
令和 4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 7回 

1



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（40分）…【資料１】（2p~19ｐ）

「府中町におけるごみ処理の現状と取り組みについて」 

・説明（20分）

・意見交換（20分）

（休憩） 

3. 地域課題に関する意見交換（40分）…【資料２】（24p~29p）
※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 

「府中町におけるごみ処理の現状と取り組みについて」 
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府中町におけるごみ処理の
現状と取り組みについて

３Ｒキャンペーンマーク
府中町

第７回府中町地域懇談会

【⽬ 次】
１.ごみの現状

◆ ごみ処理の流れ
◆ 家庭ごみの排出量
◆ リサイクルの現状

２.ごみ処理の取り組み
◆ ４つの取り組み⽅針
◆ 具体的な取り組み

３.みんなで取り組む 循環型のまちに向けて
◆ 取り組みへのご協⼒のお願い
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１.ごみの現状

◆ごみ処理の流れ
 府中町で発⽣したごみは、
9 区分12 品⽬で分別・収集
・処理を⾏っています。
【区分・品⽬】

1.普通ごみ
2.有価物

新聞・雑誌・雑がみ、ダンボール、
ビン・⽸、⾐類

3.ペットボトル
4.紙パック
5.⽩⾊トレイ
6.埋⽴ごみ
7.⼤型ごみ
8.有害ごみ
9.家電4品⽬ ※家庭ごみの正しい出し⽅（14ｐ-15ｐ）掲載。
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◆ごみ処理の流れ
 収集・運搬の概要
【区分・品⽬】

1.普通ごみ
2.有価物

新聞・雑誌・雑がみ、
ダンボール、ビン・⽸、
⾐類

3.ペットボトル
4.紙パック
5.⽩⾊トレイ
6.埋⽴ごみ
7.⼤型ごみ
8.有害ごみ

9.家電4品⽬ …

ステーション
⽅式

直接搬⼊

◆ごみ処理の流れ
 中間処理①

【普通ごみ・⼤型ごみ(可燃物) 】
安芸クリーンセンターで焼却処分
※平成14年に安芸郡4町共同で

坂町に建設。
◆焼却の仕組み

「熱分解ガス化溶融処理」
1,300℃以上の⾼温で燃焼
・ダイオキシン類等有害物質の

排出を低減し、エネルギーに
も活⽤可能

・資源化可能なスラグを⽣成
◆焼却後の処理

・⽣成したスラグ等→資源化
・がれき→最終処分場へ
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◆ごみ処理の流れ
 中間処理②【その他のごみ】
【ペットボトル】

リサイクルセンター（町環境センター内）で
圧縮梱包→資源化

【有価物・紙パック・⽩⾊トレイ・埋め⽴てごみ等】
ストックヤード（府中町環境センター内）に
⼀時保管後→資源化、または資源化できない

ものは必要な分別・処理を⾏い
出島処分場で最終処分

【⼤型ごみ】
資源化物、可燃物、不燃物に分解→処理・資源化

【家電４品⽬（エアコン、テレビなど）】
リサイクル業者に引渡し

◆ごみ処理の流れ
 最終処分

（⼀財）広島県環境保全公社の管理する

出島処分場に処分を委託しています。

出島処分場では、安芸クリーンセンター

からの処理残渣と、町環境センターからの

がれき類、陶磁器、鏡を埋⽴処分しています。
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◆家庭ごみの排出量

 家庭から出されるごみの
排出量（令和2年度）

・10,747t
※過去5年間ほぼ横ばい。

・ごみの内訳
普通ごみ…7,488t（約70%）
資源ごみ…1,837t（約17%）
埋⽴・有害ごみ

… 357t（約3％）
⼤型ごみ…1,052t（約10％）

ほぼ横ばい

◆家庭ごみの排出量

 1世帯当たりで換算すると…

・1年間で約450ｋｇ

→ 軽トラック約1.3杯分

※10,747t÷23,102世帯≒0.465t 
（R２.10.1現在）
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◆リサイクルの現状
 府中町で資源ごみの対象としているもの

