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 今年度も開催時期を１１月とし，時間帯は平日昼間をメインとして，平日

夜間及び土曜日の午後開催を試みました。  

 開催内容については「議会の仕組みなど」と，現在常任委員会で取り組ん

でいる「常任委員会の所管テーマ」について報告し，意見交換では報告した

テーマや自由テーマ（市政全般）で，市民の意見を聞くこととしました。  

 このように毎年度，各地区においてたくさんの方に参加していただくよう，

最適な内容や開催時間帯を模索しています。  

(ⅰ)開催日時等  

地   区  開催日時  会   場  担当  
参加  

人数  

27年  

実績  

26年  

実績  

25年  

実績  

広 地 区 11月７日（月）午後２時  広まちづくりセンター  文企  ５３  １８  ２９  ２７  

豊 地 区 11月９日（水）午後６時半  安芸灘交流館  総務  １８  ２１  ３２  ３７  

阿 賀 地 区 11月 10日（木）午後２時  阿賀まちづくりセンター  総務  １８  １７  ２０  ３９  

倉 橋 地 区 11月 11日（金）午後２時  桂浜温泉館  産建  ２０  ３５  ４８  ２６  

中 央 地 区 11月 12日（土）午後２時  呉市議会議事堂  民生  ２７  ２０  ２８  ２１  

昭 和 地 区 11月 14日（月）午後６時半  昭和まちづくりセンター  産建  ２１  ２３  ３９  ４１  

天 応 地 区 11月 15日（火）午後２時  天応まちづくりセンター  民生  ３４  ２５  ２５  １７  

警 固 屋 地 区 11月 16日（水）午後６時半  警固屋まちづくりセンター  総務  ２９  ３８  ５１  ５７  

蒲 刈 地 区 11月 17日（木）午後２時  蒲刈市民センター  民生  ２２  ２２  ２８  １２  

川 尻 地 区 11月 18日（金）午後２時  川尻まちづくりセンター  文企  １３  １０  １２  １３  

呉 市 立 呉 高 等 学 校 10月７日（金）午前 11時  呉市立呉高等学校 AVホール  政研  １５５  －  －  －  

呉市民生委員児童委員協議会 11月１日（火）午後３時半  呉市役所７階会議室  文企  ２８  －  －  －  

広島県宅地建物取引業協会呉支部 11月７日（月）午後１時半  呉市議会議事堂  産建  １３  －  －  －  

呉市小学校長会及び呉市立中学校長会 11月 10日（木）午後１時  生涯学習センター  文企  ６０  －  －  －  

呉広域商工会 11月 10日（木）午後１時半  広域商工会本所  産建  ７  －  －  －  

呉市女性連合会 11月 11日（金）午後１時半  呉市議会議事堂  総務  ８  －  －  －  

呉 市 保 育 連 盟 11月 14日（月）午後２時  呉市議会議事堂  民生  ８  －  －  －  

                 １０地区   参加人数   ２５５人   

２７年実績  ３６９人  

２６年実績  ５７３人  

２５年実績  ４９０人  

                 ※ H25～H27は市内 16会場の参加人数。 

 関係団体・学校   参加人数   ２７９人   

 

                       合   計   ５３４人  

  

Ⅰ 開催状況 
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(ⅱ)出席議員 

 

    議 長  石 﨑 元 成  

    副 議 長  池庄司  孝 臣  

 

総務：総務委員会  民生：民生委員会  文企：文教企業委員会  産建：産業建設委員会  

◎林  田  浩  秋  ◎岩  原    昇  ◎中  田  光  政  ◎上  村  臣  男  

○片  岡  慶  行  ○山  本  良  二  ○藤  原    広  ○井手畑  隆  政  

 阪  井  昌  行  檜  垣  美  良  奥  田  和  夫  谷    惠  介  

中  原  明  夫  久  保    東  山  上  文  恵  林    敏  夫  

北  川  一  清  谷  本  誠  一  田  中  みわ子  沖  田  範  彦  

福  永  髙  美  神  田  隆  彦  渡  辺  一  照  岡  﨑  源太朗  

森  本  茂  樹  土  井  正  純  梶  山  治  孝  平  岡  正  人  

  加  藤  忠  二  小  田  晃士朗  

 ◎…委員長，○…副委員長  

 

 

(ⅲ)次第 

 

 １ 開会あいさつ  

 

 ２ 議会報告  

   ○議会の仕組みなど 

   ○常任委員会の所管テーマ  

     総務委員会    「投票率の向上， 

ふるさと納税とクラウドファンディング」 

     民生委員会    「子育て支援」  

     文教企業委員会  「学校における諸課題（発達障害）」  

     産業建設委員会  「空き家の現状と有効活用」  

     ※担当した常任委員会のテーマを報告  

 

 ３ 意見交換  

   ○常任委員会の所管テーマについて  

   ○自由テーマについて（市政全般）  

 

 ４ 閉会あいさつ  
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(ⅳ)議会報告会の様子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

【開会あいさつ】  

 市民の皆様の目線に立った「開かれた議会」を目指して，今年度は市内 10会場

と関係団体・学校７会場で議会報告会を開催させていただく旨あいさつしました。 

 

【議会報告の様子】  

 現在議会において議論されている特定のテーマについて，プレゼンテーション

ソフトを使用して報告しました。  

（中央地区：民生委員会）  

（広地区：文教企業委員会）  

（警固屋地区：総務委員会）  
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【意見交換の様子】  

意見交換では，報告したテーマのほかに地域の課題などさまざまな意見があり，

活発な議論が行われました。  

（天応地区：民生委員会）  

【閉会あいさつ】  

 いただいた意見をあらゆる場面で反映させることと，議会への傍聴，議会インタ

ーネット中継等で議会の活動を見ていただきたい旨あいさつしました。  

（川尻地区：文教企業委員会）  （昭和地区：産業建設委員会）  

（豊地区：総務委員会）  

（倉橋地区：産業建設委員会）  
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 １０地区の意見交換の摘録を掲載していますが，関係団体への議会報告会

の摘録は，団体との取り決めにより公表しないこととしているので予めご了

承ください。 

 

平成28年度呉市議会報告会報告書 

（ 広 ）地区 
 

開 催 日 時 平成 28年11月７日（月） 14時 00分～ 15時45分  

開 催 場 所 広まちづくりセンター  

参 加 者 53人 

出 席 議 員 中田  光政 藤 原  広 奥田 和夫  山上  文恵  

田中みわ子  渡辺  一照  梶山 治孝   

報 告 内 容 １．議会の仕組み・常任委員会の位置づけ  

２．学校における諸課題について  

意 見 交 換 市民  発達障害をテーマに取り上げていただき感謝してい

る。問題は保護者がどこまで理解しているかだ。保護者教育

のシステムが必要だと思う。  

 報告には見られなかったが，発達障害のある子供は集団行

動をとることが難しく，それが隠れたいじめを引き起こして

いる。いじめ防止の観点からも検討してほしい。委員会とし

て呉市へ提言などは行うのか。  

議員  システムづくりをしていかないと，保護者への対応は

難しい。いじめや不登校も含めて見守っていきたい。現在委

員会としてこのテーマは研究段階で，今後も努力していきた

いと思う。  

議員  その子の生まれ持ったものを認め，伸ばす教育が必要

だ。視察へ赴き先進事例を学んできたが，各市とも，市民の

皆さんに発達障害を啓発して，子供たちを見守ってもらうこ

とが課題だと言っていた。このテーマを市民の方にも理解し

てもらえるよう取り組んでいきたい。  

 

市民  私は障害を持つ子供の親なのだが，その親としてうれ

しいことは子供がいろいろ経験することだ。支援学級の先生

も熱心に指導している姿を目にしている。子供たちが共に育

Ⅱ 各地区の状況 
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ち，それを地域が受け入れるという方向づけが大事だと思

う。  

議員  どの子供も元気に育ってほしい。子供をしっかり育て

る環境づくりが必要だ。  

 

市民  子供が発達障害ではないかと思われる場合，どこに相

談したらよいのかわからないのではないか。  

議員  リーフレットなど啓発資料をつくる予定と聞いてい

る。  

 

市民  東京都日野市へ視察に行ったとのことだが，教育と福

祉の連携はどのようなものか。  

議員  教育か福祉のどちらかを中心にするのではなく，横の

つながりを持って，なおかつ地域も巻き込んでいた。  

議員  例えば保育所は福祉，学校は教育委員会の担当だが，

連携しているから情報がスムーズにつながっている。  

 

市民  先日テレビ番組で発達障害について取り上げていた。

学校教育指導補助員を多く配置しても，担任に子供を伸ばす

力がなければ子供のためにはならないと思った。子供が人と

して生きていくために，可能性を見きわめて伸ばすことが教

育の原点だと思う。子供の持っている力を見出す対応を，学

校や家庭に対して啓蒙していただきたい。  

議員  私たちの学生時代には，発達障害という言葉もなかっ

た。地域や行政，教員の資質向上は必要だと思う。私は，呉

の子供は絶対に見捨てないと考えている。  

 

市民  私は障害者施設で数年間働いたことがある。障害を持

った子供を受け入れることのできる社会にならないといけ

ないのではないだろうか。成人になってからについて考える

ことも必要だ。  

議員  まず理解してもらうことが必要だと思う。障害を持っ

た子供が通常学級にいることで，ほかの子供がその子へどう

やって接したらよいのか学ぶことができる。そこで社会に出

てからの対応を培っている。さまざまな面で地域の方たちに

認識してもらい，子供たちの横のつながりを見守っていくべ

きと考える。  
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市民  先ほどの報告の中に共生社会という言葉が出てきた

が，市の施策の中にはその言葉は入っているのか。  

議員  同じ意味を持つ文章は入っているはずだ。  

 

市民  呉市は人口が減少しており，数年後には東広島市に追

い越されてしまう。人口減少を市としてはどう考えているの

か。  

議員  確かに子供はふえず，住民は市外に転出している。呉

市に残った人が豊かに暮らすことで，Ｕターンしたくなるよ

うにすることが必要だと私は考える。  

市民  人口減少は全国規模の問題だ。呉市は若い人が少な

く，高齢化率が高い。すぐには難しいと思うが，現実を踏ま

えて具体的なことを考えていただきたい。  

市民  住みやすいまちにすることは大切だ。東広島市が企業

誘致を積極的にしており，うらやましく思える。働く場を提

供することが人口増につながるのではないだろうか。働く場

があって，仕事ができることは基本だ。企業誘致に取り組ん

で，呉市に住める環境づくりをお願いしたい。  

市民  マリノ大橋や東広島呉道路が完成した。阿賀の埋立地

をどうにかしてもらいたい。  

 

市民  ３点ほど意見を言わせていただく。  

１点目は，私の自宅は学校に隣接しているのだが，児童の

送り迎えの車両が多く駐停車しており，通行の妨げになって

いる。学校に対して保護者へ啓発するようお願いしている

が，対応が鈍い。  

 ２点目として，呉市議会は議会広報紙を発行していないよ

うだが，発行する予定はないのか。  

 ３点目は市政にはいわゆる長老のような方の意見ばかり

が反映されているように感じる。若者の意見が取り入れられ

ていないのではないか。  

議員  学校の対応については今後の調査研究とさせていた

だきたい。  

 議会広報紙は来年度から年４回発行予定で準備している

ところだ。  

 市側も計画策定の際には，パブリックコメントを実施して

いる。ただ，若者に対してこういったことが浸透していない
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事実はある。  

 

議員  先ほど雇用の話が出たので発言させていただく。市内

にある企業の子会社化，天応埋立地や阿賀マリノポリス問題

なども私は議会で質問している。また，発達障害については

手厚く対応をすべきという気持ちである。  

議員  今の発言は議員個人としてであり，その点を了承願

う。先ほど発言のあったさまざまな問題は，議会でもしっか

りと議論をしているので皆さんにはお含み置き願う。  

 呉市では，子供たちが呉市を愛する気持ちをもつための教

育を行っているはずだ。市外へ出ても，いつか呉市に戻って

きてもらいたいという気持ちである。  

 

市民  私は民生委員をやっているのだが，いきいきサロンの

予算が年々減額されている。サロンを楽しみにしている方も

いるのに，どうして減額するのか。  

市民  今の質問に補足させていただく。いきいきサロンのお

金は社会福祉協議会から補助として出されている。予算総額

が決まっており，サロンがふえた分だけ配分がちょっとずつ

減っているのだ。  

市民  災害時に，市の指定する避難場所が開設されていない

ことがあった。また，市の指定する避難場所は実際は災害時

に行くことのできる場所ではない。避難場所を追加指定して

もらいたい。例えば広高校だ。これは以前からずっと言って

いた。過去の経験と地域住民の意見を踏まえて，もう一度見

直していただきたい。  

議員  いきいきサロンは制約が多かったため，私の地区では

実施しなかったのだが，そういった実態があることを知らな

かった。皆さんの頑張りがよくわかった。  

 避難所が開設されていない場合は，市に開設の依頼をして

いただき，避難所の追加要望についても声を上げてもらいた

い。  

市民  今の言い方だと，住民の要望で避難所を開設するの

か。  

議員  避難所全てを開設してもらうのではなく，必要な場所

を開設するよう言っていただきたい。  

市民  災害時における自治会長の行動指針はあるのか。そう
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いったものがあるならいただきたい。  

議員  そういったものはない。私の場合は自治会長としての

経験から対応している。  

市民  経験の少ない自治会長はそういった点はわからない。 

議員  そのとおりだと思う。住民から避難要望があれば，市

へ連絡してほしい。  

市民  住民は防災行政無線を聞いて行動する。自治会では住

民の行動は把握しきれない。このような場合に避難所が開設

されていなかったら，住民は困る。住民の安全を守れるよう

な体制を議員のほうから市へ言ってもらいたい。  

議員  危機管理課とよく話をしてみる。  
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平成28年度呉市議会報告会報告書 

（ 豊 ）地区 
 

開 催 日 時 平成 28年11月９日（水） 18時 30分～ 20時00分  

開 催 場 所 安芸灘交流館  

参 加 者 18人 

出 席 議 員 林田  浩秋 片岡  慶行  福永 髙美  中原  明夫  

阪井  昌行 北川  一清  森本 茂樹   

報 告 内 容 

 

１．議会の仕組み・常任委員会の位置づけ  

２．投票率の向上  

３．ふるさと納税とクラウドファンディング  

意 見 交 換 市民  参議院議員通常選挙で投票率の分析を行っているが，

衆議院や市議会の選挙も含めて，多面的に分析したほうがよ

いのではないか。  

また，選挙公報の発行について，市議会議員と市長の選挙

期間は１週間で，その間に印刷して配布するということだ

が，投票日までに間に合うのか。どういう手段で配布される

のか。  

議員  投票率の分析については，時間の関係上，直近の選挙

を報告しただけで，過去の選挙における投票率の分析はして

いる。  

議員  総務委員会では，これまでの選挙の投票率も比較して

議論している。  

議員  どの選挙も投票率は大きく変わらないが，市議会議員

選挙は高くなり，国政選挙では低くなる傾向がある。  

議員  選挙公報については，告示日の午後５時までに申請を

受け付け，それから作成して発行することになる。配布は新

聞折り込みが主になるが，投票日までには市民に届くように

なる。  

市民  新聞をとってない人もいる。  

市民  国政選挙は回覧版と新聞折り込みで配布されている。 

議員  そのあたりは課題である。他市の状況を研究し，今ま

さに検討しているところである。   

議員  類似都市を調べると新聞折り込みでの配布が多かっ

た。これからどのように配布するかは今後研究していく。  

議員  投票日までに配布することになるので，どのようにす

れば全市民に配布できるか，いろいろな手段を講じて，一番
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効果的な方法で配布することになると思う。  

市民  今回の選挙は，選挙権年齢が 18歳以上に引き下げられ

た初めての選挙であり，広報が十分でなかったのではない

か。立候補者の主張が有権者に伝わっていないので「誰に入

れたらよいかわからない」となったのだと思う。  

そのあたりが選挙公報は大事なのではないか。  

市民  候補者は有権者にもっとＰＲしていかなくてはなら

ない。  

議員  昨年，大学生や高等専門学校の学生で構成する呉市オ

ープンカレッジネットワーク会議への議会報告会で「立候補

者が誰なのかわからないし，何を考えているかもわからな

い。」という意見をいただいた。  

そのことから，選挙公報の発行について，委員の中から意

見が出て，条例をつくろうということになった。  

今いただいたような意見はすごく大切なことで，皆さんの

意見一つ一つが実現できるように，我々は議会報告会を開い

て，頑張っていこうとしている。  

 

市民  市議会には選挙区はないのか。  

議員  市の区分によって違う。政令指定市は区で分かれてい

る。  

 

市民  豊町も豊浜町も高齢化の先端なので，必要なことだけ

をピックアップした選挙公報にしないとだめだ。  

投票所が統合され，豊浜町は投票所が２カ所になり，御手

洗地区も廃止されたが，地域によって必要性がある。選挙管

理委員会も考え直さないといけないと思う。  

議員  投票所が減れば投票率は下がるということを何度も

言っているが，合併町は投票所が多く，旧呉市は少なかった。

個人的には，旧呉市の投票所をふやしてでも，合併町の投票

所は減らすべきでないと何度も言ったが，これは難しい問題

である。  

そのため，今，移動投票所の制度など，投票率が上がるよ

うなことを研究しているので，理解願う。  

市民  投票時間を短縮してでも，地域に投票所があることが

地域の投票率を高めることになると思うのでよろしく願う。 
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市民  投票所ごとに投票箱をタクシーで開票場所に持って

行くが，１台の車でまとめて持って行くことはできないの

か。  

議員  過去に投票箱がなくなったことが，恐らくあるはず

だ。投票箱をまとめて持って行って事故に遭った場合，大変

大きな問題になる危険性もある。危険回避ということがある

のではないか。  

 

市民  以前，市役所にふるさと納税のことを聞きに行った

が，豊町の出身者が，豊町のために使うように指定できない

のか。  

また，呉市民がほかの自治体にふるさと納税をすると税収

が減るので，呉市はふるさと納税に積極的ではないというこ

とを聞いたが，現状はどうなのか。  

議員  ふるさと納税の使い道を豊町のことに限定すること

は難しい。  

宮城県都城市など年間多くのふるさと納税を集めるとこ

ろは，返礼品の額がすごい。そこでは，10万円寄附した場合，

６万円ぐらいの額の返礼品を贈っているが，呉市の場合は３

割程度である。  

国民は少しでも多額の返礼品を求めるので，全国的に大き

な問題となっている。国が返礼品の額を５割までとすること

に法律を改めないと奪い合いになる。  

市民  呉市に寄附が入っても，豊町のために使えるようなシ

ステムはできないのか。  

議員  クラウドファンディングであれば可能である。  

議員  豊町にはみかんメッセージ館があるが，例えば，その

ようなものをつくろうとした場合，市がクラウドファンディ

ングを活用して寄附を受けようという提案を受けて行えば

可能である。  

また，ふるさと納税では，現在，寄附金の使い道について

のアンケートを行っている。  

議員  現在，呉市はクラウドファンディングを行っていない

ので，それを研究している。  

議員  他市ではイベントの開催にクラウドファンディング

で寄附を募った例があるが，結局，予定額が集まらなかった。

そのような失敗事例もある。  



 - 13 - 

どのようにするべきか内容をしっかり考え，行わなければ

ならない。ただ寄附を集めればよいというものでない。  

 

市民  呉市にはいろいろな特産物があるので，ふるさと納税

の返礼品に，特産物を３品目ぐらい組み合わせたらどうだろ

うか。  

議員  今の提案については現在行っており，ホームページや

ふるさとチョイスでＰＲしている。  

今後も，納税額をふやすような策や返礼品の拡大など，市

に取り組むよう議会からも求めていくつもりだ。  

 

市民  日本国憲法第 14条には，「すべて国民は，法の下に平

等であって，人権，信条，性別，社会的身分または門地によ

り，政治的，経済的または社会的関係において差別されない」

とうたわれているが，安芸灘大橋の通行料については差別だ

と思う。  

ほかの市民と同じように県の税金も市の税金も払ってい

るので，行政サービスも同じように返してもらわないとなら

ない。  

また，このことで県に陳情したいが，どこに持っていけば

よいのか。  

議員  県への陳情は，県庁に持っていけばよい。  

議員  安芸灘大橋は，県の道路公社が  110億円の借金をし

て，30年かけて返す計画で建設された。県は，この返済が終

わらないと無料化しないと言っている。  

安芸灘大橋の無料化については，ここにいる議員も皆同じ

気持ちだ。国会議員や県会議員にも頑張ってもらわなければ

ならない。  

市議会としても， 1,000円以上買い物した観光客に片道の

通行券を出すことや４島の住民には補助金を出すことなど，

市に要望している。  

市民  通行料の回数券の補助は，市単独か。  

議員  半分は県の補助である。  

 

市民  有害鳥獣対策について聞きたい。  

議員  現在の呉市の制度として，３軒以上の農家が協力して

申請すれば，防護策の資材費は無料になる。また，今，猟友
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会の会員がだんだん少なくなっているので，狩猟免許の受験

料を呉市で助成している。  

そのほか，狩猟期間中は箱わなの鍵を閉めなければいけな

かったが，箱わなを管理する人がいれば鍵をかけることなく

捕ってもよいことになった。これは，県内で竹原市に次いで

２番目だ。  

市民  今，選挙公報条例をつくっているとのことだが，イノ

シシを駆除できるような条例をつくってほしい。  

議員  そのあたりも検討すべきかもしれない。  
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平成28年度呉市議会報告会報告書 

