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足並み揃えて（府中中学校運動会）

平成 年第３回定例会を６月 日
から 日までの５日間の会期で開催
しました。
初日は、議長、委員長等からの諸
報告、町長就任あいさつ、町長報告
を受けた後、一般会計補正予算をは
じめとする町提出議案８件を審議
し、
すべて原案どおり可決しました。
日からは一般質問を行い、 日
の最終日には欠員となっていた広島
県後期高齢者医療広域連合議会議員
の選挙などを行い閉会しました。

○木の香る学習環境整備
事業 （
 ５００万円）
小・中学校で使用して
いる老朽化した机を、新
規格の木製机に更新する
計画が前倒しされること
になり、補正予算で更新
経費が追加されました。
志を持ち、未来へ挑戦
する児童・生徒の学びの
環境を整えることは、町
としても喫緊の課題であ
ることから、計画が前倒
しされることになりまし
た。今年度から学年単位
で順次更新が進められ、
小学校は６年、中学校は
３年で、すべての机の更
新が完了する予定です。
この事業は、当初予算
に新規事業として７００
万円が計上されていまし
たが、更新完了まで６～
年かかる計画であった
ため、議会でも、３月の
予算特別委員会で、計画
的な更新を早急に対応で
きる予算を確保するよう
要望していました。

○くすのきプラザ駐車場
拡張（１２００万円）
くすのきプラザの駐車
スペースが、 台から
台に拡張されます。
現在、くすのきプラザ
の駐車場は慢性的な満車
状態で、やむを得ず隣接
する広場に駐車する場合
もありました。しかし、
この広場は子どもたちの
遊び場になっており、安
全面に心配があります。
このため、イベント時
などを除き、広場への駐
車を解消するため、ポン
プ場門扉の移設や倉庫の
撤去など、既存の駐車場
部分の改修を行い、駐車
スペースを確保するもの
です。
これにより、現在 台
分の駐車区画が 台分拡
張されます。
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○次期介護保険制度改正
における福祉用具、住
宅改修の見直しに関す
る意見書
全会一致可決

案

22

議

６月定例会で就任あいさつする佐藤町長

実現
２ 志を育む教育のまち
の実現
３ バランスのとれた行
政施策の展開
特に、子育て支援につ
いては、質の高い学校教
育をつなぎ、総合的で切
れ目のない施策の展開が
「子育て世代が居住を選
択するまち」につながる
ものと確信しています。
全身全霊を傾け、町政
運営に取り組んでまいり
ます。

出 員

町 民 の
応援するまちづくり
皆さまを
〈新町長就任あいさつ〉
多くの方々からご支援
をいただき、府中町政を
担わせていただくことに
なりました。
和多利町政を継承し、
発展させていきたいと考
えています。
また、私は「町民の皆
さまを応援するまちづく
り」をモットーに、３つ
の宣言をいたしました。
◆３つの宣言
１ 広島都市圏で一番子
育てのしやすいまちの

提 議
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教育環境整備を推進
６月定例会補正予算

新規格の木製机への更新計画を前倒し
10

一般質問

一般
Ｑ＆Ａ 質 問
町行政全般に対し、16件の一般質問が13人の議員から提出され、
町執行部の所信をただしました。

一般質問とは？
定例会で、議員が町の施策の状況や方針などにつ
いて、報告、説明を求めたり質問することを一般質
問といいます。
議員は、年４回の定例会で、あらかじめ質問の趣
旨を通告して一般質問することができます。

Ｑ まちづくりの方向性は

今の気持ちをお伺いし
ます。

③ 2016.8.1 府中町議会だより

町長
まちづくりの方向性
については、昨年度、
和多利町長のもとで作
成された第４次総合計
画に掲げられた政策、
施策、事業を着実に実
施し、しっかりと実現

第４次総合計画とは？
第４次総合計画は、平
成 ～ 年度のまちづく
りの総合的な指針となる
町の最上位計画で、「子
育て世代が居住を選択す
るまち」を目指す府中町
まち・ひと・しごと創生
総合戦略の概念も盛り込
まれています。
人口減少社会の中でも
人口５万人以上の安定的
な人口構造を維持し、誰
もが「住んでよかった、
住んでみたい」と実感で
きるまちづくりの実現を
目指しています。