次の物を資源物としてリサイクルしています。

③⼤型ごみの⼀部
家電４品⽬（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）

⼩型家電
⾦属類

①有価物
新聞・雑誌・雑がみ、ダンボール
⾐類、びん・⽸

②ペットボトル・紙パック
⽩⾊トレイ

◆リサイクルの現状
 資源化量とリサイクル率

（令和2年度）

・総資源化量 2,444ｔ
※このうち、

町内会による集団回収分
485ｔ

・リサイクル率 16.0％

※リサイクル率(％)＝総資源化量/総排出量

312
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◆リサイクルの現状

 県内⾃治体との⽐較
（令和元年度）

・府中町のリサイクル率
16番⽬/23市町

※5年前は22番⽬（▲向上）。
※率としても1.6ポイント増。

２.ごみ処理の取り組み
〜ごみのスリム化へ みんなで取り組む 循環型のまち あきふちゅう〜
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◆４つの取り組み⽅針
町では、全国的にもごみの最終処分場の新たな建設が困難な状況となる中、ごみの最終処分量を

削減し、家庭や事業者の皆様とともに環境にやさしい「循環型のまちづくり」を進めていくため、
次の４つの⽅針に基づき、取り組みを進めています。

●⽅針１ 排出抑制の推進
・ごみの減量化に向けたわかりやすい情報の発信など

●⽅針２ 資源化の推進
・資源化に向けた意識の向上、仕組みづくりなど

●⽅針３ 適正な処理・処分の推進
・ごみ出しルールの啓発や不法投棄対策など

●⽅針４ 協働型環境づくりの推進
・協働の取り組みに向けた仕組みづくりなど

◆具体的な取り組み －⽅針１ 排出抑制の推進－
●ごみの減量化に向けたわかりやすい情報の発信

 ⽣ごみ減量化の推進

普通ごみの約1/3を占める⽣ごみを減らすことがごみ全体の
減量化につながることから、次の情報発信を実施

・⼩学⽣へのエコクッキングの開催
・広報ふちゅう、ホームページ、

家庭ごみの正しい出し⽅などでの情報発信

▲エコクッキング
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◆具体的な取り組み －⽅針１ 排出抑制の推進－
●ごみの減量化に向けたわかりやすい情報の発信
 情報発信ツール「ふちゅうポータル（ごみ分別アプリ）」

【便利な機能】
・ごみ収集カレンダー

（お住まいの地区のごみ出しの⽇を⾃動で知らせる機能など）
・ごみ分類辞典（ごみの分別が簡単に検索できる機能）
・ごみQ＆A（ごみの処分⽅法など、よくある質問を掲載）

【ダウンロードはこちらから】

Android(アンドロイド)⽤ iPhone⽤

登録⽅法が不明な場合は、
環境センターまでお気軽に
お問い合せください

ごみの収集⽇や分別などを気軽に確認できるスマートフォンアプリ

◆具体的な取り組み －⽅針２ 資源化の推進－
●資源化に向けた意識の向上

 3R に関する環境教育の実施
毎⽇の⽣活から出るごみを減らして、資源として繰り返し

使う⾏動（３R)に関する環境教育の実施

・エコクッキング（再掲）
・イベント（つばき祭、緑の仲間フェスタ等）

でのリユース市の開催
・町内⼩学校向けの施設⾒学（環境センター、

安芸地区衛⽣施設管理組合（坂町））や
清掃⾞両の⾒学

物を大切に使い
ごみを減らす

資源として再利用する
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◆具体的な取り組み －⽅針２ 資源化の推進－
●資源化に向けた仕組みづくり

 新たな分別品⽬の拡充
・雑がみの資源化（平成30年4⽉〜）

普通ごみとして焼却処理していた雑がみを分別収集し、資源化

 集団回収量の把握
・町内会による資源物集団回収量の把握

→町の資源化量、リサイクル率に反映

◆具体的な取り組み －⽅針３ 適正な処理・処分の推進－
●収集運搬

 （仮称）ふれあい収集の導⼊【令和５年度中に開始予定】

・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、⼾別収集するサービス
※要介護認定者、障がい者⼿帳所持者など利⽤に⼀定

の要件あり。

ごみ出しが困難な世帯の皆さんは、サービス開始の際に、
ご相談頂きますようお願いします。
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◆具体的な取り組み －⽅針３ 適正な処理・処分の推進－
●不法投棄等対策