（ 阿賀 ）地区 
 

開 催 日 時 平成 28年11月10日（木） 14時 00分～ 15時10分  

開 催 場 所 阿賀まちづくりセンター  

参 加 者 18人 

出 席 議 員 林田  浩秋 片岡  慶行  福永 髙美  阪井  昌行  

北川  一清 森本  茂樹    

報 告 内 容 

 

１．議会の仕組み・常任委員会の位置づけ  

２．投票率の向上  

３．ふるさと納税とクラウドファンディング  

意 見 交 換 市民  高校３年生で投票できる人もいるので，高校１年生か

ら模擬投票などをやっておいたほうがよい。そうでないと，

その場になってもわからないと思う。  

議員  政治に身近な環境をつくったほうがよいということ

か。  

市民  そうだ。政治が身近な環境にあれば関心が湧くが，そ

うでなければ無関心になる。日ごろからやっておくべきだ。 

市民  若者が取っつきやすいように，イベントやフェスティ

バルがあるときなど，身近なところで議員の話が聞けたりす

れば，もう少し投票率が上がると思う。  

議員  よい意見だ。  

議員がイベントなどに顔を出して，身近になるようにでき

ればよいと思う。  

市民  今，前に座っている議員も名前は聞いたことがある

が，全員はわからない。候補者の顔と名前ぐらいがわかれば，

少しは違うと思う。候補者がわからなければ，若者は投票に

行かない。そういうことが大きな要因ではないか。  

また，報告にもあったように，ショッピングセンターに１

カ所でも期日前投票所を設ければ，市民は投票に行くと思

う。  

議員  ショッピングセンターでの投票所について他市を視

察したが，二重投票が一番の問題らしいので，今そのあたり

を研究している。  

議員  昨年，若者の団体へ議会報告会を行った。  

そこで「なぜ選挙に行かないのか。」と聞くと，「京都か

ら来ているので，誰に入れたらよいかさっぱりわからない。
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立候補者の名前と政策がわかるものが欲しい。」と言われた。

全くそのとおりで，選挙に行っても誰に入れたらよいかわか

らないから，若者も選挙に行かないのだと思う。  

そのため，選挙公報を発行する条例をつくることを検討し

ている。早ければ，来年の市長選挙から導入することになる

が，立候補者の政策や考え方がわかれば，市民は投票に行く

のではないかと考えている。  

 

市民  呉市民は呉市にふるさと納税ができないのか。  

議員  そうだ。 

市民  ふるさと納税という言葉はよく聞くが，我々には関係

ないものだと思っている。家族が市外に出ているのであれ

ば，呉市へ寄附してもらいたいということだと思うが，その

あたりをもう少しＰＲしたほうがよいと思う。  

議員  親戚などが市外にいると思うので，ぜひ呉市に寄附し

てもらうよう声をかけていただきたい。呉市にはいろいろな

特産品があるので，ＰＲも兼ねてお願いしたい。  

市民  自発的にすればよいのだろうが，呉市に寄附する制度

はないのか。  

 たとえば，今我々が一番心配しているのは，市立呉高校の

野球部が来年の春に甲子園に行くが，市立呉高校は阿賀にあ

るので，みんなで寄附を集めないといけないという話が自治

会の中で出ている。呉市も市長が先頭に立って活動してもら

わないといけないが，そういうことについてはどうなのか。 

議員  ふるさと納税ということではなく，事業や目的に対し

て，市民からこういうことに使ってほしいと市に寄附する事

例は多数ある。  

市民  クラウドファンディングではないのか。  

議員  これは，クラウドファンディングという手法ではな

い。  

クラウドファンディングはインターネットを通じて，広く

全国に寄附を求める手法である。  

議員  市民にとって，ふるさと納税とクラウドファンディン

グは身近ではないと思う。我々としては，市の収入が上がる

ようにしたいと思っているが，ふるさと納税により市の財源

が減ることもある。  

議員  ふるさと納税はどの自治体へもできる。当然，市外の
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人から寄附してもらいたいが，逆に市民がほかの自治体に寄

附すれば，呉市の税収は減る。  

市民  所得税や市民税の税収が減るということか。  

議員  そのとおりだ。  

議員  そのような両面を持っているのが，ふるさと納税だと

理解してもらいたい。これが，自治体間の競争になっている

ので，我々も頑張らないといけないということで取り組んで

いる。  

 

市民  ごみの問題についてだが，燃えるごみは８時 30分まで

にごみステーションに出すことになっている。 

収集車の都合もあると思うが，夏場は早く収集してもらい

たい。  

たまに昼からの収集になったりした場合，ネットをかけて

おいてもカラスが荒らし，ごみが散らかっていることがあ

る。  

議員  ごみの量によるらしいが，収集の段取りが狂うことが

ある。夏場の収集を早目にするよう当局に伝えておく。  

 

議員  少し，こちらからお知らせする。  

先小倉の交差点は，広島県で２番目に交通事故が多い交差

点で，特に横断歩道を渡る歩行者と自転車との事故が多い状

況である。  

その交差点の立体交差化については，現在，実施設計が終

わり，大体図面はできたが，完成年度はまだはっきりしてい

ない。そのため，できれば来年度のうちに着工してもらいた

いということを，先般，広島県と国土交通省中国整備局のほ

うにお願いに行った。  

また，休山トンネルについては，完成が平成 29年度末で，

現在，阿賀側からは  750メートル，呉側からは  150メートル

を掘削しており，全体の５分の２ぐらいである。岩盤が固い

ので苦戦しているとのことだ。  

また，呉環状線について，冠崎の信号機があるところの阿

賀南工区だが，一応話し合いができ，間もなく着工できるで

あろうということなので，もう少し待っていただきたい。  

次に，警固屋工区の新しいバイパスだが，こちらは図面ど

おりできそうにないということで，図面をやり直さなければ
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ならないということだ。長引きそうである。  

阿賀地区に関係する道路は，現在そのような状況である。 

 

市民  そごうの問題について聞きたい。  

議員  権利関係のことだが，そごうの建物の９割はそごう・

西武が持っている。土地は逆に呉市が９割を持っているが，

あくまでも全体としては民間所有ということで，交渉権は全

てそごう・西武になる。  

議会のほうからも，呉の駅前であり呉の顔であるので，市

も積極的にいろいろな手法を講じて，何とか形のあるものに

するよう申し入れており，市も市長を先頭に，一生懸命働き

かけを行っているところである。  

建物を購入することや賃貸することなど，いろいろな手法

を取り入れながら，少しでも早く方向性が決まるよう，市も

議会も一生懸命やっているので理解いただきたい。  

また，先ほどのごみの問題だが，現在，ごみの収集は，市

の直営と民間委託で行っている。職員も鋭意努力している

が，減員による減員で，いっぱいいっぱいの状況で対応して

いる。  

市民に迷惑がかからないよう，特に夏場は早目に収集して

ほしい旨，議会からも要求しているので，理解いただきたい。 
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平成28年度呉市議会報告会報告書 

（ 倉橋 ） 
 

開 催 日 時 平成 28年11月11日（金） 14時 00分～ 15時37分  

開 催 場 所 桂浜温泉館  

参 加 者 20人 

出 席 議 員 上村  臣男 井手畑隆政  谷  惠介  林   敏夫  

沖田  範彦 岡﨑源太朗  平岡 正人  小田晃士朗  

報 告 内 容 １．議会の仕組み・常任委員会の位置づけ  

２．空き家の現状と有効活用  

意 見 交 換 市民  幾ら空き家を活用しても，その程度では人は呼び込め

ない。雇用をふやし，道路整備を進めていけば自然に人はふ

えると思う。  

例えば阿賀マリノだ。市はあれだけの大きな土地を無駄に

遊ばせている。随分経費もかかっているはずだ。市はあの広

大な土地をこれからどうしようと考えているのか。  

これだけ待っても買い手がいない。極端なことを言えば，

もらってくれる人がいるなら無償で渡したほうがよいと思

う。企業が来てくれれば雇用も生まれ，税金も入ってくる。

思い切った方策を真剣に考えてほしい。  

議員  私もそう思っている。 

私は安芸灘地区に住んでいるが，廃校などに小規模な企業

を誘致したいと考えており，市に再三提案している。豊町で

は中学校の跡地に豊食品という企業が立地して雇用が生ま

れた。  

ただし，阿賀マリノについては投資金額が大きいので，同

じようにはいかないと思う。 

我々も大企業が来るのを待つのではなく，市長がトップセ

ールスをして何としても企業を誘致するという気概を持っ

て取り組むよう意見している。 

今は道路脇に数社が立地しているだけである。力を入れて

営業するように言っておく。  

市民  この問題は，産業建設委員会で徹底的に議論してほし

い。  

議員  阿賀マリノについては，市も一生懸命セールスしてい

る。昨年には上屋が完成し，利用しやすい環境を整えている。 

 先ほど無償で渡してはどうかという意見をいただいた。現
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状では土地の鑑定評価額で売却することとなっているが，議

会の中でも無償で提供してもよいという意見もあり，将来的

には，鑑定評価額を下回る金額で売却することもあるかもし

れない。  

そのときは議会にも相談があるのでバックアップしたい。 

いずれにしても，抜本的な方策を考える必要があるのは確

かだと思う。  

 

市民  私は観光ボランティアガイドの会で活動している。き

ょうは空き家対策がテーマだが，観光は空き家対策のヒント

になりうると考えている。  

呉市の人口減少や高齢化の進展は合併した島嶼部が足を

引っ張っていると思う。都市部よりも島嶼部のほうが人口減

も高齢化もスピードが速い。  

そういった中で倉橋地区の将来を考えてみると，観光が人

口減や高齢化対策に効果があると思っている。 

今はよそから来られたお客様に倉橋のパンフレットを渡

し，帰ってから宣伝してもらうようお願いしている。  

私は，倉橋を丸一日遊べるような観光地にしたい。そのた

めには，眠っている観光資源の再開発が必要である。倉橋に

は幾つも素晴らしい景色があるが，今は道がなくなってしま

い，行けなくなった場所もある。登記簿では市道になってい

るが，草が茂って通れなくなっている。 

我々は，そういったところを整備し，観光資源を掘り起こ

したいという思いで，できるところは自分たちで草刈りをす

るなど，観光資源を再開発するために活動しているが，あく

までもボランティアなので資金がなく，行政に頼らざるを得

ない部分もある。  

観光客の中には，会社をやめたらこんなところに住んでみ

たいという人もいる。観光資源を開発して観光客を呼べば結

果的に空き家対策にもなると思う。  

12月には北京から 20人くらいのツアー客が来ることにな

っている。このツアーは今後も継続する予定である。  

また，最近になって倉橋がよくテレビで取り上げられてお

り，テレビを見て訪れたという人も多い。それがきっかけで

若い夫婦が２組も移住してきた。実は私も移住者である。  

交流人口がふえることで，間接的だが空き家対策につなが
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ると思う。  

議員も島嶼部の観光に力を入れていただきたい。  

議員  観光ボランティアを頑張っていただいており，感謝し

ている。行政主導で観光に取り組んでいる地域のある中で，

倉橋は地元が盛り上がって活動している。行政にもっと支援

してもらえるよう私も頑張りたい。  

日本遺産に認定されたこともあり，中心部に来る観光客は

ふえると思う。この観光客を島嶼部にも呼び込みたい。  

交流人口をふやして地域を活性化したいという思いは議

会も同じだ。 

我々産業建設委員会は，現在，所管事務調査として地域資

源を活用したＵＩＪターンの促進について研究している。き

ょういただいた意見は，今後の調査の参考とさせていただ

く。  

議員  安芸灘４島でもボランティアが活動しており，下蒲刈

から豊までバスで案内しているが，安芸灘のボランティアガ

イドも島には観光資源がたくさんあると言っている。  

委員会の中でも，観光資源の掘り起こしについて，助成を

含めて考えてほしいと提言したいと思う。  

 

市民  民間の空き家もたくさんあるが，倉橋には公の空き家

もたくさんある。  

学校統合に伴い，体育館や特別教室が利用されなくなっ

た。また，旧倉橋町時代の議会棟や別館，給食センターなど，

利用されていない公有財産は多い。  

空き家について議論する前に，倉橋の振興を考えるべきだ

と思う。学校は統廃合し，市民センターは移転した。本浦地

区が倉橋の中心でなくなったいきさつを説明してほしい。 

議員  申しわけないが，市民センターを移転した詳しいいき

さつはわかりかねる。  

旧役場の建物が老朽化し，このままでは危険であるという

ことで，建てかえるか移転するかという協議を行った。その

結果，今後は倉橋の中心を交通結節点である桂浜に移すとい

う方針を決め，市民センター等を移転したと聞いている。  

 一方，学校移転については私もかかわっていたが，いろい

ろな提案がされていた。 

当初，東部と西部の二つに分けて統合するという案もあっ
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たが，今後の児童数の減少を考えると，将来的に再統合が必

要になると予測されたため，小中一貫校として一度に統合し

たほうが子供たちにも負担が少ないという結論となった。 

地元で意見交換会を行ったが，旧倉橋小学校を残してほし

いという意見も多かった。  

そういった中，東部を含めて一度に統合することを考え，

少しでも東寄りの位置にしたほうがよいだろうということ

で，旧倉橋高校を活用することに決定した。  

こういったいきさつによって，学校施設や市民センター等

の移転を含め，桂浜を中心に倉橋を再構築しようということ

になったものだ。  

市民  当時の説明会では，予算があれば市民センターや小学

校を建てかえることができるが，予算がないから移転するし

かないと説明されたと記憶している。話が矛盾している。  

学校統合は教育環境の向上だと説明していたが，あのよう

に狭いところを小中一貫校にして子供を押し込んでは教育

環境が向上しているとは言えない。  

また，前の庁舎は老朽化して危険だという理由で移転した

にもかかわらず，現在もふれあい会館として活用している。

さらに，予算がないから建てかえはできないと言いながら，

改修工事にはお金がかかっており，矛盾している。  

倉橋は市の中心部から離れているためいろいろな面で不

利だが，「宝島倉橋」と言われるくらい資源が豊富である。 

先ほど観光ボランティアの方が観光資源を開発したいと

いっていたが，何を観光資源とするのか，早急に市に対して

企画書を出すべきではないか。 

市民  数カ所を観光資源として検討しており，今は，提案の

ための書類をつくる準備をしている。  

議員  「宝島倉橋」の復活を目指す熱い気持ちを受け取った。

意見として持ち帰らせていただく。  

 

市民  本浦の中心地にはトイレがない。観光客からもトイレ

がなくて困るという声を聞く。早く整備してほしい。  

議員  以前は旧役場の駐車場にトイレがあったが，汲み取り

式で危険だということから，現在は取り壊している。私はあ

の場所に水洗トイレをつくってほしいと働きかけている。 

観光客がふえればトイレが必要であると私も認識してい
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る。引き続き働きかけていこうと思っている。  

 

市民  空き家の調査を実施したということだが，職員が１人

で調査して何がわかるのか。自治会長なりを頼って調査する

べきだ。  

 水道が閉栓している１万  9,000戸のうち，空き家は約  

5,000戸しかないというのはどう考えてもおかしい。  

もう一度調査すべきではないのか。例えば，不動産屋が管

理している空き家などもきちんと調査しているのか。この数

字が正しいのかどうかが疑問だ。きちんとした数字がなけれ

ば，危険な空き家への対応もできないと思う。  

議員  調査自体は調査会社に委託し，相当な人員で実施して

いる。ただし，立ち入り調査はしておらず，外観を目視した

だけだ。確かに，近隣に聞き取り調査をすべきだと思うので，

市のほうにも提案しておく。 

また，独自で調査を行っている自治会もあると聞く。もし

協力していただけるのならば，その情報を市へ寄せてほし

い。  

調査対象に比べて空き家と判定された数が少ない理由だ

が，まず，空き家と思っていたが実際には人が住んでいたと

いうのが１万  2,000戸もあった。そのほか，既に更地になっ

ていたというのもある。また，集合住宅は対象から除いてい

るというのも理由の一つである。  

自治会等，身近な人が一番情報を持っていると思う。情報

があれば教えてほしい。市にも地元に働きかけるよう伝え

る。  

市民  空き家を壊して更地にすると税金が上がるのでその

まま放置している人が多いのだと思う。 

市民  先ほどから，視察に行った，あるいは，視察先ではこ

ういったことをしていたと言うが，その成功例を呉市で実行

すべきだ。成果を活用しなければ視察する意味がないと思

う。  

議員  本日は議会報告会である。視察の結果は別の機会で示

したいと思う。  

 

市民  私は，議会報告のたびに生活バスのことを聞いてい

る。  
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 東部の人が農協へ行くときは，桂浜温泉館でバスを降りて

歩いていかなければならない。夏場の暑いときなどは本当に

つらい。  

 しかしながら，バスは桂浜温泉館から本浦の車庫まで空で

帰っている。この状況をどう思うか。  

議員  以前は，桂浜温泉館からバス車庫まで空で帰っていた

が，今は，乗ってもよい便が幾つかあるはずだ。  

市民  ３便だけそのようになっている。なぜ，全便がそうな

らないのか。  

議員  少しでも運行距離が伸びれば，経費が大きく違ってく

る。便数をふやすには検証が必要である。  

市民  経費が大きくなると言われるが，生活バスは市が運行

経費を全額負担するのではないのか。  

議員  全額ではない。運行経費から利用者の運賃収入を引い

た額を補助しているだけだ。  

なお，生活バスは経常収支率が 15％を上回る場合に市が補

助して維持することとなっている。  

市民  負担よりも不自由なのが問題だ。 

議員  総合交通対策特別委員会で地域公共交通について議

論している。その中で，現状のような生活バスがよいか，あ

るいは，予約制のデマンド方式がよいのかといったことにつ

いて検討している。  

市民  立派なバスを空で走らせるよりも，小さな車両にして

便数をふやすなど，実態に合わせた改善が必要だと思う。黒

瀬では成功例があると聞いている。  

議員  生活バスの運行に当たっては，収益率について基準が

ある。今はその基準に従って運行しており，基準に満たなく

なれば，小型の車両を使用した乗り合いタクシーに移行する

などの対応を行う。  

市民  総合交通対策特別委員会では，生活バスに関して嬉野

温泉や佐賀に視察に行っている。その視察先では参考事例が

あったはずだ。そういった事例をまずは区長会等で我々に伝

える必要があるのではないか。 

議員  どこの地区も同じような悩みを抱えている。利用者が

減少していることが一番の問題であると思う。  

 貴重な意見として持ち帰らせていただく。  
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市民  空き家の適切な管理に関する条例の内容について説

明してほしい。  

また，呉市では地域おこし協力隊を受け入れており，観光

ボランティアも活発に活動しているようだが，観光のプロを

招聘してはどうかと思う。成果を上げている市もあると聞

く。地域の人だけでは行き届かないところがあると思う。呉

市において，観光のプロを招聘するという考えはあるか教え

てほしい。 

議員  呉市議会では議会報告会で出された意見をきっかけ

に全国に先駆けて空き家を管理する条例をつくった。  

この条例を制定したことで，危険な空き家については指導

や勧告を行うことができるようになった。また，法も整備さ

れ，行政代執行ができるようになった。ただし，代執行の場

合も，かかった経費は所有者が負担する。  

市民  対象となる建物の所有者がわからない場合は代執行

ができないということか。  

また，市内で代執行した事例はあるか。  

議員  県内ではまだ代執行の例はないと思う。  

市民  秋田県で代執行したと報道されていたと思う。  

議員  県内ではまだ代執行した例はない。  

もう一つの質問である旅行会社のプロを招聘することに

ついてだが，安芸灘地区には４人の地域おこし協力隊を受け

入れており，地域の人たちと仲よくなっている。  

市民  地域おこし協力隊は素人だ。私が提案したのは，プロ

を招聘する気があるかどうかだ。  

 例えば，産業人材を派遣する広島県の拠点があるが，そう

いったところから人材を派遣してもらえばよいと思う。そう

いったことを議会で考えてはどうか。  

議員  ひろしま産業機構のことだと思うが，観光面は余り得

意ではないと思う。  

視察先で，そういった人材を登用したことでまちが活性化

したという事例を幾つも見ており，導入について市に働きか

けているが，まだ取り入れられてはいない。  

これからも働きかけていきたいと思う。  

市民  技術職の採用年齢を引き上げるくらいならば，ぜひこ

ういったことも考えてほしい。  

議員  観光だけでなくいろいろな分野でそういった人材の
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活用を考えていくべきであると思う。  

