ふちゅう

町議会だより

屋上の大きなプールに
みんな大喜び！
ワニさん泳ぎです～いすい。


（若竹保育園）
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一般質問

町行政全般に対し、14件の一般質問が14人の議員から提出さ
れ、町執行部の所信をただしました。

平成 年第２回定例会を６月 日から 日まで
の５日間の会期で開催しました。
初日は町長報告を受けた後、一般会計補正予算
をはじめとする町提出議案 件を審議し、すべて
原案のとおり可決しました。
日からは一般質問を行い、 日には一般質問
に引き続き、議員提出議案を全会一致で原案のと
おり可決しました。
15

30
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老朽化した下鶴江橋（写真左）と総社橋（写真右）

識の修繕、歩行者用通
行帯や歩道の新設、横
断歩道の改善や設置、
安全確保のためのポー
ルや柵の設置といった
要望を警察や町の関係
部署に伝え、速やかに
対応しています。
また、学校では児童
生徒自らが危険を予測
し、自分で考えて危険

今年度は
下鶴江橋と
総社橋を改修
町が管理している橋は 橋ありま
すが、高度経済成長期からバブル期
に多くの橋りょうが建設されていま
す。
一般的に橋りょうの寿命は 年程
度と言われており、今後 年後から
年後にかけて、急速に老朽化が進

化修繕計画」を策定し、各橋りょう
の点検結果に基づき、計画的に改修
を行い、長寿命化を図っています。
今年度の橋りょう長寿命化改修工
事は、下鶴江橋と総社橋を予定して
います。
今回の工事では、下鶴江橋は上部
の塗装を行い、総社橋は伸縮継手部
及び橋台部の修繕を行います。
今後も、引き続き定期的な点検を
実施することにより、橋りょうの損
傷状況を把握し、計画的に改修を実

案

○学校教育環境の体制整備改善
を求める意見書

増大する地方自治体の財政需要を
的確に把握し、これに見合う地方一
般財源の確保をはかることや、急増
する社会保障ニーズへの対応と人材
を確保するための社会保障予算の確
保及び地方財政措置を的確に行うこ
とを要望するもの。

○地方財政の充実・強化を求め
る意見書

地方自治法第 条の規定により、
次の２件の意見書を全会一致で原案
のとおり可決し、内閣総理大臣ほか
に提出しました。

議

福祉保健部長
放課後等デイサービ
スとは、学校通学中の
障がい児が放課後や夏
休み等において、生活
能力向上のための訓練
等を継続的に提供する
とともに、障がい児の
自立を促進し、放課後
等の居場所づくりを行
うことです。
全国では約１万１０
００カ所で 万人、広
島県では約６４００人
が利用しています。
町内には県の指定を
受けた施設が カ所あ
り、受け入れ可能人数
は、１日あたり全施設
で１００名程度です。
報酬改定の影響につ
いては、県が所管のた
め経営状況に関する詳
細な情報がなく、町内
事業者に聞き取りを
行った結果、この度の
報酬改定で減額となっ
た事業所は多くありま
したが、当面廃止はし
ないとのことでした。
今後も県と調整しな
がら、障害のある子ど
もたちの居場所確保に
努めます。

教育環境の体制強化のため、教職
員の増員配置や心理、福祉等に関す
る専門的な知識を有するスクール・
カウンセラー及びスクール・ソー
シャル・ワーカーの全校配置を要望
するもの。

木田 圭司 議員
障がい児が放課後や
休日に通う放課後等デ
イサービス施設に支払
われる報酬が４月に改
定されました。
その影響で減収が予
想され、事業者団体の
アンケートでは、２割
が廃止の危機にあると
回答しています。
当町における施設へ
の影響とその対応につ
いてお尋ねします。

施し、橋りょうの適切な維持管理を
行います。

を回避することができ
るよう、日常的な登下
校指導や防犯ブザーの
携帯に加え、「通学路
安全マップ」を児童自
らが作成し、危険箇所
の確認や危険予測を行
わせています。
社会総ぐるみで子ど
もを見守っていく観点
が必要と考えています。