 ごみステーションの不法投棄巡回パトロールの実施

・深夜・早朝パトロール（警備会社委託）
⼤型ごみ（収集⽇の前夜）、有価物収集⽇に
年間約100回実施

・通報による現地調査（悪質な場合は警察と連携）
（対応状況︓令和３年度）

資源物の持ち去り ⼝頭指導15件、警告書交付11件
不法投棄の疑い事案 警察への通報事案5件

（内訳︓町通報４件、住⺠通報〔町把握分〕１件）

◆具体的な取り組み －⽅針４ 協働型環境づくりの推進－
●協働の取り組みに向けた仕組みづくり

 環境学習講座や⾒学会の実施
 住⺠団体・事業者・⾏政が協働で⾏うイベントの実施

・イベント（緑の仲間フェスタ）の開催（再掲）
・環境学習ツアー

エネルギア総合研究所（中国電⼒㈱）

▲緑の仲間フェスタ
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３.みんなで取り組む 循環型のまちに向けて
〜取り組みへのご協⼒のお願い〜

◆取り組みへのご協⼒のお願い
●排出抑制の推進

 ⽣ごみの減量

普通ごみの約1/3 … ⽣ごみ

▼

①使いきり②⾷べきり③⽔きりの
「３きり」で⽣ごみの減量に

ご協⼒を
※家庭ごみの正しい出し⽅（15ｐ）掲載。
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◆取り組みへのご協⼒のお願い
●資源化の推進
 紙類の分別の徹底

分別されず燃やせるごみ
として出されている紙類 …  11 ％

（内訳） 雑がみ …    7 ％
新聞・チラシ …     3.5 ％
その他※1 …     0.5 ％
※１ 雑誌・ノート 、ダンボール、紙パック

※2 令和３年度 ⼀般廃棄物組成調査の結果

▼
家庭、事業所での⼀層の分別の取り組み
をお願いいたします

◆取り組みへのご協⼒のお願い

●ごみステーションに関するルール再周知のお願い

 ごみステーションに出せないごみ
・事業活動によるごみ
・家電４品⽬
・家庭ごみの正しい出し⽅（Ｐ10〜11）記載の「収集できないもの」
・⼀時多量ごみ（環境センターへ持ち込み）
※ごみステーションに出せないごみは、

購⼊店舗や町の廃棄物収集運搬許可業者に相談を。
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◆取り組みへのご協⼒のお願い
●ごみステーションに関するルール再周知のお願い
 祝⽇の特別収集

・ 普通ごみ、有価物、⼤型ごみのみ、実施
※埋⽴・有害ごみ、ペットボトル等は収集しません。

 残置ごみ、不法投棄
・ 収集⽇以外の排出・不法投棄などは、排出者への注意喚起・

警告のため、シールを貼付し、概ね２週間ごみステーション
に残置。 ※不法投棄が疑われるなど状況によっては、警察との
連携など適宜対応。

・ その後、残置ごみは定期パトロールにより状況把握や回収を
していますが、通⾏への著しい⽀障、悪臭の発⽣、ごみの⾶散
など地域の環境に悪影響を及ぼしている場合は、個別に対応
しますので、環境センターへお問い合わせください。

◆取り組みへのご協⼒のお願い
●ごみステーションに関するルール再周知のお願い

 清掃
・ 町の収集時の清掃

ごみが散乱している場合に、収集に遅れが出ない範囲で実施

・ 地域の協⼒による清掃
ごみステーションは、地域にお住いのすべての住⺠の⽅が利⽤するもの
です。きれいなまちづくりのため、利⽤される皆様の協⼒で⾏っていた
だきますようお願いします。
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◆取り組みへのご協⼒のお願い
●ごみステーションに関するルール再周知のお願い

 ⼩動物対策
・⽣ごみは⼩動物から⾒えないように新聞紙などで包む
・隙間がないようにネットで覆う
・ご家庭内や庭先に果樹、農作物を放置しない などの対策を。

カラス除けネット等を設置しましょう︕
ネットをかぶせるだけでは、隙間からごみを引き出し、荒ら
されてしまう場合もあります。ごみ全体を包み込むようにし
てかけ、ネットの端に重しを載せたり、竿等で固定したりし
て、隙間をつくらないように設置してください。