議員  代執行は長崎でも実施されている。  

代執行については，行政側は借金がふえるだけだという思

いでいるようだが，我々としては，そうであっても市民の安

全のために進めていきたいと思っているので，引き続き働き

かけていきたい。  
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平成28年度呉市議会報告会報告書 

（ 中央 ）地区 
 

開 催 日 時 平成 28年11月12日（土） 14時 00分～ 15時40分  

開 催 場 所 呉市議会議事堂  

参 加 者 27人 

出 席 議 員 岩原   昇 山本  良二  檜垣 美良  久保   東  

谷本  誠一 神田  隆彦  土井 正純   

報 告 内 容 １．議会の仕組み・常任委員会の位置づけ  

２．子育て支援について  

意 見 交 換 市民  １歳11カ月の娘を育てている。呉市出身であるが，関

西のほうに長い間住んでいて２年前に戻って来た。呉市で子

育てをすることに大変不便を感じている。まず，公共交通に

ついて，広地区に住んでいるが，ＪＲの本数が限られている。

９時 27分広駅発の呉駅方面の便があるが，次は 10時２分発で

あり，30分以上間がある。子供を抱えていると何があるかわ

からないので，次が 30分後となれば，子供と一緒に外へ出る

ことはとてもハードルが高くなる。バスの便もあるが，呉越

峠を通るので非常に時間がかかる。バスにベビーカーを乗せ

るとなると低床車両の台数が限られているので，難しい面も

ある。呉市で電車やバスを利用して外出することは非常にハ

ードルが高いという現状がある。もし，私が安浦地区に住ん

でいるのであれば仕方がないと思うが，広地区という家賃も

高いところに住んでいるにもかかわらず，このような状況で

あるのでどうすればよいかと思う。関西に住んでいて，呉市

に戻ることになったときの一番の懸念事項が交通の便であ

る。車に乗ることができないので，やっていくことができる

のか心配であった。これから仕事を始めようとしたとき，限

られた交通機関しかない中では，仕事復帰もままならないと

思う。呉市では仕事をしながら子育てをすることは難しいと

感じている。  

 昨年の議会報告会でも話をさせていただいたが，呉市内の

駅にはエレベーターがない駅が多い。子供を連れて呉ポート

ピアパークへ行こうとしても呉ポートピア駅にはエレベー

ターがない。子供をベビーカーに乗せて呉ポートピア駅で降

りる場合はどうすればよいのか。かるが浜駅にもエレベータ

ーがなく，海水浴へ行きたいと思っても行くことができな



 - 28 - 

い。昨年も言わせていただいたが，どうにかならないものか

と思っている。また，駅のトイレにはおむつがえスペースが

あるが，そこでおむつがえができるかといえばそうではない

場所もある。例えば，安芸阿賀駅のトイレのおむつがえシー

トは，けば立っていたり，亀裂が入って中のスポンジが出て

いたりしている。そのような場所でおむつがえをしたいと思

う方はいないと思う。現状を見て，使えるものなのかどうか

確認していただきたい。  

 次に，子供を連れて飲食できるような場所が，特に広地区

にはない。ファストフード店でもよいが，低価格で子供にご

はんを食べさせることができる場所がない。広地区には市民

センターがあるが，飲食は禁止となっている。飲食できそう

な場所としては，図書館の横のスペースが考えられるが，ま

ともな飲食はできない。なぜ広市民センターで飲食ができな

いかということを子育て支援センターの方に相談もしたが，

館内全てが飲食禁止となっているので難しいということで

あった。中央地区の子育て支援センターは飲食ができること

になっているが，広地区ではできないので，広市民センター

で打ち合わせなどをしていても昼には家に帰らなければな

らない。子育て支援センターで活動するサークルに入ってい

るが，昼をまたぐような活動はできない。広地区の子育て支

援センターの出入口近くには自動販売機があり，そこにベビ

ーカーを置く場所があるが，その場所は結構広いので，テー

ブルといすを置くことができないかと思っている。子育て支

援センターの方に相談をしたが，そこへテーブルを置けば，

一般の方も利用することもできることになってしまうので，

問題になると言われた。市民センターは誰が使ってもよい場

所だと思うので，私は問題になるとは思わない。まちづくり

センターを利用する高齢者の方もいるので，その方と一緒に

ごはんを食べながら交流もできるし，そのような場所をつく

ることがなぜいけないのかと思う。本庁舎はカフェが１階に

でき，飲食できるスペースができたが，広市民センターにも

そのような場所を設けていただければと思う。  

次に，道路についてであるが，ベビーカーを押して歩いて

いると非常に段差が多く，微妙に斜めになっており，力を入

れてベビーカーを押さないと前に進めない。このことは高齢

者の方も同じように感じているのではないのか。溝にグレー
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チングをかけているところがあるが，ベビーカーを押してい

ると引っ掛かることがある。一部分だけグレーチングにして

いるのであればよいが，全体的にかけているところでは必ず

ベビーカーが引っ掛かってしまう。子供が寝ていてもグレー

チングに引っ掛かると起きてしまうこともあり，とてもスト

レスを感じる。  

 以後は子供の病気などで本日参加できなかった方の意見

を代弁させていただく。  

 交通の便を何とかしてほしい，子連れで飲食できる場所を

何とかしてほしい，また，道路の改善をしてほしいという意

見があった。  

次に，中通商店街が充実しておらず，子育て世帯には魅力

がないということであった。子育て世帯が呉市に帰って来て

楽しいと思えるような場所をつくることが大事ではないか

と思う。託児つきで楽しめるような映画館、ジム，カルチャ

ーセンターなど，子供がいても楽しめるような場所を公共施

設の中につくることができないかという意見もあった。お母

さんが心身ともに健康であることが子供にとっても大切で

あると思うので，お母さんがリフレッシュできる場所を託児

つきでつくってもらえれば，子育ても頑張れると思う。高齢

者にはバスの乗車に対して助成があるが，子育て世帯にはな

いので，同じような助成があってもよいのではないか。空き

家が問題となっているが，古民家を活用し，周りに駐車場を

つくって活動ができる場所をつくってはどうかという意見

や，産婦人科が少ない，不妊治療に対する助成をお願いでき

ないかという意見もあった。  

次に，ファミリーサポートセンターを充実してほしいとい

う意見である。よく利用しているが，いつも預けている人が

いない場合，ほかの方に頼むことが難しいそうだ。料金の助

成を含めて考えてほしいということであった。幼稚園や保育

所等では仕事をしている方が優先になるので，断られること

が多く，土日の子供の預け先を考えていただきたいというこ

とであった。 

議員  公共交通機関の充実という意見があったが，ＪＲのほ

うへは議会からもお願いをしているところである。国鉄から

ＪＲになって 30年近く経過するが，民間会社になり，そのあ

たりのコスト意識が強くなった。要望をしているがなかなか
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実現しないのが現実である。ＪＲの便については，広駅まで

はよいが，広駅以東は１時間に１本であり，大変な状況であ

る。この問題については，ＪＲがあれもこれもやってもらえ

るのであればよいが，呉市全体を考えると広駅以東の問題が

大きいかと思う。待ち時間の 30分というのが，長いのか短い

のかどうなのかというのが率直な意見である。駅のエレベー

ターの問題であるが，市のほうからも議会のほうからも要望

を出している。吉浦駅なども乗降客が多いが，エレベーター

が設置されておらず，エレベーターの設置は乗降客数も影響

してくるのではないか。  

 バスの問題であるが，交通局から広電バスに移譲されて丸

４年が経過し，公共交通をどうするのか議会のほうでも議論

をしているところである。議会として特別委員会も設置して

おり，市民の皆様の意見も伺いながら考えていきたいと思っ

ている。  

 ＪＲの関係で，子供のトイレについての意見があったが，

使えないくらい劣化しているのであれば，調査をしてみたい

と思う。中央図書館に子供の絵本などがあるスペースがある

が，以前は環境がよくなかった。議会からの要望などにより，

今年度改修することになったので，このような意見があった

ことを伝えていきたいと思う。 

議員  駅のエレベーターについてはバリアフリー法という

法律があり，公共交通機関はバリアフリーに力を入れるよう

努力義務が課せられている。国の基準で１日の乗降客が少な

い駅は設置しなくてもよいことになっており，ＪＲは１日に

これだけの乗降客がある駅であれば，エレベーターを設置す

るということにしているのだと思う。呉ポートピア駅につい

ては，１日の乗降客が少ないので投資効果も少ないと考えて

いるのではないのか。  

 ベビーカーを押して歩くときに道路が斜めになっていて

歩きにくいという話があったが，以前，障害者の団体からも

同じような意見をいただいた。中央地区にもこのような場所

があり，市の道路を管理する部署に聞いたところ，道路と駐

車場の間が斜めになっているのは，車をスムーズに出入りさ

せるためということであった。これを解消するためには，家

の建てかえ時に路面に合わせてもらうしかないので，すぐに

直すことは難しいそうだ。  
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 公共施設における飲食についてであるが，本庁舎にはシビ

ックモールという場所があり，カフェもある。ほかの市民セ

ンターやまちづくりセンターにも店を出してもらえばよい

のではないかという意見もあると思うが，本庁舎のカフェは

食堂の経営と一緒になっており，人の出入りがある程度多く

ないといけない。ということで，広市民センターに出店をお

願いするのは難しいのではないか。軽食を食べることができ

るようにすることについては，今後の研究次第によってはど

うにかなるかと思う。  

 産婦人科の問題は医療機関の問題でもあるが，不妊治療に

ついては県の制度に市が上乗せをして予算を組んでおり，少

しは前に進んできたかと思っている。  

議員  不妊治療はこれまで県の事業であったが，市に権限が

おりてきており，今年度  4,400万円の予算が組まれている。

県の権限から市の権限になり，市民に身近な市役所が業務を

行うので，もっと充実した事業になると思う。６組に１組は

不妊に悩んでいるそうであるので，今後も拡充されていくの

ではないか。  

 まちづくりセンターなどで飲食ができないかという意見

であるが，仰せのとおりだと思う。市役所に用もないのに来

る人もいるので難しいのではないかと思うが，子育て支援セ

ンターを憩いの場として使っている方もいるので，貴重な意

見として承りたい。  

 ファミリーサポートセンター事業を利用しようとしても

預けられないこともあるという意見があったが，民生委員会

において休日保育を新たな課題として考えていこうとして

いる。個人的な意見になるが，委員会視察で訪問した小松市

は，休日保育の利用料が１日  3,000円であった。利用料  

3,000円が高いか安いかということについて意見を伺うこと

ができればと思うし，ファミリーサポートセンター事業の問

題点についても市長部局とも話し合いたいと思う。  

 ファストフード店や子連れで利用できる店が少ないとい

う問題と中通商店街の充実という問題であるが，これは公で

はなく民間の問題であり，儲からないから出店しないという

悪循環になっているのかと思う。中通商店街については，昨

年かられんがをインターロッキングにして歩きやすいよう

整備しており，ハード面の整備は進んできている。  
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 道路のグレーチングについては，私もよく相談を受ける

が，苦情が多いところは小さい枠のグレーチングに変えるよ

うにしてきているので，問題がある場所があれば市民センタ

ーや自治会長，議員のほうへ申し出てほしい。改善の余地は

あると思う。  

 託児つきのジムなどについては，民間の部分があると思う

が，今日の議会報告会は参加者の要望により託児所を設置す

ることになった。このような取り組みは議会側のほうが市長

部局側よりも早いと思うし，議会側の取り組みを注視してい

るのではないか。子育て支援センターや 10月に業務を開始し

た産前産後サポートセンターなどにも要望を上げていただ

ければと思う。  

 産婦人科が少ないという問題は切実な問題ではないかと

思うが，今の状況を維持すること自体が難しくなってきてい

るので，この状況を保つことができるよう取り組まなければ

ならない。産科の医師の負担がふえないよう考えていかなけ

ればならないと感じている。  

 

市民  自営の仕事をしている友達の話であるが，なかなか仕

事を休むことができないそうだ。幼稚園と保育園に一人ずつ

子供を預けているが，熱が出た場合に迎えに行くことも難し

いそうで，ファミリーサポートセンターに頼むとなるとお金

がかかるのでちゅうちょしてしまうそうだ。土日祝日などで

ファミリーサポートセンターに頼めなければ頼むところが

なく，それに加えて，夫は出張が多く，両親にも頼みにくい

事情があったりして困っていると聞いた。夜間も仕事に出な

ければならないので，夜間保育をしてもらえるところがほし

いということであった。  

 私は１歳３カ月の子供を育てているが，４月から働きたい

と考えている。子供と一緒にいると息が詰まることもあるの

で，外で働きたいと思い，保育所の空き状況を調べているが，

どこも満員で入ることが難しいようだ。優先されるのは正社

員の方，自営業の方，兄弟のいる方で，これから仕事を探す

ような人は優先されていない。保育所をふやすことは難しい

かもしれないが，先生をふやすことは市の対策としてできる

のではないか。  

市民  現在，育児休職中である。８月から復帰予定であった
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が，保育所に空きがなく復帰できなかった。空きができたら

連絡をもらえることになっているが，全く連絡がない。今月

より来年４月からの入所申し込みが行われているが，希望す

るところで空きがある保育所はない。来年４月からの入所も

厳しい状況であると言われ，見学さえもできなかった保育所

もあった。育児休職の延長も 12月までなので，１月に復帰で

きなければ仕事を辞めるしかない状況である。市役所にも何

回か相談に行ったが，ほかにも待っている人がたくさんいる

状況だということであった。いろいろと探したが，入所枠は

あるけれども保育士が足りていないという保育所もあった。

そこはハローワークに求人を出しており，保育士が確保でき

れば入れるかもしれないということだった。保育所に入れな

い状況になれば，無認可の託児所や一時保育も考えなければ

ならない。一時保育は月 14日しか預けることができないなど

の制約があり，利用しにくい。託児所や一時保育を使うとな

ると，利用料がかなりかかるので働く意味もなくなってしま

う。呉市は待機児童ゼロと言っているが，全くそのような状

況ではない。市役所で相談をしたとき，これまでは結婚，出

産で仕事を辞める方が多かったが，働く方がふえてきたの

で，保育所に空きがない状態が続いているのではないかとい

う話をされた。保育所に入れるようにしてもらえなければ，

仕事復帰もできないし，子供を産んでも生活が厳しい。  

議員  呉市では，中央地区と広地区で１カ所ずつ病後児保育

を委託事業として行っている。夜間保育を行っている施設が

ないということであったが，これについてはニーズを調査し

て検討をしているところである。夜間も保育を行っている民

間の託児所もあるが，料金が高いので利用しにくいのではな

いかと思う。市が夜間保育事業を行うとなれば，民業圧迫に

つながることにもなるので，今後検討していきたい。呉市は

待機児童ゼロということで，希望する保育所でなければどこ

かの保育所には入所はできる状況だと説明しているが，実際

はそうではないようだ。また，子供一人を入所させることに

よって，保育士の配置基準が変わることもあり，それをクリ

アするには新たに保育士を雇わなければならないという問

題も発生する。いろいろな問題があるが，呉市においては，

子ども・子育て支援新制度の中で，小規模保育所を３カ所設

けている。入所定員をオーバーしたとしても，基準を満たせ
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ば定員の円滑化により，定員の上乗せをすることもできる。

保育所になかなか入ることができないという話を聞いたの

で，議会としても実態を調査し，研究していきたいと思う。  

議員  時間外保育や休日保育の関係については，当局におい

てアンケートをとって考えていこうとしているところであ

るので，よろしく願う。また，保育士が足りないという現状

があるので，保育士を確保する取り組みについても当委員会

で検討しているところである。 

議員  休日保育については，ニーズを調査するよう担当部局

に申し伝えている。郊外の保育所であれば空きがある状況の

中で，どこまでであれば預けに行くことができるのか。30分

までなら大丈夫というような考え方やイメージがあれば願

う。  

市民  島嶼部や川原石地区であればあきがあると言われた

ことがある。例えば，広地区にあきがあると言われても車の

運転ができなければ厳しい。家から自転車で 10分くらいがよ

い。  

議員  個人差があるとは思うが，保育所までの距離はどれく

らいがよいか。  

市民  10分くらいがよい。  

市民  広地区に住んでいる。３人の子供がおり，一番上が小

学校１年生，一番下が１歳である。小学校１年生の子が７時

30分に家を出るので，そのことを考えると，遠くの保育所へ

預けるということはあり得ない。仕事の始業時間は９時くら

いが多いので，家から車で 10分から 15分の保育所がよい。中

央地区や島嶼部の保育所に預けるということは考えられな

い。  

議員  例えば，両親と同居をしていれば，そのような問題は

起きないのか。  

市民  両親ともに働いているので難しい。  

市民  私は年金が少ないので， 70歳を超えても働いている

が，小さい子供のおじいちゃん，おばあちゃんは私よりも若

いので，まだまだ現役で働いていると思う。面倒を見てもら

うのは無理ではないか。  

市民  息子夫婦から子供を見てほしいと言われ，仕事を辞め

たことがある。ちょうどタイミングがよかったので，仕事を

辞めて手伝うことができたが，私のような環境にある方は少
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ないと思う。  

議員  子育てを妻に任せ切りだったので，いろいろな話を聞

かせていただき，反省をしているところである。切実な訴え

をいただき，我々議員が現実を直視していなかったと感じ

た。  

 先日，大阪府池田市を視察したが，送迎保育という事業を

行っていた。市中心部の保育所はあきがないので，駅前の施

設で子供を預かり，郊外の保育所へ送迎するというシステム

を運用していた。子供をバスに乗せて連れて行くことになる

が，何分くらいだったら大丈夫か。また，送迎保育のような

システムを呉市において導入した場合，利用したいと思う

か。  

市民  幼稚園の送迎バスに子供は 30分くらい乗っているの

で，大丈夫かと思う。子供が熱を出した場合の個別の対応は

してもらえるかが心配である。また，仕事が終わる時間はば

らばらであるので，どのように送迎しているのか疑問だ。  

議員  30分くらいの送迎であれば，大丈夫か。  

市民  私の感覚では大丈夫と思う。  

議員  緊急時は預かっている保育所に迎えに行くことにな

るので，どこまで妥協ができるかが問題である。企業側も子

育て支援に力を入れていると思うが，産休と育休はどこまで

延ばしてもらえるのか。  

市民  保育所への入所が難しいという状況は会社にも伝え

ているが，育休期間が長期に及んでいるので考えてほしいと

言われた。つまり，辞めなければならないということだと思

い，組合にも相談したが，会社の規則があるのでどうなるか

わからないということであった。組合から会社のほうにかけ

合ってもらっているが，育休延長という話はまだない。保育

所に入所できることを願っているところである。  

議員  保育所に子供を預けることができず，仕事を辞めなく

てはならない状況になっている方はたくさんいるのか。泣き

寝入りしているのか。  

市民  医療関係の方は事業所の中に託児所があるので，困っ

ていないと思うが，普通の会社員は困っていると思う。  

 

市民  池田市の送迎保育の話が出たが，朝，駅前に子供を集

めるということはできるかもしれないが，帰りも駅前にとい
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うことは難しいのではないか。働くために子供を預けるとい

うことであるので，退社時間はまちまちであれば無理なので

はないか。中央地区は幼稚園のバスがお迎えに回っている

が，少し離れた保育所でも大丈夫ということであれば，高齢

者は施設へ通うための送迎があるので，同じように子供の送

迎についても行政が助成してはどうか。親と同居すれば問題

が解決するのではないかという話もあったが，うっとうしが

られると思う。価値観が違うので，仕事が忙しくても親に預

けることはできない，思うような子育てができなくなるとい

う話も聞いたことがある。価値観が違ってきているので，私

たちの年代が孫の世代を預かることは難しくなっているの

ではないか。  

議員  子育て支援の問題を解決していくには何がよいか答

えというものはないと思う。呉市は人口減少，少子高齢化が

進んでおり，将来を見据えたとき，周辺部は限界が来るので

はないか。呉市全体が繁栄していくことを考え，当委員会で

は子育て支援について調査研究を行っている。いろんな意見

があると思うが，どこかで折り合いをつけなければならない

と思う。市民の皆さんの意見を執行部側に伝え，反映させた

いと考えているが，先ほど報告のあった子供の医療費の問題

については，委員会から提言したことにより，来年度予算に

反映されることになるかもしれない。このような議会の動き

を注視していただきたい。  

 

議員  呉市は延長保育を実施しており，７時から 19時 30分ま

でとしているが，ほかの自治体では 22時まで延長していると

ころもある。そのようなニーズが呉市にはあるのだろうか。

また，土日祝日の保育のニーズはどうか。  

市民  夜間のニーズはあると思う。サービス業であれば，夜

８時，９時までの勤務は普通にある。夜 10時まで預かり，御

飯を食べさせてもらい，風呂まで入れてもらえて，家に帰れ

ば子供は寝るだけというのであれば，働こうという方もいる

と思う。８時に閉店してもすぐに帰れるわけではないので，

夜間保育がなければ仕事を辞めざるを得ない。仕事復帰の選

択肢として考えれば，そのような保育があることはありがた

いのではないか。サービス業は土日祝日も出勤があり，繁忙

期は夜 10時，11時まで勤務ということもあるので，夜間保育
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がないと仕事は辞めざるを得なくなる。需要はあると思う。 

議員  ファミリーサポートセンター事業があるが，登録者が

少ないのか。  

市民  ファミリーサポートセンター事業は，夜間は対象外で

ある。自衛隊勤務で夜勤がある方は，職場で預け合っている

そうだが，子供を預け合うことはリスクが高いと思うし，子

供にとってもよいことではない。富山県では地域担当者制度

があり，預かる人がいなければ責任者の方が責任を持って，

夜間でも預かってもらえるそうだ。  

 

議員  あれもこれもできる時代ではない。夜間保育と休日保

育のどちらかを選択するとした場合，どちらのニーズが大き

いと思うか。  

市民  どちらか選ぶのは難しい。  

 