Ａ 「通学路安全マップ」で

岩竹 博明 議員
新潟市で小学２年生
の女児が下校中に殺害
され、遺体が線路上に
遺棄されるという事件
がありました。
町では幸いにもこの
ような事件は起きてい
ませんが、通学路にお
ける安全対策について
伺います。
通学路には死角や危
険箇所があると思いま
すが、具体的にどのよ
うな点検や確認を行っ
ていますか。また、Ｐ
ＴＡからの安全対策整
備の要望について教え
てください。

25

教育部長
毎年、各学校のＰＴ
Ａ役員を中心に通学路
の安全点検や修繕箇所
をまとめていただいて
いますが、具体的には
通学路における道路標
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Ｑ 通学路の安全対策は

伸縮継手部

48

10

町 で は、
「府中町橋りょう長寿命

行する見込みです。

20
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博明 議員

提 議
圭司 議員

17

10

50

Ｑ 報
 酬改定で障がい
児事業は
Ａ 県 と調整し居場所
を確保
木田

グリーンベルトを歩いて通学する小学生

～６月定例会の概要 ～

Ｑ＆Ａ

岩竹

橋りょう長寿命化改修工事を実施

一般
質問

一般質問

Ｑ 学校でのガン教育は

82

橋井 肇 議員
治療法などの正しい知
ガンは日本人の二人
識を伝えるだけでなく、
に一人がかかる国民病
命について考えるのが
で、死因の第一位です。
ガン教育です。
ガンによる死亡者は
現在、小中学校での
年以上増え続け、国
ガン教育はどのように
民のガンに対する理解
取り組まれているのか、
は根本的に不足してい
また今後の取り組みに
るように思います。
ついて伺います。
子どもたちに、ガン
の原因や予防、検診、
教育部長

Ｑ スマホ時代への対応は

いると回答があり、ま
た中学校３年生では約
％が所持し、 ・５
％がルールを守ってい
ると回答しています。
スマホなどの普及に
より、ネット上でのい
じめや個人情報などの
漏洩、長時間利用によ
る生活習慣の破綻など、
特に中学生において情
65

報モラル教育の重要性
が高まっています。
このことから、学校
ではコミュニケーショ
ンスキルの指導を定期
的に実施しています。
また、家庭や地域に
おける取組もＰＴＡ連
合会などと連携してい
きたいと考えています。

Ｑ 町南部に投票所の新設を

西山 優 議員
中学校では保健の授
現代の小中学生に
業の中で、喫煙や飲酒、
とってインターネット
生活習慣病との関連を
は日常生活に無くては
取り上げていましたが、
ならないものです。
具体的にガンに関する
子どものスマートフ
正しい知識や予防法な
ォン保有率は「青少年
どを授業で取り扱って
のインターネット利用
いませんでした。
環境実態調査」でも、
小学校高学年でも、
２年前と比較して ポ
具体的にガンについて
イント近く増加してい
は学んでいません。
ます。
児童生徒がガンにつ
スマホ時代の子ども
いて正しい理解を深め、
たちへの対応は、どの
健康と命の大切さにつ
ようにお考えか伺いま
いて主体的に考えるこ
す。
とは重要です。
中学校の学習指導要
教育部長
領において、ガンにつ
平成 年の調査で、
いて取り扱うことが明
携帯電話やスマホの使
記されたことも受けま
い方について「家の人
して、文部科学省が示
と約束したことを守っ
している「がん教育推
ていますか」という質
進のための教材」など
問で、小学校６年生の
も参考にしながら、各
約半数はスマホなどを
学校において正しいガ
ン教育が取り扱われる
所持し、 ・３％は使
い方のルールを守って
よう指導していきます。

29

75

選挙管理委員会事務局長
南保育所跡地は広場
として整備することが
決まっており、代替施
設を検討しましたが適
当な場所がなく、南保
育所の投票区を見直し、
府中中央小学校と府中

南公民館に変更しまし
た。
また、昨年度から開
設したイオンモール内
の期日前投票所は、つ
ばきバスの発着場所で
利便性が良く、継続す
ることにより投票率の
向上につなげていきた
いと考えております。