◆取り組みへのご協⼒のお願い

⽣ごみは⽔を切り、新聞等でくるむ等、⾒えなくしましょう︕
⽣ごみは、「ギュウッ」と⼗分に⽔を切ってから⼩袋に⼊れ、その⼩袋を新聞
紙などで包み、ごみ袋の中⼼になるように⼊れておけば、それだけで荒らされ
にくくなります。
エサとなる⽣ごみを減らしましょう︕
⾷品を「買いすぎない」「使い切る」「⾷べきる」ことを⼼がけてください。
⽣ごみが多いごみ集積所は⼩動物が覚えてしまいます。
決められたルールに基づいて、ごみを出しましょう︕
収集⽇の前⽇や、夜間にごみを出すと夜⾏性動物に荒らされることになります。
このため、ごみを出す際には決められたルールに基づいて、収集⽇や時間を守
りましょう。特に夜間にごみを出さないようにしましょう。

18



循環型のまち実現のために

⾏政、事業者、町⺠の皆さん、ごみの排出に関わる

すべての関係者が連携・協⼒しながら、適正なルールの下

「ごみの減量化、資源化を進める」
取り組みが重要です。

◆取り組みへのご協⼒のお願い

引き続き、

取り組みへのご協⼒を

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 

「府中町におけるごみ処理の現状と取り組みについて」 

●質問と回答

①市町内会

◆ ごみ集積所について … 21ｐ 

②大崎町内会

◆ ごみステーションのごみの散乱について  … 22ｐ

③沖自治会

◆ ごみ収集について     … 23ｐ 
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【防災・減災に向けた取り組みの現状について① 】
　番号 Ｒ４ Ｄ 2

　提出町内会 町内会

　分類

　担当部署

　質問内容

自治振興課　環境センター

【資料１】
 町の取り組みに関する意見交換

市

　回答

　ごみステーションの設置については、公道に面し、通行者等に支障なく安全に収集可能な場所で、
町内会をはじめとする地域の皆様の話し合いで決めていただくこととしています。宮の町には車両の
通行が困難な地域もあり、集積所の設置が限られており、ごみ出しにご負担をおかけしています。
　地域の環境衛生の保持や環境美化のためには、町内会の加入・未加入に関係なく、皆様の相互協力
による活動が必要です。
　町としましても、収集時にごみが散乱している場合には、収集に遅れが出ない程度で清掃を行って
いるところです。
　また、カラス除けネットは町内会補助金などにより購入される町内会が多いので、現時点で新たに
ごみステーション限定の補助制度は計画していませんが、ごみ処理施策全体の中で総合的に検討して
いきたいと考えています。
　個別の課題につきましては、町から地域の状況に応じた提案ができると思いますので、環境セン
ターへご相談ください。

ごみ

　ごみステーションがだんだんと減り、一つの所に大量のごみが集まる。
　家の前が嫌だということもわかるが、ごみステーションの掃除をだれがするのか、町
内会員の高齢化に伴い、掃除をする人が減り、入っていない人はしないなど、不公平感
がある。また、網を町内会の人だけで負担しなければならない。補助金だけであれもこ
れもさせるのはどうなのか。
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【資料１】
 町の取り組みに関する意見交換
【防災・減災に向けた取り組みの現状について② 】
　番号 Ｒ４ Ｄ 7

　提出町内会 町内会

　分類

　質問内容

　担当部署

ごみ害獣

　長福寺・顕彰碑周辺の里山に近いゴミステーションでは、イノシシ・タヌキ・キツネ
等の小動物による生ゴミの散乱が多発している。対象の小動物を捕獲するなど対策でき
ないか。

大崎

環境センター　環境課

　動物用の捕獲器は、人への危険性を考慮し、市街地での設置は難しいのでご理解ください。
　生ごみが散乱する場所の付近には、カラス除けネットの設置も有効と考えられます。また、次に掲
げる対策も有効となりますので、ごみステーション利用者への周知について、ご協力の程お願いしま
す。
・夜行性動物の対策として、収集日や時間を守る。特に夜間にごみを出さないこと。
・生ごみは水を切り、新聞紙等にくるみ、袋の外から見えなくする。
・ごみがネットからはみ出したり、ネットに隙間ができないよう、重しを載せたり、竿等で固定す
る。
　町としましても、ごみ出しルールや動物対策について、広報ふちゅうやごみの冊子などで周知啓発
に取り組むとともに、収集時にごみが散乱している場合には、収集に遅れが出ない程度で清掃を行っ
ているところです。
　また、小動物を寄せつけないために庭先に果樹、農作物を放置しないなど、各家庭で出来うる対応
をお願いします。
　個別の課題につきましては、環境センター（ごみステーション等）、環境課（動物対策）までご相
談ください。