市民  あれもこれもやることは難しいと言われたが，２月に

ＮＨＫで岡山県奈義町の取り組みが紹介されていた。国の出

生率が 1.42という中で，その倍の出生率があるそうだ。呉市

の出生率は平成 24年度  1.46ということで国の数値を上回っ

ているが，死亡率のほうが高い状況だと思う。子供をたくさ

ん産んで安心して住めるような呉市であってほしいと思う。

奈義町では医療費だけでなく住居にも補助金が出ていたり，

役場の職員の給与を削減したり，公共事業にボランティアを

使ったりしていた。保育料について，二人目は半額，三人目

は無料にしたり，不妊治療の対策や任意の予防接種の無料化

も行ったりしており，子育て世代が引っ越してくるような魅

力あるまちを目指していた。広島市とまちの魅力を比較した

とき，呉市が広島市のまねをすることはできないと思う。若

い人たちに対して，広島市にない新しい魅力をつくっていか

ないといけないのではないのか。呉市なら子供を安心して産

めるという幅広い施策を考えていただければよいと思う。中

央地区は家賃，駐車場が高いが，呉市には移住希望者住宅取

得支援という制度があり，中古住宅を購入すれば助成しても

らえることになっている。移住，転居して来る人たちのため

に空き家などを市が買い上げて安く提供できるような仕組

みをつくり，中央地区にも若い人たちがもっと住むことがで

きれば活性化していくのではないかと思う。若い人たちが集
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まって，民の力で活力あるまちづくりができるよう支援をし

ていただきたい。  
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平成28年度呉市議会報告会報告書 

（ 昭和 ） 
 

開 催 日 時 平成 28年11月14日（月） 18時 30分～ 20時00分  

開 催 場 所 昭和まちづくりセンター  

参 加 者 21人 

出 席 議 員 上村  臣男 井手畑隆政  谷  惠介  沖田  範彦  

岡﨑源太朗  平岡  正人  小田晃士朗   

報 告 内 容 １．議会の仕組み・常任委員会の位置づけ  

２．空き家の現状と有効活用  

意 見 交 換 市民  議会での論点として，危険な空き家の対応について

は，空き家条例第７条に緊急安全措置が定められていると説

明があった。  

私が住んでいる地域にも危険な空き家がある。松山のほう

にこの空き家の関係者がいるらしいが何も対応をしてくれ

ない。どうすればよいのか。  

議員  市に情報提供はしているのか。 

市民  している。  

議員  空き家の持ち主に関することは地元の人でなければ

わからないと思う。情報がなければ市が職権で調査するにも

限界がある。市もできることはやっていると思うが，個人の

持ち物に対して行政がどこまで関与するのかというところ

は難しい問題である。  

市民  行政が調査し，松山に空き家の関係者がいることは判

明している。 

この物件は，住んでいる人が亡くなったため空き家となっ

たもので，住人はひとり暮らしの高齢者であった。亡くなっ

てからかなりの時間が経過し，木が生い茂ってしまい困って

いる。  

私は自治会長なので近隣の人から何とかしてほしいと頼

まれる。どうすればよいのか。  

議員  あちこち先進地を視察した中では，遠隔地に住む遠縁

の人のところまで職員が出向いて対応を依頼している市も

あるが，現実的には難しいと思う。  

市民  ではこのままでいるしかないということか。  

議員  私の家の隣の家も，家の中に木が生えているほど老朽

化した空き家だったが，市民センターの職員が調査したとこ
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ろ広島に親戚がいることが判明し，対応してもらった。 

一方で，幾ら調査しても関係者がわからない物件もあっ

た。その物件については，木が道路に張り出して通行の妨げ

になっていたため，本当はよくないことかもしれないが，自

治会の責任で木を切った。  

市民  持ち主に連絡すれば対応してくれる物件もあるが，先

ほど説明した物件は４，５年放置されたままだ。  

その空き家の近くに住んでいる人から木を切っていいか

と聞かれるが，勝手に切ってはいけないととめているところ

だ。  

こういった案件については，空き家条例第７条の緊急安全

措置で対応できないか。  

議員  松山の関係者と連絡はとれるのか。  

市民  連絡をとっているのは行政である。  

議員  行政を通じて，その関係者に自治会が木を切っていい

か聞いてみてはどうか。  

市民  木を切るのもお金がかかる。私が勝手に自治会のほう

で切るとは言えない。  

議員  他市の事例では… 

市民  他市の事例はどうでもよい。  

我々がどうすればよいのかを聞いているだけだ。  

議員  緊急安全措置をする場合もかかった経費を所有者に

請求しなければならない。現状では，どうしようもないと言

うしかない。 

 

市民  空き家問題は人口問題である。また，住宅会社の事業

活動も影響している。  

住宅会社がどんどん家を建てれば，当然，不要となった家

は空き家となる。加えて，人口減少が進んでいるにもかかわ

らず，住宅の供給がふえている。しかし，現状では住宅建設

にブレーキをかけることはできない。これは地方議会が議論

する問題ではなく，国家レベルの話だと思う。解決するには

法整備が必要だ。  

私の住んでいる地域にも６軒の空き家があり，放火や倒壊

といった危険性を心配してはいるが，私の住んでいるところ

は山のてっぺんで，いわゆる危険な空き家となっても余り影

響がないものが多い。  
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また，私は自治会長であり，住民から危険な空き家につい

て相談を受けることがある。そういった場合は行政と一緒に

現地を確認したりするのだが，持ち主が対応するべきだと言

われるだけだ。  

現状を何とかしようとすれば，ミクロ，マクロの視点で対

策を検討することが必要だ。  

議員  議会が空き家に係る条例をつくり，行政が実態を調査

しているところだ。  

その調査結果を見ながら対応を検討していきたいと思う。 

議員  今の法律では持ち主が対応しなければならないこと

になっている。法の整備が進み，行政代執行ができるように

なったが，代執行の経費は持ち主に請求することになる。 

一方，市もいろいろな補助を行っている。個人の持ち物に

対して税金を投じるのがよいのかどうかという議論もある

が，市としては，危険な空き家については除却を進めなけれ

ばならないというスタンスで取り組んでいる。議会も，条例

改正を含め，よい方策を考えていきたい。  

 

市民  先ほどの説明では，これまで公表していた空き家の数

は２万戸で，調査対象となったものが１万  9,000戸，そのう

ち空き家と判定したのが  4,800戸ということである。数字が

大きく乖離しているがなぜか。  

また，空き家と判明した  4,800戸のうち，その半数は所有

者が不明ということである。先ほどから議論されているが，

所有者が不明ということは，対応のしようがないということ

か。  

ごみ屋敷について市が強制執行したという報道をよくテ

レビで見る。ごみ屋敷は現に住んでいる人がいるから対応で

きるのだろうが，所有者がわからない空き家は行政も手をつ

けることができないということか。  

調査の結果，２万戸の空き家のうち，行政が対応できるの

は所有者が判明している約  2,000戸しかないということだ。 

私は，「防災まち歩き」として，子供たちと町内の危険箇

所等を確認して回る活動をしている。崩壊しそうな空き家を

たくさん見かけるが，所有者が判明していない空き家で被害

を受けても泣き寝入りするしかないということだ。  

そう考えると，空き家条例第７条に緊急安全措置の規定が
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あるが，実際に適用するのは難しいのではないかと思う。 

また，行政は民間と民間の問題には介入できないと言う。

やはり，我々は泣き寝入りするしかないということだ。市民

が困っていることを知ってほしい。  

議員  議会でも空き家の数字については問題となった。  

水道が閉栓している１万  9,000戸のうち，実際に空き家だ

ったのは  4,800戸であった。この差は，居住中であるという

回答が１万  2,300戸，更地となっていたのが  1,500戸，集合

住宅であったのが  900戸であった。なお，この調査は戸建て

の空き家のみを対象としている。  

いずれにしても，これまで公表していた約２万戸という数

字が曖昧であったということかもしれない。 

なお，空き家と判定した約  4,800件については，実際に現

地に出向いて確認しており，現在の状態をきちんと把握して

いる。  

持ち主がわからないものについては，現在，固定資産税の

課税台帳を活用して所有者を調査しているところである。行

政も頑張っているので，皆さんも何か情報があれば連絡して

ほしい。  

また，周囲に影響を及ぼすような危険空き家については，

先ほど説明したとおり，緊急安全措置ができると条例で定め

ている。  

執行にはいろいろなハードルはあるが，市民の安全を第一

に考えているので，そういった物件があれば知らせてほし

い。  

市民  対応してもらえるような状況かどうか，我々では判断

できない。こちらが危ないと思って通報しても，行政にはこ

の程度では対応できない言われることもある。 

議員  情報提供していただければ，我々議員が実際に確認

し，行政へ連絡するのでよろしく願う。 

 

市民  私は，昭和 46年に建てた家を北九州市に所有している

が，その空き家を今後どうするのかということで，北九州市

役所が現在の建物の評価額などを細かく通知してくる。空き

家であっても固定資産税を払っているはずだ。市が調査すれ

ば持ち主がわからないということはないと思う。  

このたび呉市が行った調査では空き家の半数が所有者不
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明ということだが，固定資産税の情報は調べたのか。  

議員  このたびの実態調査では固定資産税の情報は利用し

ていないが，今後の調査について使用するということであ

る。  

 

市民  インターネットなどでは，空き家を壊して更地にする

と税金が６倍になるとか， 4.2倍になるとか，あるいは５倍

など，いろいろな数字が上がっているが，実際のところはど

うか。  

議員  住宅が建っている土地は税金が６分の１に減額され

ていたが，法が改正され，壊れかけたような家の場合は減額

されなくなった。危険空き家と判定されたら住宅特例が適用

されなくなったということを覚えておいてほしい。  

 

市民  私は豊浜に住んでいるが，豊浜は賃貸住宅が余りない

ので，新たに豊浜に住もうと思ったら空き家を活用すること

になる。 

説明では，所有者のわからない住宅がたくさんあるという

ことだが，なぜこれだけ多くの空き家が所有者不明となって

いるのか。  

また，今後，所有者がわからない空き家をふやさないため

にはどうすればよいと考えるか。  

議員  核家族化が進み，若い世代が外に出て行き帰って来な

いことが空き家のふえる原因であると思う。 

議員  相続登記がきちんとされていないことが一番の原因

である。住んでいた人が亡くなってかなりの時間が経過した

場合，相続関係者が多くなり過ぎて対応が難しい。  

市民  所有者がわからない空き家をこれ以上ふやさないた

めにはどうすればよいと考えるか。  

議員  役所が本気になって調査すればほとんどのものは所

有者がわかると思う。例えば，道路建設のために用地を買収

するときは，役所は地球の裏側にいる所有者でも突きとめ

る。本気になっていないだけだ。役所は調査権限を持ってい

る。  

市民  そうであれば，所有者がわからないという問題は大部

分が解決するのではないのか。  

議員  解決すると思う。私から役所に本気で調査するように
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言っておく。 

議員  マイナンバー制度が確立されれば，課税状況が明確に

なるので所有者の解明にもつながると期待している。  

 

市民  最近，テレビで移住を取り扱った番組をよく見かけ

る。  

農業や漁業をやってみたいという人も多いようだが，移住

したいという希望を持っていても，経済的に難しいという若

者も多いと思う。例えば，無利子で移住費用を融資するなど，

移住に係る支援策を拡大してはどうか。呉市に若者を呼び込

むためには，そういった魅力ある施策が必要だと思う。 

また，呉のよいところをどんどんＰＲすることも大切だ。

定年した人がＵターンするのを待つのではなく，若者を呼び

込む方策を考えたほうがよい。  

議員  我々もそのとおりだと思っている。若者が呉で子育て

をしたいと思ってくれることを願っている。  

先日，東京にある移住を支援する施設を視察したが，その

施設によると，最近は若い移住希望がふえているということ

であった。また，移住先は田舎ではなく，仕事のある地方都

市を希望している。呉市はそのニーズに合ったまちであると

思っているので研究していきたいと思っている。  

市民  若い人はお金がない。若者を呼び込むためには，移住

してすぐに生活が成り立つような支援が必要だと思う。  

議員  農業をしたい人に対しては就農支援も行っている。ま

た，議会からもそういった提案をしていきたいと思う。  

 

市民  私が住んでいる宮ヶ迫団地は，子供が独立して夫婦だ

けの世帯や身寄りのないひとり暮らしの高齢者が多く，５年

先， 10年先には空き家になるような世帯ばかりだ。  

このたびの議会報告会のテーマは「空き家の現状と有効活

用」とうことだが，空き家の実情は地域によって違う。  

宮ヶ迫では空き家を有効活用することはできない。空き家

となっても次に住む人はいない。これからどんどんふえてい

くばかりだ。  

我々からすれば，空き家の有効活用について議論する必要

はない。それよりも喫緊の課題として，緊急安全措置など，

現状をどうすればよいかを委員会や会派など，議会全体で考
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えてほしい。  

市民  私は政畝に住んでいる。政畝にも空き家はあるが，新

たに建てかえることが多い。  

また，小学生は65人もいる。昭和中央小は児童がふえてお

り，住宅の需要が多い地区であると思う。業者も空き家があ

ったら教えてほしいと言うくらいであり，空き家に関しては

余り問題となっていない。  

政畝の道路は割と広くて平坦だが，隣の桜ヶ丘は道路が狭

く，坂が急なので空き家はふえているかもしれない。  

このように昭和地区だけ見ても場所によって状況が大き

く違うことを議員は理解しておくべきだ。  

議員  緊急安全措置に類する事例を紹介する。  

海岸通で老朽化した空き家が通学路に崩れかかりそうに

なっていた。この案件について，市は家には手をつけず，道

路の安全確保という名目で道路に防護柵を立てて対応した。 

また，自治会長の立場から申し上げるが，危険な空き家が

あるが地元では空き家の持ち主がわからない場合，市を通じ

て持ち主に連絡してもらい，もしものときは木を切るなどの

対応をしてもよいという確約を取っておくことも必要だと

思う。 
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平成28年度呉市議会報告会報告書 

（ 天応 ）地区 
 

開 催 日 時 平成 28年11月15日（火） 14時 00分～ 15時30分  

開 催 場 所 天応まちづくりセンター  

参 加 者 34人 

出 席 議 員 岩原   昇 山本  良二  檜垣 美良  久保   東  

谷本  誠一 神田  隆彦  土井 正純   

報 告 内 容 １．議会の仕組み・常任委員会の位置づけ  

２．子育て支援について  

意 見 交 換 市民  議会報告会の開催に当たり，民生委員のほうから若い

子育て中のお母さん方に声をかけさせていただいた。子育て

の中で，どのようなことに困っているか話してくださいとお

願いしている。細かいことかもしれないが，それぞれ思いが

あるようなので聞いていただければ思う。  

市民  ５歳と２歳の子供がいる。２歳の子供と市民センター

隣の公園などに遊びに行くが，公園には日陰になるところが

ないので，日陰になる場所をつくっていただきたい。公園で

はキャッチボールをしている小学生もいるが，小さい子供も

いるので，キャッチボール専用の場所があればよいと思って

いる。  

議員  先ほど民生委員会の活動について報告させていただ

いたが，これは高齢化率が高いなどの呉市の現状がある中

で，将来，子供がいなくなるのではないのかという懸念があ

った。昨年の議会報告会で若いお母さん方から，医療費の負

担が大きいという話をいただき，１年かけて委員会で議論を

行った。医療費の無料化は，本来，国の制度で行うべきもの

と思うが，何もなされていないので，各自治体で格差ができ，

人口の取り合いになっていると考え，まずは呉市独自で進め

てはどうかという話になった。その後，９月定例会において，

委員会から市のほうに乳幼児等医療費助成制度の拡充につ

いて提言させていただいた。市としてどのような対応をする

かはっきりしておらず，来年度予算の中で出てくるかもわか

らない。これは若いお母さん方の子育ての負担にならないよ

うにと議論を進めてきたものである。子育て支援について何

かできないか議論をする中では，予防接種の助成をしてはど

うか，スマートフォンのアプリで情報発信をしてはどうかな
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どの意見も出された。先ほど公園の日陰対策などについての

話もあったが，このたびの委員会での議論は，呉市の人口減

に歯止めをかけようとするためのものであるが，また，高齢

者の方も健康で生きがいのある生活をしていただけるよう

な議論も行っているので，市民の皆さんからさまざま意見を

いただき，市に対して提案していきたいと思う。  

議員  公園に日陰がないということであったが，木を植えた

り，屋根つきのベンチをつくったりするとなると予算が必要

である。まずは，自分の住んでいる地域の自治会長に相談し

ていただければと思う。自治会長会議などで話し合われるの

で，そこで優先順位をつけて市に要望を上げていくことにな

る。自治会長とつながりがないのであれば，市民センターに

直接話していただき，そこから自治会長会議にかけていただ

くこともできる。  

 公園でのキャッチボールについてである。一般的に児童公

園と呼ばれる公園が市内に約  500カ所あるが，そこではキャ

ッチボールをすると小さい子供が危ないということで，自治

会長からの要望によりキャッチボールを禁止しているとこ

ろもある。その場合は，市の公園を担当する部署がキャッチ

ボールをしないよう看板をつけている。逆にキャッチボール

をしたい小学生は困ってしまうので，放課後，校庭を使える

よう地域や学校，市民センターなどに相談していただければ

と思う。地域に適したやり方ですみ分けをしているところも

ある。キャッチボール専用の場所をつくることについては場

所の問題もあり，天応地区で予算化することは難しいと思う

ので，既存の施設を活用しながら，また，ＰＴＡや市民セン

ターと相談しながら，ルールづくりをすることが可能ではな

いかと思う。  

議員  乳幼児等医療費助成制度の拡充についてであるが，昨

年，若いお母さん 15名くらいと議会報告会の中で意見交換を

した。小学校に入学すると，受診１回につき  500円，月４回

までという助成がなくなることは負担が大きいと相当言わ

れた。医療費の負担が大きければ，二人目，三人目をつくろ

うという気にはならないということであった。また，インフ

ルエンザの予防接種費用についても助成してもらえないだ

ろうかという意見も出たので，委員会において議論を行った

が，接種効果があるかどうかわからないということであっ
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た。いろいろと議論を行い，資料にもあるように小学校６年

生までの助成ができないかという提言を委員会として行っ

た。来年度において予算化されるかどうかはわからないが，

何らかの方策を考えてくるだろうと思う。  

 公園の問題については，呉市にはまち普請事業という制度

があり，住民みずからが事業を行う場合に  100万円までの助

成がある。そのような制度もうまく活用しながら，市民セン

ターとも知恵を出し合いながら取り組んでもらえればと思

う。  

 

市民  呉市では保育所の統合や民営化が行われているとい

うことであるが，最近の保育所はバスで子供の送迎をしなけ

れば経営が成り立っていかないようである。今後，呉市の保

育所はどのようになっていくのか。  

議員  呉市では公立保育所を統合，民営化しようとしている

ところである。保育所がなくなるということではない。呉市

の計画では，市全体を考え，中央地区と広地区に１カ所ずつ

拠点的で中心となる保育所を設置していこうとしている。計

画は５年をかけて進められることになるが，呉市では平成17

年ころから相当数の保育所を統合，民営化してきている。保

育ニーズは多様化してきており，土日祝日や時間外保育など

の問題も出てきている。夜 10時までの保育をしてもらえない

か，病児・病後児保育の施設をふやしてもらえないかという

声もあることから，多様なニーズに対応するため，計画をた

てて進めている。  

議員  呉市は，平成 32年度までの５カ年で，中新開，波多見，

安浦中央の三つの保育所を民営化することにしている。民営

化を進め過ぎると，障害児などの保育は民間では難しいこと

もあるので，公立保育所の使命として拠点を残すこととして

いる。それは，中央地区の中央乳児保育所と山手保育所を統

合した１カ所と広地区の三坂地保育所の２カ所である。  

議員  私立保育所は市内に 36カ所あるが，閉鎖する，または

合併するという話は聞いていない。公立保育所を民営化する

話は現在進んでいるところだ。 

 

市民  ６歳，２歳，０歳の子供がいる。保育料は手取りの金

額ではなく，年収で決められるので，高く感じている。生活
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の足しにと思い，仕事に出ているが，保育料のために働いて

いるような思いがする。保育所で働いているが，保育士の体

力的な面を考えると夜 10時まで延長することは難しいと思

う。夜10時まで延長するのであれば，保育士の給料を上げる

など，お互いにとってメリットがあるようにしなければいけ

ない。  

議員  保育士不足は切実な問題だということを保育連盟の

ほうからも聞いている。保育に対して多様なニーズも生まれ

てきており，保育所を経営する側と保育所に子供を預ける側

の両方の意見を聞くことは難しいようである。このことにつ

いては，民生委員会の委員全員が同じような思いを持ってい

ると思う。保育士の免許を持っていても働いていない方も多

いので，そのような方にもう一度頑張ってもらえるような施

策を行政としてやっていくべきと考えている。保育士の給料

については民間の話であるので，行政が手をつけることはで

きないが，このような問題にも突っ込んでいかければならな

い状況になってきている。呉市も十数年ぶりに保育士を４名

採用することになったが， 20名以上の応募があったそうだ。

民間と公務員と比べると違いがあるのかと感じている。  

議員  保育料については国が基準を定めている。所得に応じ

て保育料を決めてはどうかという話があったが，保育にかか

る費用のうち，どれだけを保護者に負担していただくかを考

えないと難しいと思う。呉市の保育料は国が定めた基準額か

ら自主的に減額し，７割くらいにしているが，減額した部分

は税金で補填している。保育にかかる費用のうち，どれだけ

を保護者が負担しているかというと 37.5％であり，国の補助

金等で何とかやり繰りしている。全国に自治体を見れば，国

の基準額の 49％に減額しているところもある。都市間競争の

中で，呉市として大幅な減額をするという決意があればでき

ると思うが，全体の公平性，受益者負担，バランスなどをし

っかり議論した上でなければ簡単には決めることはできな

いと思う。  

議員  保育料が下がれば，第二子，第三子を産んで育ててみ

ようという気持ちになるか。  

市民  第一子の保育料が高いので，その決定通知を見たら第

二子，第三子はどうかと思うのではないか。  

議員  延長保育を実施している保育所が 32カ所あるが，延長
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時間を含めて満足できないような状況か。また，休日保育も

