
令和３年度 

府中町地域懇談会 
～住んでよかった、住んでみたいまちづくり～ 

※府中町 PRキャラクター「椿町ファミリー」。

  府 中 町 

第３回 



次  第

1. 開催（10 分）
・町長挨拶

・本日の流れ説明

2. 町の取り組みに関する意見交換（50 分）…【資料１】（3p~29p）

「災害に強いまちづくりに向けて」 

・説明（20分）

・意見交換（30分）

（休憩） 

3. 地域課題に関する意見交換（50 分）…【資料２】（31p~38p） 
※事前提出いただいた、地域課題に関する意見交換。

4. 閉会

  地域の皆さんと町長をはじめ役場職員が、町政や地域課題に関して相互理解を深め、 

連携・協働してまちづくりを進めていくために、令和 3 年度から新たに開催している  

意見交換会です。 

●府中町地域懇談会
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【資料１】

町の取り組みに関する意見交換

「災害に強いまちづくり」 
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災害に強いまちづくりに向けて
~ 現在の取り組みと今後に向けて 〜

広島県防災キャラクター
「タスケ三兄弟」

府中町

第３回府中町地域懇談会

【⽬ 次】
現在の取り組み

◆ 災害復旧⼯事等の状況
● 榎川護岸の状況
● ⽔分峡森林公園の状況
● 広島県において計画中の砂防・治⼭施設の整備

◆ 防災・減災に向けた取り組み

● 避難所の防災機能強化 等

今後に向けて
◆ ⼀体的な防災・減災対策の推進 〜災害に強くしなやかなまちに〜
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◆ 災害復旧⼯事の状況

右岸

1.県事業番号⑤︓榎川護岸 役場前（平成30年7⽉豪⾬災害）

被災状況 現 況

令和3年度
着⼿予定

● 榎川護岸の状況
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2.県事業番号⑥︓榎川護岸 旧消防署前（平成30年7⽉豪⾬災害）

被災状況 現 況

令和元年6⽉
完了

3.県事業番号⑦︓榎川護岸 北⼩学校下流（平成30年7⽉豪⾬災害）
【左岸・右岸】

被災状況 現 況

令和元年5⽉
完了
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4.県事業番号⑧︓榎川護岸 御⾐尾橋下流（平成30年7⽉豪⾬災害）

被災状況 現 況 令和2年11⽉〜
令和3年度末

⼯事施⼯中

5.県事業番号㉔︓榎川護岸 安芸の湯裏右岸（令和２年7⽉豪⾬災害）

被災状況 現 況
〜令和3年度末
⼯事施⼯中
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1.県事業番号Ⓙ︓⼤堰堤周辺（平成30年7⽉豪⾬災害）

被災前 被災状況（平成30年7⽉豪⾬）

● ⽔分峡森林公園の状況

1.県事業番号Ⓙ ︓⼤堰堤周辺【県による⼆次災害防⽌対策】（平成30年7⽉豪⾬災害）

⼟砂等撤去

撤去完了
平成30年7⽉末〜
平成30年8⽉末
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1.県事業番号Ⓙ︓⼤堰堤周辺【経過と現況】
令和3年3⽉25⽇ 令和3年7⽉25⽇

現 況
（令和3年8⽉19⽇

※⼤堰堤定点カメラの画像
（位置は、別添参考資料参照…⽔分峡森林公園⑲横）

＜不透過型砂防堰堤の機能＞…別添参考資料4ページ参照。

◆ 渓床や河岸が削れるのを防ぐ機能

◆ ⽔の流れを緩やかにする機能

◆ ⼟⽯流をとらえる機能

※資料出典（広島県）

【参考】砂防堰堤の機能
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2.県事業番号⑩︓草摺の滝（平成30年7⽉豪⾬災害）

被災前 被災状況（平成30年7⽉豪⾬）

2.県事業番号⑩︓草摺の滝（平成30年7⽉豪⾬災害）

現 況 令和2年11⽉〜
令和3年度末

⼯事施⼯中
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3.町事業番号㉒︓憩いの森広場（令和２年7⽉豪⾬災害）

被災前 被災状況（令和2年7⽉豪⾬）

3.町事業番号㉗︓憩いの森広場（令和３年7⽉豪⾬災害）

被災状況（令和3年7⽉豪⾬）
〜令和3年度末
⼯事施⼯中
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関連計画等 砂防施設・治⼭施設
（府中町分）

広
島
県

平成30年7⽉豪⾬災害
砂防・治⼭施設整備計画

【砂防施設】
・榎川⽀川５（みくまり⼀丁⽬）… 別添箇所図 ⒶⒶ´
・榎川⽀川１９隣（瀬⼾ハイム三丁⽬）… 別添箇所図 Ⓑ
・榎川⽀川１１・１２（⼭⽥四丁⽬） …別添箇所図 ⒸⒹ
・⼋幡川⽀川１８（⼋幡四丁⽬） … 別添箇所図 Ⓔ
・⼋幡川⽀川１６（⼋幡三丁⽬） … 別添箇所図 Ⓕ

【治⼭施設】
・蛇抜⼭地区（瀬⼾ハイム四丁⽬）【済】 … 別添箇所図 Ⓖ
・⽔分地区（⽔分） … 別添箇所図 Ⓗ

ひろしま
砂防ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ2021

【砂防施設】
※上記と同じ

● 広島県において計画中の砂防・治⼭施設の整備【府中町分⼀覧】

【砂防施設】

現 況

 榎川⽀川５（みくまり⼀丁⽬）
（ⒶⒶ´︓2箇所）

◆現在整備中の砂防堰堤…別添箇所図 Ⓐ
⼟砂災害対策施設の⼯事が完了し、

引き続き、周辺部の⼯事を実施中。

※計画中の砂防施設…Ⓐ´
実施時期を含め、調査検討中。
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防災・減災に向けた取り組み
避難所の防災機能強化 等

防災・減災に向けた取り組み

 避難所の防災機能強化

・避難施設に電源切替装置を設置
令和2年度︓総社会館、南交流センター、福寿館

・避難施設へ防災備蓄倉庫を設置
令和3年度予定︓北⼩学校、東⼩学校
令和4年度以降︓その他の⼩中学校等

 防災拠点の機能確保

災害対策本部を設置する役場本庁舎電⼒確保のため、
⾮常⽤発電機を更新。

役場庁舎横⾮常⽤発電機
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防災・減災に向けた取り組み
 避難体制の確⽴

・ハザードマップの活⽤
・避難の呼びかけ体制整備
・防災リーダーの育成
・分散避難の必要性

 避難⾏動要⽀援者

・名簿の活⽤（同意者名簿の提供）
・個別避難計画の策定
・避難訓練の実施

府中町総合防災マップ

防災・減災に向けた取り組み
 計画的な備蓄、⺠間との連携

・備蓄計画の策定
・物資協定の締結

 家庭内備蓄について
南海トラフ巨⼤地震の発⽣時には、広範囲にわたる被害が

予想され、⽣産や物流が滞る可能性があります。
下記を⽬安に、家庭内での備蓄にご協⼒ください。

【家庭内での備蓄の⽬安】
・３⽇分（できれば１週間分）以上の⾷料・⽔
・１か⽉分の消耗品
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防災・減災に向けた取り組み
 災害情報伝達の多様化 次の⽅法で情報を配信しています。

● 令和元年６⽉〜

● 令和3年11⽉〜

町公式アプリ「ふちゅうポータル」
「ごみ分別アプリ」に防災情報等の配信機能を追加。
※ごみ分別アプリを利⽤されていた⽅も、アップデートが必要です。

登録・利⽤に当たって不明な際は、危機管理課（役場4階）☎286-3243へ

今後に向けて
⼀体的な防災・減災対策の推進
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⼀体的な防災・減災対策の推進
〜災害に強くしなやかなまちに〜

【府中町国⼟強靭化地域計画】

 国⼟強靭化とは
⼤規模な⾃然災害に⾒舞われても、⼈命と社会経済

に致命的な被害を負わない「強さ」と、速やかに回復
する「しなやかさ」を持った国⼟づくりに取り組むこと

 計画期間
令和３年度〜令和７年度（５年間）

【府中町国⼟強靭化地域計画】

計画の位置付け
国・県の強靭化計画と町

の総合計画と調和・整合を
図り、国⼟強靭化に関する
施策を総合的・計画的に進
める指針となるもの
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【府中町国⼟強靭化地域計画】

基本⽬標

● ⼈命の保護が最⼤限図られること

● 町及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること

● 町⺠の財産及び公共施設に係る被害の最⼩化

● 迅速な復旧・復興

【府中町国⼟強靭化地域計画】

●⼈命を守る
・学校や福祉施設などの⽼朽化対策
・市街地の浸⽔対策 など

●被災者などの健康・避難⽣活環境の確保
・備蓄品の確保 ・予防接種の促進
・公共下⽔道の整備 など

●⾏政機能の確保
・執務環境など危機管理体制の維持・強化
・広域応援体制の構築 など

●情報通信機能の確保
・通信機器などの整備による情報収集
・伝達⼿段の確保・充実 など

事前に備えるべき⽬標と主な施策
●地域経済活動の維持

・企業ＢＣＰ策定の普及・啓発 など
・交通ネットワークなどの確保・早期復旧

●交通インフラの整備
・道路や橋りょうの⻑寿命化・耐震化
・⼟地区画整理事業の推進 など

●複合災害・⼆次災害の発⽣防⽌
・地域防⽕体制の強化
・ブロック塀の倒壊による被害の防⽌ など

●より迅速に強靭な姿で復興できる条件整備
・災害廃棄物処理の円滑化
・地籍調査の推進 など
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【府中町国⼟強靭化地域計画】

強靭なまちの実現のために
⾏政だけでなく、⺠間事業者や町⺠の皆さんも含め

すべての関係者が連携・協⼒しながら、

「⾃助（じじょ）」「共助（きょうじょ）」

「公助（こうじょ）」
を適切に組み合わせた取り組みが重要です。

引き続き、

ご理解とご協⼒を

お願いします。
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【資料１】町の取り組みに関する意見交換「災害に強いまちづくり」 

 

●質問と回答 

①五反田町内会 【地域重点課題】                          

◆ 五反田（みくまり 1丁目）地区の砂防堰堤の早期施工…22ｐ 
 
②石井城上町内会・御衣尾町内会 【地域重点課題】                     

◆ 砂防ダム（水分神社付近の堰堤等）や榎川災害復旧工事の状況 

 を教えてほしい…23ｐ 
 
③城ヶ丘むつみ会町内会・御衣尾町内会・石井城上町内会・石井城下 

 町内会 【地域重点課題】                   

◆ 「城ヶ丘会館や児童公園内の放送設備について」ほか、防災行政 

無線による放送等について…24ｐ～25ｐ 
 
④桜ヶ丘町内会                         

◆ 民有地間の山崩れ（土砂災害）時の対応について…26ｐ 
 
⑤御衣尾町内会                         

◆ 高齢者避難呼びかけ対象者の情報共有…27p 
 

⑥五反田町内会                           

◆ 水路幅の拡張と直角に曲がる水路の解消…28ｐ 
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【災害に強いまちづくりに関する質問と回答 ① 】
　番号 R3 A 8

　提出町内会 町内会

　分類

　質問内容

　担当部署

【資料１】

 町の取り組みに関する意見交換

都市整備課（県砂防課）

五反田

　回答

◆砂防堰堤の整備については、実施主体となる広島県策定の「ひろしま砂防アクションプラン２
０２１」において、平成３０年７月豪雨により被災した箇所を重点的に整備していくこととなっ
ている。
◆この計画には、提案箇所のうち、現在施工中の箇所に加えて、隣接する渓流の砂防施設１か所
の整備が含まれている。残る２か所については、今後、町全体の渓流の状態を確認しつつ、次期
アクションプランへの要望等を引き続き検討していきたい。（資料13ページ参照）

砂防堰堤

◆五反田（みくまり1丁目）地区の砂防堰堤の早期施工
　五反田町内会のみくまり1丁目には4本の谷川があり、この4本の谷川は全て
土石流発生の危険性が高い特別警戒区域にされている。平成30年の災害発生
後、現在の谷川がどのような状態であるか調査に入り、その状況を写真に撮
り、広島県西部建設事務所に再び土石流が発生する危険性が有るかどうか相談
に行ったところ「危険性は高い」との回答であった。
　現在、その中の1箇所は県で砂防堰堤を施工中であり、令和3年11月末に完
成予定であるが、残り3箇所について砂防堰堤を施工されるよう要望する。
　大雨警報が出るたびに土石流発生の恐怖から避難所へ避難しており、住民が
安心して暮らせるよう早期に残りの砂防堰堤を施工するよう切に要望する。
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【資料１】