37

Ａ 和多利町政の継承・発展を

加島 久行 議員
佐藤町長は、このた
びの町長選挙において
「和多利町政を継承し
さらに発展させる」と
町民に訴えられて当選
し、新たに政治家とし
てのスタートラインに
立たれました。
町長就任にあたり、
まちづくりの方向性と

してまいります。
町長として、「町民
の皆さまを応援するま
ちづくり」にウエート
を置き、町民に信頼さ
れ、頼りがいのある町
役場として、町民の気
持ちに寄り添った行政
運営を進めていきたい
と思っています。
選挙の際にお約束し
た「笑顔で町民の皆さ
まをお迎えする、明る
い役場にする」という
取り組みも、その一つ
です。そうした取り組
みから「笑顔あふれる
まちづくり」につなげ
ていきたいと思ってい
ます。
また、行政運営にあ
たっては、法令順守は
もちろんのこと、行政
の一層の透明化を図り、
町民の皆さまにしっか
りと情報発信していき
たいと思っています。

28

久行 議員

笑顔あふれるまちづくりを

加島

Ｑ 下岡田遺跡の保存・整備は

梶川 三樹夫 議員
府中町教育委員会は
本年度から、古代山陽
うま や
道の「駅家跡」とされ
る下岡田遺跡の保存・
整備に乗り出していま
す。
今回の調査目的は、
下岡田遺跡の国の史跡
指定のためと聞いてい
ますが、調査方法、調
査期間、遺跡を今後ど
のように活用していく
のかを伺います。
教育部長
この遺跡は昭和 年
城ヶ丘の団地造成に係
る道路工事の際に発見
されたもので、県教育
委員会、広島大学の協
力を得て、これまでに
９回の発掘調査を行っ
ていますが、一部まだ
確認されていない部分
があり、正式な調査報
告書の刊行までには

至っていません。
今回の発掘調査は、
駅家跡であるという確
証を得るために行うも
ので、文化財担当者２
名を配置し、有識者に
よる下岡田遺跡調査指
導委員会を設置して実
施します。
調査期間は３年で、
１年目は体制作りと発

掘調査、２年目は報告
書編さん作業と補足発
掘調査、３年目は最終
的な調査調整を行い、
報告書を刊行すること
としています。
遺跡の活用について
は、社会教育の場の創
出など、関係部局と連
携して検討していきた
いと考えています。

Ａ ３年計画で発掘調査を実施

三樹夫 議員
梶川

Ｑ これからの地方創生は

「子育て世代が居住を選択するまち」を目指して

な成果は期待できない
と考えます。
国が提示する政策は
その全てが府中町に適
したものというわけで
はなく、今後も国等の
動向を的確に分析し、
府中町に適した施策を
選択して導入していく
ことが必要であると考
えます。
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Ａ 府中町に適した施策を導入

介護ともに全国平均に
近い水準で、余力を持
つ状態になく、制度の
目的には当てはまらな
いと考えています。
「テレワーク」は、
雇用の集積地への通勤
しづらさの解消を目的
としたもので、府中町
にはそうした課題はな
く、投資に対する大き

下岡田遺跡（昭和42年第４次発掘調査）

益田 芳子 議員
現役世代や子育て世
代が居住を選択するま
ちとして、地方創生に
向けた新たな国の施策
である「改正地域再生
法」に基づく「地方創
生推進交付金」「生涯
活躍のまち制度」「テ
レワーク」への取り組
みについて伺います。
地方創生担当部長
「地方創生推進交付
金」は、先駆性のある
取り組みなどが要件と
されており、現時点で
これを満たす事業はあ
りません。
「生涯活躍のまち制
度」は、医療と介護の
２つのサービスが不足
する首都圏等の高齢者
などが、同サービスに
余力を持つ地域に移住
することを目指すもの
です。府中町は医療・