実施してほしいという要望はあるか。  

市民  預ける側も預かる側の気持ちもわかる。保育士が足ら

ず，パートで成り立っている状況があり，パートの方に勤務

時間を延ばしてもらうことは難しい。  

市民  私の子供は幼稚園に通っているので，イメージでしか

ないが，三人目は保育所に入れたほうがよいのではないかと

思う。第一子は保育料が高く，保育料を稼ぐために働くこと

になってしまうので，第一子は保育所に入れるものではない

ということを聞いたことがある。  

議員  天応地区で子供を産んで育てたい，将来も一緒に住み

たいという気持ちはあるか。  

市民  天応地区に住んでいる方は，男性も女性も実家が近い

方が多い。  

議員  天応地区は若い人が少ない地域であるが，どのように

考えているのか。  

市民  天応地区は交通の便がよいからかもしれないが，ほか

と比べて家賃が高い。  

議員  第三子以降の保育料が無料になるのは，三人同時に保

育所に入っている場合だったと思う。  

市民  第一子，第二子が幼稚園で，第三子が保育所の方もい

る。また，三人の年齢が近いことも少ない。  

 

市民  天応地区では，子供の居場所づくりとして，民生委員

児童委員協議会が夏休み中に週１回子供たちを預かってい

る。仕事をしていないお母さんは，長い休みの間ずっと子供

と一緒にいるので，用事をすることもできないそうだ。働く

ことができるお母さんはよいが，難しい方もいるので，子供

たちの居場所として児童館があればよいと思う。子供が学校

から帰って外でゲームをしている様子をよく見るが，天応地

区に児童館があって自由に子供が出入りすることができれ

ば，のびのびと育つことができ，お母さん方も安心すること

ができると思う。  

 発達障害について，文教企業委員会の議会報告会でも話が

あったが，３歳児検診までの早い段階で子供の変化を見逃す

ことなく，上手に育てることができれば，その子の個性とし

て育てることができるのではないかと思う。特別な学校に行
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かなくてもよいような地域でのシステムがあれば，安心して

暮らすことができるのではないか。  

議員  発達障害については，議会の中でも早い段階で発見す

ることができないかという質問が出ている。保護者が発達障

害を認めないこともあり，十分なケアができていない現状も

ある。  

議員  呉市内には児童館が四館あるが，児童館がない地域も

あり，不公平ではないかという意見がよくある。児童館は厚

生労働省の補助金で建設されており，呉市は順番に建設して

いたが，途中でその補助金がなくなった。補助金がなくなり，

全て市の負担で建設しなければならなくなったので現在は

建設していない。建てかえについても補助金がないのでやら

ないそうだ。呉市は各地区にある公民館を使い勝手のよいま

ちづくりセンターに移行したので，地域の子供の居場所づく

りのために使うこともできるのではないかと思う。老人集会

所を活用することもできると思うので，これから市のほうで

検討，整理されていくと思う。まちづくりセンターによって

は部屋が空いているところもあるので，活用してはどうかと

個人的には考えている。  

議員  発達障害の問題は呉市でも大きな問題になっており，

小中学校においては，50数名の特別加配講師を配置し，発達

障害の子供を指導している。発達障害は３歳くらいでわかり

始めるそうであるが，そんな中で保育所のほうにも専門的な

知識を持った方を配置できないかという話が出てきており，

公立保育所では専門の指導員が巡回し，その子供に合った指

導をするよう助言をしている。発達障害の問題については，

呉市議会においても３月定例会から６月定例会にかけて相

当な時間の議論を行っており，幼児教育，保育，小学校，中

学校がつながった形での教育ができないかということを議

会側から提案している。  

 先日，発達障害に関する講演会があり，小中学校の先生，

保育士，市の保健師など約  400名が出席した。その席で教育

長は，発達障害の問題は教育の１丁目１番地であるので，し

っかりと取り組んでいきたいと述べられたが，発達障害はそ

の子供の個性ということで，呉市もこれから取り組んでいく

のではないかと思う。大学でも発達障害のある子供も社会に

貢献できるようにしていこうという取り組みを進めている
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そうである。講演会の中での話であるが，発達障害がふえて

いる原因として，コンビニ弁当が影響しているのではないか

ということであった。また，お母さんが赤ちゃんに母乳をあ

げるときは目を合わせながら，話かけながらあげていると思

うが，スマートフォンを見ながらあげるお母さんもいるそう

だ。母乳をあげるときに会話をしないことが，発達障害の原

因ではないかということであった。  

議員  平成27年度の数字であるが，呉市では公立保育所 11カ

所，私立保育所 17カ所で障害児保育を行っており，延べ利用

児童数は  989名である。  

議員  発達障害の問題を地域の中で当たり前に語っていた

だいているということはとてもありがたいことである。発達

障害のある子供，そして，その家族が地域の中で阻害される

ような状況があれば，本当につらいと思う。発達障害のある

子供のことについて，まちを挙げて気にかけていることがと

てもうれしく思う。天応のまちに生まれてよかったと思える

ような支え合いがこれからも深まっていくことを願ってい

る。発達障害に関しては，それぞれの子供で特性が違ってお

り，一くくりにすることは難しい。子供が小さいときに発達

診断ができる先生がもっとふえ，適切な支援ができれば，障

害の困難さがより軽減されるのではないかと思う。障害は治

るものではないが，軽減することはできる。地域の中で生き

にくい状況をつくらないことが軽減への大きな要素にもな

ると思う。先ほどスマートフォンを見ながら子育てをしてい

ることが問題であるという話があったが，子供が言葉を覚え

るときはお母さんに向かって指をさして会話をしていると

きだと言われている。スマートフォンばかり見て会話がなけ

れば，なかなか言葉が入ってこないのではないか。発達障害

のことを議会報告会で問題にしていただいているというこ

とは，今後のまちづくりに大きな方向性になると思うので，

よろしく願う。  

議員  呉市の制度では，検診時に保健師が面談し，何かあっ

た場合は本庄つくし園に相談することになっている。本庄つ

くし園でもっと専門家に診断してもらったほうがよいとい

うことになれば，広地区の療育相談センターで児童精神科医

と面談をすることになる。そこから医師を紹介するというシ

ステムになっており，検診の現場から療育相談までつながる
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ようになっている。  

 

市民  呉市にある多目的グラウンドは芝生でないところが

ほとんどである。以前，小学校に運動場を芝生化しようとい

う動きもあったが，現在はない。多目的グラウンドを芝生化

することができないかと思う。なぜ，このような話をするか

というと，私の孫はサッカーをしているが，呉市のレベルは

ものすごく低い。府中町にはすばらしい芝生のグラウンドが

あり，サッカーも盛んに行われている。少子化，地方創生と

言われているが，まずは子供をどのように育てるかというこ

とをきちんとやるべきではないか。子供たちに運動をしっか

りやらせるべきだと思っている。大きな話になるが，サッカ

ーやバスケットボールなどのプロのチームがあって，そのチ

ームを中心として地域活性化ができればよいと思う。グラウ

ンドに芝生を張れば，子供たちも思い切ってプレーができる

し，けがもなくなるのではないか。  

議員  御意見として承りたいと思う。  

議員  芝生の上にラインを引くことは難しく，ゲートボール

のゲートを刺すことも難しいのではないか。警固屋小学校と

両城小学校の運動場に芝生を張ったが，維持管理に多額の費

用がかかり，また，地元のボランティアの方にお願いをして

もなかなか長続きしなかったので，ほかの学校には広がらな

かったという経緯がある。  

議員  呉市の特徴として，子供たちをどのように育てていく

かということを考えたときに，スポーツは一つの要素になる

と思う。昨年，呉市は日本体育大学と提携を結び，スポーツ

に力を入れていこうとしているが，今年の夏には剣道部が呉

市の中学生を指導したりした。このような交流を少しずつや

っていこうとしているが，本当にプロを育てたいと思うので

あれば，全体的なスポーツ施設の整備も考えていかなければ

いけないと思う。議会のほうも考えているところであるが，

施設整備には財政的な事情もあって難しい面もある。個人的

に呉市に中高一貫のスポーツ学科をつくり，日本を代表する

ような選手を育成してはどうかとお願いしているが，なかな

か前向きな回答をいただいていない。誰かが声を上げていか

なければいけないと思っているので，先ほどの意見には大賛

成だ。天応地区だけでなく市全体で地域を盛り上げ，呉市を
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よくしていこうと考えているので，よろしく願う。  

  

市民  大和ミュージアムには年間  100万人もの来館者があ

るが，市内にどれだけ長く滞在してもらうかを考えて行かな

ければならない。市内を巡る観光バスを走らせてはどうかと

思うが，大和ミュージアムを運営しているグループの中に日

本旅行が入っているので，そこが主体になってやってはどう

か。バスで両城の  200階段，鯛の宮，長迫公園，アレイから

すこじま，入船山記念館などを回るなどして，宿泊もしても

らえるようにすればよいのではないか。また，バスは停留所

で15分くらいとまるようにすればよいのではないか。できる

だけ宿泊を含むルートを日本旅行主体に企画してもらえば

よいと思う。日本遺産に認定されたことも一つの売りになる

ので，積極的に取り組んでいただきたい。呉港から宮島行き

の船が走っているが，これに合わせて呉市内に宿泊できるよ

うなルートが必要ではないか。市内を回るバスは小型にし

て，観光ボランティアさんに活躍してもらえばよいと思う。 

議員  来年度予算に観光客の回遊性を高めるような施策が

出てくると思うので期待していただきたい。  

議員  呉市内のホテルの 85％くらいはシングルの部屋であ

る。ＩＨＩや日新製鋼などに働きに来る方に利用していただ

くために部屋をつくっている。ツインが少なく，夫婦で呉市

に行こうと思っても別々に泊まらなければならなくなれば，

広島市のほうへ泊まろうという話になる。ホテル業界ももう

少し考えていただき，夫婦や家族連れが泊まれるような部屋

をふやしていただければと思う。観光客の回遊性を高めるた

め，呉市ではループバスを走らせている。また，ＪＲ西日本

がトワイライトエクスプレスを走らせる計画があり，呉線も

走るそうであるが，16両編成のため停車できる駅がないそう

だ。いずれは呉市内の駅にも停車していただけるようお願い

をしているところであるが，呉市は日本遺産にも認定され，

観光面では変わってきているので，来年からの施策などに期

待をしていただきたい。  

議員  ループバスをバス停で待たせてはどうかという意見

があった。これは運輸局との話になるが，バスは乗客を降ろ

したらすぐに発車しなければならず，バス停以外の場所を確

保しなければならない。難しい事情がある。  
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議員  観光客の呉市での滞在時間は４時間くらいと聞いて

いる。回遊性を高め，滞在時間をできるだけ長くすることが

できるよう取り組んでいきたい。  

 

市民  全国から多くの議員が視察に来られているようであ

るが，呉市内のホテルに泊まっているのか。  

議員  半分くらいだと思う。  

 

市民  二河球場でカープの公式戦を行っているが，試合数を

ふやしてもらうことができないのか。また，ＪＲ呉線に蒸気

機関車を走らせてはどうか。観光客がたくさん来て，呉市に

お金が落としてもらうようなことをもっと考えてほしい。  

議員  毎年１試合は二河球場でカープの試合が行われてい

たが，ここ最近は３年で２試合となっている。地方球場の割

り当てにより，県内は２試合となっており，三次市，福山市

とのローテーションでの開催となっている。  

議員  呉市からカープの選手が出れば違ってくるかもしれ

ない。来年春の選抜甲子園に市立呉高校が出場するかもしれ

ないが，選手の中からカープに入団する選手が生まれれば変

わってくるかもしれないので，しっかり応援していただきた

い。  
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平成28年度呉市議会報告会報告書 

（ 警固屋 ）地区 
 

開 催 日 時 平成 28年11月16日（水） 18時 30分～ 20時03分  

開 催 場 所 警固屋まちづくりセンター  

参 加 者 29人 

出 席 議 員 林田  浩秋 片岡  慶行  福永 髙美  中原  明夫  

阪井  昌行 北川  一清  森本 茂樹   

報 告 内 容 

 

１．議会の仕組み・常任委員会の位置づけ  

２．投票率の向上  

３．ふるさと納税とクラウドファンディング  

意 見 交 換 市民  最近はマイナンバーというものがあるが，これならイ

ンターネットで投票できるのではないか。そのようなことを

国に提案すればよい。インターネットを使う高齢者もたくさ

んいる。  

議員  今は制度的にできないが，いただいた意見については

検討したい。  

市民  期日前投票が有効だと思う。期日前投票をもう少しＰ

Ｒすれば投票率は上がると思う。  

また，呉市全体でもそうだと思うが，集落の上のほうに住

んでいる人は，投票所がある下のほうにおりにくいので，選

挙期間中は移動支援車をきめ細かく運行してほしい。  

議員  呉市中，どこも高齢化が進み，なかなか投票しようと

しても投票所に行きにくい現状である。  

いろいろな方法があると思うが，投票が身近にできるよう

に考えていきたいと思う。  

市民  投票日当日，投票所にはたくさんの人がいるが，あん

なに必要なのか。人数が多いのではないか。  

議員  投票所に行くと，じろじろ見られるので投票したくな

いという人もいるが，有権者のことをしっかり確認しないと

いけないので，投票所の人数を減らすことはなかなか難し

い。  

しかし，私自身もそんなに人数は必要ないと思うので，極

力少なくするよう言っておく。  

市民  投票率を上げるために，市議会選挙のときに鍋地区で

バスを運行したが，余り効果がなく，金も手間もかかるので

参議院選挙のときはやめた。  
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やはり，なぜ投票しないのかいうと，投票しようという気

が起きないことが一番問題だと思う。なぜ起きないのかとい

うと，立候補者の政策が実現していないということをよく聞

く。  

もう少し，立候補者は広報をしっかりしてほしい。  

議員  結局，立候補者の顔が見えない，接点がないからとい

うことが多々あるのだろう。立候補者全員を知ってもらい，

選択してもらえれば一番よいが，そうならない現状は確かに

ある。  

そのため，皆さんの意見を聞いて，どのようにするべきか

を考えるために総務委員会は研究している。  

 100点満点はないかもしれないが，それに近づける努力を

我々はしなければならないと認識している。 

また，投票日当日には移動支援車を運行しているが，どの

ような形になるにしても，市民が投票に行けるような環境を

つくっていかなくてはならない。これは我々議会の使命だと

思う。 

一度に全部よくなったということはできないと思うが，

徐々に行っていくので，そのあたり見守っていただきたい。 

市民  やはり，議会や市ばかりでなく，地元の者が近所に声

かけをしないとだめだ。自治会で取り組まなければならな

い。  

議員  確かにそうしていただくことが一番よい。市も地域協

働に取り組んでいるが，なかなか前に進まない。  

選挙の中で，地元の皆さんが仲よく声かけができるような

体制ができればよいと思うので，検討課題とさせていただき

たい。  

 

市民  私は32歳だが，選挙は欠かさず投票している。しかし，

周りの同級生や後輩などを見ると，無関心の者は少なくな

い。  

なぜかというと，先の江田島市長選挙などもそうだが，あ

る候補は選挙運動中だけでなく，普段から若者の集まりに来

てくれていた。しかし，結果的には政党が推薦した立候補者

が当選した。  

こういうのを見ると，特に若者からすると，やはり政党や

企業，団体などの組織の力が勝り，若者の意見は取り入れら
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れないということになってしまい，政治に対して無関心にな

るのだと思う。  

選挙があるから投票を啓発することも結構だが，普段か

ら，政治家が身近に感じられるということが，投票率の向上

につながるのではないかと思う。  

また，大学や高等専門学校に期日前投票所を設置したとい

うことだが，私自身もそうだったように，県外の大学に行っ

ても，住民票はずっと呉市に置いていた。  

そのようなことから，せっかく大学や高等専門学校に期日

前投票所を設置しても，住民登録上，呉市民ではない学生は

たくさんいると思うので，学校に設置しても無意味ではない

かと思う。それよりも，ショッピングセンターやスーパーな

ど，人が集まる所に設置するべきではないかと思う。  

議員  学生の住民登録のことは，総務委員会でも意見が出

て，悩んでいるところだ。このあたりも制度を考えていかな

いとならないと思う。  

また，議員は普段から各地を回らないといけないと感じ

た。  

 

市民  平成 26年度の衆議院選挙の投票率をインターネット

で調べたが，警固屋地区の有権者数は  4,463人で投票した男

性は  955人，女性は  405人だった。男女を足しても  1,360人

で全体の 30％だ。  

特に女性は男性の半分で，呉市全体で見ても，女性の投票

数は少ない。議員は女性が関心を持つような政治活動をする

べきではないか。  

議員  皆さんから，議員の活動が少ないのではないか，議会

が市民から遠いのではないかと指摘されたが，冒頭，副議長

が挨拶で述べたように，開かれた議会を目指して，この議会

報告会を行っている。  

先日，女性連合会の役員と意見交換を行ったが，そこでは，

女性の視点からいろいろ意見をいただいたので，その意見を

取り入れ，投票率の向上につなげていきたいと考えている。 

 

市民  ふるさと納税のカタログを見ると，通信販売のカタロ

グと変わらない。また，ぱっと見るだけでは呉市のものとわ

からない。  
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単に寄附金を集めるだけなら，このような手法でも結構だ

が，せっかくふるさと納税をしてもらうのであれば，呉市が

どういうところなのかをＰＲし，呉市に旅行なり移住なりし

てもらえるように，もっと先のことを考えて，取り組むべき

ではないか。  

実際，このカタログを見ても，呉市がどこにあるかという

地図すら掲載されていない。  

 私は県外に住んでいたが，周りからは呉市のことを「ごし」

と読むのか，三国志と関係があるのか，宇宙戦艦大和をつく

ったところなどと言われた。  

寄附金を集めることも大事なことだが，何のためにふるさ

と納税をしているのか，また，その寄附金でどのようなこと

ができたのかをしっかり宣伝しないといけない。  

議員  私も，観光プランのようなものを返礼品とし，呉市に

１泊して観光してもらい，呉市のよさを知ってもらうことが

必要ではないかと思う。  

 このふるさと納税は，今，全国的に奪い合いになっている。 

呉市は，寄附額の３割程度を返礼品の額としているが，年

間17億円も集める宮崎県都城市は，10万円寄附してもらった

ら約７万円の肉や焼酎などの返礼品を贈っている。そうする

と，皆さんがそこに寄附をするようになる。これが今，総務

省で問題になっており，今後何らかの規制がかかるとは思

う。  

しかし，地域のよさを発信していくことが大切ではないか

と思う。いかに呉市をアピールしていくか，いかに呉市に目

を向けてもらうかということもこれから大切になってくる

と思う。  

市民  ふるさと納税のカタログは，毎年１回更新しているの

か。  

議員  このたび返礼品が追加されたので，新たにつくったも

ので，前のものよりも充実している。  

市民  昨日の新聞に，島根県浜田市へ寄附したら，温泉の一

泊二日のペア宿泊券がもらえることが載っていた。そのよう

に，呉市も返礼品を贈るだけでなく，地域にお金が落ちるよ

うにすればよいと思う。  

また，今日の新聞では，企業版ふるさと納税のことが載っ

ていた。今後は企業版ふるさと納税にも取り組んでほしい。 
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議員  新聞記事には，ほかにもマラソン大会の参加券が贈ら

れて，そのまちに来てもらうようなことも載っていた。  

また，企業版ふるさと納税は，まだ委員会でも検討に入っ

ていない。クラウドファンディングと同様に研究を進めてい

きたい。  

ところで，この中に，他市にふるさと納税で寄附しようと

いう思いのある方はいるか。  

（挙手する者あり）  

議員  挙手された方に聞くが，どのようにすれば，呉市のふ

るさと納税は，他市とは違う，おもしろいものになると思う

か。  

市民  個人的な趣味になるが，この土曜日から「この世界の

片隅に」というアニメ映画が公開されている。この映画も，

当初の制作資金はクラウドファンディングで  4,000万円弱

を集めた。  

そのように，今，ロケ地めぐりを目的に呉市に来る人もお

り，グッズなどを返礼品とすることは，実際他市でも取り組

んでいる。特に若年層や単身男性には効果的ではないかと思

う。  

議員  呉市にも映画の撮影地は多くあり，アニメの舞台とな

ったところもあるので，それを生かすことはよい案だと思

う。  

 

市民  最初の説明の中で，職員採用の年齢制限の引き上げを

提言し，技術職の年齢制限を 29歳から34歳に引き上げ，新規

採用職員の３割が社会人経験者になったとのことだが，社会

人経験者が市役所に入って仕事をする上で，どのような成果

があったか。  

議員  社会人経験者は，ほかの職員とコスト意識が全く違

う。  

また，技術面ではいろいろな免許を持っていたり，事務職

では金融機関での勤務経験者がいたり，即戦力となる。 

今後も即戦力になるような人を採用するよう，議会のほう

からも当局に申し述べているところである。  

 