　回答
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【資料１】
 町の取り組みに関する意見交換
【防災・減災に向けた取り組みの現状について③ 】
　番号 Ｒ４ Ｄ 9

　提出町内会 町内会

　分類

　担当部署

沖

ごみ

環境センター

　ごみステーションの設置については、公道に面し、通行者等に支障なく安全に収集可能な場所
で、町内会をはじめとする地域の皆様の話し合いで決めていただくこととしています。
　該当場所については、現行の収集車両では役場方面からの道路幅が２ｍ以下で進入が困難で
す。
　県道府中海田線（一方通行路）からも道幅が約２.３ｍで進入の際、隣接する民有地を通らざる
を得ず、かつ敷地コンクリート舗装面などを車両の重量により破損させる恐れがあり、また収集
後、引き返す際は一方通行路隣接の家屋に接触する恐れがあることから、収集に支障があると判
断し、現在ごみステーションの設置を見合わされている現状です。
　今後、小型車両による収集を含め、広く収集方法を検討させていただきますので、町内会にお
いても設置場所の確保などご協力をいただくなど個別に協議を進めさせていただければと思いま
す。

　質問内容

　回答

　教徳寺の駐車場へゴミステーションを設置したいが、道幅が狭く設置ができない
といわれている。小型ごみ収集車両を導入できないか。

設置希望箇
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資料１：町の取り組みに関する意見交換要旨【ごみ処理の現状と取り組みについて】 

質問・意見 町の考え 

■14ページ上段に関連して、町内会連合会の会
合で、茂陰南と城ヶ丘でいつも決まった車が有
価ごみを持ち去っているので取り締まってほし
いという議題が出た。ナンバーもわかっている
のでどうにかならないか。 
 
 
 
■警告書の発行の段階だということは該当町内
会に連絡しているのか。何もやっていないと思
われないように、途中経過を報告し、町と町民
の円滑なコミュニケーションを図るべきである
と思う。 
 
■多くの世帯が 1つの集積所にごみを出し、12
ｍほど幅をとっている。早く出す人、ネットを
かぶせない人がいて必ず荒らされてしまう。仮
に箱を設置する場合は許可を取る必要があると
思うし、簡単に片づけられるものであっても片
づける人員が必要となり、また、車がぶつかっ
たらどうなるかなど色々模索している。皆さん
集積所を家の前に置きたくないので、一か所に
集中して今のような状態になってしまった。何
かいい方法はないか。人数が多いので、ネット
ではちゃんとしない人が出てくる。 
 
■23ページのことについて、小型車による収集
を含め、広く収集方法を検討していくと回答が
ありますが、これはいつ頃になるのか。ここは
公衆用道路だと思うが、そこに入れないという
のはどういうことなのか。問題が引き延ばしに
されていることで、しわ寄せが個人に来ている
ので早く解決して欲しい。 
 

■町としても情報は把握しており、パトロール
等でも目撃しています。町はごみの持ち去りを
条例で禁止しており、過去には検挙に至ったケ
ースもあります。検挙までに警告書の発行、命
令書の発行を行う必要があり、現在は警告書の
発行を行っています。今後も手続きを進めてま
いります。 
 
■該当町内会には途中経過の説明は行っていま
せんでしたので、しっかり説明していきます。 
 
 
 
 
■固定式のしっかりした箱を置くのは道路占用
となり、手続きが難しいと思われます。他の町
内会で折り畳み式のものを導入している事例も
あります。片付け・管理の問題があり、地域に
合った方法があると思いますので現地で立会い
させていただき、ご相談いただければと思いま
す。 
 
 
 
 
 
■小型車両の導入については、いつ導入という
のは明言できませんが、現在検討を行っていま
す。新設を希望するごみステーション（教徳寺
さんの駐車場）で車両の転回ができるように話
をしていただいたことも踏まえ、収集業者と前
向きに検討を行っています。大型の収集車（パ
ッカー車）でも収集可能ではないか、というご
指摘ですが、県道から教徳寺への入り口の隅切
り部分（コンクリート）については、町道の区
域ではございません。また、その部分をパッカ
ー車で通ると、コンクリート舗装が割れる可能
性があるため、小型車両の導入について検討を
行っています。 

 



【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市町内会  【地域重点課題】   

◆ 町内会への新規加入について    … 25ｐ 

②大崎町内会  【地域重点課題】 

◆ 榎川護岸整備について    … 26ｐ 

③沖自治会  【地域重点課題】 

◆ 入川橋交差点への歩行者信号（横断歩道）の設置について

… 27ｐ 

④ガーデンアクシス町内会  【地域重点課題】

◆ 各種団体との情報共有について    … 29ｐ 
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【意見交換を行う重点課題 ① 】
　番号 Ｒ4 Ｋ 1

　提出町内会 町内会

　分類

　担当部署

　新規加入者やアパート居住者への加入促進については、社会情勢等を踏まえた、近隣関係の希薄化
から大変難しい状況であると認識しております。しかし、町内会は町が各種施策を推進する上で大き
な役割を果たしていると感じています。
　町では加入促進のために、町内の宅建業協会に加入している不動産事業者から加入促進チラシのを
転入をお考えの方への配布を依頼し、転入時には、町内会長の連絡先の記載や町内会紹介のホーム
ページを見ることができるＱＲコードを付けた加入促進チラシの配布を行っています。
　今後は、役場2階待合コーナーのモニターによる加入の呼びかけや町内会連合会の協力を得て、担
当課職員と共に、役場内において、転入時に啓発物とチラシを配布する加入促進キャンペーンを実施
する予定です。
　もしものときに頼りになるのは地域の絆です。町内会加入のメリットをご理解いただくのは簡単で
はありませんが、このような地道な取り組みを継続していくとともに、他市町の先進事例を取り入れ
る等、これからも安心・安全なまちづくりのため、精一杯取り組んでまいりますので、引き続きご支
援ご協力よろしくお願いいたします。
　続いて、区割りについてですが、町内にはご意見にありますような近隣町内会との境界がわかりに
くい箇所がありますが、これまでに様々な運用を行い、町内会同士の話し合いにより、現在のような
形となっています。昔ながらの地縁で結びついた区割りとなっており、居住している皆様の合意も必
要です。
　町の方での助言も可能ですが、このような経緯を踏まえていただき、各町内会で話し合っていただ
けたらと思います。

自治振興課

　回答

メリットが感じられないからか、町内会への新規加入者が増えない。
アパートのセキュリティから勧誘すら難しい。
また、町内会の区割りが難しいので再編成を考えてほしい。

【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】

市

町内会

　質問内容

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 Ｒ4 Ｄ 4

　提出町内会 町内会

　分類

　質問内容

　担当部署

　河川管理者である広島県（西部建設事務所維持第１課）から、以下の回答をいただきました。
　「ご要望の区間の施設の変状については、順次、修繕を行ってきているところです。
　しかし、まだ、変状箇所が散見されることから、今後も経過観察を行いながら、適正な維持管理に
努めてまいります。」
　府中町でも、通常時、降雨時、および降雨後にパトロールを行い現地確認をいたします。

大崎

下水道課（広島県）

　回答

河川防災

　榎川中流・下流が前回の西日本豪雨で何か所も石垣が崩れて被害が出た。特に消
防署前橋から下流、文化橋までにおいては護岸の劣化が目立つ。石垣はズレており
犬走りより上部の護岸は崩れ何か所も穴があき不安である。また前回のようにゲリ
ラ豪雨となると前回崩れた所の下が同じ被害にあうだろう。石垣・のり面の補強を
強く望む。

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 Ｒ4 Ｄ 8

　提出町内会 町内会

　分類

　担当部署

　歩行者用信号・横断歩道に関するご要望の案件については、町から広島東警察署へ要望を行ったと
ころ、次のとおり回答がありました。「当該箇所は、南北の歩道幅が狭いため、横断歩道は設置でき
ません。横断歩道に替わる道路標示等の安全対策を町と検討します。横断歩道を整備できないため歩
行者用信号は設置できませんが、車両用信号機の視認性向上を検討します。」
　この回答を受け、町と広島東警察署で協議を行った結果、府中町できる対応として、横断指導線を
整備することとし、広島東警察署においては、既設の車両用信号機が歩行者から見えにくいため、車
両用信号機を増設することとなりました。
　今後も関係機関と連携を密にし、住民の交通安全を推進してまいります。

