体的には、どんな相談でも受け付ける窓口を市区町村に整備し、関係機関が連携

して解決を図るよう求めるものです。次年度以降、具体的な整備方針が表明されるこ

とと思います。相談支援体制の確立については、広島県と足並みをそろえて進めてま

いります。 

  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（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  ９番益田議員。 
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○９番（益田芳子君） 御答弁いただきましてありがとうございます。国は、人々の暮

らしや地域のあり方が多様化してる中、地域に生きる一人一人が尊重され、多様な経

路で社会のつながりに参加することで、その生きる力や可能性を最大に発揮できる地

域共生社会の実現を目指しております。 

  ２０４０年には、人口減少、少子高齢化がさらに進展し、単身世帯が４割、就職氷

河期世代の高齢化等の状況にも直面し、地縁・血縁による助け合い機能が低下する中、

従来の縦割りの制度では複合化、複雑化した生活環境への課題が大変困難になること

と思います。 

  このため、厚生労働省の先ほど答弁ございましたけども、有識者検討会は、地域で

困ってる人を支え合う地域共生社会の実現に向け、丸ごと相談、断らない相談支援を

キーワードに、地域共生に資する取り組みの促進、高齢者も障がい者も利用できるサ

ービスの推進について検討を行う。 

  丸ごと相談とは、８０５０問題など世帯の複合的なニーズやライフステージの変化

に柔軟に対応できるよう、新たな制度の創設を含め、包括的な支援体制の構築に向け

た方策を検討するようにと言われております。 

  また、断らない相談体制とは、多様で継続的な出口支援、社会参加や就労支援、移

住支援など、地域における伴走体制のこととなります。 

  地域共生に資する取り組みの推進では、ＮＰＯ、社会福祉法人の多様な主体による

事業の促進、地方創生政策、住宅セーフティーネットの制度とのさらなる連携、高齢

者も障がい者も利用できるサービスの推進や、社会参加や就労的活動を含むサービス

支援でございます。地域共生社会実現のために、地域の支え合いや福祉の関係者で複

合的な課題を抱えた世帯の包括的な支援体制づくりに努めているとのことでございま

した。 

  また、府中町第２次地域福祉計画の中でも、ともに学び、ともに支え助け合い、誰

もが生きがいを持って生活していくことができるまちづくりを目指していく。そのこ

とも踏まえてお聞きをいたします。 

  国は、「我が事・丸ごと」の地域づくりの強化に向けた取り組みとして、２つの推

進事業を掲げております。多機関の協働による包括的支援体制構築事業と、地域力強

化推進事業が開始をされています。この事業に対する認識について、それぞれにお伺

いいたします。 
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  そして、次に大人のひきこもり、８０５０問題では、ひきこもりの定義、そして実