市民  私はその金融機関に勤務している。金融機関からの立

場になるかもしれないが，地域の活性化についての考えを聞



 - 61 - 

きたい。  

以前，市内の法人担当をしていたことがあるが，そのとき

に，ある経営者から，れんが通りが寂しくなったと言われた。

どこを歩いても人はおらず，シャッターは閉まり，産業がど

んどん衰退しているという意見だった。  

若者は大型ショッピングセンターに行き，観光客もその周

辺でとまってしまうので，れんが通りまで人が来ない。人が

来ないから，店は衰退し，お金が落ちない。お金が落ちない

から，店が閉まり，どんどん寂れていく。それによりどんど

ん人が来なくなるといった，負のスパイラルに陥っている。

今の停滞している日本経済の縮図だと言う経営者もいる。  

実際，観光客もれんが通りに足を運ばず，行ってもアレイ

からすこじままでで，呉駅周辺で買い物をして帰る。また，

宿泊もしないので，呉市の中心部はどんどん寂れていく。  

そこで，例えば商工会議所やＪＣなどの若い力を積極的に

活用し，地域の活性化につなげたらよいのではないかと思

う。  

議員  今提案されたようなことは，市のほうへ求めており，

市は，中央地区や商店街などに３年前ぐらいから，もっと来

てくれ店舗公募事業という，空き店舗を活用して新たに開業

すれば助成する取り組みを行っている。  

また，今，れんが通りは舗装工事を行っており，明るい商

店街に生まれ変わろうとしている。  

そのほか，商工会議所と中通商店街の若い店主たちとで勉

強会も行い，「あさまち」といった朝市を開催する団体も出

てきた。 

少しずつではあるが，れんが通りは活性化が行われてい

る。  

議員  どのように回遊性を高めるかということだと思う。 

我々もいろいろ考えているが，例えば，鳥取県境港市に鬼

太郎ロードがあるが，呉市には大和に関連するものがたくさ

んある。そういうものを中通商店街に置いたり，スタンプラ

リーをしたりすれば，観光客も中通りに足が向くのではない

かと思う。  

そのようなことを行い，いかに，観光客を中通りに足を向

けさせるかを考えていかなくてはならないと思う。  
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市民  東広島・呉自動車道が全線開通して２年たつが，阿賀

マリノポリスはどうなっているのか。また，そごう跡地の進

展状況はどうなのかを聞きたい。  

３点目に，広多賀谷のごみの埋立地に多目的広場がある

が，石ころが多く，運動公園とはいえない。市の計画はどう

なっているのか。  

議員  阿賀マリノポリスは， 1,000平米や  2,000平米など少

しずつ企業が立地しているが，まだ７ヘクタールほどあるの

で，市も市長がトップセールスを行いながら，補助金の額も

かなりふやし，企業を誘致している。  

議会としても，企業への働きかけをする会派も出てきてお

り，何とか誘致するよう努力しているところである。  

２点目のそごう跡地は，そごうが撤退して２年半がたつ

が，あの建物は９割をそごう・西武が持っており，民間のも

のなので，なかなか市は意見が言えない。  

市は，建物の改修費を２億まで出すこととしているほか，

市が所有する部分を全て売るのではなく，部分的に売ること

や貸すことなども検討している。鋭意努力しているところだ

が，まだ形になっていないのが実情である。  

３点目の広多賀谷の多目的広場は，今年の４月から供用開

始したところである。あそこは，もともと最終処分場であっ

たところであり，現在，ソフトボールや軟式野球の団体が使

用しているが，埋立地なので使い勝手が悪いグラウンド状態

だと聞いている。  

今後，整地などを行い，使いやすいグランドにしていくよ

う議会のほうから求め，当局も実施すると言っている。 

 

市民  議会報告会の開催時間について，去年は夜間開催がほ

とんどだったが，今年は夜間開催が少ない。なぜ変えたのか。

これはどうやって決めているのか。  

議員  全ての議会報告会が終わった時点で，委員会ごとに反

省会をしており，その内容を，議会報告会の運営について検

討する政策研究会というところに提言している。  

その中で，いろいろ模索しながら行っているところであ

る。  

 

市民  要望だが，議員の前にネームプレートを置いてほし
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い。名前を一度聞いただけでは覚えられない。  

市民  出身地域も教えてほしい。  

議員  それでは，本日は自己紹介で締めくくる。  

（委員，各自自己紹介）  
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平成28年度呉市議会報告会報告書 

（ 蒲刈 ）地区 
 

開 催 日 時 平成 28年11月17日（木） 14時 00分～ 15時25分  

開 催 場 所 蒲刈市民センター  

参 加 者 22人 

出 席 議 員 岩原   昇 山本  良二  檜垣 美良  久保   東  

谷本  誠一 神田  隆彦  土井 正純   

報 告 内 容 １．議会の仕組み・常任委員会の位置づけ  

２．子育て支援について  

意 見 交 換 市民  子供が３歳のとき，おしめがとれていなかったので保

育所に入れるができず，知り合いに預かってもらっていた。

今日は中学生が出席しているが，このような経験から，子育

て支援の問題に関心を持っていただきたいと思う。  

議員  この地区には子育て世代の方がどれくらいいるのだ

ろうか。どのようにすれば子育て世代の方がふえるのだろう

か。  

議員  中学生の皆さんに聞くが，将来もずっとこの島で暮ら

したいと思うか。兄弟姉妹で東京や大阪へ出たいという話は

するか。結婚して子供が産まれたときに，この島で育てたい

と思うか。また，地域がよくなるためにはどのようなことが

必要だと思うか。  

市民  この島で子供を育てたいとは思う。人口は少ないが，

子供にとってはよい環境だと思う。人口がふえてほしいと思

うし，コンビニエンスストアなどのお店もふえてほしい。バ

スの便数もふえてほしい。  

市民  島に遊びに来て楽しめる場所が増えればよいと思う。

県民の浜へ行く直通のバスがほしい。  

市民  将来は島から出たいという気持ちがある。蒲刈地区は

自然豊かで，みんな仲がよいので，この島が好きだ。高齢者

が長生きしているし，空気がきれいだ。  

市民  大学に進学する際には必ず島から出ることになると

思う。大学を卒業したときに帰って来ることができるかどう

かわからない。蒲刈地区は環境がよいので，ずっといたいと

思う。  

市民  自分は島に残りたいと思っている。大学進学で島を出

たとしても帰ってきたい。病院や店をふやせば地域がよくな
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るのではないか。隣の島には下蒲刈病院もあるが，祖父が病

院へ通うのが大変そうだったので，蒲刈地区にも病院がほし

い。また，子供が楽しめる公園をふやしてはどうか。蒲刈中

学校は同級生が少ないけど，楽しいので今のままでよい。  

市民  将来的には島に帰ってきたいと思っている。地元特産

品を使った料理を出す店があれば，島がよくなると思う。島

がよくなるためにできる限りのことをしていきたい。  

市民  島から外へ出るときに安芸灘大橋の通行料が必要に

なるので，そこを何とかすれば人口がふえると思う。東京や

大阪に憧れることはある。まちで子供を産み育て，夏休みな

どに島へ戻ってきたいと思っている。人口が多ければ，いろ

んな人とコミュニケーションがとれるのでよい。  

市民  私もたまに帰ってくるくらいがよいと考えている。蒲

刈地区のことをもっとＰＲすれば，人がふえるのではないか

と思う。  

市民  この島が好きかといえば半々だ。学生の立場からすれ

ば，バスの本数をふやしてもらいたい。人口をふやすために

は，福祉にやさしいまちにすればよいと思うし，まちの中で

全ての食材が揃うようなスーパーがあればよいと思う。夢を

かなえたいので，島からは出たい。  

 

議員  先生の立場からはどのように思っているか。  

市民  生活面で考えれば，安芸灘大橋の通行料の問題が大き

い。観光面で考えれば，県民の浜への直通バスが必要だ。産

業があれば，人がふえていくし，子供たちも友達がふえると

思う。蒲刈地区の学校は生徒児童が少ないが，安芸灘大橋の

通行料を助成するから島外から通ってはどうかという考え

方もあってもよいと思う。下蒲刈病院はあるが，子供たちが

通院するのは広地区などが多い。島の子供たちはとても自然

体であり，地域の皆さんによくしてもらっているので居心地

はよいと思う。自分の将来をどうしていくかを考えるとこの

島ではできないと思っているが，どこかに帰ってきたいとい

う思いがあるのではないか。蒲刈中学校へ赴任して４年目に

なるが，卒業した子供たちは青年会の活動を手伝ったりして

いる。また，成人式には９割の方が戻ってきてくれている。 

 

議員  このような問題が解決できれば，島に帰って来る人が
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ふえるだろうというものがあるか。この島で子供を産み育て

たいと思うには何が必要と思うか。  

市民  交通の便ではないか。この問題については，安芸灘大

橋の通行料の問題も絡んでくる。企業を誘致し，働く場所が

できれば，外に出た人が戻ってくるのではないか。宮盛地区

に住んでいるが，子供がいる家は２，３軒しかないので，子

や孫が帰ってくるような環境づくりが必要だ。保育所はとて

も充実しており，人数が少ないので行き届いた保育ができて

いる。  

議員  議会のほうでも第一次産業に力を入れるよう取り組

んでいる。民泊などもよいとは思うが，地域の皆さんと話を

する中で，このようなことをすれば人口がふえるという意見

は出ているか。  

市民  空き家対策を行い，若い方に住んでもらえれば，人口

もふえるのではないか。  

議員  都会の方たちの中には自然に囲まれて生活したいと

思っている方もいるが，都会の方が田舎暮らしに入っていく

ことは難しい面もあるのではないのか。  

市民  店が少ないことはネックだと思う。  

 

議員  第一次産業は後継者不足と言われているが，どのよう

に考えているか。  

市民  漁業は大変だと思う。重労働で危険が伴うし，暑いと

きも寒いときも屋外で仕事をしなければならない。かんきつ

類の栽培も力仕事が多く，都会暮らしをしている方が簡単に

できるものではない。かんきつ類の栽培は自分たちの時代ま

ででよいと言っている方が多く，今の中学生は収穫作業をほ

とんどしていない。また，魚をおろせる子供も少なくなって

いる。今の中学生はフェリーを知らない世代であり，情報は

まちの子と同じだが，買い物は島外だ。中学校までは島で過

ごすが，高校は島外であり，交通費として４～６万円かかっ

ている。  

議員  高校は通いが多いのか，それとも下宿が多いのか。  

市民  通いが多いが，バスの便が少ない。帰りが夜７時，８

時になることもある。  

 

市民  呉市は子育て支援についてこのようなことをしてい
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るという具体的な報告がなかったが，高校生に対して交通費

を助成するなどの動きはないのか。  

議員  我々は執行機関ではない。先ほどの報告は，昨年の議

会報告会で子育て世代の皆さんから小学校に入学すると医

療費助成がなくなるので大変だという意見があり，そのこと

について委員会で議論を行い，市のほうに小学校卒業までは

助成すべきではないかという提言をしたというものである。

市民の皆さんの意見を議会から執行部へ提言していく前段

階として，このような議会報告会を行っているので，御理解

願う。  

 

市民  若い人をふやすには雇用の場がなければならない。Ｉ

Ｔ産業についても静かな環境の中で操業することができる

のでよいのではないかと思うが，とびしま海道は光通信が使

えない。ＮＴＴに２年ほど前に問い合わせたが，投資に見合

わないことは行わないということであった。市議会のほうか

ら働きかけていただくことはできないか。  

議員  ＩＴ関連の企業誘致についての所管は産業建設委員

会であるが，各会派で問題意識を持って調査研究を行ってい

る。呉市にオペレーターセンターをつくってはどうかという

研究をしている会派もあるので，それぞれの議員が問題意識

を持って対応している。  

議員  企業誘致を行うに当たっては，光通信を整備しなけれ

ば難しいと思う。倉橋地区にも光通信が整備されていない

が，江田島市は行政が国の補助金等を活用して整備を行って

いる。呉市もその気になればできないことでもないと思う

が，収益が上がらなければ，税金で穴埋めをしなければなら

なくなるので，投資効果の面で二の足を踏んでいるのではな

いかと思う。  

 

議員  ふれあい夢議会に出席した方がいると思うが，どうだ

ったか。  

市民  呉市をもっとよくするため，自分の意見を言うことが

できたのはよい経験になった。  

 

市民  漁協に研修生を受け入れる事業を行っているが，１

年，２年のサイクルで漁業ができるようになるのかといえば
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無理だ。その後をどうやってフォローしていくかを考えなけ

れば，漁業を諦めて島から出ていくという話になる。自分の

親は漁業をやっているが，漁業では生活できないと思い，ま

た，島から出る気もなかったので別の職業に就いた。小学校

と保育所に通う子供がいるが，漠然と将来的なことを考えた

とき，定期代や学費はどうなるのか，送り迎えはどうなるの

かという不安がある。中学校までは通学定期の助成がある

が，高校へ通うための通学定期の助成はないので，そのあた

りの検討をしていただきたい。  

 蒲刈保育所は恵まれているという話があったが，町時代は

自営の方が多く，行事にも多くの方が参加していた。保育所

の敷地は結構広いので草刈りが大変であり，役員や保護者な

どで集まって行っているが足りない状況であるので，年１回

くらいは行政のほうでお願いできればと思う。下蒲刈保育

所，蒲刈保育所のどちらが残るかわからないが，子供たちの

ための環境を整えてもらいたい。また，地域には子供たちが

遊具で遊べるような公園がない。子供が遊べる場所がないと

住んでもらえないと思うし，定住してもらわないと人口はふ

えない。蒲刈地区がベッドタウンでもよいと思うので，そう

なるような環境づくりが必要ではないか。  

議員  豊浜地区では移住した漁業者への補助事業を行って

おり，定住ができつつある。一部で成果が上がってきている

が，それは豊島ブランドの太刀魚やひじきなどがあるからか

もしれない。蒲刈地区に当てはめるとどのような方策がよい

か考えなければならない。高校への通学定期の助成について

の話があったが，これは旧町時代に制度があったので，その

要望が強いと聞いたことがある。御意見として承りたいと思

うが，住宅ローンを抱えて生活している方，親と同居して生

活している方などさまざまであるので，負担感の問題として

考えなければならない。  

議員  保育所の環境整備について，地域の皆さんで頑張って

いるが，それだけでは足らないのであれば，市に要望を上げ

ていただきたい。蒲刈地区に公園がないという意見があった

が，空き地などを利用して遊具を設置することができないか

市民センターやまちづくり協議会を通じてお願いをしては

どうか。  
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市民  子供の人数が減っている中で，５年，10年すれば学校

がなくなる可能性がある。子育て支援に力を入れ，住みよい

まちをつくっていこうとしても，学校がなければ帰ってくる

意味がない。これ以上過疎化が進まないような対策も考えて

いただきたい。  

議員  呉市では小中学校の統合計画を作成して施策を進め

ている。平成 28年４月までの計画であり，それ以降の計画は

なく，下蒲刈地区，蒲刈地区の学校をどうするのかという計

画はまだない。適正規模での学習が必要ということで，小学

校は６学年で 12学級，中学校は３学年で９学級という基準が

ある。別の支所管内にある学校の統合も行われているが，今

後の方針については明らかになっていない。  

議員  我々議員は，まちから学校をなくしてはいけないとい

う共通認識を持っているので，よろしく願う。  
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平成28年度呉市議会報告会報告書 

（ 川尻 ）地区 
 

開 催 日 時 平成 28年11月18日（金） 14時 00分～ 15時35分  

開 催 場 所 川尻まちづくりセンター  

参 加 者 13人 

出 席 議 員 中田  光政 藤 原  広 奥田 和夫  山上  文恵  

田中みわ子  渡辺  一照  梶山 治孝  加藤  忠二  

報 告 内 容 １．議会の仕組み・常任委員会の位置づけ  

２．学校における諸課題について  

意 見 交 換 市民  発達障害がある子供は，入学前から大体わかる。小学

校に入学してから取り組むのではなく，そうだと判明した時

点から取り組める体制にしてほしい。  

 私は保育所で働いているが，最近広域入所がふえている。

発達障害の子供がいると運営費以外も割り増しで交付され

るが，広域入所だと割り増しを受けることができない。  

議員  呉市では，ゼロ歳児検診などで医師から受診を勧めら

れることがある。幼保小中がうまくつながっていないと思

う。早期発見と早期支援が大事だという発言が当局からあっ

た。  

 広域入所の際，補助のようなものが出るのかは，調べてみ

たい。  

議員  呉市の小中学校における発達障害のある児童生徒の

比率は全体の  2.3％だが，国の調査では  6.5％いるのではな

いかとのことである。つまり，実際には２倍近くいるのでは

ないかと思う。幼保と小中は所管が違い連携不足なので，そ

の部分の強化を訴えていきたい。広域入所の子供がふえてい

ることは知っていた。対策については未定なので，今後の課

題になっていくと思う。  

市民  幼保小が連携して，長期で取り組んでいくべきだ。川

尻の保育所には子供が  100人ほどいるが，目につく子供がお

り小学校に入学してもやはり落ちついていない。呉市が先進

地になるくらい取り組んでほしい。  

 

市民  この報告で発達障害について初めて知った。発達障害

があっても，特定の分野で才能を発揮する子供もいると思

う。  
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議員  保護者向けの特別支援相談員がいるが，人員が少な

い。保護者相談がしっかりできるように取り組んでいる。  

 

市民  障害がある子供の 15歳以後の受け入れ先が呉では少

ない。民間ばかりが受け入れているので，市としても考えて

ほしい。  

議員  会社は雇用する労働者の  100人中３人を障害者にし

なければならない。私見だが，障害のある児童生徒の雇用ま

でサポートすべきと考えている。  

市民  保護者が子供の将来を一番心配していることを覚え

ておいていただきたい。  

議員  保護者の死後，子供がどうなるのか心配する声も聞い

ている。今後の課題としたい。  

 

市民  企業は障害者を雇用しなければならないと法改正が

あったが，罰則規定はないのか。子供の特性を見きわめて雇

用にマッチさせるべきだ。そうでないと企業も受け入れが難

しい。  

議員  障害者を雇用すると，県から補助金が出ているはず

だ。子供に合った仕事を探すには専門的知識も必要なので，

雇用まで支援する体制づくりを考えていきたい。  

 

市民  今回初めて発達障害というものを知った。身近に発達

障害の子供がいないのでわからないが，私たちは，そういっ

た子供とどのようにつき合えばよいのだろうか。  

議員  先ほどの罰則規定の話だが，罰則はなく方向性のみを

示している。発達障害という言葉は 10年ほど前に出てきた。

少し昔にはそういった子供はクラスを分けるなどしていた

が，現在は共生社会を目指している。障害者にとってよい社

会とは，ほかの児童生徒にとってもよい社会ということだ。

本日来ていただいたあなたのように，これまで発達障害を知

らなかった人に教えていただき，子供を温かく見守っていた

だきたい。そうすれば学校も社会も変わっていくと思う。  

議員  先ほどの障害者雇用について訂正と補足をする。法定

雇用率があり， 100人以上の企業は全体の労働者の２％を障

害者とする必要があり，足りない分は１人につき５万円を労

働局に納付することになっている。  
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市民  私たちから見て発達障害だと思われる疑わしい子供

について，保護者にそのことを伝えてもよいのだろうかと考

えてしまう。伝えることで保護者との関係が悪くなるかもし

れないし，保護者も認めないかもしれない。とても難しい。 

議員  確かにとても難しい問題だ。先生には確信があるが，

保護者に話をすることができない。相互の信頼関係が構築で

きればとは思う。先進市でも同様の話を聞いたのだが，この

問題はデリケートで難しいと言っていた。しかし，市民の方

に発達障害のことを知ってもらうことで，障害を見る目も変

わってくるとも言っていた。例えば今日の報告会を皆さんの

家庭で話していただけば，少しはそういったきっかけになる

と思う。  

議員  当委員会の議論も，いわゆるグレーな子供に対してど

のように対応すればよいのかという所から始まった。グレー

と思われる児童生徒については，教員や保護者のさまざまな

思いもある。だから市民の皆さんにも現状を知ってもらいた

い。  

 

市民  発達障害にはどのような基準があるのか。  

議員  スライドに説明を掲載しているが，多岐にわたるので

口頭で説明することがなかなか難しい。  

議員  市内に２校ある特別支援学校や各学校に設置された

特別支援教室，また通常学級に在籍している子もおり，さま

ざまな場で子供たちは学んでいる。  

 

市民  せっかくできた子育て世代包括支援センターが機能

していないと思う。みんなが知っておらず，周知が足りてい

ないと思う。  

議員  周知を徹底していきたい。  

市民  安浦地区にも設置すると聞いたことがある。センター

があればしっかり悩みに対応できると思う。子育て包括支援

センターもせっかくできたのだから活用してほしい。  

議員  センターができたことは知っていた。確か相談員が２

名程度いたと思う。  

議員  人員が少ないので，増員できるよう頑張りたい。  

議員  特別支援教育について，パンフレットを作成している

市もある。そのような方法も一つの手段だと思う。しっかり
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周知をして，早期受診の促進について努力していきたい。  

 