青崎東集会所を投票
所とすることについて
は、町有施設ではない
ため、急に行われる選
挙で場所を確保するこ
とが難しいことや、公
園内の施設のため、駐
車場の確保が難しいな
ど、適切ではないと考
えています。

Ａ 多様な考えで課題を検討

貢 議員
上原

Ｑ つばきバス運行見直しは

ていない事は否めませ
ん。
バスの利用状況と今
後の運行経路の見直し
について伺います。
総務部長
つばきバスの利用状
況は、平成 年度以降、
年間 万人前後で、平
成 年度の乗車人数は
１便当たり平均 人で、

28

上原 貢 議員
平成 年度以降、乗客
南保育所の廃止に伴
数が上昇傾向にあるの
い、周辺住民から「投
は、イオンモールの増
票所の機能は残してほ
床、広島駅周辺開発や
しい」との意見があり
野球場へのアクセスな
ました。
どが考えられます。
青崎東や柳ヶ丘では
運行経路の見直し時
住民の高齢化が進んで
期については、平成
おり、坂道が多く、徒
年度に設置した「府中
歩で南公民館まで投票
町公共交通協議会」が
に行くのは困難である
「地域公共交通網形成
と思います。
計画」を策定する予定
青崎東集会所を投票
で、街路の整備や他の
所にという声もあり、
交通機関との接続など
投票率アップを目指す
を勘案し、平成 年度
意味でも、投票所を新
から見直しを検討する
設すべきと思いますが
予定です。
いかがでしょうか。
見直しにあたっては、
バス事業者との協議も
必要で、増便や延長に
必要な負担金の増額な
どの課題も把握し、安
全・安心に運行できる
よう検討を重ねていき
ます。

Ａ 平成 年度から検討

児玉 利典 議員
高齢者などの交通弱
者に対する有効施策と
して展開されてきたつ
ばきバスですが、高齢
化が進む北部丘陵地を
中心に、経路の見直し
や時間帯の変更などの
要望を聞いています。
今まで大きな運行経
路の見直しはなく、住
民サービスが行き届い

31

がんについて正しい知識と理解を

33

Ａ 家庭や地域と連携して

優議員

多くの方が利用するつばきバスの路線図

20

10

Ａ 学習指導要領に沿って実施
西山

31

19
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肇 議員

29

使い方のルールを決めて遊びましょう
投票のイメージ（府中小学校での「デザート選挙」）

29

橋井
利典 議員
児玉
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30

一般質問

Ｑ 備蓄品の整備状況は

生活環境部長
近年、発生確率が高
まっている南海トラフ
地震や突発的に発生す
る災害などに対応する
ため、当町では地域防
災計画を策定し、アル

で、備蓄品被害のリス
クを分散できると思い
ますが町の見解を伺い
ます。

Ａ 防災計画に基づいて

小菅 巻子 議員
地震を含む自然災害
は、いつどこで発生す
るかわかりません。日
頃から災害の発生を想
定し備えることが必要
です。
備蓄品の整備状況と
今後の調達計画につい
て伺います。
また、備蓄品を複数
の場所で保管すること

その一方で、地域住
民とのトラブル防止の
ルールづくりや無許可
営業への対応などが問
題視され、より健全な
民泊サービスの普及が
課題となっています。
民泊施設が住宅地に
設置された場合、近隣
住民の方は、騒音やゴ
ミ問題等のトラブルに
ついて、不安を感じら
れると思います。
また、宿泊者が外国
人の場合、言葉や文化
の違いについても苦慮
されることが予測され
ます。
民泊事業者に対する
指導等の権限は広島県
となっているので、県
と連携し、近隣に迷惑
をかけないよう徹底し
た管理体制を求め、安
心安全な生活確保に努
めます。

Ｑ 観光施策と特産品開発は

森林公園」や史跡等文
化財などを紹介する
「府中町観光マップ」
を作成し、町内外に情
報発信していますが、
まだ知名度不足と感じ
ており、森林公園再整
備計画を策定し、利用
者増加に向けて取り組
みます。
新たな特産品の開発
についても必要だと
思っています。
今後の取り組みとし
て、「神武東征の道」
が日本遺産に認定され
れば、ゆかりのある府
中町も国内外へ広く情
報発信され、当町の観
光事業をはじめ、特産
品開発にも繋がるもの
と期待されます。

Ａ 町の魅力発信に取り組む

生活環境部長
人口減少問題の対策
の一つとして、シティ
プロモーションやフェ
イスブックなどを町の
魅力発信事業として取
り組んでいます。
また、重要な観光資
源として「みくまり峡

Ｑ 憩いの広場の整備計画は

ファ化米、飲料水、毛
西 友幸 議員
将来の人口減少対策
布の備蓄を行っていま
として町の観光資源を
す。
多くの方に知っていた
総合防災マップ作成
だくことが大切です。
時に算定した想定避難
その中でも、みくま
者数は約８８００人で、
り峡は、都市化された
救援物資が届くまでに
町に隣接する緑豊かな
必要な２食分を備蓄す
憩いの場です。
る計画で、１万７６０
町をＰＲする上で、
０食が必要です。
みくまり峡の観光資源
現在、町内企業等と
をどのように考え、活
災害時の生活物資供給
用していこうとしてい
の協定を結び、備蓄計
るのか伺います。
画の半数である８８０
また、新たな特産品
０食分を確保していま
の開発について考えは
す。
ありますか。
なお、防災備蓄倉庫
の被害リスクを回避す
るため、避難所となっ
ている南交流センター
と府中北小学校体育館
に少量ですが分散して
備蓄しており、今後も
避難所に備蓄品を分散
して配置する取り組み
を進めていきます。

Ｑ 民泊への府中町の対応は

なり、治安が不安だと
の声もありますが、町
の対応を伺います。
生活環境部長
近年急増する訪日外
国人観光客の多様な宿
泊ニーズへの対応や、
空き家の有効活用と
いった地域活性化の観
点から民泊に対して期
待が高まっています。

約１１０ｍ区間の改修
は完了しており、今後、
本町公園から文化橋ま
での右岸工事は５カ年
程度期間を要すると県
に確認しています。
また、文化橋上流と
役場前の左岸工事の工
期が明確でないため、
県に対してより一層の
事業推進を図るよう要

望しています。
次に県との協議開始
時期と町の計画時期に
ついて、工事完了後に
は河川緑化地域として
整備する旨を協議して
いますが、工事完了に
５カ年程度要すること
から、引き続き県と協
議を進めます。

Ａ 県と協議し進めます

繁政 秀子 議員
役場庁舎の南側に位
置する三角広場は、平
成 年に策定された都
市計画マスタープラン
の都市公園緑地整備方
針にあるように河川緑
地として、緑の空間を
確保し、景観に配慮す
るものとしています。
この広場の北側には
原爆慰霊碑広場やゲー
トボール場もあり、平
和学習の場として、町
民の憩いの場としても
利用できると思います。
魅力ある河川敷を整
備するために、河川改
修の見通しと県との協
議開始時期、町の計画
時期について伺います。
建設部長
榎川河川改修工事の
見通しは、県事業とし
て平成 年に工事着手
し、現在は最下流より

府中町議会だより ⑥
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友幸 議員
西
秀子 議員
繁政

毛布などを保管する防災用備蓄倉庫

Ａ 県と連携した管理体制を

力山 彰 議員
今年の６月 日から
個人の住宅などを使用
する宿泊事業に一定の
ルールを定めた「住宅
宿泊事業法」が施行さ
れました。
民泊事業者の営業に
は県知事の許可が必要
です。
民泊は不特定多数の
人が出入りすることに

10

民泊における防火安全対策リーフレット

情報満載の府中町観光マップ
庁舎南側に位置する三角広場

28

巻子 議員
小菅
彰 議員
力山

15

一般質問

しゅんせつ

Ｑ 河川や水路の浚渫計画は

しゅんせつ

めに浚渫は必要で重要
な事業です。
これまでも町民が水
路などの泥上げを行っ
てきましたが、大きな
しゅんせつ
水路や河川の浚渫は危
険を伴います。
しゅんせつ
今年度の浚渫計画と
その方法、藻の発生に
より水路の流れが悪い
場所の対策について伺
います。
しゅん

Ｑ 歩道の迅速な補修と整備を

洋駅周辺の区画整理事
業と並行し、鉄道の高
架化事業や公共交通施
策を行うことで、高齢
者や障がい者などに配
慮したまちづくりに向
けて、関係機関と連
携・協議を進めます。
また、スマートフォ
ンを活用した道路不具
合などの情報提供につ

いては、費用対効果を
含め検討します。
「歩いて暮らせるま
ちづくり」については、
車から公共交通機関へ
の利用転換がスムーズ
に図られれば、健康増
進面でも有効で、公共
交通が利用しやすい交
通網整備や道路づくり
を計画します。

Ａ 関係機関と連携し協議

建設部長
益田 芳子 議員
土砂の堆積や藻の発
町がバリアフリーの
生しやすい地域は、本
まちづくりを進める上
町・鶴江地区で、ここ
で歩道の整備は重要で
を中心に実施する計画
す。
せつ
です。浚渫の方法は、
段差や傾斜、誘導点
字ブロックがない、車
強力吸引車で堆積した
イスと人が離合できな
土砂を吸い取り、水路
い場所があるなど、公
内の除草・清掃を行い
共施設などをバリアフ
ます。
リーにしても安全に移
藻が発生することに
動できなければ安全・
より水路の流れが悪い
安心な町とは言えませ
場所の対策としては、
ん。
水 路 の 複 断 面 化 （※）に
今後のバリアフリー
より水が滞留しないよ
計画と危険箇所の補修
う、流水能力の向上を
にはスマートフォンで
図っています。
投稿し、迅速に対応で
きるシステムの導入や、
※複断面化とは、水路
高齢者が車を使わなく
の下部の幅を狭くし、
ても移動できる「歩い
上部の幅を広くする
て暮らせるまちづく
ことで、水が少ない
り」について伺います。
ときには狭い部分を
水が通るため、流速
建設部長
が速くなり、滞留が
今後のバリアフリー
少なくなる構造を言
化計画については、向
います。

Ａ 複断面化で流水能力向上

梶川 三樹夫 議員
府中大川や八幡川な
どは、宅地より河川の
方が高い位置にある天
井川であるため、低い
位置の水路はポンプ場
を経由し河川へ排水し
ています。
そのため、一部の水
路では悪臭や藻が発生
し、大雨などによる災
害防止や水質改善のた

芳子 議員
益田

Ｑ 連続立体交差の見通しは

島県が仮設整備計画
を作成することにな
ります。
町としては、計画
の中にトイレ設置を
盛り込むよう県に要
望します。
③公衆電話設置をＮＴ
Ｔが決定すれば、町
有地提供も考えてい
ます。

府中町議会だより ⑧
2018.8.1


⑨ 2018.8.1 府中町議会だより

剥がれた誘導点字ブロック
JR向洋駅北口

Ｑ 密集市街地の整備計画は

10

Ａ ２０３０年頃完成の予定

年頃から着手し、概
ね 年程度で第１期
工事が完成すると考
えています。
②仮線路並びに仮設駅
設置工事に際しては、
仮線路の敷地内にあ
る現在の北口改札や
駐輪場などを移転す
る必要があるので、
連立事業者である広
10

当町にとって密集市街
地整備は、町民の生命
と財産を守るために不
可欠な課題であり、町
の考えを伺います。

住宅が密集した市街地

拡 議員

浚渫してきれいになった水路

建設部長
国土交通省が、平成
年７月に「地震時等
において大規模な火災
の可能性があり重点的
に改善すべき密集市街
15

林

しゅんせつ

Ａ 道路拡幅事業の区域を拡大

二見 伸吾 議員
当町には約５万２００
０人が暮らしており、
県内でも人口密度が高
い町となっています。
道路は、幅員４ｍ未
満の狭あい道路が三分
の一を占め、住宅は古
いものが多く、特に町
の北東部においては老
朽化が進んでいます。
この様な現状にある

24

林 拡 議員
地」として町内の約
ヘクタールを公表しま
今年２月、船越地区
の３つの踏切を全てな
した。
くするという広島市東
この問題は、ほとん
どが狭あい道路にある
部地区連続立体交差事
業の見直し修正案が提
と考えられています。
示され、広島県知事、
建築基準法では、道
路中心から２ｍ後退の
広島市長、海田町長、
府中町長の４者で合意
義務があるものの、家
の建て替えが少なく、
し、いよいよ事業がス
狭あい道路の解消が進
タートすることになり
ましたので、次のこと
んでいません。
について伺います。
こうした現状を改善
①仮線路の敷設並びに
するため、当町では平
仮設駅配置工事の着
成 年度から本町３丁
工・完了時期の見通
目地区を対象とした狭
し
あい道路拡幅整備事業
②北口に仮設トイレを
を開始しました。
この事業は、後退敷
設置する計画の有無
③北口に公衆電話を設
地を町で買収し、道路
として整備する事業で、
置する際の町有地提
供の可否
６年間で 件、計１８
６ｍを整備しました。
現在、この事業の区
区画整理事務所長
域拡大に向けて、検討
①現在のところ、詳細
を進めています。
なスケジュールは未
定ですが、２０２０
41

三樹夫 議員
梶川
伸吾 議員
二見

議会報特別委員会
総務文教委員会
建設委員会
厚生委員会
12日
20日
23日
24日

講師の森田実氏

５月

５月 日に広島県町議会議
長会主催の議員研修会に参加
しました。
午 前 は、
「災害と自治体の
危機管理」と題して、兵庫県
立大学大学院減災復興政策研
究科長・教授の室﨑益輝氏を
講師に研修が行われました。
阪神・淡路大震災以降の大
災 害 か ら 得 た 教 訓 を 踏 ま え、
防災だけでなく減災の意識を
持つことや危機管理の考え方
を学び、最後に議会と議員の
24

役割を学びました。
ま た、 午 後 は、
「どうなる
日本の政治」と題して、政治
評 論 家 の 森 田 実 氏 を 講 師 に、
講 師 の 経 験 談 を 交 え な が ら、
日々刻々と動く日本の政治の
内情や経
済の動向
について、
講演を受
けました。

９日～11日 総務文教委員会行政視察
（愛知県豊明市、埼玉県さいたま市、
国会に要望活動）
16日～18日 建設委員会行政視察
（愛知県春日井市、神奈川県相模原
市、国会に要望活動）
21日～23日 厚生委員会行政視察
（長野県塩尻市、長野県茅野市、国
会に要望活動）
24日 広島県町議会議長会議員研修会

６月

11日 総務文教委員会
12日 建設委員会
13日 厚生委員会
20日 議会運営委員会
21日 議会報特別委員会
22日～26日 ６月定例会
26日 議会報特別委員会

（上原

貢）

議員の生の声をお聞きになりま

たまには、議会を傍聴され、

組んで参ります。

んが、永遠のテーマとして取り

るには十分でないかもしれませ

しく要約し、分かりやすく伝え

は限りがあり、発言の内容を正

担して執筆しています。紙幅に

「議会だより」は各委員が分

はできません。

気持ちや感情までを伝えること

に起こすと簡素な文書になり、

図がわかりますが、これを文字

表情によって議員の気持ちや意

ら、声の大小、話し方、態度、

では生の発言を聞くわけですか

発言を文書にしています。議場

私たちは議事の内容や議員の

のか逆になることもあります。

肯定しているのか否定している

書き方や受け取り方によって、

の業です。

葉と文字を一致させるのは至難

が違ったりすることがあり、言

よって、内容が変わったり意味

と字で書くのでは受け取り方に

がちですが、言葉でしゃべるの

言葉と文字は一致すると思い

編
集
後
記

せんか。
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町議会だより

ふちゅう

どなたでも
傍聴できます。

議会を傍聴して
みませんか

広島県町議会議長会議員研修会

議会の動き
４月

次の定例会は９月上旬の予定です。

