
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」。基本的な感染対策を忘れずに！

  府 中 町 

第４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~58p）

「向洋駅周辺における今後の工事スケジュール等について」 

・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（30 分）…【資料２】（59p~62p）
※事前に提出いただいた、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

「向洋駅周辺における今後の工事スケジュール等について」 
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【資料１】町の取り組みに関する意見交換
　「向洋駅周辺における今後の工事スケジュール等について」 

●質問と回答

①桃山 2区町内会 【地域重点課題】

◆ つばきバスの運行（利便性向上）について   …52ｐ 

②桃山 3区町内会 【地域重点課題】・桃山 2区町内会

◆ 桃山 2区・3区、青崎中、青崎南地区共用の高架下への

集会所設置、南部地区に大型公共施設建設が急務 …53ｐ 

③桃山 7区町内会 【地域重点課題】

◆ 山陽本線高架工事及びそれに伴う交通渋滞等の対策について …54ｐ

④桃山 1区町内会

◆ 向洋駅北口歩道へのガードレール設置について …55ｐ 

⑤桃山 2区町内会

◆ 南部地区玄関口である向洋駅北口に町内案内看板等の

設置について  …56ｐ 

⑥桃山 4区町内会

◆ 青崎池尻線の工事スケジュールと地区内町道の舗装について  …57ｐ
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【向洋駅周辺における今後の工事スケジュール等に関する質問と回答 ① 】
　番号 R3 I 3

　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

桃山２区

　回答

　つばきバスの運行ルート・バス停については、JR向洋駅へのアクセス向上を図る必要があるこ
とから、広島県が実施している青崎池尻線の整備完了に合わせ、向洋駅北口へ乗り入れることを
検討しています。（その後も、広島市東部地区連続立体交差事業・向洋駅周辺土地区画整理事業
のスケジュールにあわせ、随時、運行ルートの見直しを行う予定です）
　また運行ダイヤについては、現在、昨年6月から行っている運行ルート・ダイヤ変更の実証実
験の結果を受けて、本運行に向けた最終調整を行っています。今後も、定期的な見直しが必要　
であると考えており、ご提案内容についても見直しの際の参考とさせていただきます。ただし、
安全な運行を行うため、運行内容については国の基準などを加味する必要があり、運行事業者で
ある広島電鉄株式会社と協議のうえ決定しているため、具体的な時刻の提案については、反映が
難しい場合があることをご了承ください。

公共交通（つばきバス）

◆つばきバスの運行（利便性向上）について
つばきバスについて、昨年から運行ルートとダイヤを変更して運行している

が、通勤・通学時などに利便性が高い運行としていくため、例えば、次のよう
な点について検討できないか。
1.運行ダイヤ（平日ダイヤ）の改善
・右回り１便向洋駅8：23→7：50とし、JRとの通学・通勤可能とする。
左回り５便向洋駅16：30にして、通学利用者の利便を図る。

2.バス停位置の改善、ルート変更等
・バス停：向洋駅（マツダ本社前）→向洋駅北口にバス停を移設。
・向洋駅北口バス停は時間調整停留所とし、ロータリーの改良をする。

地域重点課題
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【資料１】

 町の取り組みに関する意見交換
【向洋駅周辺における今後の工事スケジュール等に関する質問と回答 ② 】
　番号 R3 I 6

　提出町内会 町内会

　番号 R3 I 5

　提出町内会 町内会

　分類

　担当部署

町内会（集会所）

◆桃山２・３区、青崎中、青崎南地区共用の高架下への集会所設置
広島市東部地区連続立体交差事業完了後の高架下に、桃山２・３区、青崎

中、青崎南地区町内会共用の集会所が設置できないか。

桃山３区

区画整理課・自治振興課

　高架下については、ＪＲの所有地となりますが、貴重な空間であり、より優れた都市環境を　
確保するため、JRから有償で借り受けて有効利用を図ることになっています。
　今後、高架下の供用開始までに利用方法、事業手法等、計画を具体化することになっている　
ため、ご提案の内容についても今後の協議・検討の参考とさせて頂きます。
　なお、町内会で集会所を建設される際は「府中町町内会集会所整備事業補助金」（補助率
1/2、上限500万円）の制度を設けています。土地の確保が出来ない等、本制度では活用でき　
ないケースなどは実情をご相談ください。
　町としても、実情に即して制度の検討を行っていきます。

　回答

桃山２区

　質問内容
◆南部地区に大型公共施設建設が急務
新幹線から南側地区に100名以上が会合等で集まれる施設がない。

例えば、高架下にこうした機能をもつ複合公共施設や集会施設などを設けるこ
とができないか。

地域重点課題
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【資料１】

 町の取り組みに関する意見交換
【向洋駅周辺における今後の工事スケジュール等に関する質問と回答 ③ 】
　番号 R3 I 17

　提出町内会 町内会

　分類

　質問内容

　担当部署

　回答

◆山陽本線高架工事及びそれに伴う交通渋滞等の対策について
線路横断に関わる交通渋滞の激化が予想されるが、町としてその対策をどう

考えているのか。向洋駅前再開発により、ここ数年桃山地区の交通量が増加し
ている実感があり、今後が不安である。
　また鹿籠一丁目の線路側道の離合ができなくなり、住民は大変に不便してい
る。なぜこんなことが起きるのか。今後、他の道路でも同様の事態が起こるこ
とが予想されているのか。
　山陽本線高架化や向洋駅前再開発等で府中町南部の町並みがどう変わってい
くのか全くイメージできない。既にどこかに通知されているのだろうが、近隣
住民だけでなく、町全体に関わることなので、視覚でわかりやすく広報に努め
てほしい。

桃山７区

区画整理（連立事業）

区画整理課（広島県西部建設事務所）・維持管理課

　JR山陽本線の連続立体交差事業は、踏切による慢性的な交通渋滞を解消するため、事業主体と
なる広島県において工事を進めていますが、工事過程において現在の線路敷の位置に高架橋を築
造するため、仮の線路が必要となり、工事期間中は踏切の横断延長が長くなるとともに、線路側
道の幅が狭くなる区間が生じています。
◆踏切に関する渋滞や安全面への対策としては、道路と踏切の交差角を90度に近づけ、出来る
限り横断延長が長くならない計画としています。
◆鹿籠一丁目の線路側道についてはご不便をおかけしています。上記工事に伴う措置であるため
地域からの要望を踏まえ、通行の混乱を少しでも改善できるよう、広島県や警察と連携しながら
安全対策を検討していきます。なお今後、他の道路で今以上に線路側道が狭くなることはありま
せん。
◆府中町南部の町並みがどう変わっていくのかについては、町ホームページへ連立事業や区画整
理事業の完成イメージ図を掲載する等、広報に努めます。早期完成を目指していきますので、ご
理解とご協力をお願いします。

地域重点課題

▶仮線工事の状況（写真左）と

鹿籠一丁目の線路側道（写真右）
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【資料１】

 町の取り組みに関する意見交換
【向洋駅周辺における今後の工事スケジュール等に関する質問と回答 ④ 】
　番号 R3 I 2

　提出町内会 町内会

　分類

　質問内容

　担当部署

桃山１区

区画整理（道路）

◆向洋駅北口歩道へのガードレール設置について
毎日のニュースでも歩道への車乗り上げ事故あり。死亡事故発生の前にガー

ドレールの設置をしてください。県の工事と考えますが、以前にも町の担当部
署に提案しています。
・交通事故により多数の死者が出る可能性が高い（話題に出ないのが不思議）
・歩道に段差がないため、平気で歩道上を車が走り、駐車している。

区画整理課

　向洋駅北口付近の道路幅員が狭くなっている区間につきましては、令和３年９月に地元町内
会・広島県・府中町で現地立会を行い、その際の要望を受けて警察に対応方法について相談し、
現在の形態としています。（歩車道の区分として、区画線の引き直しとカラー舗装を実施）
　また今後も要望等を頂いた際には、その都度、対応を検討したいと考えています。なお、向洋
駅北口の道路（向洋駅北口線）につきましては、ガードレールを設置する予定はありませんが、
完成後は、歩道と車道は歩車道境界ブロックで分離することになっています。

　回答

▶向洋駅北口付近の状況
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【資料１】

 町の取り組みに関する意見交換
【向洋駅周辺における今後の工事スケジュール等に関する質問と回答 ⑤ 】
　番号 R3 I 4

　提出町内会 町内会

　分類

　質問内容

　担当部署

区画整理

区画整理課

　回答

桃山２区

◆南部地区玄関口である向洋駅北口に町内案内看板等の設置
広島市東部地区連続立体交差事業が本格的に始まったこともあり、実施中の

土地区画整理事業とあわせて向洋駅周辺は迷路のように分かりにくくなってい
る。町外から来た学生などが迷っていたので道案内したこともある。今後の工
事により、また状況が変化していくと思うので、工事施工中も町外から来た人
が安心して目的の場所へ行けるように、バス停の位置や公共施設の位置などを
示した案内板を例えば駅の北口などに設置できないか。また工事後にも目的地
までの方面・方向などを示した道路案内標識が設置できないか。

　令和4年4月に仮駅舎が完成する予定ですので、完成後、現地にて協議させていただき、案内　
掲示板の内容や設置の可否について検討させて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
【向洋駅周辺における今後の工事スケジュール等に関する質問と回答 ⑥ 】
　番号 R3 I 11

　提出町内会 町内会

　分類

　質問内容

　担当部署

　青崎池尻線については、令和4年度中に南公民館～町道桃山17号線の区間を暫定的に供用開始
します。また令和４年度からは、南公民館前の交差点改良工事を行うとともに、町道鹿籠青崎線
側から道路整備を進め、再来年（令和6年）3月の全線開通を目指して整備を進めてまいります。
ご懸案の町道桃山17号線の交通量の増加については、当面は部分的な暫定供用であるため、通過
交通が地区内に流入するケースはほとんどないと予測され、お住まいの地域から幹線道路への　
接続がスムーズになるものと考えています。
　町道の舗装工事は、現在、平成26年度に策定した府中町道路舗装修繕計画書に基づき、状態が
悪く交通の安全面に問題があると思われる箇所を優先的に実施しています。今後は、計画書の策
定から7年が経過しているため、令和4年度に路面の状況調査と計画の見直しを予定しており、　
地域の方からの要望についても事業へ反映してまいりたいと考えています。

桃山４区

◆青崎池尻線（町域幹線道路）の工事スケジュールと地区内町道の舗装につい
て
・2022年３月末に「南公民館～当地区内のオートテニス場前」までが開通す
る予定になっており、開通に伴って地区内の狭い道路の交通量が増えることが
予測される。オートテニス場から先について、来年４月以降の工事日程はどの
ような計画なのか。
・また、既存の地区内町道の舗装が著しく老朽化しており、舗装工事をお願い
したい。

都市整備課・維持管理課

　回答

道路
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資料１：町の取り組みに関する意見交換要旨【向洋駅周辺における今後の工事スケジュール等について】  

質問・意見 町の考え 

53P 意見交換②「高架下への集会所設置について」 

 町内会加入者も高齢化しており、歩行に支
障がある人もいるため、近くに集会所を設置
してほしい。 

10年ほど前から要望しており、補助金制度
があっても集会所を作る土地がないため、ぜ
ひとも高架下を活用させてもらえるようＪＲ
に働きかけてほしい。 

 現在高架の脚を設計している段階で、設計の
詳細が分かり次第、活用スペース確保に向けた
協議に入る予定としています。 
また、土地確保の課題については南部全体の

課題であると認識しており、例えば空き家の活
用など、様々な方法があろうと思うので、それ
ぞれの町内会の実情をお聞かせください。 

54P 意見交換②「山陽本線高架工事及びそれに伴う交通渋滞等の対策について」 

■鹿籠神社から道路に抜ける三差路に差し掛
かるところに信号がつく予定があるか。 
 
 
 
 
■高架後の全線開通時には、さらに交通量が
増えることが予想される。南公民館前の交差
点は通学路にもなっているため、安全のため
にも早急に信号設置の検討をお願いしたい。 

 信号設置の可否については、交通量を調査し
た上で、県と警察が協議し決定しています。 
現状の交通量では信号設置に至らないとのこと
ですが、今後交通量に変化があった場合は、町
から県に協議を提案してまいります。 
 
区画整理事業や連続立体交差事業の進捗に伴

い、南公民館前交差点の交通量は増え、交通の
流れも変化していくため、県に信号設置の検討
をしていただくよう要望してまいります。 
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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桃山 1区町内会

◆ 高齢者世帯への火災防止対策について  …60ｐ 

②桃山４区町内会

◆ 町営住宅（空き家）の集会所としての借用等について…61ｐ

③桃山 5区町内会

◆ 町内会加入世帯比率の低下防止について  …62ｐ 
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【意見交換を行う重点課題 ① 】
　番号 R3 I 1

　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】

桃山１区

火災防止

◆高齢者世帯への火災防止対策について
毎日のように高齢者世帯の火災報道があり、死者が出ています。

　対策として、火災報知器＋消火器の配置及び点検、確認（正常か不可か）  
と指導実施が重要と考えているが、町消防本部ではどのように対応している
のか。

消防本部

　回答

　消防本部では、防火教室・各種火災予防行事、広報紙・ＳＮＳ等を活用し、火災予防の普及啓
発に努めています。
　高齢者の防火対策としては、上記防火教室等のほか、火の元点検や住宅用火災警報器の設置や
維持管理、住宅用消火器の設置などを直接訪問してお願いする、防火訪問を毎年度実施し、出火
防止に努めています。
　また現在は、コロナ禍で防火教室等の実施が難しい状況であるため、高齢者が多く所属されて
いる公民館等の定期活動団体の活動の場へ伺い、火災予防広報を行っています。
　あわせて、高齢者世帯等においては、住宅用火災警報器の取付け・取替えを自ら行うことが困
難な状況が見受けられることから、消防職員が直接訪問し、無償で取付け等の支援をする制度を
設け、被害の軽減を図ることとしています。

地域重点課題
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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 I 10

　提出町内会 町内会

　分類

　質問内容

　担当部署

　桃山地区内の町営桃山住宅の空き住戸は、現行の耐震基準を満たしておらず、安全性が確保で
きないことから新規募集を停止し、令和5年度に解体を予定しています。
　こうした施設となるため、現在の状況ではお貸しすることはできませんが、解体後の土地活用
については、町内会からのご要望がございましたら、所定の手続きは必要となりますが、地域コ
ミュニティーの場として活用いただく方法もあると考えております。その際には改めて、具体的
な活用のご希望などをお聞かせください。

桃山４区

建築課・自治振興課

　回答

町内会(集会所）

◆町営住宅（空き家）の集会所としての借用等について
・当町内会には集会所が無く、公共施設（南交流センター・南公民館）を利用
している。今般のコロナ禍で公共施設の利用制限が続き、予定していた行事・
会議等が相次いで中止を余儀なくされたことから、集会施設の必要性が浮上し
たもの。
・例えば地区内にある町営住宅（空き家）を集会所として借用することはでき
ないか。また当該町有地の一部を借用して町内会の倉庫を設置することは可能
か。

地域重点課題
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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 I 14

　提出町内会 町内会

　分類

　質問内容

　担当部署

　町における町内会加入率は71.0％（令和3年4月1日時点）で、年々減少傾向となっています。
　町では町内会への加入促進施策として、
・広報ふちゅう、ホームページでの町内会の加入呼びかけ、紹介
・加入促進のチラシ配布
・宅建業協会加入町内事業者へのチラシ配架・配布依頼などを実施しています。
また昨年の11月には、加入率の低下や担い手不足などの諸課題を解決する実践的なアイデア・

ヒントや先進例のノウハウなどを紹介する自治会・町内会活性化セミナーを開催しました。
町内会加入を促す条例化については、町内会が任意の団体で、強制的に加入させることが出来

ない点などもあることから、今後、必要性や効果の有無など検証しつつ、まずは、現在取り組ん
でいる施策を継続して推進し、町としても加入促進に取り組んでいきたいと考えています。

桃山５区

町内会

◆町内会加入世帯比率の低下防止について
当町内会への加入世帯比率は、現在56％である。現在、60％を目標に活動し

ているが、集合住宅世帯の加入者が少なく難航中である。出雲市をはじめ、か
なりの自治体が条例化しているが、府中町も条例化、広報ふちゅう、ホーム
ページで加入比率向上を主導してほしい。

自治振興課

　回答

地域重点課題
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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 

60P 意見交換①「高齢者世帯への火災防止対策について」 

 冬は毎日のように火災が発生しており、戸建
住宅では半数以上が火災警報器をつけていない
のが現状である。火災警報器設置の重要性とあ
わせて、火災発生時には、自身での消火活動が
重要であることの周知が必要なのではないか。 

 現在は消火活動より、命を守るための避難
を優先する、という方針になっており、その
ために火災を知らせる警報器の設置をお願い
しています。 
町としては、まずは火災予防の観点から防

火教室やイベントなどで、周知を引き続き行
ってまいりますので、ご協力をお願いしま
す。 
 

61P 意見交換②「町営住宅（空き家）の集会所としての借用等について」 

 現在、南交流センター裏に町内会倉庫を設置
しているが、地区内に防災器具などがあること
が望ましいため、町営住宅解体後の土地に倉庫
を設置することについて相談したい。 

 倉庫だけでなく、集会所建設の検討なども
できると思いますので、担当課にご相談いた
だければと思います。 
また解体時期を令和 5年度としております

が、前倒しも前向きに検討できるかと思いま
すので、併せてご相談いただければと思いま
す。 

62P 意見交換③「町内会加入世帯比率の低下防止について」 

 町内会宛に 3日に１回は町や町関係団体から
行政情報などが送られてくるが、その情報が町
内会未加入者には伝わらない。 
町内会にどういった役割を果たしてほしいの
か、というところから、もう一度問題を掘り起
こしてほしい。 

 町内会加入率の低さについては、町として
も危惧しているところです。 
また、単身高齢者の地域の見守りなど、町内

会に担っていただいている様々な役割が十分
に周知できていないのも事実です。 
町としましても、町内会の意義、必要性につ

いて、引き続き周知してまいりますので、ご支
援ご協力をお願いします。 
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