態調整における相談支援体制について答弁をいただきました。全国の調査では４３の

自治体が公表し、非公開は８５の自治体。広島県内においては実態調査の公表結果が

ないとのことでしたので、本町も調査をしてないということになります。 

  厚労省の調べでは、公表しています自治体の調査方法で多数を占めたのが８３の自

治体で、民生委員、児童委員さんにアンケートや聞き取りをした。次に、保健師、Ｎ

ＰＯ、事業者のアンケートの聞き取り、そして標本調査や全戸調査でした。また、ひ

きこもりの男女比では、男性が７６．６％、女性は２３．４％、７年を経過した人が

全体の約５割を占め、２５年以上が８．５％の結果でございました。 

  こうしたひきこもりの実態を２００７年から全戸調査により訪問調査をした町がご

ざいます。２０１３年１０月２８日にＮＨＫで取り上げられましたクルーズアップ現

代で、ひきこもりを地域の力にと放映された秋田県藤里町、人口３，８００人、

６５歳以上の高齢者は４割。その藤里町がひきこもり問題に気づいたのは２００６年。

高齢者の介護予防に当たっていた介護福祉士がお年寄りから受けたひきもりの相談か

らでございました。 

  そして、調査を自治会、民生委員、ＰＴＡからの情報を集めると、予想以上に多く

の人が家にひきこもってることがわかりました。３，８００人の町に１００人。その

後、調査の結果１１３人と、ほぼ１０人に１人がひきこもりという状態でした。そこ

からこの町の社会福祉協議会の事務局長の挑戦が始まったということでございます。 

  ひきこもりの実態は自治体の調査結果とほぼ同じで、働きたくても働く能力がない

わけではなく、働く場がないために家にひきこもって、働く場を求めていることもわ

かる。そして、２０１０年に就労支援施設を開設、失業者のための支援事業、ホーム

へルパーなどの２級の研修が受けられる、資格を取ることできるチラシを、こうした

ひきこもりの全家庭の中に投函をされたそうです。 

  地域で働ける場や楽しい場所をつくることも始めた。そして、１１３人のうち

５０人という人が家を出て、そのうちの３６人が既に働き始めている。どこかで活躍

の場が欲しいと思いながら、９割９分諦めていた人は、実はチャンスを待っていた人

たちでございました。やはり情報提供など、粘り強く丁寧な支援が必要と思います。 

  また、８月２６日にも岡山県総社市でひきこもりを地域で支える全国ひきこもり支

援フォーラムも開催され、各市の取り組みの紹介がありました。中でも山口県宇部市
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の久保田市長は、「取り組みの中で特にひきこもり支援には、我が事・丸ごと受けと

め、寄り添い、つながっていく社会が大変重要だ」と語られました。 

  また、この中で講演をされました中央大学宮本太郎教授からは、これまでの福祉は

働けない人を保護することを目標にしていたが、今必要なのは、働ける人の雇用制度

と働けない人の福祉のはざまで孤立してる人を元気にする包括的な支援の必要性を強

く述べられたものでございました。 

  こうした結果を踏まえ、制度のはざまで、いわゆる地域の中でひきこもり状態にあ

る方を、町ではどのような形で把握され、支援をされているのでしょうか。 

  福祉部だけでなく、あらゆる問題に対して縦割りの仕組みから、その問題を抱えて

いる人や世帯の包括的な支援のための関係職員の共通認識は大変重要となりますが、

これまでに具体的な取り組みがありましたらお伺いをいたします。 

○議長（中村武弘君） 福祉保健部長。 

○福祉保健部長（山西仁子君） ただいま３点ほど御質問があったかと思います。 

  １点目が国が言う多機関の協働による包括支援体制構築事業と、地域力強化推進事

業に対する認識ということだったと思います。 

  多機関の協働による包括支援体制構築事業とは、平成２８年度から始まった事業で、

複合化・複雑化した課題に的確に対応するために、制度ごとの相談支援機関、高齢者

関係とか住まい関係、医療関係、保健関係など、そういった制度ごとの相談機関を総

合的にコーディネートするため、相談支援包括化推進員を配置して、チームとして包

括的・総合的な相談体制を構築する事業というふうに聞いております。 

  地域力強化推進事業のほうは、平成２９年度から始まった事業で、こちらのほうは

住民の身近な圏域において、住民が主体的に地域課題を把握し、解決を試みることが

できる体制を構築する支援で、こちらが住民主体ですので、町内会とか社会福祉協議

会とか社会福祉法人、ボランティア、学校、ＰＴＡ、民生・児童委員などが体制づく

りを支援するものというふうに聞いております。 

  ただ、どちらの事業も相談支援包括化推進員によるコーディネートが必要で、町と

しましては資格のある有資格者の相談支援包括化推進員の確保ということがこれから

困難になってくると思いますので、町としては広域的な体制づくりも含めて研究して

いかなければならないのかなというふうに受けとめております。 

  ２点目の地域の中で複雑的な課題を抱える要支援者は、現在どのような形で把握さ
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れて支援してますかということだったと思うんですけど、最初の相談の窓口は御本人

が窓口にお越しになるということがまず一番多いです。また、あと御近所の方や友人、

知人、民生・児童委員を通じて御相談があったりもします。お子さんの場合は、今ネ

ウボラふちゅう、高齢者の場合は地域包括支援センターといった総合相談窓口もござ

いますので、こちらから相談されて、関係機関と連携を取っていくということもござ

います。 

  支援については、家族構成等にもよるので、かかわる期間が多くなったり少なくな

ったりというのはあるんですけども、関係機関が集まって支援体制を協議し、継続支

援についても複数の関係機関で現在かかわっている状態です。 

  例えば、障がいをお持ちの方で、病気になって働けないという課題でしたら、障が

い関係、医療関係、福祉関係で支援して、その人の御家庭にお子さんがいらっしゃっ

たら、子育て支援の関係もかかわっていくというふうにしております。このように、

関係機関が連携を取りながら今支援に当たっている状態です。 

  ３点目が、問題を抱えている人や包括的な支援のための関係部署の職員の共通認識

が大変だろうけれども、これまで具体的な何か取り組みがありますかという御質問だ

ったと思うんですけど、福祉保健部を超えた連携と申しますと、医療を必要とした場

合は医療機関と連携したり、お子さんが小・中学生の場合は教育機関等と連携をした

りします。 

  多くの関係機関がかかわる場合は、ケース検討会議を細やかに開催するなど情報共

有に努めておりますが、支援を継続していく中で部署間の壁が障がいになるというこ

ともあるのも事実ではございます。 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） ３回目の質問。 

  ９番益田議員。 

○９番（益田芳子君） 御答弁ありがとうございました。なかなか個人情報のことがあ

ったり、大変進みにくい、そういった支援をしていかないといけないということでは

ございますが、国がこうした調査結果も公表いたしました。 

  全国的にもこうしたひきこもり状態になっている、そういう実態で、多くの自治体

が支援に対して完全に前向きな方向で進んでおりますので、こうした中でも複合的な

抱える要援護者に対して、地域力の推進、またこうした課題をしっかり体制を図って
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いただき、本町もこうした取り組みを進めていただきたいというふうに思います。 

  私も現場でそうした悩みにかかわってる人とも遭遇いたしまして、本当に支援して

いただく職員の方、本当に真剣に真摯に御相談者に何とか仕事ができるんであればと

いうような思いで携わっていただいておりますこと、本当に感謝申し上げる次第でご

ざいます。 

  これから政府が考えておりますことは、就職のタイミングを迎えた就職氷河期世代、

３０代半ばから４０代半ばに達してる人。これ正規雇用を希望としながら、不本意に

有期雇用や派遣、パートタイムで働く人が約５０万人に上り、ひきこもりの人や長期、

そういった方も含めて、こうした対象の人を１００万人見込んでおりますので、そう

した方にも集中的に当事者に寄り添う、就職氷河期世代の活躍の場をこれから拡大を

していく、そういった押し出しもしておりますので、そういったことも町も就労支援

もしておりますので、しっかり受けとめていただきたいと思います。 

  最後になりますが、さまざまな悩みを抱え、困窮する人は、支えるには福祉や介護、

子育てといった、行政の縦割りを超えた総合的な支援が重要とされております。 

  ８０５０問題など、親が５０代のひきこもりの子を養う相談先は、生活保護や精神

保健、就労支援など多岐にわたり、内容も複雑で相談を受けとめてくれる場所が見つ

からず、孤立を深めていってしまう。 

  先ほども秋田県の藤里町の例も挙げましたけど、神奈川県座間市の生活援護課では、

こうした孤立を防ぐ、断らない。こういったことをモットーに掲げ、総合的な相談支

援に当たる。断らない相談として、諦めずに何度でも相談できる体制や、他の担当課

とつなぐこういったシート、そういった情報も共有して家計の改善など、またひきこ

もりの人が社会復帰できるように、就労準備や行政だけの対応では限界がございます

ので、ＮＰＯ法人からも力を入れて生活困窮者自立支援事業に力を入れて深刻化を防

いでおります。 

  また、こうした動きは、三重県桑名市でも地域ぐるみで丸ごと支援に取り組んでお

ります。本町でさまざまな窓口で把握しています要援護者、要援護家庭を包括的に支

援していく体制を強化していくことは、地域共生社会が目指す「我が事・丸ごと」の

地域づくりではないかと思います。 

  ぜひ本町も先ほど答弁にありました広島県との足並みもそろえていくいうことでご

ざいますが、本町としてのひきこもりの実態調査を何とかしていただけないか。ただ
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単にそういったひきこもりの人数を把握するということではなくて、親亡き後のそう

いった体制もこれから真剣に取り組んでいかないといけないというふうに思いますの

で、包括的な支援体制を各職員部局でしっかり共有をしていただいて、またそうした

職員の研修会なども具体的に進めていただきたいと、そういうふうに強く要望いたし

ます。 

  今後、研修会等考えておられますか。そのことについて、１点ほどお聞きをして私

の質問を終わります。 

  以上でございます。 

○議長（中村武弘君） 福祉課長。 

○福祉課長（倉﨑誠一郎君） ９番益田議員の３番目の質問で、ひきこもりの実態調査、

それも含めた庁舎内における研修会ということなんですが、ひきこもりの実態調査に

つきましては、人数を把握するだけではなくて、その後の施策につなげていかなけれ

ばなりません。つきましては、施策につながるような調査方法について、まず先進事

例等を研究してまいりたいと思います。 

  調査の実施に当たっては、広島県と調整が必要と考えております。それに伴い、庁

舎内で、特に福祉課を初めといたしまして高齢者の問題であれば高齢介護課であるし、

あと子どもの関係で言うと子育て支援課、あと学校関係、教育委員会いうところもあ

りますので、１つこういう生活困窮制度も含めまして、包括的な話へというか、研修

会というのができればというふうに一応考えておりますので、また相談させてくださ

い。 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第１項、地域共生社会の実現に向けて、９番益田議員

の質問を終わります。 

  続いて、厚生関係、第２項、消費税の増税に伴う施策の周知について、５番繁政議

員の質問を行います。 

  ５番繁政議員。 

○５番（繁政秀子君） 消費税の増税に伴う施策の周知について質問をいたします。 

  今年１０月には、消費税率が８％から１０％に引き上げられ、それと同時に生活の

安心確保のために、飲食料品などへの軽減税率の実施、消費税ポイント還元制度を初

め、プレミアム付商品券などの取り組みが開始されます。 
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  また、消費税の財源として、少子化対策や貧困の連鎖を断ち切るため、１０月から

幼児教育・保育の無償化と、来年４月から所得が低い世帯を対象に高等教育の就学支

援新制度もスタートいたします。 

  このように、事業者にとっても消費者にとっても消費税は大きく変わり、その周辺

の制度や事業に対する周知が非常に重要であると思われますが、その対策を伺います。 

  具体的には１点ほど、対象者への通知。いつそのプレミアム商品券について書類を

持ってきなさいとか。 

  １つ聞きたいのは、せんだってうちの婦人会の役員会のときにその話が出たときに、

急いで家に帰られてうち何か封書が来とったわいうてね、封書持って役場へ来られま

した。ちょうど玄関で会うてどこ行くん言うたら、４階行くんよ言うて、これこんな

んが来とるんじゃけど忘れとったわいうて持っていっちゃったよね。うちのもあるん

じゃないいうてついて行ったんです。じゃあ、私のはない言うちゃったんですが、そ

の人は書類を書いて出して、そしたら１０月に入ったら通知が行きますから、２万円

持ってきて２万５，０００円の商品券と交換してもらえるというような話をされてお

りました。 

  そのときに、「繁政さんね、こういうなんが来とっても、役場から来るのはあんま

りええもんが来んけ、ほいじゃけほとんどよう見んとぽんと投げとるんじゃ」ってお

っしゃってた。そういう人が多いんじゃから、これこそみんなによく理解、先ほどあ

ったね、住民の視点でこれからはサービスをしていくとか、住民の気持ちになってサ

ービスをしたいとかいう先ほど答弁誰かしよったがね、そういうこと言うばっかりじ

ゃだめよ。こういうものをせっかく出しても、皆さんがうちは行ってみにゃいけんと

思われるような、要するに皆さんが忘れとりゃしませんかじゃない。今行っておりま

すか、こんなものがというようなのをどっかへぽんと出すとかね、それこそいろんな

ところでそういうＰＲをするとかそういうこと考えんと、せっかく国がいい制度でい

いがにしようと思っとっても、町のほうの受けとめが悪いとみんなに伝わらんと思っ

たからこの質問をさせていただきましたので、心得て答弁をするように。質問をしと

るからよろしく答弁をお願いします。よろしくお願いします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  町民生活部長。 

○町民生活部長（金光一隆君） ５番繁政議員からの一般質問、消費税の増税に伴う施
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策の周知についてに御答弁させていただきます。 

  今年１０月からの消費税率１０％への引き上げに伴い、国ではあらゆる媒体を通じ

てさまざまな広報活動が行われていますが、このうち町に関係する施策の周知状況に

ついて御説明いたします。 

  まず、全国で実施されるプレミアム付商品券事業です。これは家計の負担緩和や地

域の消費下支えのため実施しているものですが、府中町のホームページや広報ふちゅ

う８月号でお知らせしているとおり、対象者は今年度の住民税が非課税の方、または

１０月１日時点で３歳半未満の子がいる世帯の世帯主で、全体で約４，５００世帯、

１万人と推定しています。 

  申請については、８月中旬に住民税が非課税の方には商品券の購入引きかえ券交付

申請書を送付しています。また、９月以降はこの申請者と、先ほど申し上げました

３歳半未満の子がいる世帯の世帯主に対し、商品券の購入引きかえ券を発送いたしま

す。 

  商品券の販売は来年の２月２９日まで、商品券の店舗での使用は来年の３月３１日

までとなっております。商品券の取り扱い店舗につきましても、府中町ホームページ

で一覧表を随時掲載していきますが、現段階で約３００店舗の登録があります。 

  続きまして、幼児教育・保育の無償化関係についてです。 

  幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する３歳から５歳までの子どもの利用料

が無償化されます。また、ゼロ歳から２歳までの子どもは、住民税非課税世帯の利用

料が無償化されます。 

  当初は、閣議決定で来年度４月に全面実施する予定であったところ、１０月実施の

消費税１０％への引き上げに伴い、負荷がかかってしまう子育て世帯の暮らしに配慮

し、増税負担を緩和するため１０月１日に前倒しをして実施することとなっておりま

す。町民の皆様への周知としましては、８月の広報ふちゅうやホームページで子育て

応援サイトにより詳しく掲載をしております。 

  次に、店舗等事業者については、府中町商工会などを通じて周知等を行っておりま

す。このたびの消費増税では軽減税率制度が導入され、軽減税率８％、標準税率

１０％の複数税率制度になります。最近でもマスコミ等で報道されておりますように、

消費者にとっても大変わかりにくい制度となっております。 

  各事業者におきまして、税率対応レジ等の導入や受発注のためのシステム改修等あ
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らかじめ準備が必要となります。これに関し、国税局や各地の税務署において軽減税

率対策補助金などの説明会が開催されており、今後も継続して開催される予定となっ

ております。府中町商工会におきましても、６月に集団講習会、９月にも個別相談会

を既に開催をしているところです。 

  次に、キャッシュレス・ポイント還元についてですが、これは商品を購入する際に

クレジットカード等で代金を支払うと、最大５％ポイント還元が行われるものです。

このポイント負担分は国が補助します。この実施期間は１０月１日から来年６月

３０日の９カ月間となっており、店舗等事業者はキャッシュレス決済事業者に対し、

事前に登録が必要となります。 

  府中町商工会におきましても、７月に海田町で３町合同相談会を開催し、その後も

個別に企業訪問する際に説明を行っております。また、府中町商工会では会報誌で広

報を行い、相談も受け付けております。 

  消費税増税に伴い、子育て世代や住民税非課税世帯などを初め住民に対し、暮らし

の負担緩和等について国がさまざまな施策を行っておりますが、なかなか国等からの

情報がなく、町としましても苦慮をしております。県等を通じ、情報収集に努め、広

報ふちゅうなどあらゆる媒体を通じてわかりやすく丁寧な広報を行ってまいりたいと

考えております。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  繁政議員。 

○５番（繁政秀子君） あんまり言わんけんねって言うとったから、１点だけ。 

  キャッシュレスの問題よね。ポイントカード。あれをね、庄原市の東城いうところ

は商工会が中心になってカードをつくっとるわけよ、商工会がね。そこの東城の人た

ちがそのカード買うのに１万円出して１万円のカード買って、それでポイントがある

お店いったら、東城じゃけ１件か２件しかないと。うち方３００件ある。ほいじゃけ

ど、そこへ持ってって買うとポイントがつくんじゃそうな。そういうように町、東城

町いう町が全部町を挙げてそういうカードをつくって、お金を使うんならそこの町で

使ってもらうよういうのをやっとるらしい。 

  それで、そのポイントカードを買ってもらうと、何ぼか手数料みたいなんを商工会

がもらうらしい。商工会がね、カードを売ったら。商工会はそのカードでポイントを
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ためて、それを今度は地域に還元するんじゃと。じゃけ、老人会なら老人会が何かす

るいうたときに、そのカードでたまったお金で地域に還元というのをするいうような

制度をこのたびこのことがあってやり出したいう話を聞いたもんですから、できれば

一回東城のほう行って、それも調べてみちゃったらいいんではないかな。 

  これはどうかねいうことよ。一回行って部長が訪ねて、そういうことをやっとると

こもあるんだいうのを知っとってもらったらいいかなと思って、それは別に行ってみ

とうなかったら行ってみんと言やそれで終わりだけど、一応調査してみたら、いろい

ろよその町でいろんなことをやっとるようなよ、これで。それはどうですか。あとは

質問しません。 

○議長（中村武弘君） 町民生活部長。 

○町民生活部長（金光一隆君） 大変貴重な情報提供をありがとうございます。一応、

今議員が言われたように調査研究をしてまいって、住民にとって何がいいのかいうこ

とをまた検討して考えていきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） ３回目いいですね。 

  以上で、第２項、消費税の増税に伴う施策の周知について、５番繁政議員の質問を

終わります。 

  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） 

○議長（中村武弘君） 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９月１０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。 

（延会 午後１時４２分） 