32

芳子 議員
益田

一般質問

29

を計画しています。
また、学校施設は、
平成 年度に整備計画
を策定し、計画的かつ
効率的に老朽化対策を
進める予定です。
小・中学校へのエア
コン設置については、
府中中は新校舎へ、緑
中は 年度中の整備を
目指して準備を進めて
います。小学校は、
～ 年度の整備完了を
目指しています。
町長
町民からの強い要望
については、維持補修
等で機を失することな
く対応していきたいと
考えています。
また、学校へのエア
コン設置については、
計画の前倒しを検討し
ており、９月議会まで
には予算措置も含めて
明らかにしていきたい
と考えています。
29

29

30

Ｑ 保育支援の充実を

海渡 弘信 議員
町内には、認可保育
所が５カ所、認定こど
も園が１カ所、事業所
内保育施設が２カ所あ
ります。４月１日現在
これらの施設を１０６
３人が利用しており、
府中町の待機児童はゼ
ロと聞いています。
しかし、一方で認可

外保育施設に頼ってい
る保護者もいます。
町独自の施策を含め
子育てしやすいまちづ
くりを前進していただ
きたいと思いますが、
町の考えを伺います。

福祉保健部長
急増する保育ニーズ
に対応するため、保育

所定員の増員と保育従
事者確保の両面から施
策を推進します。
併せて、今年度から
孫育てを応援する「プ
ラチナ保育事業」も開
始し、保育メニューの
多様化を図ります。
また、府中子育て応
援カード（イクフレ
カード）を作成し、家
庭で保育している世帯
でも、マイ保育所など
の登録により、相談の
場を設け、子育て不安
の解消に努めます。
そのほか、養育が困
難な家庭には、「養育
支援訪問事業」を今年
度から実施します。
今後も、幅広い子育
て支援を着実に実施し
ていくことで、「子育
てナンバーワン」のま
ちづくりの実現につな
げていきたいと考えて
います。

Ａ 幅広い子育て支援を実施

弘信 議員
海渡

Ｑ 教育施設整備の推進を

子どもたちの学習環
境充実のため、学校へ
のエアコン設置計画の
前倒しの可能性につい
て伺います。
教育部長
第４次総合計画にお
いて、教育施設整備の
充実を図ることとして
おり、両公民館の整備

⑤ 2016.8.1 府中町議会だより

府中南公民館

Ａ エアコンの前倒しを検討

西 友幸 議員
多くの町民から要望
のある、教育施設の老
朽化対策は急務です。
前倒しできる老朽化
対策は、少しでも対応
していただきたいと思
いますが、町の見解を
伺います。
また、今年も猛暑と
言われています。

「広島都市圏で一番子育てのしやすいまち」の実現を

友幸 議員
西

Ｑ 業務継続計画の早期策定を

の課題であると認識し
ています。
業務継続計画の策定
は、全部署の参画、合
意形成が必要となるた
め、全庁的な計画検討
体制を整備して取り組
んでまいります。
町長
本町の危機管理体制
は、安心安全室の設置
により、相当進んでき
たと思っております。
そうした中で、業務継
続計画の策定が遅れて
いることには危機感を
持っています。
町長としてリーダー
シップを発揮し、組織
をあげて危機管理体制
の強化に取り組んでま
いります。

Ｑ 防犯カメラは町が設置を

力山 彰 議員
悲惨な事故や事件が
各地で相次いで発生し
ており、その原因究明
や解決に、防犯カメラ
の情報が活用されてい
ます。
現在、町では、防犯
カメラ整備の制度設計
において、町内会に設
置費用を補助して整備
する方法が検討されて
います。
府中町の安全を守る
ためには、まずは町が
主体となって設置する
べきだと考えますが、
町の考えを伺います。

ると考えます。
当初計画していた、
設置費用を町内会に補
助する方式に加え、町
が設置する方式も含め
て、制度設計を検討し
ていきたいと考えてい
ます。
町長
制度設計の方向性を
見直し、町が計画的に