 町の取り組みに関する意見交換
【災害に強いまちづくりに関する質問と回答 ② 】
　番号 R3 A 12

　提出町内会 町内会

　番号 R3 A 5

　提出町内会 町内会

　分類

　担当部署

砂防堰堤・河川災害復旧

◆防災対策の早期実施を要望（御衣尾町内会）
①榎川の河川工事が進んでいない箇所が2か所あり（みくまり病院入口・安

芸の湯裏）早急に実施してほしい。
②水分神社上の砂防ダムは土砂が満杯状態になっていて、今後の豪雨対策に

不安がある。定期的に土砂を撤去してほしい。

◆砂防ダムの状況を教えてほしい。（石井城上町内会）
水分神社付近の堰堤等、砂防ダムの状況や榎川の災害復旧工事等の状況を教

えてほしい。

石井城上

都市整備課（県砂防課）

◆榎川の災害復旧工事２か所（みくまり病院入口・安芸の湯裏）については、今年度内完了予定
で復旧工事を施工中。（資料8ページ参照）
◆水分神社付近砂防堰堤については、施設管理者の広島県に確認したところ、現況で正常な機能
を発揮しているとのこと。現況より更に異常な堆積が発生した場合は、町としても施設管理者の
広島県と連携し、対応していきたい。（資料１０ページ参照）

　回答

御衣尾

　質問内容
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【資料１】

 町の取り組みに関する意見交換
【災害に強いまちづくりに関する質問と回答 ③ 】
　番号 R3 A 14

　提出町内会 町内会

　番号 R3 A 6

　提出町内会 町内会

　番号 R3 A 11

　提出町内会 町内会

　番号 R3 A 15

　提出町内会 町内会

　分類

　担当部署

石井城上

　質問内容

◆城ヶ丘会館や児童公園内の放送設備（防災行政無線による放送）について
（城ヶ丘むつみ会）
　防災行政無線が聞こえづらいので、児童公園内の放送設備の改修や、災害時
に自主避難所としている城ヶ丘会館内にも放送内容が聞こえるようにするな
ど、検討してほしい。

御衣尾

石井城下

◆高齢者の緊急避難について（御衣尾町内会）
　①LINE等の防災アプリはどの程度、普及していますか？特に高齢者では。
　②緊急放送が聞こえ辛いので、本当に必要な方（危険エリアの高齢者等）に
は有線ラジオ等の貸し出しの検討をお願いしたい。
　③緊急放送以外にサイレンの回数によって情報の緊急度合いとその内容を決
めて発信すると分かりやすいのではないでしょうか。

◆町内放送が聞き取りにくい（石井城上町内会）
　チャイムの音はよく聞こえるが、内容が聞き取りにくい。防災ラジオの配布
または購入補助。

◆町内アナウンスが聞き取り難い（石井城下町内会）
　府中町からのスピーカーアナウンスの声が、会議で聞き取りをしたところ、
ほぼ全域において、よく聞こえない、よくわからない、聞き取り難いといった
い意見が多くありました。対応策1.聞こえ難い地域には、車（宣伝カー）を走
らせて知らせる。拡声器による町内アナウンスは今まで通り実施する。聞き取
り難い地域には宣伝カーを走らせて知らせる。2.拡声器マイクを取付ける位置
をできるだけ、高い位置に下向きに設置する。3.拡声器マイクの設置箇所数を
増やす。4.緊急災害情報のシステムを利用する。→スマホにそうした府中町か
らの緊急連絡情報を流れるようにできないか。

城ヶ丘むつみ会

防災

危機管理課・自治振興課
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【資料１】

 町の取り組みに関する意見交換

　回答

◆防災行政無線放送については、今年１月に無線の音響調査を行い、石井城周辺についても、難
聴地区としてスピーカー改修や増設について検討中。ただし、どれだけ整備を行っても雨風等の
影響により、災害時には聞こえにくくなることが多々あるため、複数の手段で防災情報を取得し
ていただきたい。
【防災情報取得方法（例）】※資料16ページ参照。
・携帯電話等をお持ちの人
→メール、LINEの活用
・携帯電話等をお持ちでない人
→固定電話やFAXにてよる情報配信の活用
ご提案の防災ラジオ等、他の情報取得手段についても、随時検討中。

◆防災メール等の登録者数（令和３年10月時点）
・防災メール 約4,600人
・ＬＩＮＥ 　　　　約6,000人
・ヤフー防災アプリ　約16,000人
※年齢（年代）が登録項目となっていないため、年代詳細は不明。
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【資料１】

 町の取り組みに関する意見交換
【災害に強いまちづくりに関する質問と回答 ④ 】
　番号 R3 A 1

　提出町内会 町内会

　分類

　質問内容

　担当部署

桜ヶ丘

災害

◆民有地間の山崩れ（土砂災害）時の対応について
桜ヶ丘町内会では急傾斜地危険地帯が多く大雨が降るたびにハラハラしてい

ます。以前からの土砂災害で何箇所もブルーシートが張って有ります。災害が
起きるたびに懸念するのが土砂撤去に係る費用です。町からの説明は解るので
すが、山の地権者、被害を受けた土地所有者での解決は有りません。そこでお
願いですが町での土砂撤去をお願いします。

都市整備課

　災害時の緊急対応として、ブルーシート張りや流出土砂の撤去は行います。ただし、私有地に
ついては自然災害に関する復旧・防災措置であっても、所有者にて行うことが原則となりますの
で、所有者による対応をお願いしているところです。
　町としましては、所有者の方には復旧・防災措置に活用できる各種補助制度（土砂災害対策改
修促進事業、急傾斜地崩落対策事業、小規模崩落地復旧事業等。※一部自己負担あり。）に当て
はまる場合もあるため、制度の案内を行っております。また隣地からの土砂流入などでお困りの
場合は、ご相談頂ければと思います。

　回答
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【資料１】

 町の取り組みに関する意見交換
【災害に強いまちづくりに関する質問と回答 ⑤ 】
　番号 R3 A 7

　提出町内会 町内会

　分類

　質問内容

　担当部署

福祉・防災

福祉課・危機管理課

　回答

御衣尾

◆高齢者避難呼びかけ対象者の情報共有
高齢者避難呼びかけ対象者の情報を、町内会と町で情報を共有できないか。

個人情報の壁や班長さんの負担もあり町内会独自では難しい。

　現在、町では「避難行動要支援者名簿」を作成し、避難支援機関等への名簿情報の提供につい
て、準備を進めているところです。また、避難行動要支援者への災害時の避難支援などを実効性
のあるものとするため、具体的な支援方法や支援する上での留意点を踏まえた個別避難計画の作
成についても今後、取り組みを行う予定です。
　町内会の皆様には、避難支援機関として、また避難行動要支援者の身近な避難支援者として、
今後、ご協力いただきたいと考えています。
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【資料１】

 町の取り組みに関する意見交換
【災害に強いまちづくりに関する質問と回答 ⑥ 】
　番号 R3 A 9

　提出町内会 町内会

　分類

　質問内容

　担当部署

　平成３０年７月豪雨災害時は、ご提案にもあるとおり、流出した土砂や流木が水路を塞ぎ、道
路や宅地に越水しました。
　みくまり１丁目には、災害後、広島県により砂防堰堤の整備が行われており、堰堤整備により
住宅地への土砂流出は防止できると考えています。
　また水路の拡張や改修については、隣接する用地の確保など、多くの課題がありますので、引
き続き検討していきます。
　また現在の水路については、計画降水量は排除できる断面が確保されていますが、降雨の強度
にもよることから大雨が予測される前などには、水路点検、清掃箇所として指定し、点検・清掃
を行ってまいります。

五反田

◆水路幅の拡張と直角に曲がる水路の解消
土石流発生の特別警戒区域となっているにもかかわらず、水路幅が狭くかつ

浅い上に直角に曲がっている箇所が何箇所もあることから、西日本豪雨災害時
には、長い流木が水路を塞ぎ堰となって水の流れを遮断し、何箇所も越流して
道路が川のような状況となった。平成30年のような大雨が降れば、再び越流
して道路が川になり、宅内に濁流が入り込むのではないかと心配である。
　特にみくまり1丁目1番地区と6番地区の山から住宅地に流れ出た直近の箇所
は、水路が狭い上に浅いことから、早急に水路拡幅等の改良を要望する。

下水道課

　回答

水路
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【資料１】

資料１：町の取り組みに関する意見交換要旨【「災害に強いまちづくりに向けて」】 

質問・意見 町の考え 

 当地区における特別警戒区域に指定されて
いる4本の谷川のうち、2本の砂防えん堤の整
備については、県の砂防アクションプランに
載っているとのことだが、現在のアクション
プランはいつからいつまでの計画なのか。　
また2か所のうち1か所はほぼ完成している状
況だが、もう１か所はいつ頃から整備が始ま
るといった見込みがあるか。また、残りの2か
所について次のアクションプランに計画され
るとすれば、いつからの計画になるのか。

広島県が策定している、現在の砂防アクショ
ンプランの計画期間は令和 3年～7年の 5か
年となっています。この 5か年の中で、計上
されている 2か所については完成を目指して
いくことになります。
また現計画に載っていない 2か所について

は、広島県も現地確認に来ていますが、県内全
体を見たときに、270弱の砂防対策箇所があ
るため、現計画に入りませんでした。 
令和 8年度から次期計画が始まりますの

で、その中でしっかりと検討していただくよ
う、連携を図っていきたいと考えています。 

 みくまりの大えん堤は現在でも、土砂が一
杯になっているようにみえるが、それで通常
の機能を発揮できている状況とすれば、それ
以上の異常な堆積とはどのような状況で、そ
うした状況をどう把握するのか。 

 町としては、災害とならない状態で砂防えん
堤の機能を確保するため、広島県と連携し、降
雨のあったときには、現地での確認と定点カメ
ラによる状況把握を行っています。また、災害
への備えとして、町内業者とも速やかな対策を
とるための協力体制を整えています。
現在、来年 4 月を目途に水分峡森林公園の

再開に向けた工事を進めており、その工事が
済めばえん堤に流れてくる土砂も少なくなる
と想定していますが、引き続き、広島県とえ
ん堤機能の確保に向けて連携を図っていきま
す。 

 防災メール、LINEや Yahoo防災等いろい
ろあるが、防災メールはどこが情報を出して
いるのか。また、どのように登録すればよい
のか分からず困っている人もいる。 

 防災メールは、府中町から情報を発出してい
ます。登録については、ご相談いただければ説
明致します。また来庁いただければ、直接スマ
ホを見ながら説明することができますので、お
困りの人などいらっしゃればご紹介いただけれ
ばと思います。
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【資料２】

地域課題に関する意見交換

「事前に提出いただいた、地域課題に関する意見交換」

～本日意見交換を行う重点課題～ 

【質問と回答】 

①桜ヶ丘町内会・清水ヶ丘町内会

◆ デマンド交通の状況について…32ｐ

②清水ヶ丘町内会

◆ 清水ヶ丘第 1 児童遊園にトイレと水道設備の設置…33ｐ

③御衣尾町内会

◆ 近場のごみステーション設置を切望…34ｐ

④石井城下町内会

◆ 町内会活動における資料作成用パソコンのあり方や公民館

コピー印刷機の利用について…35ｐ

◆ 道路幅員が狭い場所での火災への対応…36ｐ

31

⑤江本寺町内会



【意見交換を行う重点課題 ① 】
　番号 R3 A 2

　提出町内会 町内会

　分類

　質問内容

　担当部署

【資料２】
地域課題に関する意見交換【事前にいただいた質問と回答】

桜ヶ丘・清水ヶ丘

公共交通

◆デマンド交通について
利用状況の説明してほしい。
どのくらい利用者がいて、どんな人が利用しているのか。

都市整備課

　回答

【デマンド交通（デマンドタクシー）の利用状況】

◆対象地域
清水ヶ丘・桜ヶ丘地区

◆試験運行
令和3年8月2日～令和4年8月1日（1年間）

◆利用状況
①延べ利用者数
　8月：174人、9月：196人、10月：225人

②利用傾向
・利用者数※10月（速報）

　　　（平日）1日平均9.4人（土日）1日平均2.8人
・利用者の傾向

　　　全体6割が女性。また高齢者の利用も多い。
◆利用方法
・要事前予約。（平日7便、休日6便の中から利用したい便を選んで予約）
・清水ヶ丘、桜ヶ丘地区内の自宅～共通乗降場所の間を運行。
・運賃は1回1人150円。（小学生以下の児童と障がい者は1人100円）
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【資料２】
地域課題に関する意見交換【事前にいただいた質問と回答】

【意見交換を行う重点課題 ② 】
　番号 R3 A 3

　提出町内会 町内会

　分類

　質問内容

　担当部署

清水ヶ丘

維持管理課

　回答

公園

◆清水ヶ丘第1児童遊園にトイレと水道設備の設置
当町内会に、公衆トイレがないため災害時前のように設置をお願いします。

◆令和４年度に洋式水洗トイレと水道設備を設置予定。

【清水ヶ丘第１児童遊園】
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【資料２】
地域課題に関する意見交換【事前にいただいた質問と回答】

【意見交換を行う重点課題  ③ 】
　番号 R3 A 4

　提出町内会 町内会

　分類

　質問内容

　担当部署

◆町では、現在、ごみステーションまで自らごみを持ち出すことが困難な高齢者等の世帯を対象
に戸別収集するサービスを、令和５年度中に開始する準備を進めている。要介護認定者、障がい
者手帳所持者など利用に一定の要件はあるが、ごみ出しが困難な世帯の皆さんは、サービス開始
の際に、ご相談いただきたい。
◆あわせて個別のごみステーション新設は、収集方法や場所等を相談しつつ具体的に検討します
ので、環境センターへご相談いただきたい。

御衣尾

ごみ

◆近場のごみステーション設置を切望
御衣尾4区エリアではごみステーションが遠くて病弱な高齢者等には難しい

との声が多い。収集車が入りつらいのが要因であるが、高齢化が進むエリアで
もあり、早急に対策をお願いしたい。例えば軽自動車の収集車の導入による近
場のごみステーションの新規設置等。

環境センター

　回答
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【資料２】
地域課題に関する意見交換【事前にいただいた質問と回答】

【意見交換を行う重点課題  ④ 】
　番号 R3 A 18

　提出町内会 町内会

　分類

　質問内容

　担当部署 自治振興課・社会教育課

　回答

◆ご相談にある資料作成用パソコンは、地域社会の福祉増進や明るく住み良い町づくりを支援す
る目的で町内会連合会を通じて各町内会に交付している補助金の趣旨に当てはまるため、補助金
の活用、町内会備品としての管理をご検討いただきたい。
◆町内会でお持ちのUSBを使用した公民館コピー印刷機での資料印刷について確認したところ、
事前に次の変換処理を行って頂くことで利用頂けます。セキュリティの観点から、公民館のパソ
コン・ＵＳＢでの変換処理はできないが、変換処理について不明な場合は公民館職員が案内す
る。
【ＵＳＢを使用して印刷する方法】
・データをＰＤＦ形式で保存、もしくは、あらかじめ利用者本人が変換ドライバーをインストー
ルする。

石井城下

町内会

◆町内会活動における資料作成用パソコンのあり方や公民館コピー印刷機の利
用について
　町内会の活動で、回覧資料、役員会議資料、行事案内、参加名簿、総会資料
等を作る際、パソコン、コピー印刷機が町内会の持ちものとしては無く、私物
のパソコン、コピー印刷機を使って資料を作っている。
会長職を交代する時、現状では、次の会長も自分で道具を揃え、すべての資料
作りを行う様になるので、なかなか会長職を受ける者がいない（難しい状況に
ある）。
ノートパソコンは、何とか町内会で準備、備える事として、コピー印刷機まで
揃えるのは資金面でちょっと難しい。
公民館のコピー印刷機はUSBメモリーが使える機能が備えている。公民館のコ
ピー印刷機だけはUSBメモリーを使えるようにできないか。それができれば利
用する（町内会がコピー印刷機まで備えなくて済む）。
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【資料２】
地域課題に関する意見交換【事前にいただいた質問と回答】

【意見交換を行う重点課題 ⑤ 】
　番号 R3 A 20

　提出町内会 町内会

　分類

　質問内容

　担当部署

　回答

◆ご質問のとおり、町内には消火活動の困難性が憂慮される道路の狭あいな地区（消火活動困難
地区）が存在するため、その対応として、なるべく火点直近まで走行進入できる小型ポンプ積載
車（車幅約1.8ｍ、車長約4.8ｍ）を配備するとともに、出動計画を定め、対応を行っている。
◆あわせて、こうした地域の問題に対処し、災害に強いまちづくりを進めるため、狭あい道路の
拡幅事業や、地域の生活主要道路となる補助街路（６ｍ）の整備事業を進めている。引き続き、
ご理解・ご協力をお願いしたい。

※想定している消火活動困難地区（５箇所）

①みくまり三丁目、②石井城一、二丁目、③宮の町三、四丁目、④鹿籠二丁目、⑤桃山一丁目

江本寺

火災

◆道路幅員が狭い場所での火災への対応
町内には道幅の狭いところが多い。こうした狭い道に隣接した場所での火災

に際し、消防本部としての消火活動が実際にどのように行われているのかが知
りたい。

消防本部
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【資料２】

資料 2：地域課題に関する意見交換要旨【地域の重点課題に関する質問と回答】 

質問・意見 町の考え 

 新聞でデマンドタクシーの予算額が 850万円
と出ていた。その内訳を教えてほしい。 

うち 200万円程度が事前準備費（システ
ム構築費等）、650万円程度が運行費用とな
ります。

 現在のところ、デマンドタクシーの利用者が
だんだんと増えてきているが、大体どの程度の
利用があれば事業が継続されるのか。また現在
は、１ルートで乗降場所も決まっており行き先
が選べない。ルート外の病院に行かれる人も多
いので、ルートを分けるなど検討してほしい。 

 デマンドタクシーは、令和 3年 8月から試
験運行を開始し、運行データを収集している
状況です。 
 現時点で、明確に何人利用があれば本運行
を開始するというのはお答えしかねますが、
試験運行自体は 1日 20人と設定し、府中町
公共交通協議会の承認を受けていますので、
１つの運行の目安にはなるかと思います。 
また今後、本運行に向けて住民アンケート

を行う予定ですので、その結果も踏まえて本
運行の検討をしていきたいと考えています。
ルートのご要望についてもアンケートにご意
見、ご要望欄を設けますので、そこにご記入
いただき、内容を精査した上で、府中町公共
交通協議会で審議してまいります。

 道隆寺下交差点～広島市境までの町道から枝
分かれした私道がとても狭く、清掃車が進入・
転回できず、ごみステーションが置けない。 
そのため、遠いところでは７０～８０ｍ歩か

ないとステーションにたどりつかないという状
況で、足が悪い人はもちろん、元気な人でも歩
く距離が長く大変な状況である。 
 道が狭くても入れるような、ゴミ収集車の導
入が検討出来ないか。またステーションの新設
についても、これまでもどこに設置が可能か、
いろいろ相談してきましたが、傾斜がきつく
道が狭いので設置するところが見当たりませ
ん。いろいろ検討してきたことを理解しても
らいたい。 

 ごみ収集に関しまして、ご苦労をおかけし
ています。町としましては、ごみステーション
まで自らごみを搬出できない高齢者などを対
象とした個別収集を令和５年度から実施する
予定としています。 
 また、この地域の状況にあわせて改めて、ご
みステーションの新設等、収集方法が検討で
きないか現地調査等をしてお話させて頂きた
いと考えています。よろしくお願いします。 
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【資料２】
質問・意見 町の考え 

 印刷機の使用について、USBを持参したらい
つでもできるようになっているということで良
いか。また公民館等にパソコンを持ち込んで作
業をすることは可能か。 

 ご自身でデータの事前変換処理（PDF化
等）をしていただければ、公民館コピー印刷機
をご利用いただけます。また町内会パソコンを
持ち込んでの作業につきましては、別途検討さ
せていただければと思います。 

 小型ポンプ車は何台配備しているのか。また
狭い道について、消防車で実際に行けるか試し
たことはあるか。 

 小型ポンプ車は１台配備しています。また他
の消防車についても、府中町という土地柄を考
慮し、コンパクトなものになっていますので、
狭い道でも概ね対応できるようになっていま
す。また町内の狭い道等での試験運行について
は、消防車・救急車ともに配備された際に確認
に回っています。 

38




	当日資料（鏡、合紙）
	空白ページ
	資料
	資料１「災害につよいまちづくり」

	資料２
	資料２「地域課題意見交換」 (重点課題)

	空白ページ
	空白ページ