市民  私も発達障害について初めて知った。学べてよかった

と感じている。このような報告会に市民みんなが来てくれれ

ばよいが，参加人数が少ないと思う。内容がよいのだから，

もっと参加してもらう努力をしていただきたい。先日，近所

の人とがけ崩れの話をしたのだが，市には何を言っても無駄

だと言っていた。一人一人が参加すれば市政をよくできると

思う。  

議員  この報告会は開かれた議会の一環として実施してい

る。ＰＲは自治会を通してチラシを配布しているが，なかな

か難しい。当委員会の報告テーマは確かに難しいが，市民の

方と意見交換を行い，今後私たちも勉強して取り組んでいく

ことが趣旨の一つなので理解願う。  

市民  その趣旨ならば今回は成功だろうと思うが，初めての

人が理解できるような内容の報告会になれば，市民も参加す

る気になると思う。  

議員  先日も団体に対して議会報告会を行い，当委員会の報

告内容について，さまざまな問題点がわかった。意見交換し

た内容を当局への提言に反映させていきたいのでよろしく

願う。  

議員  私たちの思いは報告会に市民の方がたくさん来てく

れることだ。議会に関心を持ってもらうことが必要だと思

う。積極的なＰＲしていきたいと思っている。報告会の具体

的な内容を伝えることも大切だ。  

 私も，ある母親に子供の受診を勧めたことがあったが，口

をきいてもらえなくなった。その子は特別支援学級に入った

が，才能を見出した先生が身近にいたので，とてもよかった

と思っている。発達障害がある子供が幸せに暮らしていくた

めに，私たち議員がどうすべきかを取り上げて議論してい

る。  

 

市民  阿賀マリノに８億円というお金をかけた荷さばき場

があるが，なぜあそこにそのようなものをつくったのか。  

議員  阿賀マリノポリスは広大な土地を工業用地とマリー

ナ関係の用地に分けている。工業用地は現在売り出し中だ。

その一環として船舶から貨物を荷揚げするためのクレーン
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を設置した。荷さばき場を設置したことで経済効果が出てい

ると思う。企業誘致についても，市長がトップセールスを行

っているので期待していただきたい。苗代工業団地の２期分

譲についても引き合いがある。  

 

市民  大和ミュージアムは来館者が  1,000万人を突破し，ま

たリピーターが多いと聞く。しかし，呉市内に宿泊する観光

客が少ない。観光コースがつくられると聞いたので，観光名

所を生み出すこともできるのではないか。観光客が少しでも

呉市に宿泊してもらえるようにしていただきたい。  

市民  野呂山のことをぜひ考えていただきたい。野呂高原ロ

ッジの風呂は傷んでおり，観光客はやってこない。  

議員  まず大和ミュージアムについてお答えする。呉駅裏か

ら入船山記念館まで，観光ロードをつくる計画がある。しか

し，観光客から宿泊施設に対して改善要望を聞くこともあ

り，そのあたりの改善も必要と思う。  

 野呂山についてもさまざま意見があるが，廃止するわけで

はない。野呂高原ロッジについては建てかえを検討している

という話もあるそうだ。今後に期待していただきたい。  

議員  野呂高原ロッジの建てかえについては，２年間検討す

ると聞いている。本年度が２年目なので，来年には報告があ

ると思う。存続を呼びかけていきたいと思っている。  

議員  阿賀マリノの埋め立てに反対したのはこの中で私だ

けだ。天応埋立地もいい加減なことを当局は行っている。議

会内にはこういった意見があるのでお力添えいただきたい。 

議員  議員もそれぞれ意見が違うので，御了承いただきた

い。  
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(ⅰ)性別，年代  

 

アンケート回収数  ２３０枚（回収率９０．２％）  

※そのうち無回答の項目は除いて集計  

 

 ・性別 

 
女性の参加者が昨年より 7.3ポイント減り，３割を超えたものの，依然

として男性の参加者が多数を占めている。  

 

 

 ・年代 

 

１０代～３０代の割合が昨年 3.9％に比べて約９％増の 13％となった

が，５０代以下では昨年の 30.0％とほぼ同じ 36.7％であり，依然として

６０代以上の参加者が多い。 

  

66.7% 33.3% 

男性 女性 

4.5% 

1.3% 

7.2% 

3.1% 

20.6% 

28.7% 

28.7% 

5.8% 

１０代 

２０代 

３０代 

４０代 

５０代 

６０代 

７０代 

８０代～ 

Ⅲ アンケート集計結果 



 - 76 - 

(ⅱ)内容等について  

 

①  報告会を何で知りましたか（複数回答可）  

 

今年からフェイスブックにより告知を行ったが，依然として，回覧板

や市政だよりを見て参加した方が多い状況である。その他については，

自治会長会議，女性会等の団体の会合で知ったという回答が多い。  

また，今年度はくれえばんがリニューアルし，全体のページ数が減っ

たことから，掲載依頼したが掲載できなかった。  

 

 

②  報告の時間について  

  

 
 

報告時間は，例年とほぼ同じように９割以上の参加者が「ちょうどよ

い」と回答している。 

 

24.9% 

5.5% 

27.5% 

12.8% 

2.2% 

27.1% 

市政だより 

ホームページ 

回覧板 

紹介 

facebook

その他 

6.6% 90.6% 2.8% 

長い  ちょうどいい  短い  
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 ③意見交換の時間について  

 

 
 

前回に比べると「ちょうどよい」と回答した参加者が 5.6ポイントも減

った。 

 

 

④報告内容について  

 

 
その主な理由  

（わかりやすい）  

・パワーポイントを利用し，視覚的に進めるのでわかりやすかった。 

・質問に対して議員が丁寧に説明してくれた。 

・いろんなことが聞けたから。  

・資料がよくまとめられていた。  

・議員の説明速度，内容の程度がちょうどよかった。  

（ふつう） 

・プリントを読むだけだったから。  

・もう少し内容が深くてもよかった。  

（わかりにくい）  

・座ったままの説明で臨場感がなく，内容が頭に入ってこなかった。 

・もう少し説明の仕方を工夫してほしい。  

・話すスピードが速い。  

  

8.5% 82.5% 9.0% 

43.3% 51.6% 5.1% 

わかりにくい  わかりやすい  ふつう  

長い  ちょうどよい  短い  
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 ⑤意見交換について  

 

 
その理由 

（よい） 

・少人数なので，言いたいことが言えた。  

・しっかり説明してくれた。  

・いろんな立場の人から意見が聞けた。  

・若いお母さんの悩みが聞けた。  

・各議員の発言から，委員会の取り組みが真剣だとがわかった。 

（ふつう） 

・同じ人しか話さず，もっといろいろな人の意見を聞きたかった。  

・時間が少なかった。  

・参加人数が少なすぎた。  

（よくない）  

・関係のない話が多かった。  

・興味を持てるような話をしてほしい。  

 

  

49.1% 46.3% 4.6% 

よい  ふつう  よくない  
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⑥パワーポイントについて 

 

 
その理由 

（わかりやすい）  

・色やイラストをよく使っていたから。 

・シンプルで字が大きく見えやすかった。 

・図がよく整理されていた。  

・要点を簡潔にまとめていてわかりやすかった。  

・視覚的に捉えることができたから。  

（ふつう） 

・結局読むだけだから。  

・もう少し写真やイラスト等を使用した方がよい。  

・ペーパーだけでよかったのではないか。 

（わかりにくい）  

・そもそもパワーポイントは必要ない。会話を重視してほしい。  

・画面が明るく少し見えにくいときがあった。  

・中学生には言葉が難しい。  

 

  

35.8% 61.1% 3.1% 

わかりやすい  ふつう  わかりにくい  
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 ⑦次回の参加について  

 

 
その理由 

（参加したい）  

・議員と直接対話できる数少ない機会だから。 

・日常あきらめていた事を検討してもらえるから。  

・勉強になるから。 

・議会の様子を知りたいから。  

・わかりやすかったから。 

・地元の密着した話題を期待しているから  

・違うテーマの報告会に参加したい。  

・ある問題に対して議論ができ，問題点の解決に向かっているような  

 気がするから。  

（わからない）  

・質問と回答が聞き取りにくい。  

・報告内容・テーマによって参加したい。  

・一部の人だけの意見交換だから。  

（参加したくない） 

・明確な答えが出ない。  

・発言者がわがままだから。  

59.0% 39.2% 1.8% 

参加したい  わからない  参加したくない  
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 ⑧報告会の開催について 

 

 
その理由 

（評価する） 

・市政や議会を身近に感じられる。  

・直接的な意見が聞ける。  

・直接議員の顔を見る機会がないから。 

・前回よりよかった。 

・開かれた議会，イメージアップにつながると思う。  

・議員の考え方がわかるから。  

・開催そのものが必要だと思う。  

・議会が市民の声を聞くことは大事なことだから。  

・要望を聞いてもらえる  

・自分たちの疑問に真摯に答えていただき感謝している。 

・議会と地域の接点ができる。  

・他の市民の声が聞ける。  

・市が進んでいく方向が少しはわかるから。  

・自分の思いを伝えられた  

・スクール形式ではなく，ロの字にしたことで発言者の顔が見えた  

のがよかった。  

（どちらとも言えない）  

・自治連の方ばっかりで開催の意味があるのか疑問。  

・お祭りごとにならないよう，議員に頑張ってほしい。 

・参加者が少ない。  

・内容がよくわからなかった。  

・地域の関心事を取り上げてほしい。  

・もう少し市民の声を聞く会となるよう工夫してほしい。  

  

81.5% 18.1% 0.5% 

評価する  どちらともいえない  評価しない  



 - 82 - 

(ⅲ)自由意見 

１ 意見数 

自由意見総数  ８７件 

（うち議会関係４４件，市政関係４３件） 

 

 ２ 主な意見  

①議会関係 

【広聴広報】  

・もっと多くの人が議会報告会に参加する方法を考えてほしい。 

・参加者が少ないが広報車を出して PR してみてはどうか。 

【議会報告会全般】 

・今後も続けてほしい。 

・若い人の意見をもっと聞けるような場にしてほしい。  

・報告会の意見によって市政が変わった結果があればもっとよい。  

【意見交換】  

・意見に対する回答がよくわからないし，質問に対する回答が的確では

ない。 

・個人的な意見が多く，もっと焦点に合わせた意見を質問させるよう司

会をする人は方向付けしてほしい。  

・専門家に来てもらったら，もっとわかりやすいと思った。  

【取り上げてほしいテーマ】  

・政務活動費に関しての透明性の確保と現状。  

・防災について。  

・呉の細い市道について。  

・地域の現状に照らしての報告。  

・交通関係について。  

  ・明日の呉市がどうなるか。  

・行政への要望事項を取り上げてほしい。 

・呉市の条例の紹介や課題。 

【開催日時等】  

・若い人が参加しやすいよう，日程，時間等を検討してほしい。 

②市政関係 

【総務関係】  

・南海トラフ地震が発生すると言われているが，早急な対応が必要なの

ではないか。  

  ・活性化，人口増につながる方法を考えてほしい。  

・若者の投票率を上げるために，ネット上で立候補者とその公約を確認
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できればいいと思う。 

・御手洗地区において期日を指定しての投票所設置により，現行のバス

運行による方法よりも投票率の向上ができるのではないか。  

【民生関係】  

・児童館を各地区につくってほしい。 

・育児は大変だけど母親の気持ちが緩和できる施設をふやしてほしい。 

・二人目を生んでも大丈夫というサポート等を主張してほしい。  

・土日預かりをふやしてほしい。  

   ・今後，子育て支援問題について若い母親にもっと集まってもらい，  

いろいろ問題を聞くことが必要だと思う。  

   ・子育てサポートの金額が高い。  

・子どもの医療費支援を 18 歳まで拡大してほしい。  

【文教企業関係】  

・学校の先生の質を向上させてほしい。  

  ・給食費や教材の無料化を考えてほしい。  

・子育てをしやすい市を目指してほしい。  

・保護者，地域の人を対象とした発達障害の勉強会を学校で開いてほし  

い。 

・学校の生徒数を増やしたい。  

  【産業建設関係】  

・そごう呉店の跡地ははどうなっているのか。  

・公園内の植木や雑草の管理をしてほしい。 

・若い人が住みにくい。 

・観光客を増やしたい。  

【総合交通関係】  

・バスの便が減り， JR は時間が不便。  

・不使用の建築物の有効活用。  
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７回目となる今年度は，昨年度一定の成果があった関係団体の開催箇所数

をふやし，地域開催については市内全地区を２年で回るように改めました。 

次に，議会報告会が問題を発見する場として意見交換を重視するスタンス

であることを多くの人がイメージできるよう，わかりやすくタイトルに「意

見交換」というフレーズを加えました。そして，参加者との円滑な意見交換

を進めるため，会場と参加人数に応じた車座やロの字形式の導入や，ファシ

リテーター役の設置など，建設的な意見交換が行える場の創出に努めました。

特にファシリテーターの設置に当たっては，政策研究会の提案で，グループ

ワーク形式による議員研修（ファシリテーション研修）が行われました。  

今回の議会報告会の流れとして，まず，各常任委員会の所管テーマのため

の導入部分を意識した共通テーマでの報告を行い，その後，各常任委員会で

現在議論されている所管テーマでの報告を行いました。そして，所管テーマ

を初め，市政全般による意見交換を行ったところ，特に所管テーマにおいて

は，参加者の皆さんと活発な意見交換を行うことができ，今後の委員会活動

への糧となりました。  

また，今年度は選挙権が 18歳に引き下げられた年であり，若者に政治を身

近に感じてもらうために，初めて市立呉高等学校での報告会を行ったところ，

若者らしい素朴な視点からの活発な意見交換が行われました。一方，高校に

とっても，「生きた政治」による主権者教育は議会ならではであり，今回の

新しい試みは，一定の成果と実績が得られました。  

このように，改良や新たな試みを加えた議会報告会について，参加された

皆様からいただいた御意見やアンケートを踏まえ，議員間で話し合った結果

を次のとおり，まとめました。  

 

１ 活発な意見交換を進めるため，報告テーマ全般の見直しを各常任委員会

に任せるなど，新たな運営方法を検討してはどうかという点。  

２ より深い意見の掘り起こしを行うため，本年同様，公的，民間を問わず

団体での報告会を実施してはどうかという点。  

３ 市政への興味を促し，郷土呉への思いを深めてもらうため，高校での開

催をふやしてはどうかという点。  

４ 新たな広報媒体の研究や，議会報告会の開催を希望する団体公募，テー

マに応じて複数の常任委員会でチームを組むことを，今後の検討課題とし

てはどうかという点。  

 

Ⅳ まとめ 
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以上の点を踏まえ，次回の議会報告会は，地域と団体の開催箇所数をそれ

ぞれ10カ所，６カ所の現状維持を基本としながら，多くの若者に呉市議会へ

の関心を高めてもらうことを目指して，高校での開催をふやすことを検討し

ます。 

また，さらなる活発な意見交換を促進させるため，常任委員会主体の運営

手法への見直しを検討します。  

 さらに，詳細な地域課題の把握に努めることにより，地域の実情を反映し

た政策立案や，当局に対する説得力のある政策提言につなげていきたいと考

えています。 

 議会報告会は次回で末広がりの８回目を迎えます。「開かれた議会」とい

う基本に立ち返り，議会報告会が意見交換の場として広く，市民の皆様に浸

透していくよう，今後も創意工夫しながら，引き続き開催していきます。  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議会の仕組み・常任委員会の位置づけ・・・・・・・  １ 

○総務委員会「投票率の向上」「ふるさと納税など」・  ５ 

○民生委員会「子育て支援ついて」・・・・・・・・・８ 

○文教企業委員会「学校における諸課題について」・・１１ 

○産業建設委員会「空き家の現状と有効活用」・・・・１４ 

 

 

 

《資料編》報告資料 



議会報告会ｉｎ市立呉高校	

ここが呉市議会です	

議 会 の 仕組み
常任委員会の位置づけ	

平成28年度議会報告・意見交換会	

私たちの住んでいる呉市を	
より豊かで暮らしやすくしていきたい	
という願いは、市民共通のもの	

市民一人一人が自分たちで考え、	
話し合い、	
決めたことを実行していくことが大切	

2

市民の皆さんが集まって相談したり、	
一緒に仕事を行うことは困難	

市民の代表者を選挙で選ぶ	

議 員	 市 長	

定数 ３２人	
3

市　民	

市　長	
議決・調査・検査	

議案の提出	

選挙	 選挙	

行政サービス	請願・陳情	

〈執行機関〉

市議会	

〈議決機関〉

議員、市長の任期はともに４年	
現在の議員の任期　H27. 5. 1～H31. 4.30 
　　　　 市長の任期　H25.11.19～H29.11.18 

4

議会の権限	

１．議決権	

２．同意権（副市長、監査委員などの選任を同意）

３．調査権・検査権

４．選挙権（議長、副議長などの選挙）

５．意見書提出権、決議権

６．請願・陳情の受理

７．条例制定権	

5

議会の権限	

１．議決権	
	

議会に与えられた権限の中で最も重要なもの。	

・条例（市の決まり）を制定したり改正または廃止

すること	

・予算（お金の使い道）を決定すること	

・決算を認定すること	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など	

6

○議会の仕組み・常任委員会の位置づけ

44790
タイプライターテキスト
１

44790
タイプライターテキスト

44790
タイプライターテキスト

44790
タイプライターテキスト

44790
タイプライターテキスト

44790
タイプライターテキスト

44790
タイプライターテキスト



議会の権限	

６．請願・陳情の受理	
	

請願…憲法に保障された請願権の趣旨に従い、

市政に対して要望を述べる。議員の紹介が必要

陳情…請願との違いは、議員の紹介が不要

審査し、内容が適当と認められるものは採択

市政に反映されるよう努める。	
7

議会の権限	

７．条例制定権
	

議会の議員は、国が定めた法律の範囲内で、

地域の問題や実情に沿った条例案の提出が認め

られている。

議会が条例案を可決すれば制定される。	

8

議会の権限	

７．条例制定権

「呉市空き家等の適正管理に関する条例」

議会報告会の意見交換等を契機として、

平成２５年６月に制定された、

呉市議会初の議員提案による政策条例

9

議長、副議長	

議長…議会の代表者
議場の秩序を保持し、　
議事を整理し、
議会の事務をおさめる権限をもつ。

副議長…議長に事故があったとき、	
欠けたときに議長の職務を行う。

10

同じような考え方をもった議員が集まって、「会派」 

（グループ）を結成し、市役所の仕事に意見を反映

させるために活動している。 

呉市議会では３人以上の集まりが「会派」	

会派	

11

仁　友　会 ７名
同　志　会 ６名	
公明党呉市議会議員団 ４名
誠　志　会 ４名	
市民フォーラム ３名
日本共産党呉市議会議員団 ２名	
自然共生党 １名
洗濯の会 １名
じみんの会 １名
日本のこころを大切にする党 １名	
社民党呉市議団 １名
市民クラブ １名	

12

44790
タイプライターテキスト
２

44790
タイプライターテキスト



議会	

定例会	

臨時会	

３、６、９、12月の年４回開会	

必要に応じて開催	

13

本会議	

委員会	

…全議員が出席して 
　議場で開かれる会議 
　最終的な意思決定を行う。	

…少人数で専門的・能率的に 
　審査するために設置 
　実質的なやり取りを行う。	

 
 
本　　	
	
	
会　　	
	
	
議	

代表者会議(各会派の代表) 

常
任
委
員
会	

総務委員会(８人) 

民生委員会(８人) 

文教企業委員会(８人) 

産業建設委員会(８人) 

特
別
委
員
会	

総合交通対策特別委員会(８人) 

予算特別委員会(議員全員) 

決算特別委員会(１３人) 

議会運営委員会(９人) 

新庁舎建設調査検討特別委員会(８人) 

広報委員会(各会派の広報責任者) 

14

政策研究会(各会派の政策責任者) 

総務委員会	
総務部、企画部、財務部、会計課、消防本部、選挙管理委
員会、監査委員、公平委員会の所管に属する事項	
他の常任委員会の所管に属さない事項	

民生委員会	 市民部、福祉保健部及び環境部の所管に属する事項	

文教企業委員会	
文化スポーツ部の所管に属する事項	
上下水道局の所管に属する事項	
教育委員会の所管に属する事項	

産業建設委員会	 産業部、都市部及び土木部の所管に属する事項	
農業委員会の所管に属する事項	

常任委員会	

15

常任委員会の役割①　議案審査	

主に市側から提出された議案などについて、 
説明を求め、詳しく審査をする。 
専門的に効率よく審査を行い、その結果を本会

議に報告し、決定に役立てる。 
委員会は“議会の縮図”であり、 
委員会の審査の結果が、議会全体の決定になる 
可能性が高い。 
	

16

常任委員会の役割②　所管事務調査	

委員会が選定したテーマの現状を把握し、 
問題点を指摘し、解決策を共に考え、 
本会議において提言 
議案審査は、主に市側からの提案だが、 
所管事務調査は、委員会側から働きかける調査 
 
委員会は“議会の縮図”であり、 
所管事務調査の提言は、市も無視できない。 
提言が市の政策に反映された例もある。 
 17

常任委員会の役割②　所管事務調査	

〇総務委員会 
　　「職員採用の年齢制限の引き上げ」を提言 
　　 
　　技術職の年齢制限を29歳⇒34歳に引き上げ 
　　新規採用職員の３割が社会人経験者に 
 
〇民生委員会 
　　「民生・児童委員の負担軽減」を提言　　 
　　 
　　民生委員協力員制度の創設 
 18
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常任委員会の役割②　所管事務調査	

〇文教企業委員会 
　　「小中学校の普通教室への空調設備設置」 
　　を提言 
　　 
　　中学校は29年度、小学校は30年度から施工 
 
〇産業建設委員会 
　　「地域ブランド商品のＰＲや販売促進」を提言　　 
　　 
　　商工振興課内に販路拡大グループを設置 
 19

議会報告・意見交換会のねらい	

20

報告テーマについて所管事務調査などを通して 
現状把握　問題点調査　先進地視察　など　 

市民からの意見・提案　 

委員会においてさらに調査・検討　 

市に対して“より説得力のある提言” 　 
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・投票率の向上について	