沖

交通安全

　事故の危険性が非常高いと思われるので入川橋交差点に歩行者用信号と横断歩道
の設置をお願いしたい。

自治振興課

　回答

　質問内容

地域重点課題

設置要望個所

横断指導線イメージ図
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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 Ｒ4 Ｄ 11

　提出町内会 町内会

　分類

　質問内容

　担当部署

　地域社会において、地域福祉や防災など、複雑化する課題への対応の必要性が高まっていることか
ら、総務省では、「地域コミュニティに関する研究会」を開催し、令和４年４月に報告書を公表して
います。
　この報告書では、３つ視点から方策を検討しており、その中の１つに「地域コミュニティの様々な
主体間の連携」を掲げられています。
　地域コミュニティにおいて町内会は中心的な役割を担う存在であり、色々な団体との連携が必要と
する一方で、町内会の加入者の減少や活動の担い手不足により、負担が増大していることもあるた
め、増加する地域社会のニーズに対応することが難しいこともあります。
　取り組みの必要性は理解していますが、連携協力という大きな枠組みとなるため、少し時間が必要
と考えています。また、地域活動のデジタル化など町内会の負担軽減も必須となります。
コンパクトな町でもある地域特性を活かした取組方策、そして他自治体の先進事例等を踏まえ、今

後、どのようなことが出来るのか検討を行っていきます。

ガーデンアクシス

町内会

　様々な問題について、一つの組織で担うのでなく町内の総組織（町内会、民生委
員、婦人部、老人クラブ、体育協会等）で年に数回は情報共有し、問題に対して合
同で取り組み、生産性を高めてはどうか。

　回答

自治振興課

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 

25P 意見交換①「町内会の新規加入について」 

■町内会としても、引っ越して来る方には町
内会加入をお願いしているが、アパートやマ
ンションは勧誘が難しい。また、市町内会は
子ども会がなく小学生との交流機会がないの
で、小学校と町内会の交流する機会があれ
ば、小学生にも町内会を身近に感じてもらう
ことができ、加入促進につながるのではない
か。 
 

■マンションの加入については、マンション管
理組合に事前・事後に町内会加入について話を
しており、全入居世帯が加入した例もありま
す。また昨年は、学校を通じて町内会加入促進
チラシを配布しており、引き続き学校を通じて
町内会加入のメリットを周知してまいります。
小学校と町内会交流の機会につきましては、コ
ミュニティスクールの中で、こういった意見が
あったことを伝えてまいります。 

26P 意見交換②「榎川護岸整備について」 

■短期集中豪雨があった際、犬走りの上まで
川の水位が上がった。のり面も草がたくさん
生え、コンクリートが劣化していると思われ
る。また旧役場付近は水位が上がると、垂れ
下がっている藤棚や松が水にさらされ、流さ
れて危ないのではないかと思っている。藤棚
や松の所有者に剪定等を要望することはでき
ないか。 
 
■アダプト活動で出たごみは、現在クリーン
センターに持ち込みをしているが、町で回収
または環境センターで処分することはできな
いか。 

■該当箇所は県の管轄になりますが、町とし
ましても現場を確認し、県の西部建設事務所
に逐次要望をしているところです。護岸に生
えている垂れ下がった木につきましては、水
面に触れて危険と判断した場合には、切った
事例もあると県から聞いております。状況を
逐次確認し、県に対応を検討するようお願い
してまいります。 
 
■アダプト活動で出たごみの処理につきまし
ては、現行では収集車での回収は、容量の問
題もあり難しいと思われます。地域の清掃活
動については、連絡をいただけたら回収する
ようにしていますが、アダプト活動について
も同等の取り扱いとできるかは、実施回数や
ごみの量を聞き取りしながら、検討してまい
ります。 

27P 意見交換②「入川橋交差点への歩行者信号（横断歩道）の設置について」 

■入川橋交差点の宮の町 4丁目側から大通側
へ抜ける道は、車の停止線が坂の途中にあ
り、高齢者など坂道発進が苦手な方などは、
停止線を越えた場所まで上がってきているこ
とが度々あり、離合できないことがある。 

■現状は把握しており、警察とも協議してい
るところです。現在新たに引いた歩行者用指
導線の様子・効果を見ながら、今後も検討し
てまいります。 
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