防犯カメラ

設置・管理する防犯カ
メラを優先して整備す
る方向で検討していき
たいと考えます。
制度設計、設置場所
等については、広島東
警察署、広島東防犯組
合連合会、町内会等の
意見を聞きながら、十
分連携して進めていき
たいと考えています。

Ａ 町設置を優先して整備

彰 議員
力山

生活環境部長
地域活動団体と連携
した犯罪の起こりにく
い環境形成を効率的に
進めるためには、議員
ご指摘のとおり、町が
防犯カメラを設置・管
理する方法が最善であ

府中町議会だより ⑥
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Ａ 組織をあげて取り組む

中村 武弘 議員
広島県西部にも活断
層が密集しており、将
来、府中町にも大きな
影響を及ぼす大規模な
地震が発生する可能性
があります。
国は、大規模災害が
発生し庁舎機能が制限
を受けた場合でも、優
先的に実施すべき業務
を適切かつ迅速に遂行
できるよう、地方公共
団体に業務継続計画の
策定を求めています。
町の危機管理体制を
お尋ねします。
生活環境部長
災害時の対応は地域
防災計画等で定めてい
ますが、業務継続計画
は策定していません。
業務継続計画で非常
時優先業務の執行体制
や対応手順等を明確に
しておくことは、喫緊

府中町災害対策本部「図上訓練」の様子

武弘 議員
中村

一般質問

小菅 巻子 議員
府中町では、町民の
健康づくりを目的に食
育キャラクター「朝
パッ君」を応援団長と
して、食育に取り組ん
でいます。
しかしながら、町民
全体に、こうした健康
づくりの取り組みが周
知されているかとなる

と疑問です。
子どもから高齢者ま
で、日常生活の中で常
に目に留まる「食育カ
レンダー」を作成し配
布をすることで、より
一層の食育による健康
づくりの推進に役立つ
のではないかと思いま
すが、町の考えを伺い
ます。

朝パッ君プラン“まちの先生が行く”
おむすび体験活動

Ｑ 環境センターの有効活用を

周辺住民には、長年に
わたって迷惑施設とし
ての焼却場を受け入れ
ていただきました。
現在、使用制限付き
の集会所として対応さ
れていますが、今後は
できるだけ制限のかか
らない施設として検討
できないか、町の考え
を伺います。

八幡四丁目いきいきサロン
（環境センター会議室）

Ｑ カレンダーで食育推進を
秀子 議員

生活環境部長
良好で住みよい環境
をつくり未来に残す、
資源循環社会の実現に
は、町民の意識醸成が
最も重要です。
提案いただいた実践
的学習施設も、環境教
育の拠点となるものと
認識しています。
今後、環境センター
再整備の検討の中で、
併せて考えていきたい
と思います。
また、八幡四丁目町
内会集会所は、ごみ処
理施設の地元対策とし
て、管理棟２階会議室
を制限付きで使用許可
しています。
来年度には管理棟内
の配置整理を行う予定
ですので、整理後は、
利用時間等の制限がな
い場所を使用していた
だけるようになると思
います。

Ａ 管理棟内の配置整理で対応
繁政

Ａ 新たな情報発信として検討

巻子 議員

福祉保健部長
町では、通称「朝
パッ君プラン」を策定
し、町民の皆さん、健
康づくりに関する団体、
教育・医療関係機関、
企業や行政で「朝パッ
君ネットワーク」を組
織して、協働で健康づ
くりや食育推進に取り
組んでいます。
現在までの活動は、
健康応援団長である
「朝パッ君」とのふれ
あいを中心に、児童に
対する活動を柱として
きましたので、中高齢
繁政 秀子 議員
者への周知が少なかっ
資源を大切にし、良
たと思っています。
好で住みよい環境を未
今年度は、新たな情
来に残していくために
報発信を目指していま
は、町民一人一人の取
すので、「食育カレン
り組みが大切です。
ダー」も検討させてい
環境センターに、資
ただき、町民の皆さん
源の大切さを実践的に
に、よりわかりやすい
学習する施設を併設し
健康づくりや食育を推
てはどうでしょうか。
進してまいります。
また、環境センター
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小菅

Ａ 費用対効果を含め検討

山口 晃司 議員
府中町でも高齢化が
進んでおり、交通弱者
対策に取り組むべきだ
と思います。
先日、研修で伺った
宇和島市では、コミュ
ニティバスを補完する
形でデマンド（乗合）
タクシーが運用されて
おり、市民の足として
効果を上げられていま
した。
デマンドタクシーの
導入について、町の考
えを伺います。
町としても、高齢者
の社会参加、生活利便
性向上のため、移動支
援は重要であると認識
しています。
今後、財源調整を図
りながら、どのような
移動支援手法が費用対
効果が高いか、検討し
ていきたいと考えてい
ます。

Ｑ 子育て支援の充実を

また、４月１日現在
の府中町の保育所待機
児童はゼロです。保育
所定員の増員と、国の
制度による保育士処遇
改善費の加算により、
保育環境の改善に努め
ています。
子ども医療費助成の
新制度は、平成 年４
月から一部負担金を導

入しますが、対象年齢
の拡大により助成対象
者が増えますので、子
育て世帯全体でいえば
負担が軽減される制度
に改正されます。
今後は、生活困窮者
の負担軽減など、財政
状況を見据えながら、
継続して研究していき
たいと考えています。

Ａ 今後も研究を継続

林
淳 議員
子どもたちが、子ど
もらしく成長すること
を願い、さまざまな事
業が展開されています
が、放課後児童クラブ
（留守家庭児童会）の
現状や課題、保育所待
機児童の有無や保育士
の処遇を含めた保育環
境の改善、また、一部
負担を求めた子ども医
療費助成制度の再検討
について伺います。
福祉保健部長
放課後児童クラブは
今年度から対象を６年
生までに拡大し、在籍
児童は全体で５７５人
です。指導員を７人増
員し、嘱託職員 人を
配置しています。今後
も入会児童数の増加が
見込まれることから、
活動場所や指導員の確
保が課題となります。

府中町議会だより ⑧

2016.8.1

淳 議員
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林

運行しています。
ご質問のデマンドタ
クシーは、利用者の見
込みを立てにくく、補
てん額が大きい。また、
運行条件を広げすぎる
と、地元タクシー業界
の経営圧迫や既存バス
路線の利用者減を引き
起こしてしまうなどの
課題があります。

赤ちゃん先生プロジェクト（府中南小学校）

晃司 議員

福祉保健部長
現在、町では、交通
弱者対策として、つば
きバスの運行や障がい
者への福祉タクシーチ
ケット交付を行ってい
ます。また、社会福祉
協議会では高齢者向け
移動支援として「いく
でぇ」を北部丘陵地で

29

Ｑ デマンドタクシーの導入を

社会福祉協議会 移動支援事業「いくでぇ」

山口

一般質問

Ｑ 中央小前道路整備を早急に

木田 圭司 議員
中央小学校の新校舎
が完成し、子どもたち
も、新たな気持ちで勉
学に励む環境が整いま
した。
しかし、正門前の道
路は、幅員は広くなっ
ているのに、整備が遅
れています。
この道路は、通学路

であり、近隣住民の生
活道路で、通行量が多
く、特に給食棟側は車
の離合が難しく、渋滞
やトラブルの原因にも
なっています。
長年の住民要望でも
ある道路の改善を、早
期に実現していただく
よう強く望みますが、
町の考えを伺います。

建設部長
町道の拡幅工事は、
交通量、道路構造、住
民要望などを考慮して
整備を行っています。
ご質問のとおり、こ
の道路は車道幅員が狭
く、危険であるため、
交通規制や地域の見守
り活動等により安全を
確保していただいてい
る状況です。
そのため、優先整備
する路線と位置付けて
いますが、事業費の関
係から２カ年で整備す
る計画としています。
今年度は、街路との
交差点から約１００ｍ
の区間を、来年度は、
残りの東門までの区間
を整備する予定です。
整備後の幅員は、車
道６ｍ、歩道３ｍとな
り、安全性、利便性と
もに向上するものと考
えています。

Ａ 今年度から２カ年で整備

圭司 議員
木田

Ｑ 安全でやさしい歩道整備を

建設部長
ウォーキング環境の
整備に向けて、平成
年度に広島県と協働し
て「ふらっとウォーキ
ングモデル地区整備」
の事業計画を策定しま
した。
これに基づき、 年
度から順次、歩道の舗
装や段差の解消を進め
るとともに、コースや
距離の路面表示を整備
しています。
ご質問の新幹線沿い
の県道も「ふらっと
ウォーキングコース」
の一部となっており、
年度から順次整備が
進められています。
今後も、町道の歩道
整備と、県への歩道整
備促進要望を行い、
年度の完了を目指して
「ふらっとウォーキン
グコース」の整備に取
り組んでまいります。
26

年度完了を目指して整備

30
県道は、歩道幅員が広
くウォーキングコース
として適していること
から、町職員とともに
幾度も県に歩道整備を
要望してきました。
現在、整備計画が策
定され、少しずつ整備
が進んでいますが、こ
れからの計画について
伺います。
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Ａ

中村 勤 議員
これからの高齢化社
会において、日常生活
の中で手軽に無理なく
取り組めるウォーキン
グは、健康づくりの一
助となると考え、これ
まで、安全で安心して
歩ける歩道整備を訴え
てきました。
特に、新幹線沿いの

道路改良工事が始まる中央小前道路

24

25
30

ふらっとウォーキングコース

勤 議員
中村

６月

な共通知識を再確認する
とともに、議会活性化に
向けた取り組みを学びま
した。
ま た、 午 後 は、
「日本
の政治は良くなるか」と
題して、時事通信社特別
解説委員の田﨑史郎氏を
講師に、日々刻々と動く
政治・経済の動向や、政
治 を 見 る 視 点 に つ い て、
講演を受けました。

集
後

記

前町長は「やることは
やった」と引き際は爽や
かでした。山あり谷あり
の 年間、ご苦労さまで
した。
新町長は３つの宣言を
携 え て 登 場。
「まちづく
りは人づくり」の挑戦が
始まります。
また、役場前の「非核
宣言のまち」の平和の塔
が新しくなりました。
参院選も終わり、国民
の選択が示されていると
思います。
９月の府中町議会議員
選挙も、新旧交代の節目
となります。
議 会 報 特 別 委 員 会 も、
今回を最後に委員が交代
します。これまで以上に
皆さんに親しまれる紙面
づくりを期待します。
先日、府中公民館の庭
のメタセコイアの樹が消
え、白く大きな切り株だ
けが残っていました。
「なすべきことはなし
た」
そんな切り株でした。
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（平成28年８月１日発行）

５月 日に広島県町議
会議長会主催の議員研修
会に参加しました。
午 前 は、
「地方議会の
制度と運営及び改革につ
いて」と題して、元全国
都道府県議長会議事調査
部長の野村稔氏を講師に
研修が行われました。
地方議会制度や議会運
営など、議会機能の向上
と円滑な議会運営に必要

５月

町議会だより

ふちゅう
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12日 総務文教委員会
13日 議会報特別委員会
18日 厚生委員会
19日 建設委員会
19日～20日 総務文教委員会行政視察
（三重県鈴鹿市、愛知県東郷町）
26日～27日 厚生委員会行政視察
（愛知県大府市、名古屋市）
26日～27日 建設委員会行政視察
（愛知県半田市、東海市）
10日 臨時会
19日 広島県町議会議員研修会
26日 愛知県幸田町議会来庁
13日 総務文教委員会
14日 厚生委員会
15日 建設委員会
22日 議会運営委員会
23日 議会報特別委員会
24日～28日 ６月定例会
28日 厚生委員会
議会報特別委員会
４月

編

16

広島県町議会議長会議員研修会

議会の動き

＜議会人事＞
５月24日、上原貢議員が府中町長選挙に立候補
の届け出を行ったため、失職しました。
６月28日、議会運営委員会委員、広島県後期高
齢者医療広域連合議会議員に、それぞれ西友幸議
員を選任しました。

府中町議会議員一般選挙

投票日は９月25日㈰の予定です。