平成２８年度　議会報告・意見交換会	

呉市議会総務委員会	

・ふるさと納税と 
　　クラウドファンディング 

について 

１．選挙制度	

１	

投票率の向上について	

なぜ，選挙が必要なのか？	

「選挙」は、私たち一人ひとりのために。	

１．選挙制度	

１	

投票率の向上について	

呉市の投票制度	

投票区	 呉市では９７投票区	

投票時間	 午前７時から午後８時まで（一部を除く）	

期日前投票 
（選挙当日，仕事等により

投票に行けない場合）	

①市役所本庁または支所 
②選挙期日の公示または告示の翌日から選
挙期日の前日まで（支所は別に定める） 
③午前８時３０分から午後８時まで（支所は別
に定める） 

不在者 
投票制度	

①名簿登録地以外の市町村による 
②指定施設（病院等）による　　③郵便等（在宅）による 
④その他	

２ 

３	

投票率の向上について	

投票率	

H13	 59.50	

H16	 54.56	

H19	 59.08	

H22	 57.27	

H25	 52.75	

H28	 52.42	

59.50% 

54.56% 

59.08% 
57.27% 

52.75% 

52.42% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

H13 H16 H19 H22 H25 H28 

２．呉市の現状	

投票率の推移（参議院議員通常選挙）	

※抽出投票区による推定値	

投票率の向上について	

年齢別	 投票率	

18歳	 36.27	

19歳	 33.08	

20歳代	 28.77	

30歳代	 38.26	

40歳代	 43.25	

50歳代	 55.36	

60歳代	 64.59	

70歳代以上	 58.61	

全年齢	 52.33	

年齢階級別投票率（第24回参議院議員通常選挙）

２．呉市の現状	

※抽出投票区による推定値	

36.27% 
33.08% 

28.77% 

38.26% 

43.25% 

55.36% 

64.59% 

58.61% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

１８
歳

	

１９
歳

	

２０
歳

代
	

３０
歳

代
	

４０
歳

代
	

５０
歳

代
	

６０
歳

代
	

７０
歳

代
以

上
	

４	

３．議会の論点	

５	

投票率の向上について	

投票率の分析	

投票環境の整備	

啓発活動	

呉市の投票率の問題点や課題を把握するため	

期日前投票や投票所など投票しやすい環境	

投票に行くための仕掛けや動機づけ， 
立候補しやすい選挙体制をどうすべきか	

○総務委員会「投票率の向上」
　　　　　　「ふるさと納税など」
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４．委員会の意見	

投票率の向上について	
投票率の分析	

l 投票所を減らせば投票率が低下する

のは当たり前だ。

l 20歳代，30歳代の若者の投票率が

特に低い。ここにターゲットを絞るべ

きだ。

l 高齢者は隣の地区の投票所まで　　　　

行こうと思わない。	

	
議員

６	

４．委員会の意見	

投票率の向上について	
投票環境の整備	

l 移動支援バスを運行しているので，

投票区は現状維持でよい。

l 期日前投票所を充実するべきだ。

　　また，移動投票所についても検討す

　　るべきだ。	

l 大学やスーパー，駅などの人が

　　集まるところに期日前投票所

　　を設置してはどうか。
議員

７	

８	

投票率の向上について	

移動支援車の運行	

投票区の統合（平成２３年４月） 
投票区　１２５→９７	

統合された「２１地区」で送迎車 
（※バス運行ができない３地区を除く）	

投票日の 
午前１０時と午後３時の 

２回運行（無料）	

○当局の取り組み

H27県議	 H27市議選	 H28参議選	

利用者数	 １１２	 １２５	 １１０	

投票環境の整備	

９	

投票率の向上について	

○当局の取り組み

市役所本庁舎１階のみ 
投票日前の３日間 
午後１０時まで２時間延長	

呉工業高等専門学校と 
広島国際大学呉キャンパス	
に期日前投票所を設置	

１２９人が 
投票	

３９０人が 
投票	

期日前投票所の開設時間の延長	

大学・高等専門学校への期日前投票所の設置	

投票環境の整備	

４．委員会の意見	

投票率の向上について	
啓発活動	

l 選挙に慣れるためにも，中学生ぐら

いから主権者教育が必要だ。

l インターネットやＳＮＳを活用し，どん

どん情報発信するべきだ。	

l 選挙公報を導入する必要がある。

　　早急に取り組むべきだ。	
議員

１０	

投票率の向上について	
啓発活動	

○議会の取り組み	

選挙公報の導入	

選挙公報条例を議員立法により制定するため， 
現在，条例案を作成中	

公
職
選
挙
党 

○
山
　○
男 

おくらない！求めない！受け取らない！	

正
し
い
選
挙
で 

明
る
い
未
来 

選
挙

三
原
則　

●
選
挙
平
等

原
則

●
投
票
自
由

原
則

●
選
挙
公
正

原
則	

１１	

44790
タイプライターテキスト

44790
タイプライターテキスト

44790
タイプライターテキスト
６



ふるさと納税とクラウドファンディングについて	

１．制度	

呉市にご寄附いただく方 
（市外居住者）	

特産品 
取扱業者	

呉市	 ③特産品の発注	

④特産品の送付	
⑤寄附受領証 
　お宝本送付	

①寄附金・特産品申込 
②寄附金納付	

ふるさと納税とは…	

　自分の生まれ故郷，お世話になった地域や，これから
応援したい地域の力になりたいという思いを実現させる
ための制度として，平成２０年度に創設されたもの。	
　納税ではなく，正確には自治体への寄附。 

１２	

１．制度	

　起業やイベントの開催に必要となる資金を，インター
ネット等を通じて広く一般に呼びかけて寄附を募る手法。 

ふるさと納税とクラウドファンディングについて	

【成功事例】 
広島県神石高原町では，ＮＰＯ法人の「広島県の犬の殺処分
ゼロを目指す取り組み」に，111,111,111円を寄附金の目標
金額としたところ，245,447,309円を達成	

クラウドファンディングとは… 

課題として… 

・寄付者による人気投票になるという側面があり，自治体側がプロジェクト

のユニークさ，希少さを競い，本来の目的が達成できなことがある。	

・目的額に達しなかった場合の事業実施の有無 ，寄附金の募集方法の

取扱いを明確にする必要がある。 

１３	

ふるさと納税とクラウドファンディングについて	

給与収入５００万円で，配偶者と子１人を扶養している人が， 
４万円を寄附した場合	

１．制度（控除のしくみ）	

控除額 
38,000円 

自己負担額
2,000円 

○所得税からの控除 
控除額×10％=　3,800円 

 
 

○住民税からの控除 
【基本分】 

控除額×10％=　3,800円 
【特例分】 

控除額×80％=30,400円 

ふるさと納税 
40,000円 

１４	 16	

ふるさと納税とクラウドファンディングについて	

２．呉市の取組状況 

（ふるさと納税の実績）	

Ｈ２５	 Ｈ２６	 Ｈ２７	

金額 
（千円）	

１，２０３	 ３，０３３	 ２８，２８５	

件数	 ２３	 ４２	 １，０６８	

【税制改正】 
・ふるさと納税枠を約２倍に拡充 
・手続きの簡素化	

１５	

３．議会の論点	

１６	

返礼品の充実	

広報のあり方	

クラウドファンディングの可能性	

特産品の拡大やサービスの追加，他市との連携	

呉市のふるさと納税をどのように全国発信するべきか 
また，その手続をどうわかりやすく説明していくべきか	

クラウドファンディングのメリット・デメリットを検証	

ふるさと納税とクラウドファンディングについて	

１７	

４．先進地の取り組み	

ふるさと納税とクラウドファンディングについて	

参加者の皆さんの意見をお聞かせください。	

「空き家の見回り」や「墓地の除草」をふるさと納税

の特典としたり，インターネットによる人気投票で返

礼品を選定したりしているところもある。 

また，美術館を建設するため，クラウドファンディン

グで５億円の寄付を集めているところもある。	

ふるさと納税で呉市を元気に！	
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子育て支援について

1

	
 呉市が抱える課題 	
	
　○ 人口減少，少子高齢化	
　    子育てしやすい環境づくり，魅力ある住生活環境の創出	
	
  ○ 地域活性化	
　    特色ある地域資源を生かした新たな魅力・価値の創造	

	

　若い世代が，子育てに対して多様な選択ができるよう

新たな子育て支援施策を提案していきたい

１．所管事務調査のテーマとして選定した理由	

２．昨年１１月の議会報告会での市民意見の聴取	

2

体の弱い子，強い子といった体質によって，医療費
の負担は違ってくる。子供を社会全体から見守ると
いう考えからも医療費の助成をしてもよいのではな
いか。	

インフルエンザの予防接種は家族全員が打つ
ことになると負担が大きい。	

乳幼児等医療費助成について，要望を言えば切りが
ないと思うが，ほかの県や市では中学生まで助成し
ている地域もあるので，小学校６年生までの無償化
をお願いできればと思う。	

3

保育所の開所時間をもう少し長くしてもらえれば，
仕事との両立ができると思う。仕事との両立を考え
れば，病気をしたときでも保育所に預けることがで
きればよい。	

一人目の子供にアレルギーや持病があれば，
二人目をちゅうちょしてしまうこともあるのでは
ないか。持病などがある子供に対して何らかの
助成を考えていただけないか。	

行政が何もかもできる時代ではないので，ボラン
ティアで子育ての応援ができればと思う。若いお
母さん方を地域で支える体制をつくるべきだ。	

３．先進事例の調査研究	

○ 東京都世田谷区

せたがや子育て応援アプリ，産後ケア事業

○ 東京都台東区

インフルエンザ予防接種費用の助成，

　		たいとうすくすく手形，にぎやか家庭応援プラン

○ 福島県いわき市

子育てコンシェルジュサービス，出産支援金支援事
業	

4

5

世田谷区では子育て応援アプリを導入されていたが
，若い世代にはスマートフォンを利用した施策も必
要であり，前向きに検討していくべきではないか。	

台東区では予防接種費用の一部助成を行って
いたが，その効果はなかなかつかみきれないと
いうことであった。費用対効果の面を考えると
疑問に思う部分もある。	

多くの意見をいただいたが，医療費の問題が多
かったと思う。財政的な問題もあり，すぐに取り組
むことは難しいが，予防接種の費用助成につい
ては検討できるのではないか。	

４．議会報告会，先進事例の調査研究後の委員会での　
　主な意見	

6

子供の医療費助成の問題については，自治体間
での人口の取り合いになってはいけないので，公
平性の観点から国の責任で制度をつくっていくよ
う要望していくことが必要だ。	

乳幼児等医療費助成について，一気に中学
生までとは言わないが，通院については，ま
ずは小学校３年生まで広げるということを考え
ていくべきではないか。	

医療費の負担感が大きいということにびっくりし
た。医療費助成をどのようにしていくかということ
は大きな問題ではないかと思う。	

○民生委員会「子育て支援について」
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子育て支援を充実させるのであれば，制度拡充
はその裏づけとなる柱になる。	

	５．乳幼児等医療費助成制度の拡充についての委員会での	 
     主な意見	

呉市では行政改革による削減が進んでいる
が，施策を一歩前に踏み出すという姿勢は
必要である。	

本来は国の制度において進められるべきも
のであるが，市独自の施策も必要である。	

7 8

制度拡充は，安易に医療を受けることにつな
がり，また，新たな財政負担が生じることから
現状のままでよい。	

若者が呉市に住んでよかったと思えるような
施策の一つとして考えるべきだ。	

全体的な財政事情や近隣市の状況を勘案し
ながらではあるが，子育て支援のためにでき
る限りの支援をしていく必要がある。	

市

６．９月定例会における当局に対する提言	

9

　呉市は独自の施策として小学生の入院費用の助成を行ってい
るが，県内市町においても制度の拡充が行われており，県内では
最低レベルとなっている。	

　来年度の予算編成に当たり，乳幼児等医療
費助成制度について，通院は小学生までの
拡充，入院は中学生までの拡充に向けて検討
を進めていくべきと考える。	

　市民が安心して子供を育てることができる環境をつくるとともに，
将来を担う子供たちを支援する施策を一歩前に進めていくことが
必要。	

〈　提言　〉 
 
　呉市は，平成２０年度から財政集中改革プログラムに基づき，財政の健全化に取り
組み，また，平成２４年度からは呉市職員体制再構築計画を初めとした行政改革３計
画に基づき，効率的な行政システムの構築にも取り組んでいる。子育て支援の分野
においては，呉市保育所の統合・民営化基本計画等による改革も行われているところ
である。 
　現在，広島県の乳幼児等医療費助成制度においては，通院，入院ともに就学前ま
での助成があり，呉市は独自の施策として小学生の入院費用の助成を行っているが
，県内市町においても制度の拡充が行われており，県内では最低レベルとなっている。 
　本来，子供の医療費助成については，国において制度化されるべきものであり，地
域によってサービス格差が生じ，都市間競争になってしまうようなことは好ましいこと
ではない。しかしながら，子育てにおける経済的負担の軽減を求める市民ニーズは
依然として高いのが現状である。 
　本委員会において，委員間でさまざまな議論を行ったところであるが，市民が安心し
て子供を育てることができる環境をつくるとともに，将来を担う子供たちを支援する施
策を一歩前に進めていくため，当局においては，来年度の予算編成に当たり，乳幼
児等医療費助成制度について，通院は小学生までの拡充，入院は中学生までの拡
充に向けて検討を進めていくべきと考える。制度拡充に当たっては，財政事情を鑑み
，段階的な実施も検討するとともに，増大する医療費の抑制に向け，安易な受診を避
けるための取り組みも必要である。 
　また，子供の医療費助成について，地域間格差が生じないよう市長会等を通じた国
，県に対する要望も継続して行っていただきたい。	

10

市

７．国に対して意見書を提出	

11

　少子化傾向が続けば，人口構造の高齢化や生産年齢人口の減
少にもつながり，将来の社会経済や社会保障のあり方にも重大な
影響を及ぼすことが懸念される。	

　本来，子供の医療費助成は国において制度化されるべきもの
であり，地域によってサービス格差が生じ，強いては，都市間競
争になってしまうようなことは好ましいことではない。	

　乳幼児等医療費助成制度を国の制度として整
備し，財源の確保に努めること。	

　　　国による乳幼児等医療費助成制度の創設を求める意見書 
 
　我が国の合計特殊出生率は，平成１７（２００５）年に最低の１．２６となり，その後若
干回復して平成２５（２０１３）年に１．４３となったが，平成２６（２０１４）年には１．４２に
低下しており，人口を維持するのに必要と言われている２．０８への回復は，依然とし
て困難な状況である。 
　このまま少子化傾向が続けば，人口構造の高齢化や生産年齢人口の減少にもつな
がり，将来の社会経済や社会保障のあり方にも重大な影響を及ぼすことが懸念される
。このように少子化が大きな社会問題となっている現在，子育て世帯を支援していくこ
とが強く求められており，各市町村において乳幼児等医療費助成制度が実施されてい
るが，住む地域によってサービス内容に格差が生じているのが現状である。 
　本来，子供の医療費助成は国において制度化されるべきものであり，地域によって
サービス格差が生じ，強いては，都市間競争になってしまうようなことは好ましいこと
ではない。	

　よって，国におかれては，次の事項について，早期に実施されるよう，強く要望する。	

	

１　乳幼児等医療費助成制度を国の制度として整備し，財源の確保に努めること。	

	

　以上，地方自治法第９９条の規定により，意見書を提出する。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　呉　市　議　会	

	
12
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市

８．今後の委員会での議論	

　「多様な保育ニーズへの対応」を論点項目
とし，主に保育所における特別保育，保育
人材の確保などについて調査研究を進めて
います。	

　先月は，大阪府池田市を初め３都市を視
察し、送迎保育，病児・病後児保育などの
先進事例について調査研究を行いました。	

　 本日は，市民の皆様の子育てに関するさまざまな　
御意見をお伺いしたいと思いますので，よろしくお願
いします。	

13
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平成28年度議会報告会

学校における諸課題について 
（発達障害について） 

1 2

発達障害とは？

最近⽿にすることがある「発達障害」。どんなものか，
ご存じですか？

ニュースや新聞でたまに
⾒かけるけど，どんな障
害だろう？

⾃分の周りにいないからな
ぁ‥なんだかよくわから
ないよ。

注意⼒がないとか‥漠然
としたイメージはある
けど，はっきり知らないな
ぁ‥

3

発達障害では，保護者も，教員も，思い悩んでいます…
例えば…

発達障害なのかな…でも
，きっと違うと思うけど
な…
なんだか不安。

発達障害かもしれないから，
受診を勧めたいけど…どうや
って伝えたらいいんだろう？

保護者 教員 4

「発達障害の可能性がある」児童⽣徒数は，
⽂部科学省が平成24年に実施した調査によ
ると，約6.5パーセント程度だとされています。
（「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的⽀援を必要とする児童⽣徒に関する調査結果について」平
成２４年度⽂部科学省調査）

5

潜在的に「発達障害かもしれない」児童⽣徒がいることになります
。「かもしれない」ということは，こんなことがあるかもしれません。

先⽣はどうして，この⼦
の相⼿ばかりしているん
だろう…？

例えば学校では…

6

うちの⼦は発達障害？そ
うだとしたら，誰に相談
したらいい？

お医者さんは発達障害だ
と診断したけど，本当
かな？

保護者は…

○文教企業委員会「学校における諸課題について」
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7

法律による定義
「⾃閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、
注意⽋陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症
状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」（発
達障害者⽀援法第２条）

発達障害とは？
⽣まれつきの特性で、「病気」とは異なります
発達障害はいくつかのタイプに分類されます。
これらは、⽣まれつき脳の⼀部の機能に障害があるという点が共通し
ており，個⼈差がとても⼤きいという点が、「発達障害」の特徴とい
えるかもしれません。

（厚⽣労働省HPより⼀部抜粋）

8政府広報オンラインHPより抜粋

9

２．呉市の現状

年度 児童生徒数

呉市における発達障害と診
断された児童⽣徒数
（全児童⽣徒数に占める割
合）

H24 256⼈
（1.5%）

H25 251⼈
（1.4％）

H26 309⼈
（1.9%）

H27 340⼈
（2.1%）

H28 364⼈
（2.3％）

（１）発達障害のある児童⽣徒の状況

10

（２）学校教育指導補助員の配置状況

H24 H25 H26 H27 H28

配置⼈数
(配置校数) ⼩学校 ３０⼈

(２４校)
３３⼈
(２３校)

４０⼈
(２５校)

４１⼈
(２４校)

４０⼈
(２３校)

中学校 １０⼈
(８校)

１１⼈
(８校)

１２⼈
(９校)

１１⼈
(８校)

１２⼈
(１０校)

計 ４０⼈
(３２校)

４４⼈
(３１校)

５２⼈
(３４校)

５２⼈
(３２校)

５２⼈
(３３校)

学校教育指導補助員とは

発達障害があると診断された⼦供に対して，担任１⼈だけでは授業を進めていく上
で対応が難しいケースを⽀援するために，学校へ派遣されています。

11

具体的な取り組み

・学校の実態に応じた学校教育指導補助員
の配置
・特別⽀援教育に関する研修の実施
・保護者と連携した「個別の教育⽀援計
画」「個別の指導計画」の作成
・特別⽀援教育の専⾨家による巡回相談事
業の実施

12

委員会では，先⽇視察を⾏い，先進都市の取り組みを勉
強してきました。
○東京都⽇野市…教育と福祉の連携
○滋賀県⻑浜市…ユニバーサルデザインの考えを取り⼊

れた授業づくり
○兵庫県伊丹市…インクルーシブ教育システム

写真は日野市の「発達・教
育支援センター『エール』
」の視察風景です。
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13

	
	

　	
　　　　　　	　　	
	
	
	
　　　　　　	

議員

市
　	

・皆さんの意⾒や思いをお聞かせください。
※発達障害について，⾝近に感じている疑問やこんなことが
あったらいいのに，こうしたらよくなるといった意⾒など…

私たち⽂教企業委員会は，専⾨家が指導してくれる相
談環境や指導補助員の増員，全ての先⽣が発達障害に
ついて理解するための研修実施など，児童⽣徒はもち
ろん，保護者も，教員も安⼼できる発達障害に対して
の環境づくりが必要だと考え，現在議論を重ねてい
ます。

14

議員

★今後，他都市での事例なども参考
にまとめていくつもりです。
★皆さんからいただいた貴重な意⾒
をこれからの調査・研究の材料とさ
せていただきます。

15

たくさんの貴重なご意⾒、ありがとう
ございました。

44790
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空き家の現状と有効活用	

呉市議会 
産業建設委員会	

平成２８年度 議会報告会　説明資料	 呉市内に「空き家」は何戸？	

n  呉市内の「空き家」は約２万戸とされてきました	

n  呉市は、「空き家の実態調査」を行いました	
q 調査対象件数　　　　　　１９，９３０件	

q 空き家と判定した件数　　４，８７２件	

n  すぐに住めそうなもの　　２，２６６件　ç 利活用可能	

n  手を加えれば住めそう 　１，９８５件　ç 利活用可能	

n  かなり手を加えなければ　　３４６件	

n  老朽化が激しく危険　　　　　　１０件	

n  敷地の外からは判断不能 　２６５件	

q 空き家の約半分は所有者不明（継続調査中）	

空き家の分布状況（市の調査結果）	

すