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令和３年第２回府中町議会定例会 

会 議 録（第４号） 

 

１．開 会 年 月 日     令和３年３月５日（金） 

２．招 集 の 場 所     府中町議会議事堂 

３．開 議 年 月 日     令和３年３月１６日（火） 

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

４．出席議員（１８名） 

   議長  益 田 芳 子 君    副議長  児 玉 利 典 君 

   １番  川 上 翔一郎 君     ２番  宮 本   彰 君 

   ３番  西 山   優 君     ４番  狩 野 雄 二 君 

   ５番  坂 田 栄 一 君     ６番  田 中 伸 武 君 

   ７番  山 口 晃 司 君     ８番  二 見 伸 吾 君 

   ９番  梶 川 三樹夫 君    １０番  西   友 幸 君 

  １１番  寺 尾 光 司 君    １２番  力 山   彰 君 

  １３番  三 宅 健 治 君    １４番  齋 藤   昇 君 

  １６番  橋 井   肇 君    １８番  木 田 圭 司 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 

  追加日程第１ 第２３号議案 副町長選任の同意について 

  追加日程第２ 第２４号議案 教育長任命の同意について 

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

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 
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      総 務 企 画 部 長   増 田 康 洋 君 

      福 祉 保 健 部 長   山 西 仁 子 君 

      町 民 生 活 部 長   金 光 一 隆 君 

      建 設 部 長   井 上 貴 文 君 

      教 育 部 長   榎 並 隆 浩 君 

      総務企画部次長兼総務課長   森 本 雅 生 君 

      建設部次長兼維持管理課長   屋 敷   学 君 

      子 育 て 支 援 課 長   金 本 智 巳 君 

      健 康 推 進 課 長   塩 月 久美子 君 

      高 齢 介 護 課 長   宮 脇 理 恵 君 

      自 治 振 興 課 長   岩 﨑 雅 男 君 

      環 境 課 長   宍 田   貴 君 

      都 市 整 備 課 長   礒 亀   智 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） 

○議長（益田芳子君） 皆さんおはようございます。 

  ただいまの出席議員は１８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、令和３年第２回府中町議会定例会第４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

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（益田芳子君） 御異議なしと認めます。よって、議事日程のとおり会議を進め

ることと決定いたしました。 

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

○議長（益田芳子君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日は、１０番西議員、１１番寺尾議員を指名いたします。よろしくお願いいたし
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ます。 

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

○議長（益田芳子君） 日程第２、一般質問を議題に供します。 

  昨日に引き続き、厚生関係の質問を行います。 

  厚生関係第２項、府中町における保健師の役割と現状について、９番梶川議員の質

問を行います。 

  ９番、梶川議員。 

○９番（梶川三樹夫君） 皆さんおはようございます。 

  府中町における保健師の役割と現状についてということで質問をさせていただきま

す。 

  私自身、議員は長いんですけども、保健師さんがどんな役割をして何人いらっしゃ

るかとか、そういう詳しいことは全然分かっておりませんでした。コロナ禍であるし

非常に保健師さん大変だという話も聞きまして、その保健師さんの役割、仕事、多岐

にわたっているという話も聞きましたので、この際、保健師さんの役割と現状につい

てお伺いをしたいと思って質問させていただきます。 

  質問主旨でございます。 

  住民の乳幼児から高齢者まで幅広い世代が健康に過ごせるように、それぞれ人の生

活や健康状態を聞きながら適切な措置やアドバイスをしていくのが国家資格を持つ保

健師です。以前は、保健婦という名称で女性だけが就くことができる職業でしたが、

１９９３年の法改正により、男性も従事できるようになり、その後、２００２年から

保健師の名称に変更されました。１９９３年のときは保健師の師が武士の士という漢

字だったそうです。現在、福祉施策の課題が重層化していく中で、保健師の役割はま

すます大きくなっていると思います。 

  そこで、府中町における保健師の役割と現状についてお尋ねいたします。 

  要求資料として、府中町における保健師さんの配置人数を資料として要求いたしま

した。お手元にありますので御覧ください。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（益田芳子君） 答弁。 

  福祉保健部長。 

○福祉保健部長（山西仁子君） おはようございます。福祉保健部長です。 
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  ９番梶川議員の一般質問、府中町における保健師の役割と現状についてに御答弁申

し上げます。 

  保健師は、保健師助産師看護師法総則第２条において、「厚生労働大臣の免許を受

けて保健師の名称を用いて保健指導に従事することを業とする者」とされる国家資格

です。人々が抱える健康問題は時代とともに移り変わり、現代では核家族化の進行に

伴うコミュニティの変容や労働形態の変化、経済格差の進行などにより、多様で複雑

化しております。 

  保健師は、生活習慣病、児童虐待、高齢者や障がい者の孤立、自殺対策を含むあら

ゆる年代のメンタルヘルスなど、様々な問題の解決に向け、個人や家族を支援すると

ともに、問題の原因や広がりを見極めながら地域社会全体に働きかけて支援するため

の知識や技術を有する公衆衛生の専門職でございます。 

  御質問の、府中町における保健師の役割と現状についてですが、現在、当町の保健

師の配置人数は、要求資料「府中町における保健師の配置人数」を御覧ください。配

属先は福祉保健部の子育て支援課、福祉課、高齢介護課、健康推進課の４課で、男性

保健師１名を含めた職員が１８名、会計年度任用職員が４名の計２２名で保健師業務

に当たっております。 

  具体的には、子育て支援課での主な業務は、母子保健及び要支援児童への対応も含

めた家庭児童相談業務等です。母子保健では、広島県のモデル事業として実施してお

りますネウボラふちゅうの拠点として、妊娠、出産、育児の切れ目のない支援を一人

一人に寄り添いながら細やかに実施しております。 

  また、要支援児童への対応も含めた家庭児童相談業務等では、令和３年度から子ど

も家庭総合支援拠点を開設し、支援業務の強化を図ります。子ども家庭支援員２名及

び虐待対応専門員１名、加えて要支援児童数による加算で２人の子育て支援の専門員

を配置し、要保護児童対策地域協議会の機能の強化を図ることとなります。この虐待

対応専門員を保健師が担当しております。 

  また、広島県のモデル事業として実施しています、子どもの予防的支援構築事業に

おいては、ＡＩを活用して立てたリスク予測の検証・支援も並行して実施してまいり

ます。子育て支援施策と母子保健施策との連携調整を図り、一体的な支援を実施する

ことでより効果的な支援につなげていきます。 

  続いて、福祉課では主に障がい者児への相談支援、認定の業務を、高齢介護課では
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主に高齢者福祉業務と介護認定業務を、最後に、健康推進課では広く町民の健康と運

動、食生活の改善に関した事業の実施、及び相談のほか健康診査、予防接種など様々

な業務をしております。 

  さらに、健康推進課は新型コロナウイルス感染症対策では、広島県西部保健所広島

支所の窓口として、また新型コロナウイルスワクチン接種体制の中心となって現在、

準備を進めております。 

  また、保健師全体としては、災害時には避難所等における避難者の健康相談等に寄

り添い、健康支援をいたします。町外の被災地への保健師業務の応援派遣や新型コロ

ナウイルス感染症対策では、広島県との市町職員の保健所業務への派遣に関する協定

により、４名の保健師を広島市に応援派遣しております。 

  近年は、福祉保健の支援施策が他の支援施策と連携することが多く、複雑化してお

り、保健師の配属が必須となる業務が増えております。令和３年度から開始します保

健事業と介護予防の一体的な実施では、町のデータヘルス計画に沿って保健師による

データ分析と高齢者に対する予防支援施策を計画・実施してまいります。 

  併せて、地域共生社会の実現に向けて、社会福祉法の改正により重層的支援体制整

備事業が新設され、市町村は介護、障がい、子育て、生活困窮の重層的な相談支援、

及び地域づくりに向けた体制を整備していかなければなりません。複雑化していく課

題に対して、重層的に関係機関が連携しながら解決支援をしていく仕組みづくりが急

務となっており、保健師としての知識や視点が一層求められております。 

  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（益田芳子君） ２回目の質問はございますか。 

  ９番、梶川議員。 

○９番（梶川三樹夫君） ２０１８年時点での保健師さんの就業状況をネットで調べま

すと、全国で５万２，９５５人の保健師さんがおられるそうです。一番多く配属され

ているのが自治体、５６％が市町村区です。そして２番目が保健所、３番目が病院、

４番目が事業所等々、保健師さんが活躍されているわけですけども、府中町でも

２２名の保健師さんが子育て支援課、福祉課、高齢介護課、健康推進課でそれぞれ保

健指導に当たっておられるということです。子育て支援課の中では現在、よく議会に

も出てくる母子保健のことでネウボラふちゅう、それから健康推進課では新型コロナ

の接種体制の準備に追われているんじゃないかというふうに思っております。 
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  そこで、２回目の質問ですけども、答弁の中で町外の被災地への応援派遣というお

話があったんですけども、それをどこに応援派遣行ったんですかと聞くと、１０年前

に東日本大震災のときにも応援に行かれたというふうに聞いております。そのときの

様子が少し詳しく分かれば教えていただきたい。 

  そして、このたびの新型コロナウイルス感染症の広島県との派遣協定というのがあ

りまして、広島市に４名の保健師さんが応援派遣されたということを聞いております

けども、そういう派遣されたときの様子がもう少し詳しく分かれば教えていただきた

いと思います。 

○議長（益田芳子君） 福祉保健部長。 

○福祉保健部長（山西仁子君） 福祉保健部長です。 

  ただいまの２回目の御質問が、保健師を派遣した状況等について詳しく説明してい

ただきたいということだったと思います。 

  まず、町外の被災地への保健師業務の応援派遣については、３回ほど派遣しており

ます。まず、１回目が平成２３年４月２８日から５月４日まで、福島県の郡山市に

１名。同年８月２３日から２９日まで宮城県気仙沼市に１名派遣しております。この

２回とも東日本大震災の被災地の避難所での保健師業務に携わっております。 

  また、平成２６年８月の広島市の豪雨災害に係る応援派遣のため、平成２６年

１０月１日と２日に１名派遣しております。このときの業務は、避難勧告地域の住宅

を訪問し、被災者の健康調査を実施されております。 

  続いて、新型コロナウイルス感染症対策で広島県との協定により４名の保健師を広

島市に応援派遣した件ですが、令和２年１２月末から５回にわたり、各１名の保健師

を１回につき２日から３日派遣しました。行った場所は広島市役所や中区保健センタ

ーにおいて、業務としましては新型コロナウイルス感染症に係る積極的疫学調査や、

新型コロナウイルス感染症軽症者等の自宅療養者に対する健康観察等を行ったという

ふうに報告を受けております。 

  以上です。 

○議長（益田芳子君） ３回目の質問ございますか。 

○９番（梶川三樹夫君） いろいろ保健師さんの仕事も複雑化していく中で、そういう

知識とか視点が一層求められていくんだろうというふうに思います。 

  昨今の社会では、介護疲れや育児ノイローゼなどによる高齢者及び児童への虐待が
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年々増加傾向にあります。保健師は、保護者や介護者からの相談に応じ、適切なケア

をすることでこういった痛ましい事件を未然に防ぐことができる職種です。高齢化が

著しいスピードで進む日本では、看護師や介護職と同様に保健師の存在がますます重

要になっていくと考えられます。今後とも地域のために頑張っていただきたいと思っ

ております。 

  以上です。ありがとうございました。 

○議長（益田芳子君） 以上で、第２項、府中町における保健師の役割と現状について、

９番梶川議員の質問を終わります。 

  続いて、厚生関係第３項、町内会掲示板の設置場所について、１２番力山議員の質

問を行います。 

  １２番、力山議員。 

○１２番（力山 彰君） １２番力山です。皆さんおはようございます。 

  町内会掲示板の設置場所について質問いたします。 

  質問主旨ですが、府中町にある町内会の数は６８団体で全ての町内会が掲示板を保

有しており、その数は約２５０基です。掲示板には町内会員への広報伝達を目的とし

た町内会行事ポスター、空き巣や放火への注意呼びかけなどの防犯ポスター、行政や

地域、公的機関が主催するイベントポスターなど、必要に応じて様々なものが掲示さ

れ、広報されます。掲示板に貼られた掲示物は、町内会員が見るだけでなく町内会に

入っていない方々も見られるなど、大きく広報の役に立っています。 

  しかし、掲示板は時として現在位置から他の場所への移設を余儀なくされることが

あります。これは、掲示板が設置されている位置が民地であり、所有者の都合で移設

を求められるからです。新たに移設する場所を探しても適切な場所はなかなかなく、

見つかってもその土地の所有者の了解を得る必要があり、難しいのが現状です。 

  以上のことを踏まえ、次のことについてお伺いします。 

  １、町内会掲示板の役割に対する町の考え。 

  ２、現在認められていない公共用地への設置に対する町の考え。 

  ３、掲示板を制作・設置する費用に対する町内会への新たな助成制度。 

  以上について、よろしくお願いいたします。 

○議長（益田芳子君） 答弁。 

  町民生活部長。 



- 8 - 

○町民生活部長（金光一隆君） おはようございます。町民生活部長です。 

  １２番力山議員の町内会掲示板の設置場所についてに御答弁させていただきます。 

  町内会が設置している掲示板は、議員御指摘のとおり、町内会員に向けた回覧など

と違い、町内会未加入者を含めた不特定多数の方の目にも触れるため、幅広く伝えた

いことの周知や広報誌など、他の媒体では周知までに時間を要する案件についても速

やかに広報できるなど、即時性の観点からも情報発信のツールとして大変有効である

と認識しております。 

  それでは１つ目の御質問、町内会掲示板の役割に対する町の考え方についてですが、

先ほど答弁しましたとおり、町内会掲示板は情報発信のツールとして大変有効である

と考えておりますので、放火などの事件があった場合の注意喚起や、コロナウイルス

感染症など緊急に情報発信が必要な案件など、様々な分野で掲示板を活用させていた

だいており、平素から御協力いただいている町内会の皆様には大変感謝をしていると

ころでございます。 

  続きまして２つ目の御質問、現在認められていない公共用地への設置に対する町の

考え方についてですが、公共用地である道路や公園に、掲示板等の工作物を設置する

場合、法令に基づき、道路管理者や公園管理者の許可を受けていただく必要がありま

す。例えば、町道への設置については道路法の規定に基づき、町道の安全に支障のな

い範囲で占用の許可を行っています。また、都市公園の設置については、都市公園法

に基づき、掲示板等の工作物が都市公園の機能の増進に資すると認められる場合に許

可を行っています。町道以外の法定外道路や地域の公園についても、それぞれ条例の

規定により設置の許可を受けることが必要となります。 

  このように、町としましては、掲示板等の工作物の設置について、法令に適合する

かを個別・具体的に判断して決定していますので、設置要望等がありましたら担当課

に御相談いただければと思っております。 

  続きまして３つ目の御質問、掲示板を制作・設置する費用に対する町内会への新た

な助成制度についてですが、現在、府中町での掲示板の設置費用については、町内会

連合会に対する補助金の活用のほか、一般財団法人自治総合センターが実施している

コミュニティ助成事業を御活用いただいております。このコミュニティ助成事業は、

住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識

を盛り上げることを目指すもので、コミュニティ活動に直接必要な設備等の整備に対
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して助成を行っています。 

  制度の概要は、補助対象経費が１００万円以上２５０万円以内のものに対して、

１０分の１０の補助率で助成され、掲示板の制作などにも活用できる助成制度です。

ただし、通常想定される掲示板の金額が１基当たり２０万円程度であるため、この助

成制度を活用する場合、最低５基以上の設置が必要となり、規模の小さい町内会では

活用しにくいという問題があります。そのため、小規模の町内会はこの現行制度を活

用するには、単位町内会としてではなく町内会連合会などの母体が取りまとめを行い、

まとまった数で申請を行うことが必要となります。 

  なお、掲示板の設置費用について、現段階では新たな助成制度の検討は行っており

ませんが、今後、小規模の町内会などから設置費用の御相談があれば、町内会連合会

とも協議し、既存制度を活用できるよう申請方法など検討し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（益田芳子君） ２回目の質問を行いますか。 

  １２番、力山議員。 

○１２番（力山 彰君） 答弁いただきありがとうございました。 

  町内会の掲示板の果たす役割について、行政にとっても情報発信のツールとして大

変有効な設備であると思っていただいていることを再確認いたしました。 

 さて、町内会の掲示板の設置場所についてですが、昨日の議会の帰りに、ある町内会

の方と出会い話をしていたところ、掲示板の話になり、うちの町内会の掲示板を新た

に設置したいので、ここに設置してよいかと行政に相談したところ、そこは許可はで

きないとの返事がありました。その場所は道から引っ込んでおり、通行の邪魔になら

ない場所で、そこには町所有の別のものが既に置いてあるのに、なぜ町内会の掲示板

は駄目なのだろうか。設置場所が見つからず困っているとの話がありました。町のも

のはよいが町内会のものは駄目だというのでは一貫性に欠け、私もいかがなものかと

思います。公共用地は町民生活部、建設部、教育委員会などそれぞれが管理する場所

を持っておられると思います。そこで改めて、町内会の掲示板の設置場所についてお

伺いします。 

  一つ、設置場所が町民生活部が管理している場所ではない場合、その場所を担当す

る部署と調整されておられますか。 
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  一つ、現地に行ってその場所を見ながら町内会の方と直接話をされていますか。 

  ３つ目、先ほどの答弁において、町内会の掲示板は行政にとっても情報発信のツー

ルとして大変有効な設備であるとの回答をいただきました。そうであるならば掲示板

設置についてもう少し弾力性のある運用をしていただけないでしょうか。町内会は掲

示板の設置場所が見つからず、大変困っておられます。 

  続きまして、掲示板の制作・設置費用の助成についてですが、町内を歩いていると

いろんな場所にいろいろな材料で作った掲示板を見かけます。材料で言えば、木やベ

ニヤで作った手作りのもの。アルミの型枠で作られたもの。設置場所で言えば公園の

脇、道路の脇、民家の壁、民家のブロック塀などです。掲示板の構造で言えば掲示板

の窓があるもの、ないものです。窓のないものは掲示物が雨で濡れます。家庭のプリ

ンターで印刷したものは雨に濡れるとインクが溶け、字が読めなくなります。また、

台風や春一番などの強い風がふけば掲示物が吹き飛ばされます。いろいろな理由で掲

示板の移設や交渉したいと思われている町内会は多いのではないでしょうか。 

  先ほどの答弁の中で、掲示板１基当たりの金額は２０万円程度であり、掲示板を制

作・設置する費用は町内会連合会に対する補助金か、一般財団法人自治総合センター

が実施しているコミュニティ助成制度を活用してほしいとのことでした。現在、町内

会は連合会に対する補助金と町内会費を合わせたもので運営されています。その中か

ら１基当たり２０万円という費用を捻出するには、どの町内会にも重たいと思います。 

  先ほど話のあったコミュニティ助成制度に応募するための条件は、１００万円以上

の金額であることが必須であり、２０万円程度の金額では条件に満たず、受け付けて

もらえません。小規模の町内会がコミュニティ助成金を活用するためには、単位町内

会としてではなく町内会連合会などの部隊が取りまとめ、まとまった数で申請すると

いう案が提示されましたが、コミュニティ助成制度には府中町を含め、数多くの団体

が応募されているので抽せんとなり、町内会連合会が取りまとめて応募しても当たる

とは限りません。また、当選し、１回助成を受けるとその後１０年は応募することが

できなくなります。このことから、その後新たに掲示板の制作設置が必要となった町

内会が現れても、それに対応することができなくなります。 

  ここで改めて、掲示板の制作・設置費用の助成についてお伺いします。 

  一つ、掲示板１基当たり２０万円という金額は、設置費用を含めた金額でしょうか。 

  二つ、町内会補助金活用やコミュニティ助成制度への応募以外に、例えば府中町防
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災活動支援事業補助金のような制度を新たに設けて助成することはできないでしょう

か。 

  以上、回答よろしくお願いいたします。 

○議長（益田芳子君） 答弁。 

  自治振興課長。 

○自治振興課長（岩﨑雅男君） 自治振興課長でございます。 

  １２番、力山議員の２回目の御質問、町内会掲示板の設置場所と掲示板の制作・設

置費用の助成について答弁させていただきます。 

  １つ目、設置希望場所が町民生活部が管理している場所でない場所である場合、担

当部署と調整しているかについてですが、掲示板の設置希望と町有地への設置希望に

つきましては、必ず担当部署と協議を行い、設置による安全性の担保や法令に基づく

許可の要否等を確認し進めることとしております。 

  ２つ目、現地に行って町内会の方と直接話をされていますかについてですが、設置

希望場所の個々の事情や必要性に応じて、担当部署が現地確認等を行い、町内会の方

とも話をされているものというふうにお聞きしております。 

  続いて、掲示板の制作・設置費用の助成の掲示板１基当たり２０万円は設置費用を

含んだ額ですかについてですが、掲示板の費用についてはその材料や形式により、高

額なものから安価なものまであります。１回目の答弁にあった２０万円という費用に

つきましては、これまでのコミュニティ助成において町内会が購入し、設置された標

準的なタイプの設置費用を含めた金額となっております。 

  次に、町内会補助金やコミュニティ助成制度以外の新たな制度を設けることはでき

ないかについてですが、町内会補助金は現在、町内会それぞれの実情に応じて弾力的

に御活用いただけるような制度設計としております。御提案の掲示板設置費用の補助

制度のように、使途を限定した補助金の新設につきましては、町内会連合会とも協議

を行い、今後、町内会補助金制度の見直しの要旨を含めて検討してまいりたいという

ふうに考えております。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（益田芳子君） ３回目の質問はございますか。 

  １２番、力山議員。 

○１２番（力山 彰君） 答弁いただきありがとうございました。 



- 12 - 

  町内会の掲示板は町内会員にとっても町内会に入っていない人にとっても、また行

政にとっても広く情報を伝達する大切な役割を持った設備です。ここに設置しては駄

目、あそこも駄目というのでは設置する場所は人があまり通らないような場所しかな

くなります。これでは掲示板の機能は果たせません。町内会の希望場所が駄目なので

あれば、町内会だけが考えるのではなく、行政側からの提案があってもいいのではな

いかと考えます。町内会とよく話し合い、柔軟な運用をしていただくようお願いしま

す。 

  また、掲示板制作・設置費用についても、掲示板は行政にとっても情報発信のツー

ルとして大変有効な設備として活用されている観点から、ぜひ新しい助成制度を設け

ていただくことを要望し、私の質問を終わります。 

  ありがとうございました。 

○議長（益田芳子君） 以上で、第３項、町内会掲示板の設置場所について、１２番力

山議員の質問を終わります。 

  ここで休憩をいたします。 

  再開は１０時２０分からといたします。 

（休憩 午前１０時０４分） 

 

（再開 午前１０時２０分） 

○副議長（児玉利典君） 議長を交代いたしました。 

  休憩中の議会を再開いたします。 

  引き続き、一般質問を行います。 

  続いて、厚生関係第４項、新型コロナウイルスワクチン接種について、１番川上議

員。新型コロナウイルスワクチン接種体制の整備状況について、２番宮本議員の質問

を行います。 

  １番、川上議員。 

○１番（川上翔一郎君） 皆さんおはようございます。１番の川上翔一郎です。 

  本日は、一般質問の機会をいただき、益田議長、児玉副議長はじめ先輩・同僚議員

各位に心から感謝申し上げます。 

  また、コロナウイルスという長い闘いの中、医療関係や医療の最前線で懸命に御尽

力いただいている方々、町民の生活を支えていただいています皆様に敬意と感謝申し
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上げます。 

  新型コロナウイルスが国内で発見されて１年と２か月がたちました。広島県におき

ましても、累計感染者数３月１５日現在、５，０６７人。府中町におきましても３月

１５日現在１３２名の感染が確認されました。感染症により影響を受けられた方々に

対し、心より御見舞い申し上げます。 

  そして、去年４月、１２月に緊急事態宣言、コロナ集中対策という初めての経験で

手探りの中、感染拡大防止に飲食店や事業者の方々、行動自粛に御協力いただきまし

た町民の皆様に感謝申し上げます。 

  府中町におきましても、２月１６日から１か月間、感染は確認されていなく、減少

傾向にあるものの、まだまだ油断が許されない状況で御不便をおかけすると思います

が、引き続きの御協力よろしくお願いいたします。 

  今、新聞、テレビ、ネットニュースなど毎日耳にし、日本でも２月から接種が始ま

りました新型コロナウイルスワクチン、府中町でも４月から始まる予定の新型コロナ

ワクチン接種についての対応、管理、周知などをお尋ねいたします。 

  今、町民の皆様が関心があることの一つに、新型コロナウイルスワクチンに関する

ことがあります。日本では２月１４日にファイザー社の新型コロナウイルスワクチン

が承認され、２月１７日から医療従事者への接種が始まりました。４月１２日から接

種を開始する予定で、広島県には４月の３週目までに、府中町には４週目までにワク

チンが入る予定で、５週目から接種開始予定だと発表がありました。高齢者６５歳以

上の方から順番に、その後は基礎疾患、高齢者等が入所する福祉施設、一般の方と順

番に接種していく予定で、府中町は集団接種と個別接種の併用で行われます。初回の

接種から約２週間で効果が出て、約３週間の間隔を開けて２回目の接種をする流れだ

と思われます。 

  ワクチンを打つことにより発症を防ぐ効果や重症化を防ぐ効果があるものの、やは

り町民の皆様が一番懸念しているのが副反応だと思います。報告によると、接種部位

の痛み、だるさ、頭痛、筋肉痛、寒気、発熱、関節痛、吐き気などが見られるそうで

す。そして、最も怖いのがアナフィラキシーなどのアレルギー反応だと思われます。

こういった副反応にも町として対応していかなければならないと考えます。 

  そこで、次の４点についてお伺いいたします。 

  副反応が出た場合、かなりの数の問合せが予想される中、対応ができる体制は整っ



- 14 - 

ているのか。また、クリニックなどで接種した場合、副反応への対応は接種場所での

対応となるのか。その際、クリニックなどで対応できないときの対策はどのようにお

考えですか。 

  集団接種や個別接種は恐らく予約制になると思われますが、当日のキャンセルや無

断キャンセルがあった場合、１本のワクチンの余剰分はどのように保管するのか。 

  府中町として１人でも多くの皆さんに接種を推進されると思いますが、妊婦や授乳

中の方など、胎児や乳幼児へのワクチンの安全性が確立していない状況で、どのよう

に推進し接種を呼びかけていくのか。 

  ２回目の接種は１回目から約３週間の間隔をあけるとされています。２回目の接種

を確実に実施していただくため、２回目の接種を忘れている方への周知・連絡方法や

１回目の接種後、町外に転居した方への周知や転居先の自治体との連携はどのように

お考えでしょうか。 

  国の方針が定まっていない部分もあろうかと思いますが、現時点で分かる範囲での

回答をよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○副議長（児玉利典君） ２番、宮本議員。 

○２番（宮本 彰君） おはようございます。 

  新型コロナウイルスワクチン接種体制の整備状況について御質問いたします。 

  国から支給される新型コロナワクチンは、可及的迅速にリスクの高い人に接種する

ため、その体制の整備・構築が絶対不可欠となっております。ワクチン供給スケジュ

ールの明確化、医療従事者及び接種会場の確保、ワクチンの配送・輸送に関する手段、

不安を持つ町民に対しての相談体制の整備、副反応等の情報提供のための情報管理シ

ステムの構築など、あと１か月の間にたくさんの緊急対応が必要になっております。 

  広島県では、新型コロナウイルスワクチン接種が２月１８日、国立病院の医療従事

者から始まっておりますけども、府中町内もマツダ病院やその他病院の新型コロナウ

イルス感染症患者、疑い患者に頻繁に接する業務を行う医師と職員がワクチン接種を

受けております。その後、いよいよ４月１２日より高齢者、令和４年３月末時点で

６５歳以上に達する人に向け優先接種が始まりますが、府中町として速やかに接種が

可能となるように接種体制をどのように整備していくのか、お聞かせいただきたいと

思います。 
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  １、高齢者に接種を周知する接種券・クーポン券の配布方法と一人世帯でさらに自

力で接種会場に行けない高齢者の対処方法。 

  ２、くすのきプラザ大アリーナ等、接種施設の候補が上がっておりますが、集団接

種における具体的な会場の確保と医療従事者等の人員確保状況、及び個別接種体制を

どのように考えておられるのか。 

  ３、ワクチン接種に必要な資材、注射針、シリンジ等の確保状況、特にディープフ

リーザーの確保と電源の手当状況。 

  ４、今後、府中町民へワクチン接種に関して、効果的に広く周知するために、どの

ように広報方法を考えておられるのか。 

  以上、４件の質問をいたします。 

  新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発生をできる限り減らすために

ワクチンを接種するのですから、国から急に多数のワクチンが支給されても府中町と

して失態のない万全な体制づくりの整備をお願いしたいと思います。 

  以上、御回答よろしくお願いいたします。 

○副議長（児玉利典君） 答弁。 

  福祉保健部長。 

○福祉保健部長（山西仁子君） 福祉保健部長です。１番川上議員からの新型コロナウ

イルスワクチン接種についてという御質問と、２番宮本議員からの新型コロナウイル

スワクチン接種体制の整備状況についてという御質問に一括して御答弁申し上げます。 

  新型コロナウイルスワクチンにつきましては、議員御指摘のとおり、国においては

２月１４日にファイザー社のワクチンが承認され、２月１７日から医療従事者への接

種が先行して開始されました。広島県においても２月１８日から国立病院の医療従事

者から接種が始まっているところでございます。また、市町村が最初に実施します

６５歳以上の高齢者を対象とした接種のワクチンにつきましては、広島県においては

４月１９日の週までに全市町に配分される予定です。 

  当町には、４月１９日の週に１箱９７５回分が届き、２６日の週から高齢者施設で

の接種を開始する予定です。高齢者の接種につきましては、今のところワクチンは限

定的であり、先の配分状況も見通せないものとなっております。今後の供給状況を見

ながら接種体制を整えてまいります。 

  当事業につきましては、全国一斉に動いている事業ということもあり、人員確保等
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遅れを生じないように事業を進めていく上で、当町においても新型コロナワクチン接

種事業における必要経費につきましては、令和２年１２月の定例議会及び令和３年

２月２日の臨時議会におきまして、補正予算を可決いただき、併せて令和３年２月

１５日付で専決処分を実施させていただき、新型コロナワクチン接種事業の準備を進

めているところでございます。 

  それでは、１番川上議員からの新型コロナウイルスワクチン接種についてという御

質問に御答弁させていただきます。 

  １点目、ワクチン接種による副反応が出た場合、対応できる体制は整っているのか、

クリニックで対応できないときの対策はという御質問についてですが、接種直後の集

団接種会場、またはクリニックで症状が出た場合は、看護師や医師が対応できる体制

を整えております。 

  しかし、後日副反応が出るのではないかと不安な方も多いと思われます。国や県が

２４時間体制で専門的な相談も含めた相談に対応するコールセンターの準備をされて

おりますので、接種された方には御案内するようにいたします。また、身近な医療機

関、かかりつけ医療機関等を受診され、専門的な対応が必要と判断された場合は、専

門的な医療機関を紹介してもらうことになります。広島県においては、必要に応じて

専門的な医療機関が受診できるよう、協力依頼をされております。町内では、マツダ

病院がその医療機関となっております。 

  現在、国は副反応情報の収集を行っており、広島県と情報共有をしながら住民の皆

さんが不安にならないように努めてまいります。 

 ２点目、当日キャンセル等による１本のワクチンの余剰分はどのように保管するのか

の質問についてですが、ファイザー社製の新型コロナウイルスワクチンにつきまして

は、１バイアル当たり５回分の接種となっております。ファイザー社製の新型コロナ

ウイルスワクチンは、生理食塩水を足して希釈して投与するため、希釈したワクチン

は保管しておくことができないこともあり、余ったワクチンは破棄するしかなくなり

ます。大切なワクチンですので有用に使用できるようにしなければなりません。 

  報道等でございましたキャンセル待ちの体制を整備するなどについては、国から自

治体ごとに柔軟な対応をしてもいい旨、通知がございましたが具体的な指示はござい

ません。今後も国の通知等を注視し、有用な対応ができるようにいたします。 

  ３点目、妊婦や授乳中の方など、安全性が確立していない状況でどのように推進し
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接種を呼びかけていくのかの質問についてですが、新型コロナウイルスワクチン接種

の対象者は、１６歳以上の者、妊婦は対象とするが接種の努力義務は適用しないと、

２月１７日に開催されました国の説明会において正式に示されました。よって、妊娠

中、授乳中の方もワクチン接種を受けることができます。しかし、予防接種を受ける

にあたり、注意が必要な人の中に妊娠中または妊娠している可能性がある人、授乳さ

れている人があり、接種前の診断時に必ず医師に伝えてくださいとあります。授乳中

の方についても、現時点で特段の懸念が認められているわけではありませんが、ワク

チンの中にこれまで使用されたことがない添加剤が含まれており、不安な方はかかり

つけの産婦人科医等と相談の上、接種について判断していただくこととなります。 

  ４点目、２回目の接種を確実に実施するため、忘れている方への周知・連絡方法や

１回目の接種後、町外に転居した方への周知や転居先の自治体との連携はどのように

お考えですかについてですが、ワクチン接種の予約につきましては、現在のところ集

団接種及び府中南交流センターの接種につきましては、福寿館内に設置いたします町

のコールセンター、またはウェブ予約、ＬＩＮＥ予約をしていただき、町内の医院に

よる個別接種については各医院に直接予約いただく予定でございます。 

  ワクチンの予約の空き状況については、国が用意するコロナワクチンナビで確認で

きる予定です。 

  また、転出・転入者の他市町との連携につきましては、ワクチン接種記録システム

を国が新たに立ち上げる動きがあります。これは、全国統一のシステムであり、接種

記録を即時反映させ管理する新たなシステムで、全国どこに移動しても履歴を確認す

ることを可能とするものです。このシステムを用いることで転入前の接種履歴を確認

することができます。 

  続いて、２番宮本議員からの新型コロナウイルスワクチン接種体制の整備状況につ

いてという御質問に御答弁させていただきます。 

  １点目、高齢者の接種券の配布方法と自力で会場に行けない高齢者への対処方法に

ついてですが、６５歳以上の町民へはワクチンの配布時期に合わせて、４月２３日ま

でに接種券・クーポン券の入った封書を御自宅に郵送でお送りする予定です。封筒の

中にはクーポン券のほか、予診票やお知らせ、案内文を同封する予定でございます。 

  また、自力で会場に行けない高齢者への対処方法ですが、寝たきりのお年寄りの方

への接種は在宅医療を行っている医療機関が訪問にて接種する方法が考えられます。
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高齢者施設の入居者は各施設において接種が可能となっております。現在、それらの

接種について調整を図っているところでございます。 

  ２点目、集団接種における具体的な会場の確保と医療従事者等の人員の確保状況、

及び個別接種の体制についてですが、集団接種は当初、くすのきプラザのアリーナを

想定しておりましたが、イオンモール広島府中の３階にございます、イオンホール並

びにイオンラウンジを集団接種会場としてお借りできる運びとなりましたので、ホー

ルにおいてワクチン接種を行い、隣にございますイオンラウンジにおいて接種後の待

機をしていただくことで現在、準備を進めているところでございます。また、マツダ

病院による接種につきましては、府中南交流センターを会場として実施していただく

方向で現在、調整を行っております。 

  集団接種における医療従事者等の人員の確保状況についてですが、医師２名、看護

師３名、補助員１名を集団接種を行っている業者に委託するように準備を進めており

ます。また、会場の受付、誘導、待機会場の看護師と集団接種に必要な人員について

も、業務実績のある業者に委託するように準備を進めております。併せて会場には職

員を数名配置する予定でございます。現在のところ、想定できる人員について準備し

ておりますが、今後、不測の事態が生じた場合には臨機応変に対応してまいります。 

  次に、個別接種の状況でございますが、町内の１１医院が御協力いただくこととな

っております。集団接種と個別接種の併用でワクチン接種を進めてまいります。 

  ３点目、ワクチン接種に必要な資材の確保の状況、特にディープフリーザーの確保

とその電源の手当状況についてですが、集団接種会場での必要な資材については、集

団接種の委託先が用意いたします。個別医院につきましては、各医院において準備い

ただきます。ディープフリーザーにつきましては、本町は２月１７日にマツダ病院に

設置され、６月までに全部で最大４台が順次配布される予定でございます。各医院に

は、必要数を小分けして各医院に配布していく方法を想定しております。集団接種に

つきましては、必要数を持っていき会場に設置する冷蔵庫で保管する予定でございま

す。また、ディープフリーザーの電源につきましては、専用ブレーカーを備えた専用

回路を使用することとしております。 

  ４点目、町民へワクチン接種に関して効果的に広く周知するために、どのような広

報方法を考えているのかについてですが、毎日のように情報が更新されているような

状況ですので、集団接種等が実際に動き始めるまではホームページでの更新及びＳＮ
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Ｓでの更新が主な方法になってくると思います。接種が動き始める頃には固定される

情報も出てまいりますので、広報や回覧等も活用しながら皆さんに周知していきたい

と考えております。 

  また、広島県と県内全市町が共同で設置するコールセンターでは、接種に関する一

般的な問合せのほか、副反応に関することなど専門的な相談に応じます。予約受付や

接種会場、接種時期などの問合せについては、福寿館に設置するコールセンターで対

応しますので、御活用いただきたいと思っております。ワクチンの供給も含め、未確

定な要素が多い状況ではございますが、町民の皆様が不安にならないように情報の提

供も含め、国・県と連携しながら様々な体制整備に取り組んでまいります。 

  答弁は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○副議長（児玉利典君） ２回目の質問はございますか。 

  川上議員。 

○１番（川上翔一郎君） 答弁ありがとうございます。 

  ２回目の質問をさせていただきます。 

  まず１つ目が、イオンモールでの集団接種に伴い、１日の接種予定数、１週間の接

種予定数、月での接種予定数を教えてください。 

  ２つ目ですが、余剰分は保管できないため、破棄するしかないと答弁をいただきま

したが、新型コロナワクチンはまだまだ数に限りがあり、１日も早く、そして１人で

も多くの方に接種をしていただきたく、少しも無駄にできない状況だと思います。キ

ャンセルが出た場合、自治体ごとに柔軟な対応をと答弁いただきましたが、府中町で

は無駄が出ないような柔軟な対応案があればお聞かせください。 

  以上です。 

○副議長（児玉利典君） ２番、宮本議員。 

○２番（宮本 彰君） 第２質問を行います。 

  コロナウイルスワクチン接種を遅滞なく実施するには、実際のところ医師や医療ス

タッフの人手不足が一番の課題だと思われます。集団接種で補えない接種対象者を個

別接種で補っていくことになりますが、答弁にありました寝たきりのお年寄りへの接

種は府中町内のかかりつけ医師とのいろいろな調整が必要になりますが、今後、実施

しようとしている施策と町内で御協力いただける医院が１１医院あると伺いましたが、

具体的に医院名が出せるのであれば医院名をお教え願いたいと思います。 



- 20 - 

  以上２点と、次に、集団接種会場がイオンモール３階のホールとラウンジで実施さ

れるということで、３密対策はもちろんですが、接種実施会場ではいつも選挙の期日

前投票が行われる会場でもあり、参院広島選挙区の再選挙の投開票が４月２５日と重

なりますが、影響の有無はいかがでしょうか。御回答よろしくお願いいたします。 

○副議長（児玉利典君） 答弁。 

  健康推進課長。 

○健康推進課長（塩月久美子君） 健康推進課長です。 

  川上議員の接種体制の１日当たり、週当たり、月当たりの接種数という御質問にお

答えいたします。 

  １日当たりの予定といたしましては、約４８０くらい予定しております。週にしま

したら２，０００弱になるかと思います。月では週約３週というふうに計算しており

ますので、６，０００回分接種する予定ではございます。 

  以上です。 

○副議長（児玉利典君） 福祉保健部長。 

○福祉保健部長（山西仁子君） 福祉保健部長です。 

  川上議員の２番目の質問です。余剰分について無駄なく使ってほしいので何か案は

ございませんかという御質問なんですが、国から柔軟な対応をということで通知はご

ざいましたが、まだ具体的な対策には至っておりません。ただ、例えば会場の入り口

に何名キャンセルが出たとか、そういったようなことができるのかとか、いろいろこ

れからアイデアを出していかないといけないと思うんですけれども、無駄がないよう

にアイデアを出す、プラス国からもいろいろこれから通知がくると思いますので、国

の方針等も見ながらしっかり大切にワクチンについては接種していただくようにして

まいりたいというふうに思っております。 

  宮本議員から２点ほど御質問があったかと思うんですけども、１点目の個別接種に

御協力いただける１１医院で具体的にお名前が出せる医院についてということでござ

いますが、現在のところ公表について御承諾いただいております医院は６医院でござ

います。具体的にはマツダ病院、みくまり病院、水野皮膚科クリニック、ちくいえク

リニック、小山田内科医院、西村内科医院でございます。なお、先ほど申し上げまし

たとおり、マツダ病院は府中南交流センター１階で実施していただく予定でございま

す。 
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  ２点目の選挙の影響はどうなのかという点でございますが、選挙の日程と重ならな

いように調整いたしますので、選挙の影響はございません。 

  以上でございます。 

○副議長（児玉利典君） ３回目の質問はございますか。 

  １番、川上議員。 

○１番（川上翔一郎君） ありがとうございます。 

  今後、国の方針等でいろいろ変わることもあると思いますが、よろしくお願いいた

します。 

  集団・個別接種を受けられたとき、次回の予約と自宅に戻って副反応が出たときの

連絡先を記したものを渡すなど、少しでもスムーズに、そして町民の皆様の不安が少

しでも軽減されるように、町職員の皆様方で考えていただけたらと思い、これは要求

でお願いいたします。 

  最後になりますが、コロナウイルスワクチン接種の準備段階から佐藤町長はじめ町

職員の皆さん、それに関わる医療関係の皆さん、本当にありがとうございます。４月

からコロナウイルスワクチン接種が始まりますが、初めてのことでもあり、御不便な

ことも多々あると思いますが、議員といたしましても微力ながら御協力していきたい

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（児玉利典君） ２番、宮本議員。 

○２番（宮本 彰君） 御答弁ありがとうございました。 

  現状、日本製のワクチンの開発・製造の見通しが不透明ということで、海外からの

支給頼みのみの今の日本の状況が情けなく憂慮するほかにありませんが、今望まれる

のは貴重なワクチンを１滴でも無駄にしてはいけないということだと思います。万が

一余ったワクチンを期限切れということで破棄するようなことがないように、万全な

体制と対応をお願いするという御要望で御質問を終わりたいと思います。 

  お願いします。 

○副議長（児玉利典君） 以上で、第４項、新型コロナウイルスワクチン接種について、

１番川上議員、新型コロナウイルスワクチン接種体制の整備状況について、２番宮本

議員の質問を終わります。 

  続いて、厚生関係第５項、防犯カメラの追加による犯罪対策について、４番狩野議
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員の質問を行います。 

  ４番、狩野議員。 

○４番（狩野雄二君） おはようございます。４番狩野です。 

  防犯カメラの追加による犯罪対策について質問を行っていきます。 

  まず、現在、府中町第４次総合計画の改訂が進められており、住民の意向を計画に

反映させる目的で住民へのアンケートが実施されております。その中で、居住する地

域への評価というアンケートで、評価の低い項目の一つに犯罪への対策が挙げられて

います。住民が犯罪への対策に不満を持っているということであり、府中町としての

犯罪防止への取組について質問させていただきます。 

  平成２９年１２月に、町内１２か所の交差点に犯罪の未然防止と犯罪に対する抑止

力向上を目的として防犯カメラが設置され、３年が経過いたしました。府中町ホーム

ページには、防犯カメラは防犯パトロールや地域の見守りを補うものであり、地域の

皆さんの協力を得て進めている地域の防犯活動との相乗効果で、安全・安心なまちづ

くりを目指すと記載されています。地域の防犯活動には多くの方々に携わっていただ

いておりますが、人による活動には時間的な制約や活動範囲の制約もございます。そ

れらを補完して相乗効果をさらに高めて、より安全・安心なまちづくりを行うために

は防犯カメラを現在の１２か所以外に人の目が届きにくい場所への設置も必要ではな

いかと考えます。 

  防犯カメラ設置については、プライバシー保護や費用、管理方法などの問題もあり、

簡単にどこにでも設置できるものではないと承知しておりますが、住民の犯罪への不

安の解消にもつながるものであると思います。府中町では若い世代に住んでもらおう

とＰＲ活動も行い、積極的な取組をしているわけですから、子どもたちが犯罪に巻き

込まれないためにも通学路を中心に人の目が届きにくい場所への防犯カメラの設置が

必要と考えます。府中町は、防犯対策に積極的に取り組み、安全に暮らせる自治体で

あるということもアピールできるのではないでしょうか。 

  以上を踏まえ、次の３点について伺います。 

  １、防犯カメラの設置前と設置後の犯罪件数はどのように変化しているのでしょう

か。 

  ２、犯罪件数の推移から設置目的の犯罪の未然防止と犯罪に対する抑止力向上に対

する現在の状況をどのように捉え、防犯カメラの有効性についてどのように考えられ
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ておられるのでしょうか。 

  ３、通学路などにおいて人の目の届きにくい場所への防犯カメラ増設について、ど

のように考えておられるのでしょうか。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○副議長（児玉利典君） 答弁。 

  町民生活部長。 

○町民生活部長（金光一隆君） 町民生活部長です。 

  ４番、狩野議員の防犯カメラの追加による犯罪対策について、御答弁させていただ

きます。 

  現在、府中町の防犯カメラは犯罪の未然防止及び犯罪に対する抑止力の向上を図り、

もって安全・安心で快適に暮らせるまちづくりに資することを目的として、以前より

設置のありました、町道千代１号線地下道の防犯カメラ４台に加え、平成２９年

１２月に町内の主要交差点１２か所に設置された２４台を合わせ、計１３か所２８台

の防犯カメラが稼働しております。 

  それでは１つ目の御質問、防犯カメラ設置前と後での町内における犯罪件数の変化

についてですが、府中町内における刑法犯認知件数については、広島県警察の犯罪統

計資料から抽出しております。平成２９年には３１６件だった件数が平成３０年には

２６９件、令和元年には２８６件、令和２年は２９０件と多少の増減はありますが、

ほぼ横ばいの傾向にあります。 

  一方、広島県警察犯罪発生マップから、痴漢やつきまといなどの主に身近な犯罪と

不審者情報では、平成２９年には１９１件だった件数が平成３０年には１３３件、令

和元年には１５５件、令和２年には１３３件と防犯カメラを設置して以降は減少傾向

となっております。 

  そのほかとして、広島県警察のホームページに掲載されている性犯罪、声かけ事案

等の現状の子どもや女性を対象とした性犯罪、声かけ事案等については、平成２９年

には７９件だった件数が平成３０年は５８件、令和元年は２９件、令和２年に４２件

とこちらも減少傾向となっております。 

  続きまして２つ目の御質問、防犯カメラ設置目的に対する状況と、防犯カメラの有

効性についてですが、１つ目の御質問で答弁しました結果のとおり、刑法犯認知件数

はほぼ横ばい傾向であるものの、防犯カメラによる抑止力が期待される種別の犯罪に
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ついては減少傾向にあることから、当初の設置目的のとおり、犯罪の未然防止及び犯

罪に対する抑止力の向上に一定の効果があったものと考えております。 

  続きまして３つ目の御質問、人の目が届かない場所への防犯カメラ設置を含めたカ

メラ増設に対する考えはについてですが、町が設置する防犯カメラについては、プラ

イバシーへの配慮も必要であることから、府中町街頭防犯カメラ設置及び運用に関す

る要綱第４条の、設置に係る遵守事項として、防犯対象区域ごとに必要最低限の設置

台数とすることとしております。 

  また、街頭防犯カメラの設置検討においては、町内公共施設やマンション、コンビ

ニエンスストア、金融機関などの民有施設にも防犯カメラが設置されている状況や、

広島東警察署や南北町内会連合会、南北防犯組合連合会、地域安全推進指導員の御意

見を踏まえ、小中学校や公園周辺、町外につながる主要交差点など、効果的かつ効率

的で犯罪抑止が高い箇所を選定し、防犯カメラを設置した経緯がございます。 

  このような経緯から、人通りの少ない道、いわゆる人目の届きにくい場所への防犯

カメラ設置は現段階では検討はしておりません。一方で、当初の設置に際しても町の

南部地域については向洋駅周辺の土地区画整理事業などの関係で地形が流動的なこと

から設置箇所が少なくなっており、今後の課題として残っているなど、現在の設置箇

所や設置台数が適正であるかはしっかり検証する必要があると考えております。 

  また、現在の街頭防犯カメラの委託期間が令和４年１１月末となっていますので、

更新を検討する際にはこれまでの検証を踏まえ、広島東警察署や地域関係団体等と協

議の上、設置箇所の適正についての検証や増設の要否など、これまでどおり効果的か

つ効率的な運用に努め、町民の安全・安心なまちづくりを行っていきたいと考えてお

ります。 

  答弁は以上です。よろしくお願いします。 

○副議長（児玉利典君） ２回目の質問はございますか。 

  ４番、狩野議員。 

○４番（狩野雄二君） 御答弁にありましたが、防犯カメラにより抑止力が期待される

種別の犯罪が減少傾向にあるということは、地域の方々の防犯活動との相乗効果が現

れた結果だと思います。 

  再質問をいたします。 

  犯罪が減少している状況ではありますが、先ほどの質問でも触れましたが、府中町
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第４次総合計画の改訂に伴い、令和元年１１月から１２月に実施された住民アンケー

トの中で、犯罪への対策という項目の評価が低くなっております。犯罪への対策に対

して不満を感じている住民の皆さんに不満を抱かせないようにするためには、府中町

として今後、どのような取組を行う必要があるとお考えでしょうか。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○副議長（児玉利典君） 自治振興課長。 

○自治振興課長（岩﨑雅男君） 自治振興課長でございます。 

  ２回目の御質問、犯罪への対策に不満を感じている人たちに不満を抱かせないよう

にするための今後の取組について、御答弁させていただきます。 

  議員、御指摘のとおり、府中町第４次総合計画改訂に伴うアンケート結果では、居

住する地域への評価におきまして、犯罪への対策がマイナス０．１７点と評価が低い

結果となっております。また、府中町が目指していくべき将来像においても、防犯対

策が整った治安のいい町を望む回答が２６％と大変高い数値となっており、住民の皆

様の防犯対策に対する不満や期待の表れであるというふうに受け止めております。 

  府中町では、これまでも御質問にある街頭防犯カメラの設置のほか、青色回転灯を

装備した白黒パトロールカーによる小学校の下校時などでの見守り活動や、南北防犯

組合連合会、広島東警察署、その他各種団体などとＡＴＭでの振り込め詐欺追放キャ

ンペーンなど、様々な防犯対策活動を実施しております。 

  また、今後の新たな対策としまして、新型コロナウイルス感染症に関する特殊詐欺

など、年々巧妙化・複雑化される手口から高齢者の被害を未然に防止するために、特

殊詐欺対策機能付き電話機等を購入する費用の一部補助制度の導入を検討していると

ころでございます。 

  今後は、住民の皆様に対し、このような様々な活動や取組をホームページや広報誌

で情報発信をし、安全・安心なまちづくりに取り組んでいる姿勢を御覧いただくこと

で、少しでも不安を解消していただけるよう努めてまいりたいと考えております。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 

○副議長（児玉利典君） ３回目の質問はありますか。 

  ４番、狩野議員。 

○４番（狩野雄二君） 御答弁にもあったように、防犯対策として様々な活動が行われ

ており、防犯カメラはその中の一つではありますが、カメラによる防犯効果が表れて
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いるという状況を踏まえ、防犯カメラの更新時の際には増設について前向きに検討を

お願いしたいと思います。 

  今後、住民が望んでいる防犯対策が整った治安のいい町にしていく必要があります。

平成３０年に警察庁、文部科学省、国土交通省から出されている安全で安心なまちづ

くりという資料の中で、重要な視点として次の３項目が挙げられています。関係者の

連携、地域特性の尊重、長期的な視点です。要点のみですが紹介させてもらいます。 

  関係者の連携では、防犯まちづくりは住民、地方公共団体、教育委員会、学校、警

察などの関係者の連携が重要であるとされています。地域特性の尊重では、地域住民

の意向や地域の状況などを尊重して取り組むことが重要であるとされています。 

  最後、長期的な視点では防犯まちづくりは直ちに犯罪発生の減少につながらないこ

ともあり、関係者には粘り強く取り組んでいくことが求められるとされています。 

  以上の重要な視点とされる３項目も考慮して、府中町として安全・安心なまちづく

りに取り組んでいただき、防犯に関する様々な活動状況を積極的に住民に情報発信し

ていただき、住民が安心感を持って暮らせるように引き続きの取組を要望いたしまし

て、質問を終わります。 

  ありがとうございました。 

○副議長（児玉利典君） 以上で、第５項、防犯カメラの追加による犯罪対策について、

４番狩野議員の質問を終わります。 

  続いて、厚生関係第６項、「地域猫活動」の支援について、６番田中議員の質問を

行います。 

  ６番、田中議員。 

○６番（田中伸武君） ６番、田中伸武です。 

  地域猫活動の支援についてお尋ねいたします。 

  地域猫という言葉も少しずつ定着してきているようですけども、まだまだ一般的で

はありません。実は私も４年前に府中町の活動がスタートしたときに初めて知った言

葉でございまして、最近、町内の方からいろんな猫の相談を受けるようになって、改

めてこの問題意識を持ったという次第であります。 

  府中町のホームページにはこう書いてあるんです。「始めませんか、地域猫活動」

すごい柔らかい呼びかけ調なんです。猫なで声とまでは言いませんけども、招き猫ぐ

らいの呼びかけになっているわけです。そこには、飼い主のいない猫の増加によるふ
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ん尿や鳴き声などに関する周辺トラブルが問題になっています。だからこそ地域猫活

動とは地域住民が主体となって飼い主のいない猫の不妊・去勢手術を行うとともに、

えさのやり方やふんの始末などに関するルールを定めて猫を適切に管理していく活動

ですと。時間はかかるけども粘り強く野良猫を減らしていくと、そういう活動といえ

ると思います。 

  そこで最初の質問ですけども、府中町の地域猫活動の支援のこれまでの取組につい

ての実績、評価、これについてのお尋ねであります。 

  町は２０１７年度に地域猫協議会という形を発足させて、住民のほか県の動物愛護

センターや獣医師会も加え話合いの場を設けて、住民活動の支援を本格スタートさせ

ております。猫の写真を撮って特徴などを示す、猫の住民登録というんですか、にゃ

ん民登録をして猫のえさをやる地区を決めてえさ代とか不妊・去勢の手術代を助成し

ているわけですけども、その登録場所も当初の役場の川向かいの土手の上の１か所で

スタートして、本年度は５か所にまで増えていると。手術した猫の数も４０頭以上と

聞いているわけです。 

  これまでの活動で、実際に猫の数を抑制する効果というところまではまだまだこれ

からだと思いますけども、取組は一定に定着していると言えるんではないでしょうか。

予算のほうも県の補助を活用した当初の２０万円から現在は５０万円と。新年度は

８０万円というものが昨日の新年度の予算案はパスしているわけですけども、組まれ

ております。 

  私はこういう行政の取組としてはかなりプラスでこの間取り組んでいると、評価し

ていいんではないかと考えますが、いかがでしょうか。 

  もちろん、個人的な猫好きの人のために公金を使うべきではないという声もあると

思います。猫にえさをやっているばあさんが悪いんよのうと、えさやりを罰則で禁止

せえやと。そういう声もあると思います。もちろん愛玩のペットだったらきちんと室

内で飼育するのが原則であります。飼育マナーの問題というのは確かにあると思いま

す。 

  しかし、なかなか猫の生態というのは犬のようにはいかない。人類と猫が何千年と

積み上げてきたこの生態、共生の生態というのは変えにくいところはあると思います。

やっぱり人類の責任かというところも思われるわけでありますが、そういう中で地域

猫という制度で行政が支援していく取組、支援なんですけど私は行政の介入といって
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もいいと思いますが、一定の介入、この制度はやむを得ないと。個人だけの問題では

解決できない。こういう取組だと評価しています。そういう実績、評価いかがお考え

でしょうか。これが第１の質問です。 

  それから第２の質問は、今後のニーズについてであります。 

  私らも相談くるんですけども、もちろん役場を頼って何とかしてくれやという人も

おられる。現在の登録場所の５か所に加えて、さらに要望があると伺っておりますけ

ども、これにどう対応していくかと。これは猫が増えたわけでは決してなくて、この

地域猫の制度が知られることによってこういう要望も、あるいは活用しようという人

も増えてきているんだと思います。もちろん近所迷惑を考えない人もいますけども、

逆に気兼ねしながらやむなく野良猫を見守っているという人もおられる。趣味で飼っ

たんじゃなくてすみ着いた命にやむなくえさを与えているという方もいると思います。

放っておけない高齢の女性が少なくないようですけども、動物愛護というのはもちろ

ん大切なモラルでありますし、動物虐待というのは犯罪にもなってしまいます。 

  何度も繰り返しますが、個人の問題ではなかなか解決しない、地域で考える問題と

言えると思います。こうしたこれからの取組について、地域猫のこういう制度がある

んだというＰＲや不妊・去勢の手術の補助の制度がさらに求められているのではない

でしょうか。 

  県、動物愛護センターも原則として殺処分、捕まえて殺すというための捕獲や引取

りはしないという方針であります。地域猫活動それぞれの地域で頑張ってねという住

民任せといえばそうかもしれませんが、地域任せそっちで頑張ってくれという方針で

あります。広島市なんかで行われている子猫を譲り合う譲渡会とか、そういう行事も

ボランティア任せではなくて、一定にはバックアップが必要なのではないでしょうか。 

  また、府中町の制度はそうは言ってもいいところがありまして、さっきの地域指定

を受けなくても個人でも申請すれば手術代を補助できるという仕組みにもなっており

ます。府中ならではの制度ですけども、もっと知られてもいいんではないですか。知

られすぎると殺到して困るという見方もあるかもしれませんけども。こうした今まで

の取組が今後ももう少し求められるのではないでしょうか。 

  第３の質問としては、今後の取組の中に住民が加わって話し合う場、協議会が必要

ではないかということであります。 

  町が２０１７年度に正式スタートさせた地域猫協議会には、猫の世話をするボラン



- 29 - 

ティアさんももちろんですけども、猫が嫌いな方も加わっていたわけであります。当

時の参加したあるメンバーに聞くと、猫の世話を行政がやることに賛成・反対と両方

の声を出し合って、結構活発だったと。お互いの立場が分かって良かったと答えてお

られます。協議会はこうした対話の場であるのも一つの狙いだったはずです。 

  ところが、この協議会は２年半で解散ということになっております。一定の役割を

果たしたのはたしかでしょうけども、メンバーでない方からもそういう場がぜひと、

復活を望む声も伺っております。鳴き声とかうんちの問題は人間同士の近隣トラブル、

いがみ合いに発達しがちであります。地域猫は地域の町内会長の了解が必要とされて

おりますけども、町内会長が交代することでまた周りの目も違ってくるという例もあ

るようです。 

  そうしたときに、やっぱり行政も加わった場があるんだと、そういうことは猫が好

きな人、あるいは嫌う人両方にとっても頼れる場になるんではないでしょうか。賛成

か反対か議論を尽くすことが、話合いの場が大事だと思います。問答無用で結論は分

かっとるんじゃけさあ採決よというわけにはいかんと思います。そういう話合いの場

としての協議会も必要なのではないでしょうか。 

  以前のあった協議会の場では、県の動物愛護センターや獣医師会の方もメンバーに

加わっておられました。いろんなアドバイスも受けられるはずであります。これもぜ

ひ復活も検討すべきではないかと考えております。 

  以上、地域猫の活動についてですけども、これまでの活動の評価、これを第１の質

問。今後の取組が第２の質問。３番目はその取組の中で協議会を復活させるべきでは

ないかと、話合いの場が必要ではないかという三つの柱のお尋ねであります。よろし

くお願いします。 

○副議長（児玉利典君） 答弁。 

  町民生活部長。 

○町民生活部長（金光一隆君） 町民生活部長です。 

  ６番、田中議員からの一般質問、「地域猫活動」の支援についてに答弁させていた

だきます。 

  地域猫活動とは、議員が言われたとおり、地域住民が主体となって飼い主のいない

猫の不妊・去勢手術を行い、えさのやり方やふんの始末などに関するルールを定めて、

地域で飼い主のいない猫を適切に管理していくことにより、飼い主のいない猫による
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トラブルを減らすとともに、不幸な飼い主のいない猫の数を減らして住み良い地域に

していく活動でございます。 

  当町は、平成２９年度に地域の活動団体が行う地域猫活動に対して補助する「府中

町地域猫活動団体補助金交付要綱」を制定しました。また、令和元年度には、えさや

り、トイレの始末、不妊・去勢手術をセットで取り組む地域猫活動だけではなく、そ

のうちの不妊・去勢手術を単体に対しても補助する「府中町飼い主のいない猫の不

妊・去勢手術費補助金交付要綱」を制定し、飼い主のいない猫の増加を防ぎ、猫によ

るトラブルを減らすための活動に支援を行っているところでございます。 

  それでは、議員１つ目の御質問、町が補助事業をスタートして約４年が経過し、登

録団体、不妊・去勢手術件数とも増加している、施策の効果の表れをどう評価するか

についてでございますが、議員の言われる補助事業とは、さきに御説明しました、平

成２９年度制定の地域の団体が行う地域猫活動に対して補助する府中町地域猫活動団

体補助金のことで、４年が経過しているところでございます。その間の登録団体数で

すが、平成２９年度は１団体のみであったのが、本年２月末現在で５団体。不妊・去

勢手術件数につきましても平成２７年度に１５匹を地域猫として管理、うち１３匹に

不妊・去勢手術を行ったところからスタートし、現在では各登録団体の管理する猫の

総数は７６匹のうち４５匹が手術済み、加えて今年度は４匹が町の不妊・去勢手術に

対する補助制度を活用して手術を実施しており、議員が言われるように団体数、手術

件数とも増加しているところでございます。 

  これをどう評価するかについてですが、議員が言われるとおり、町は各団体、ボラ

ンティアさんの活動の後押しをするものでございますので、費用対効果であるとか進

捗率といった評価はなかなか難しいところがございますが、少なくとも現在、地域猫

として各団体が管理されている７６匹の猫については、決まった時間・場所でボラン

ティアさんがえさをやり、トイレの世話をしていただいていることで、その猫による

ふん尿被害の減少、また４９匹は不妊・去勢手術により飼い主のいない猫による被害

は当然抑えられますので、地域のトラブルの抑制に一定の効果があったものと考えて

おります。 

  議員２つ目の御質問、さらに増えつつある住民ニーズにどう対応するか。住民の理

解促進へ啓発活動をどう進めるのか。譲渡会などの事業も検討すべきではないかにつ

いてでございますが、現在、地域猫活動団体として登録されている５団体に加え、現
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時点で五つの地域、団体から御相談をいただいております。また、不妊・去勢手術に

ついても昨年の５月には予算額を越える申請をいただくなど、今後さらにニーズが増

えてくるものと考えており、令和３年度は今年度の５０万円の予算から３０万円拡充

し、８０万円の予算を計上しているところでございます。 

  また、住民の理解促進のための啓発活動についてですが、現在、広報ふちゅうやホ

ームページで啓発を行っており、近年は地域猫の御相談をいただく中でも猫のふん尿

被害で困っているので地域猫を検討しているといった御相談が多く、この地域猫活動

が猫のため、猫好きの人のための活動ではなく、猫による被害を抑えるため、地域の

ための活動であるということが少しずつ浸透してきていると考えております。 

  しかしながら、まだまだ地域の方から猫を集めている、迷惑だといった苦情や活動

団体の方からも近隣の方とのトラブルについての御相談をいただいており、町としま

しても引き続き啓発活動を行っていきたいと考えております。 

  譲渡会などの事業につきましては、これまで町は県の動物愛護センターの管轄とい

うことで、町民の方は県の愛護センターが行う譲渡会にしか参加できなかったところ

ですが、県・広島市と協議し、来年度から市の愛護センターが行う譲渡会にも町民の

方が参加できるようになったところでございます。 

  また、地域猫活動団体の方からは、里親探しに苦慮しているといった御相談もいた

だくことがあることから、町としてどういった形で協力できるか、活動団体の方とも

協議し研究してまいりたいと考えております。 

  議員３つ目の御質問、住民苦情など地域問題の調整のためには解散した地域猫協議

会の復活などを検討すべきではないかについてですが、町では平成２７年８月に府中

町野良猫対策協議会設立準備委員会を地域の方、専門家とともに立ち上げ、平成

２９年の４月からは府中町地域猫対策協議会に移行、協議会では地域の地域猫活動に

関する計画の策定、町域の動物愛護ボランティア団体への支援、飼い主のいない猫に

よる被害軽減対策、飼い主のいない猫に関する相談の四つの事業を実施してきました

が、活動団体の増加、また新たに活動を始めたいといった相談も増え、町の地域猫活

動も一定の軌道に乗ってきたため協議会が行ってきた事業については環境課が引き継

ぐことで協議会を解散することについて、令和元年８月の当協議会で賛成多数による

可決を経て解散したところでございます。 

  協議会の解散後、これまでの協議会が行ってきた猫の忌避道具の貸出しや、地域猫
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活動に関する相談等に引き続き町で行ってきたところですが、地域猫活動の理解を深

める機会がなくなったことは課題であると感じております。協議会から引き継いで町

が行っている事業をまた元のように実施する組織として協議会を復活させるといった

ことは現時点では考えておりませんが、まずは各地域猫活動団体に集まっていただき、

地域との相互の理解を深めるためにどのように進めるべきかなどを協議する場を設け

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（児玉利典君） ２回目の質問。 

  ６番、田中議員。 

○６番（田中伸武君） 答弁ありがとうございます。 

  いろいろ前進して、あるいはさらに前進している面があると思って評価したいと思

います。一つはさっきの協議会の復活ですけども、御答弁では直接協議会を復活する

ことは考えていないけども、そういう理解の場、協議の場は設けてまいりたいという

御答弁でありました。事実上の協議会の復活につながるものだと受け止めまして、そ

れはぜひともそういう場を設けて進めていくべきだろうと思います。 

  それから、譲渡会についても県や市のいろんな枠を超えて今から町民が参加できる

ような道を開くということで、これもぜひ困っている人がなかなか民間のＮＰＯだけ

では対応できないところもありますので、行政がかむとすごく信用が増すんでありま

して、ぜひ進めていただきたいと思います。 

  それから、予算ももちろんなかなか苦しい中でこういう前進をさせているところは

ありますけども、実際、４月の新しい予算が始まるのを待ちかねて不妊手術を準備し

ているような方もおられますので、ここも今後も柔軟な対応が要るのかとも考えます。

よろしく考えていただきたいと思います。 

  私としては気になるのが、行政がせっかくこうやって地域活動を支援する場合の評

価といいますか立場の問題であります。先ほどの答弁では地域活動として受け止める

ということで、ホームページに書いてあった猫の適切な管理をする活動だというとこ

ろから一歩進んで地域活動という言い方で御答弁なさったので、これはそういう自覚

を行政が持つことは大事だと思います。 

  環境省のホームページも調べてみたんですけど、ここはすごく積極的なんです。地

域猫活動のガイドラインというのを平成２１年度に定めておって、正式には住宅密集
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地における犬猫の適正飼養ガイドライン、飼養というのは飼い養うですけど、ガイド

ラインというのを設けて、ここには地域猫活動は猫の問題ではなく地域の環境問題と

して捉え、地域計画として考えていく必要がありますと。かなりはっきり記している

わけです。地域計画という言葉まで記して、行政の責任であるとまでは言わないかも

しれないけど、事実上、行政課題にしようというふうな表現になっているわけです。 

  そうした場合に、先ほどの答弁にもございましたけども、地域の活動である地域猫

活動ではあるけども、やはり町は基本的にはボランティアさんの活動を後押しするも

のという位置づけをされております。ここがなかなか微妙であって、町の窓口に捨て

猫なんかの相談がきた場合、町はこうしたボランティアさんを紹介するというケース

も結構あると伺っております。そうすると、紹介されたボランティアさんはボランテ

ィアで頑張るわけですけども、愛護団体なんかに取り次いだりするわけですけども、

やはり行政のほうから押し付けられるんかという懸念を抱くケースもあるんではない

かと心配するわけであります。だからボランティアさんの活動の後押しをするもの、

もちろん形としてはそうなんですけども、もう一歩主体的に地域計画の中に位置づけ

ると。あるいは地域の課題として人間の課題として位置づける。そういう姿勢がもう

ちょっと持っていただいて、何でも行政に頼るなやということになるんでしょうけど

も、環境省もこういう姿勢を示しておりまして、もはやこれは人間同士、猫同士、も

ちろん猫同士ではどうしようもないわけで、人間同士何とか公的機関が介入すると。

そういう姿勢が必要なのではないかと思います。 

  以上の答弁を受けての行政の姿勢について、いま一歩前向きに見るべきではないか

というところをお尋ねしたいと思います。 

  それともう一つ、県の制度であります。県は割と町に先んじて１年早い２０１６年

度に不妊・去勢手術の支援というのを始めておるわけですけども、当初、県は年間

１００頭の手術枠で始めて、次の新年度は４００頭の枠だそうです。もちろん県の枠

ですから府中でやった４０頭、５０頭とはなかなか追い付かんと思いますけども、町

の枠と県の枠もうまく町としては県とも連携して、県の場合は町内会単位でという縛

りがあるので、そこの調整は難しいかもしれませんが、県ともさらに連携を深めて地

域がうまく活用できるような取組が求められているんではないかと思います。 

  再質問で申し訳ありませんけども、その町の姿勢について、県との連携について、

ここを前向きに取り組むんだという姿勢をぜひ見せていただきたいと思いますが、い
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かがでしょうか。 

○副議長（児玉利典君） 答弁。 

  環境課長。 

○環境課長（宍田 貴君） 環境課長です。６番田中議員の２回目の質問に回答させて

いただきます。 

  まず、１つ目のもう一歩前向きに地域の課題として捉えてという御質問でございま

すが、さきの部長の答弁にもございましたように、地域猫、地域にいる飼い主のいな

い猫というのは地域の課題であるという認識は持っております。ただ、地域によって

もほかの様々な課題の中の一つであると。また地域猫活動をするにあたっては、どう

しても毎日のえさやり、ふんの始末といった毎日の作業が必要になってまいります。

そういったこともございますので、まずは地域の方がその課題に対して猫というのに

頑張るんだというようなところがないと、町のほうから逆にお宅の地域もお宅の地域

も猫を世話してくださいというようなことは現時点では難しいのではないかと考えて

おります。ですから、現時点ではあくまでも地域から御相談があったときに町として

はこういった後押しができますといったことを御紹介して、地域の中で実際に持続可

能な活動としてできるのかどうかの御判断をいただいた上で町のほうに登録をいただ

いているといった現状でございます。 

  ２つ目の、県との連携についてでございますけれども、現在、町・県の愛護センタ

ーと緊密に連携を取らせていただいておりまして、地域猫活動も含めてそういった猫

の問題、犬もそういった問題について町民の方から御相談いただきましたら随時情報

を共有しながらどういった形で進めていくのがいいのかということは常に連携してや

らせていただいているところでございます。また、県の枠の中での不妊・去勢手術に

つきましても、町のものとしては個人さんも不妊・去勢手術の補助をさせていただい

ているところではございますが、どうしても枠が予算的に難しい部分がございますの

で、そういったことも随時御相談いただいたときには、例えば町内会長さんの御同意

をいただければ県のほうができますよという御案内もさせていただきながら、またそ

ういった御相談があるときにも随時県のほうにこういった相談があるんですといった、

今の枠がどうなっているかというような話もさせていただくような関係を現在つくっ

ているところでございます。 

  以上です。 
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○副議長（児玉利典君） ３回目の質問。 

  ６番、田中議員。 

○６番（田中伸武君） 地域課題として、行政課題としてさらに取り組んでいくという

ことで、お互い頑張っていきましょう。 

  町のホームページで最初に申しましたように、始めてみませんかと、行政としては

地域に呼びかけているんです。始めてみませんか、地域猫活動。この制度をスタート

させたときの姿勢をぜひ、さらに持っていただいて、いろんな工夫を住民あるいはボ

ランティア、県とも情報交換しながらさらにより良い地域づくり、猫の問題だけど人

間の問題だということを本当にみんなで考えていくという町になっていけばいいなと

思います。 

  答弁は不要ですけども、さらに頑張りましょう。ありがとうございました。 

○副議長（児玉利典君） 以上で、第６項、「地域猫活動」の支援について、６番田中

議員の質問を終わります。 

  続いて、厚生関係第７項、高齢者の居宅（在宅）介護の支援について、６番田中議

員の質問を行います。 

  ６番、田中議員。 

○６番（田中伸武君） ６番、田中伸武です。 

  引き続きすみません。お昼前にごめんなさい。たまたまこのタイミングでなぜか私

の質問が２つ順番でいくと重なりまして、よろしくお願いします。 

  高齢者の居宅介護の支援についてのお尋ねであります。 

  高齢者の居宅あるいは在宅介護の支援について、町の高齢者福祉第８期介護保険事

業計画が来月から新しくスタートするというタイミングもあって質問させていただき

ます。 

  居宅、在宅、訪問介護といろいろありますが、つまりは施設に入らずに自宅で家族

が介護すると。そういう場合における支援のサービスについてであります。もちろん

いろんなサービスが多種多様にあります。今回はその中で私は住宅改修について、リ

フォームにスポットを当ててお尋ねしたいと考える次第であります。 

  まずの質問は、住宅介護の前提となる住宅介護についてどんなニーズが、どれほど

ニーズがあるかという問題であります。町がこの第８期計画のために、昨年実施した

町民アンケートでも在宅介護の希望は非常に高いという結果が出ております。もちろ
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ん家より施設に入ったほうが楽じゃわいという方もおられるでしょう。特別養護老人

ホームの入居を待つと、そういう待機者も依然として一定数あります。でも、家がホ

ームのように整備されて、ヘルパーさんががんがん来るんだと、それならそっちでも

ええんじゃないかというニーズもかなり強いんじゃないでしょうか。 

  第８期の計画にあたって、新たな小規模多機能の施設の募集へ向けての動きもある

ようですが、在宅のニーズをどう見るかということをお尋ねしたいと思います。 

  個人的な体験なんですけど、私も要介護５の父親を自宅で見まして、３年前に亡く

なったんですけども、施設やデイを、デイすら嫌がるんです。ちょうど高度成長期に

せっせと働いて一生懸命自分でマイホームを建てたと、ああいう世代には何か世話し

てもらうというかどうかも、自分の家、マイホーム意識というのはすごい強い。それ

が自分の人生をそこで過ごすことが豊かであるという思いが強いというのを実感して

おります。わがままといえばわがままなんですけども、マイホームで過ごしたいとい

うニーズがかなり強いんじゃないかと。アンケートの結果とも併せてお尋ねいたしま

す。 

  それから２つ目の質問、これが今回私もスポットを当てたいと思うんですけども、

住宅改修についてであります。家の事情というのはもちろんそれぞれケース・バイ・

ケースでありますし、家族の状況もそれぞれでしょうし、あるいは経済状況もそれぞ

れですけども、介護保険を使ってどの程度のことができるのかと。そういう改修の工

夫の問題であります。 

  家を施設のように近づけるために、どんな改修ができるのか。手すりつけまくると

いうのはよくあるわけですけども、大体、介護に入る家族の場合、突然介護生活に強

いられるというケースも多くて、みんな初心者というケースが多いんです。私もそう

でしたけども、一体何ができるのか、どの程度お金がかかるんか、介護保険の１割負

担というのはどの程度のことまでできるだろう、これが不安なわけであります。介護

保険を使った改修は府中町で年間２００件近くということですけども、自己負担１割

でかなりの人気メニューじゃないかと見ているわけでありますが、その活用実態はい

かがでしょうか。 

  それから、府中町には独自の制度ですけども、介護保険を使えない認定を受けてい

ない７５歳の高齢者で所得税非課税世帯に対しては、介護保険と同じように自己負担

１割でリフォームできるという制度がありますけども、これも非常に評価したいと思
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うんですけども、利用者はどうも年間数件ということであります。この実績はいかが

でしょうか。ＰＲなどが不足しているんではないでしょうか。 

  それからこれは住宅改修の例、最近私が見学させていただいた町内のある方ですけ

ども、もちろん町の担当の方よく御存じの例なんですけども、介護保険を利用してベ

ッドのすぐ脇に水洗トイレをつくっちゃった。普通ならお年寄りのそばにポータブル

トイレを置いて、そこで移乗できる人は座ってうんちすると。せっせと取り換えると

いうことをやるわけですが、この方は水洗トイレ、ウォシュレット付きの水洗トイレ

をベッドの横にがんとつくって、床下に配管工事、給水と排水の配管工事までつくっ

て、結構金かけてつくっているわけです。ところが、２０万円かかったんだけども介

護保険が適用されて２万円で済んだと、自己負担は。すごいいいですねという例であ

ります。 

  もちろん、条件がありまして、家に二つトイレがあったから、２階と１階にトイレ

があったからということで、２階のトイレを家族が使う。１階のトイレはそうやって

おばあちゃんに使ってもらうという例なんですけど、でも１、２階にトイレが一つず

つある家ではかなり面白いやり方じゃないかと思います。こんなのがあるんかという

の、実は知らんかったんですが思いついたわけです。やっぱりポータブルトイレだと

臭いが部屋に籠もります。昔は肥だめなんかどこの家にもあったとか、近くにあった

んだけども、今はなかなか臭いが籠もるのはどうも耐えられない。ウォシュレット付

きの水洗トイレがベッドの脇にあってじゃっとやるというのは、これはかなり介護、

精神的にも肉体的にも楽になる事例だと思いましたけども、こういう例も町では勧め

たわけではないでしょうけども、そういった例で町民の方もやっておられます。 

  裏技というと変ですけども、いろんなこの制度、あるいは家の状況に応じていろん

なやり方が、工夫があって、それによってはそれができるなら家でええじゃない、本

人も気兼ねないんじゃない、家族もこれええじゃないという例が結構あるんじゃない

かと思います。在宅介護をする場合に私はこの住宅の改修というのはかなり鍵を握る

問題ではないかと思っているわけであります。 

  いささかいつも質問長くて申し訳ないんですけども、在宅介護、いわゆる居宅介護

のニーズをどう見るかということと、その中で住宅改修、いろんな工夫があるんじゃ

ないかと。ここはもうちょっとみんなに知らせるような工夫があっていいんじゃない

かと。いろんな事例が実際にあるのをまだまだ知られていないんじゃないかと。そう
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いうことを今からどう取り組んでいくかということをお尋ねしたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

○副議長（児玉利典君） 答弁。 

  福祉保健部長。 

○福祉保健部長（山西仁子君） 福祉保健部長です。６番田中議員の一般質問、高齢者

の居宅（在宅）介護の支援について御答弁申し上げます。 

  府中町高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画が本年度で終了するため、現在、

令和３年度から令和５年度の３か年計画であります、府中町高齢者福祉計画・第８期

介護保険事業計画を策定中でございます。高齢者福祉計画・介護保険事業計画は老人

福祉法に基づく高齢者福祉計画と介護保険法に基づく介護保険事業計画を一体の計画

として作成するもので、府中町における高齢者福祉施策及び介護保険事業に係る保険

給付の円滑な実施に関する計画でございます。 

  １点目の御質問、介護が必要となっても在宅で家族の負担なく暮らしたいというニ

ーズは強い、小規模多機能型居宅介護施設などの増設とともに、ソフト面の支援も求

められる、特養待機者数などの分析と併せ、現状と課題をどう捉えているのかについ

てでございますが、ニーズ調査により介護が必要となっても在宅で家族の負担なく暮

らしたい、と回答された方は全体の４７．７％で半数程度おられ、議員御指摘のとお

り在宅介護のニーズは高い結果が出ております。 

  また、在宅介護実態調査においては、多頻度の訪問が在宅生活の継続に寄与する傾

向が見られました。これは、介護職、看護職等の目が行き届くことにより、在宅介護

者の不安の軽減につながっていると考えられます。 

  ８期計画で検討しております、小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅

介護は要介護者の在宅生活を２４時間支える重要なサービスであります。現在の３事

業所に加え、小規模多機能型居宅介護、または看護小規模多機能型居宅介護を１施設

整備することで、在宅生活の継続支援につながると考えております。 

  また、在宅高齢者・介護者へのソフト面の支援については、緊急通報システム事業、

見守り事業等によりひとり暮らし高齢者等の安否確認や不安の解消を図るとともに、

介護用品支給事業、高齢者軽度生活援助事業等により、経済的な支援や軽易な日常生

活上の援助を行っております。在宅介護のニーズに応えるためにも、事業の充実及び

広報に取り組んでまいります。 



- 39 - 

  続いて、特別養護老人ホームの待機者数についてですが、広島県の調査によると、

緊急度の高い待機者数は３２人ですが、うち２４人はほかの介護施設等の利用者や医

療機関に入院中の方で、在宅で介護されている人は８人となっております。町内には、

地域密着型の特別養護老人ホームが３施設あり、うち１施設が８期から広域型となる

ことで１９床増加する見込みです。 

  また、特別養護老人ホームについては、広島市を含む近郊の施設での広域利用も想

定されることから、８期計画内での増設は検討しておりません。 

  一方で、当町はコンパクトな町ということもあり、近距離で身近に利用できること

もあり、短期生活介護（ショートステイ）が全国的・広島県平均より利用率が高い傾

向にあり、ショートステイをうまく使いながら在宅生活を送る方が多い状況となって

おります。８期からは、このようなニーズに対応してショートステイを増床する施設

もございます。いつまでも住み慣れた地域でお元気に暮らせるように、介護予防や自

立支援、重度化防止対策を推進してまいります。 

  ２点目の御質問、居宅介護の助けとなる住宅改修について、工夫の具体例の分かり

やすい広報及び学習体験会の実施等、今後の取組を問うについてでございますが、介

護保険住宅改修費支給制度は、要介護・要支援認定を受けており、介護保険被保険者

証に記載されている住所地の住宅改修を実施した場合に対象となる制度です。 

  一番多い改修は、手すりの取り付けです。玄関、トイレ、お風呂、階段など、生活

動線部分に取り付けられております。そのほか、段差の解消、滑り防止、扉の取り換

え、洋式トイレへの取り換えなどがあり、それらの附帯工事も含まれております。ま

た、賃貸住宅でも大家さんの承諾があれば実施可能でございます。 

  平成３０年度は全体で１８７件、令和元年度は１９９件と多くの方が利用されてお

り、議員御指摘のとおり、居宅介護の大きな助けとなっていると言えます。 

  制度の周知方法ですが、町のホームページに掲載しているほかは、介護保険のパン

フレットを役場の窓口に置いております。また、介護保険住宅改修費支給の手引きを

作成し、事業者に配布しております。なお、介護保険住宅改修費支給制度のほか、要

支援・要介護認定のない７５歳以上の高齢者で、所得税非課税世帯の方を対象に、居

室等を改良する工事に要した経費（１０万円を限度とする）の９割に相当する額を助

成し、住み慣れた地域社会の中で引き続き安全に生活していくことができるよう支援

をする、高齢者住宅改造費助成制度も実施しております。 
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  続いて、学習会・体験会についてですが、住宅改修費支給制度についての学習会や

体験会はしておりませんが、家族介護教室や介護予防巡回教室などの啓発事業は実施

しております。 

  今後は、必要な人が必要なときにサービスを利用できるよう、制度や事業について

の広報を強化してまいります。 

  答弁は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○副議長（児玉利典君） ２回目の質問。 

  ６番、田中議員。 

○６番（田中伸武君） 答弁ありがとうございます。 

  在宅介護のニーズの問題、いろんな見方があると思って、別に論争するというわけ

じゃないんですけど、論議の中で私の意見も聞いていただきたく思いますが、さっき

のアンケートの中で、一つは４７％の人が介護が必要な状態になれば施設に入りたい

という結果だということでありますが、このアンケートで４７％以外のところでも常

時何らかの介護が必要になった段階で施設に入りたいという人が１３％、それから介

護が必要な状態になれば施設に入りたいと。要するに在宅でと望む４７％以外に必要

な状態になれば入りたいという方が３０％以上おられると。つまり、必要な状態にな

ればという意味はやむなくしょうがないから入りたいんじゃないかという意味がこの

回答の中には込められているんじゃないかと僕は解釈するわけであります。そうする

と、在宅で将来介護をしてもらいたいという４７％のほかにも、やっぱりもっとたく

さんの在宅で、施設に入るとは答えているけどそこにはやむなくであるというような

ニュアンスの回答がかなりいるんではないかと思います。半数近くの人が在宅介護を

望んでいるというけども、実際はもっと多い人が在宅介護を望んでいるんではないか

と私は解釈するわけであります。そこらはアンケートの分析とか今後の施設の認可計

画等の中で、心していただくべきではないかと私は思っております。 

  同様に、特別養護老人ホームの待機者の数についても、やはりさっきの３４名だっ

たか、というのは緊急性の高い待機者というくくりでありますから、緊急性の高くな

い待機者というのはもっといるわけでありまして、そこら辺は今ほかで当面は賄って

いるけども施設を求めているのであり、ひょっとしたら施設でなくて何か在宅での制

度があればそういうサービスを受けてもいいんじゃないかという思いも込められてい

るんではないかと思います。 
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  ここの数も合わせてぜひ町民それぞれの思いというのをくみ取って、次の計画に生

かしていただきたいと思います。 

  リフォームの問題、やっぱり大きいと思って先ほども質問したんですが、御答弁の

中にあった住宅改修費の手引書を準備してやっているというのを、これはリフォーム

業者向けのいわゆる住宅改修の手引きで、こんなことができますとか、こういう制度

でこういう申請しなさいということが書いてあるんですが、何かちょっと普通の一般

の利用者にはなかなか難しかったり、具体的に分かりにくい面もある。 

  取材しているときに、これも今から手引きも改定するということも御検討なさって

いるということなので、ぜひそれは一般の住民向けにこんな改修ができるんだ、さっ

きのトイレの裏技じゃないけども、こんなことができるんか、手すりばっかりじゃな

いんじゃなと、これじゃったら風呂とか家でお父ちゃん、お母ちゃんひょっとしたら

これならお互い気兼ねなく使えるんじゃないかという事例も結構あるんじゃないかと

思います。ビジュアルとしてもぜひ検討していただきたいし、先ほどの見学会や研修

会という話もありましたけど、やっぱり百聞は一見に如かずで、介護で今から大変じ

ゃいうとき人の家見にいって、こんなことやっとるんか、あるいは施設行ってこんな

道具があるんかというのは、自分でホームページ調べるだけじゃなかなか見つからん

ことを分かったりすることがあるわけでありまして、そこらはぜひ今からの改定の中

にもうちょっと具体的なマニュアル、あるいは事例として町民に示していくべきでは

ないかと考えるわけであります。 

  第２の再質問で申し訳ありませんが、待機者、あるいは在宅ニーズについてはやは

り高い目で見るべきではないかということと、具体的な住宅改修の重要性と町民への

きめ細かな分かりやすい指導というかアドバイス、これをさらに取り組むべきではな

いかという、重ねての質問ですがお尋ねしたいと思います。 

○副議長（児玉利典君） 答弁。 

  高齢介護課長。 

○高齢介護課長（宮脇理恵君） 高齢介護課長です。６番田中議員の２番目の御質問に

御答弁させていただきます。 

  まず１点目、施設の待機者というところでございます。住民のアンケートによりま

すと、議員言われましたとおり、何か介護が必要な状態になれば施設に入りたい、常

時何か介護が必要になった段階で施設に入りたいと言われる方が３５％ほどございま
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した。確かに家族に迷惑をかけたくないと言われる方もこの中には含まれていると思

います。御自身や御家庭の御事情により施設入所を希望される方、または余儀なくさ

れる方については一定数やはりございますので、介護需要や県、近隣市町の動向を注

視しつつ、必要な基盤整備のほうはこれからも行ってまいりたいと考えております。 

  ２点目の、住宅改修のことでございますけれども、住民の皆様にももっと分かりや

すくＰＲをということでございました。議員御指摘のとおり、工夫の具体例を分かり

やすく町民の方に知ってもらうガイドを求められているというところで、多くの町民

の方が制度とその内容をまず知っていただくことが重要だと思っております。そして

必要な方が必要なタイミングで使っていただく、もれなく御利用いただけるように例

えば住宅改修の具体例を写真やイラストと併せて紹介したりですとか、よくある質問

をＱ＆Ａという形で掲載する。分かりやすく工夫を加えまして町のホームページです

とか窓口で配布する資料につきましても住民様向けにしっかりと制度のＰＲができる

ように行ってまいりたいと思っております。 

  以上です。 

○副議長（児玉利典君） ３回目の質問。 

  ６番、田中議員。 

○６番（田中伸武君） お昼なんでやめます。 

  ありがとうございます。さらにそういった具体的な工夫を、さっきホームページの

話も出ましたけども、いろんな動画もできるんじゃないかみたいな話が出ているんじ

ゃないかと聞くんでありますけども、ぜひお願いします。 

  介護はやっぱりスタートするときは本当に初心者ですから、町の窓口ではいろんな

例があってこんなのもとあるんですけど、それをきめ細かくこんなんできますよとい

うのが分かりやすい、そういうものにしていただきたいと思います。 

  質問を終わります。ありがとうございます。 

○副議長（児玉利典君） 以上で第７項、高齢者の居宅（在宅）介護の支援について、

６番田中議員の質問を終わります。 

  以上で、厚生関係の質問を全部終わります。 

  ここで昼休憩にしたいと思います。 

  再開は１３時からとします。休憩。 

（休憩 午後１２時０５分） 
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（再開 午後 １時００分） 

○議長（益田芳子君） 議長を交代いたしました。 

  休憩中の議会を再開します。 

  続いて、建設関係の質問を行います。 

  建設関係第１項、公園の利用促進と安全管理について、１８番木田議員の質問を行

います。 

  １８番、木田議員。 

○１８番（木田圭司君） 皆さん、お疲れのところもうしばらくお付き合いください。

よろしくお願いします。 

  公園の利用促進と安全管理についてということで質問させていただきます。 

  府中町内には大小合わせて５６か所の公園が整備され、広島都市圏の中心に位置す

る府中町において、自然を感じることのできる、水分峡森林公園や揚倉山健康運動公

園、さらには府中大川河川敷沿いの大須公園などは憩いの空間と交流の場として多く

の人が利用されております。中でも、揚倉山健康運動公園は１年を通して利用が可能

となるよう、天然芝から人工芝へとリニューアルされ、今後さらなる利用が見込まれ

る公園であると考えます。また、中心市街地には空城山公園があり、こちらの公園も

令和２年４月に大型遊具が整備され、週末には町内外からの来場される利用者でにぎ

わいを見せています。 

  新型コロナウイルス感染症対策で３密を避けるということもあり、公園は健康増進

や体を動かすことのできる数少ない空間であると思います。 

  しかし、反面多くの公園利用者が車で来場されるため、徒歩、自転車での来場者と

の擦れ違い時の安全性を危惧するとともに、公園駐車場が満車になることが多く、園

路に列をつくっている光景をよく目にします。府中町に来てもらう、府中町を知って

もらうにはすばらしい公園だと思いますが、安全管理の徹底も必要だと思います。 

  そこでお伺いいたします。 

  コロナ禍の中、新しい生活様式として身近な公園の利用が増えていますが、駐車場

を増やす考えはありませんか。 

  老朽化した施設の更新計画は。 

  以上、２点お伺いします。よろしくお願いします。 



- 44 - 

○議長（益田芳子君） 答弁。 

  建設部長。 

○建設部長（井上貴文君） 建設部長です。１８番、木田議員からの御質問、公園の利

用促進と安全管理について御答弁のほうさせていただきます。 

  議員御指摘のとおり、府中町内には大小合わせて５６か所の公園が整備されており

ます。そのうち、都市計画決定公園は１３か所あり、揚倉山健康運動公園は平成３年

に、空城山公園は昭和５２年に決定を行い、現在まで町内外の方に多く利用されてお

ります。 

  空城山公園は、議員御指摘のとおり、昨年の４月に大型の複合遊具を整備し、新型

コロナウイルス感染症対策のため、一定期間利用の制限をさせていただいておりまし

たが、現在では解除し、利用者の皆様に感染症対策に御協力いただきながら運営をし

ているところでございます。 

  また、揚倉山健康運動公園では、３月１日に天然芝から人工芝へとリニューアルし、

一部制限はございますが利用を開始したところでございます。 

  中心市街地にある身近な公園として、多くの来場者が見込まれる公園として安全管

理はもちろん、利用者に喜んでいただける運営をしてまいりたいと考えております。 

  １つ目の御質問、コロナ禍の中身近な公園の利用が増えていますが、駐車場を増や

す考えはありませんかについて御答弁させていただきます。 

  身近な公園ということで、空城山公園は昭和５２年９月に都市計画の決定、昭和

６１年に供用を開始いたしております。約３５年が経過しております。昭和６１年当

時の空城山公園の駐車可能台数は３９台で、その後、平成１７年に２５台分の駐車台

数の拡張工事を行い、現在の駐車可能台数は６４台となっております。 

  国土交通省では、都市公園利用実態調査を５年から７年に１度実施し、整備・維持

管理等に際しての基礎資料として示されております。空城山公園は、面積５．６ヘク

タールの地区公園として整備され、当該公園の駐車必要台数は５５台となります。現

駐車場は平成１７年の拡張工事により、６４台の駐車場を確保しており、一般的な地

区公園としては必要な駐車台数が確保されていることから、現時点で拡張工事を行う

予定はございません。 

  また、近隣市町で中心市街地に地区公園を整備し、さらに駐車場確保されている公

園はございません。 
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  しかし、議員御指摘のとおり、休日に車での来場者は多く、園路での渋滞が起きる

ため、誘導員を配置するなどの安全管理に現在努めているところでございます。利用

者に喜ばれる公園として、より一層の安全管理の徹底に努めてまいります。 

  次に２つ目の御質問、老朽化施設の更新計画について御答弁させていただきます。 

  空城山公園の老朽化対策といたしましては、令和３年度に遊具、管理棟などの施設

の調査を行った上で長寿命化計画を策定し、令和４年度に再整備計画を立て計画的に

対策を行ってまいります。今後も利用者ニーズを踏まえた施設整備を行うとともに、

安全管理に努めてまいります。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（益田芳子君） ２回目の質問ございますか。 

  １８番、木田議員。 

○１８番（木田圭司君） 御答弁ありがとうございました。 

  部長の答弁では、駐車台数が足りているとのことですが、現状は公園の駐車場は常

時混雑しており、土曜、日曜、祝日は警備員さん２人を配置して対応しておられると

思います。 

  駐車場の増設が難しいならば、駐車場の有料化をして回転率を上げるという方法を

取れば町の財源確保にもなりますし、空城山公園の整備等にその財源を使っていくと

いうようなことも考えられると思うんですが、いかがでしょうか。 

  また、皆さん御存じのようにこの公園はウオーキング、ランニング等の利用者さん

が現状では駐車場を横断するというか渡るというか、そういう難しい構造になって非

常に危険だと思われます。ついては、車と歩行者の動線を分ける工夫はできないでし

ょうか。 

  車についても、現状はもともとの古いロータリーがあるほうから入って新しくでき

たほうから出ていくために車が交差する格好になります。私は今と逆にして新しくで

きたほうから入ってもらって、左側通行ですからそのまま左に入ってもらって、ぐる

っと回ってロータリー側から出ていただければ車が交差することがなくなるのではな

いかというふうに考えておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（益田芳子君） 答弁。 

  維持管理課長兼職次長。 

〇建設部次長兼維持管理課長（屋敷 学君） 維持管理課長兼職次長です。１８番木田
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議員さんの今の御質問に対して御答弁させていただきます。 

  三つの質問をいただきまして、全て空城山公園の駐車場の管理ということで、一括

してお答えさせていただきたいと思います。 

  議員御指摘のとおり、空城山公園の駐車場利用に際し、休日は常時満車となってお

りまして、駐車場に入るために坂道に車が並んでいる状況でして、利用者の皆様には

大変御迷惑をおかけしております。その中で、町として何をするかということも含め

てお答えさせていただきます。 

  まず最初に、議員御指摘の駐車場の入り口と出口の交差、要するに空城山公園に入

っていく車と出ていく車が重なるじゃないかという御指摘だと思うんですけれども、

それについては利用者の方やあるいは管理人の方の協力のおかげで、ようやく入り口

と出口の認識を利用者の方がしていただけるようになったというふうに認識しており

ます。最近は、トラブルもなく落ち着いてきたというところでございます。 

  ここで、入り口と出口をまた変えてしまうと利用者の方に混乱が生じまして、ひい

ては事故につながるおそれがありますので、現時点では変更する予定のほうは考えて

おりません。 

  また、駐車場内を利用する方がウオーキングで歩くということに関してなんですけ

れども、空城山公園でウオーキングされる方は遊歩道から駐車場を通って周回すると

いうことが慣習というか行動パターンになっています。これは開園からおおむね

３５年間続いている光景でして、ウオーキングされる方も車の方も十分に注意してい

ただいておりまして、駐車場内の秩序が保たれているというふうに考えております。

これにつきましても、すぐに見直しをするということは非常に難しいというふうに考

えております。 

  しかしながら、最近では新規の利用者の方もどんどん増えてきております。そして、

駐車場も当然満車状態が続いていますので、議員の御指摘も踏まえまして駐車場の運

営、あるいは利用の方法について見直すことも必要であるというふうに考えておりま

す。 

  その中に、先ほど言われました有料化、あるいはほかの場所への臨時駐車場の確保、

あるいは駐車場の中自体を整理していくといったいろんな方法が考えられますので、

それも含めて検討することも必要であるというふうに思っております。 

  部長の答弁にもありましたように、来年度、長寿命化計画というものを策定する予
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定でありますので、利用者の皆様の安全と利便性のほうを確保し、ますます空城山公

園に行ってみたいと思えるような魅力的な施設になるように、しっかりと検討してま

いりますので、もう少しお時間のほう頂ければと思います。 

  答弁は以上です。御理解と御協力のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（益田芳子君） ３回目の質問ございますか。 

  １８番、木田議員。 

○１８番（木田圭司君） 御答弁ありがとうございました。 

  公園利用者さんもそうなんですけど、近隣の住宅、特に木が家に向かってすごい傾

斜があってそこから木が近隣の家の屋根にぶつかっているとか、葉っぱがたくさん落

ちているという状況もあります。これはすぐ対応はしていただいているんですけど、

なかなか傾斜がきつくて大変な作業だというふうに思います。この辺も計画的に管理

を徹底していただきたいという要望。 

  ３回目、全部要望になるんですけど、利用者さんに快適に使っていただくためには

トイレも一応洋式化されたりいろいろされているんですけど、絶対数が少ない。私も

たまに行くんですけど、数も少ないですしきれいとは言い難いトイレかというふうに

感じております。 

  引き続き、利用者さんと近隣住民含めの安全を確保し、皆様に安心して快適に利用

していただける公園であるよう、様々な観点、いろいろな角度から検討していただけ

ますよう要望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。 

○議長（益田芳子君） 以上で、第１項、公園の利用促進と安全管理について、１８番

木田議員の質問を終わります。 

  以上で建設関係の質問を終わります。 

  よって、日程第２、一般質問を終わります。 

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

  次に、休憩中にお手元に配付しましたとおり、町長より第２３号議案、副町長選任

の同意について、及び第２４号議案、教育長任命の同意についてが提出されました。

つきましては、これを日程に追加し、追加日程第１及び追加日程第２として直ちに議

題に供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） 
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○議長（益田芳子君） 御異議なしと認めます。 

  それでは、追加日程第１、副町長選任の同意についてを議題に供します。 

  本件について、理事者の説明を求めます。 

  町長。 

○町長（佐藤信治君） 追加議案で第２３号議案を提出させていただいております。広

島県知事と交わしております副町長の派遣に関する覚書、これに基づきまして、末平

顕雄現副町長の派遣期間がこの３月３１日で満了いたしまして、４月１日付で広島県

に復帰されます。このため、後任の副町長を選任することに同意をいただく議案を提

出させていただいているものでございます。 

  それでは議案を読み上げます。 

  第２３号議案 令和３年３月１６日提出。 

  副町長選任の同意について。 

  府中町副町長に次の者を選任することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１６２条の規定により議会の同意を求める。 

                              府中町長 佐藤信治 

  同意をお願いする方は、住所が広島県安芸郡府中町浜田４丁目８番９号。お名前は

齋藤哲也氏でございます。 

  提案理由でございますが、末平副町長が令和３年３月３１日をもって退職をし、広

島県に復帰されるため、後任の副町長の選任について同意を求めるものでございます。

任期は令和３年４月１日から４年間でございます。 

  齋藤氏について簡単に御紹介いたします。 

  齋藤氏は、昭和３４年５月１４日生まれ。現在６１歳の男性でございます。昭和

５５年１月に広島県職員に採用され、呉農林事務所を皮切りに環境保健部公衆衛生課、

総務部税務課、総務部総務課、県教育委員会生涯学習部スポーツ健康課などを経て、

平成２２年に総務部総務課調整監、平成２４年から平成２７年までは坂町副町長に就

任されております。ちょうどその間、私も本町の副町長を務めていた期間でございま

して、県や安芸郡での諸会議等で御一緒になる機会が多く、誠実なお人柄や豊富な行

政知識、課題や問題を的確に把握・解決をする手腕に敬服していたところでございま

す。 

  その後、広島県に戻られ、総務部税務課長、広島県会計管理者をお務めになり、平
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成３１年３月に広島県を退職されました。同年４月からは今日までは広島県国民健康

保険団体連合会常務参事として御活躍されております。 

  齋藤氏は地方行政に幅広い知識と経験を有し、本町の副町長にふさわしい人物でご

ざいます。ぜひとも副町長選任の同意をいただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

  以上です。 

○議長（益田芳子君） ここでお諮りします。 

  本案は人事案件でありますので、慣例に従いまして質疑・討論を省略し、原案のと

おり同意することに決したいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（益田芳子君） 御異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。 

  以上で、追加日程第１、副町長選任の同意についてを終わります。 

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

○議長（益田芳子君） ここで、末平副町長におかれましては、任期は３月３１日まで

となり、本会議は最後ということになりますので、御挨拶をお願いしたいと思います。 

  末平副町長、登壇願います。 

○副町長（末平顕雄君） 皆さんこんにちは。副町長の末平でございます。 

  退任に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

  平成３１年４月に副町長を拝命してから２年にわたり、府中町行政に携わってまい

りましたが、今月末をもって退任し、県に復帰することとなりました。至らぬ点も

多々あったかと思いますが、議員の皆様には温かい御指導・御鞭撻を賜り、厚くお礼

を申し上げます。 

  佐藤町長のリーダーシップの下、職員とともに府中町のまちづくりに携われたこと、

そして何より多くの方々と出会えたことは私にとっての大切な宝物であり、これから

の人生において貴重な財産になると思っております。 

  第４次総合計画の中間見直し、後期実施計画の策定に係る主要施策の検討調整や、

コロナ禍を乗り切るための行政施策の展開など、様々な課題の解決に向けて少しでも

お手伝いできたことをうれしく思いますし、こうして職務を全うすることができたこ

とは、町長職員をはじめ、議員の皆様、そして町民の皆様の御理解と御協力のおかげ
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であると心から感謝しております。 

  ４月からは県に復帰しますが、今回の御縁を大切にし、微力ではありますが今後も

府中町の応援団として何らかの形で貢献していきたいと思っております。 

  最後になりましたが、府中町の今後のますますの発展、そして皆様方の御活躍と御

健勝を祈念いたしまして、退任の挨拶とさせていただきます。 

  皆さん本当にお世話になりました。 

○議長（益田芳子君） 末平副町長におかれましては、これまでの府中町行政に大変お

力を注いでいただき、ありがとうございました。 

  なお、新しい副町長につきましては、任命後の最初の議会で御挨拶を受けることに

いたします。 

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

○議長（益田芳子君） 続いて、追加日程第２、教育長任命の同意についてを議題に供

します。 

  それでは、本件について理事者の説明を求めます。 

  町長。 

○町長（佐藤信治君） 第２４号議案 令和３年３月１６日提出。 

  教育長任命の同意について。 

  府中町教育長に次の者を任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第１項の規定により議会の同意を求め

る。 

                              府中町長 佐藤信治 

  同意をお願いする方は、住所が広島県広島市東区戸坂くるめ木１丁目２２番１１号。

お名前は新田憲章氏でございます。 

  提案理由でございますが、高杉良知現教育長の任期が令和３年３月３１日をもって

満了するため、後任の教育長の任命について同意を求めるものでございます。 

  任期は、令和３年４月１日から３年間でございます。 

  新田氏について、簡単に御紹介いたします。 

  新田氏は昭和３０年３月２３日生まれ。現在６５歳の男性でございます。 

  昭和５３年４月に広島県教育委員会に教員として採用され、府中町立府中南小学校

に配属され、以後、平成３年３月まで本町の教育現場で指導に当たられました。同年
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４月から平成６年３月までは、社会教育主事として本町教育委員会に派遣され、本町

教育委員会でお勤めいただいております。 

  その後、海田教育事務所、県社会教育課を経て広島県立生涯学習センター振興課長

に就任され、福山教育事務所生涯学習課長、広島県立生涯学習センター所長を経て、

平成２４年に呉市立両城小学校長に就任され、平成２７年３月に定年退職されました。

退職後は、中国新聞ＮＩＥコーディネーターをお務めで、その間、比治山大学、広島

女学院大学、安田女子大学の非常勤講師としても幅広く御活躍されておられます。 

  新田氏は、教育現場、教育行政双方において豊富な経験と見識を有し、本町の教育

長にふさわしい人物でございます。ぜひ、教育長任命の御同意をいただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（益田芳子君） ここでお諮りします。 

  本案も人事案件でありますので、慣例に従いまして質疑・討論を省略し、原案のと

おり同意することに決したいと思いますが御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（益田芳子君） 御異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。 

  以上で、追加日程第２、教育長任命の同意についてを終わります。 

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

○議長（益田芳子君） ここで、高杉教育長におかれましても、任期は３月３１日まで

となり、本会議は最後ということになりますので、御挨拶をお願いしたいと思います。 

  高杉教育長、登壇願います。 

○教育長（高杉良知君） 皆さんこんにちは。 

  ただいま、議長のお許しをいただきましたので、高いところからではございますけ

れども、一言、退任の御挨拶を申し上げたいというふうに存じます。 

  私が教育長としての辞令をいただきましたのは、１０年前、平成２３年４月１日の

ことでございました。これまで、府中町の多くの方々により、営々と築き上げてこら

れた教育を基盤に、さらに充実させるべく地域ぐるみの人材育成を基本方針に、挨

拶・感謝・志をキーワードに掲げ取り組んでまいりました。平成２７年１２月８日、

町立中学校の当時３年生の生徒が自らの命を絶つという、決してあってはならない大
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変痛ましい出来事が発生いたしました。御遺族はもちろん、議員の皆様、そして町民

の皆様方には多大な御心痛をおかけいたしましたこと、心からお詫びを申し上げたい

というふうに思います。 

  自来、学校教育におきましては、生徒一人一人の心に寄り添い、信頼される教育の

確立、これを府中町教育の根幹に据え、志の教育、グローバル教育、そして教職員の

人材育成等について、公私間連携、さらには地域連携、これを柱に保護者また地域の

皆様方のお力をお借りしながら教育委員会、学校教職員一丸となって取り組んでまい

りました。社会教育におきましては、現代的課題の学習機会の充実や家庭教育支援、

青少年教育、さらには下岡田官衙遺跡の国指定に向けての取組、こういったようなこ

とにも取り組ませていただきました。また、学校の耐震化、普通教室へのエアコンの

設置、トイレの洋式化、ＩＣＴの環境整備、本当に教育環境の整備に向けて取組をさ

せていただきました。そして公民館、資料館を複合化させた社会教育施設の建設にも

取り組ませていただきました。 

  今、この職を終えるに当たりまして、誠に感慨深いものがございます。幸い、町議

会の温かい御理解と御支援をいただくとともに、町長をはじめ良い職員に恵まれなが

らこの職を終えさえていただくことができ、本当に恵まれた教育長であったというふ

うに思っております。 

  私は、この３月末をもって退任いたしますけれども、力及ばず多くの課題を残して

おります。そうした多くの課題とともに道を後任の教育長に託すことになります。新

教育長には、町議会の御理解と御指導の下で新たな府中町教育が、ますます充実・発

展させていただくことを強く念願をいたしております。 

  終わりになりますけれども、本当に長きにわたりお世話になりました町議会の皆様

に心から御礼を申し上げますとともに、忠恕で貫かれた府中町教育のますますの発展

と府中町の反映を心からお祈りを申し上げまして、私からの退任の挨拶とさせていた

だきます。 

  長い間、本当にお世話になりました。ありがとうございました。 

○議長（益田芳子君） 高杉教育長におかれましては、これまで長年にわたり府中町教

育行政に大いなる御尽力をいただき、ありがとうございました。 

  なお、新しい教育長につきましても、任命後の最初の議会で御挨拶を受けることに

いたします。 
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  以上で、今定例会に附議された案件の審議は全て終了いたしました。 

  ここで、町長が御挨拶したいと申し出ておられますので、許可します。 

  町長。 

○町長（佐藤信治君） ３月定例会閉会に当たりまして、一言、お礼の御挨拶を申し上

げます。 

  本定例会は、去る５日から本日まで１２日間、令和３年度当初予算の御審議をいた

だくということで予算特別委員会も設置され、また委員会での密を避けるため例年よ

り１日多い委員会日程となりまして、長丁場の定例会でありました。 

  報告が行政報告を含めまして４件、議案が２０件、さらに本日追加議案２件、全部

で２３件の議題につきまして、皆様には熱心な御審議をいただき、全て御承認いただ

きました。感謝申し上げ、お礼を申し上げたいと思います。 

  新年度予算につきましては、審議過程の御意見を念頭に入れて適正に執行してまい

りたいと考えております。 

  加えまして、新型コロナウイルス感染症では広島においては一時期の感染拡大は落

ち着きを取り戻してはおりますが、ウイルスが消えたわけではなく、またワクチン接

種が進んでいるわけでもございません。県民の皆様、町民の皆様の懸命な感染対策の

徹底の賜物であろうというふうに思っております。今後、ワクチン接種を進めること

になりますが、しっかりと準備を進めてまいります。 

  当座のスケジュールとして、４月２６日の週にまずは高齢者施設の予防接種を開始

する予定です。６５歳以上の方の集団接種、個別接種につきましては５月の連休明け

から開始する予定でございます。 

  一方で、ワクチン供給を含めて未確定な要素が多々ございます。確かな情報を早く

キャッチし、情報は関係者でしっかり共有して速やかに意思決定をする。そして、そ

うした情報は町民の皆様に早く正確に提供するよう努めてまいりたいというふうに思

っております。 

  終わりに、皆様方におかれましても、健康には十分留意されまして、お元気で御活

躍されますことを祈念を申し上げまして、お礼の挨拶といたします。 

  ありがとうございました。 

○議長（益田芳子君） これをもちまして、令和３年第２回府中町議会定例会を閉会い

たします。御苦労さまでした。 
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（閉会 午後 １時３５分） 


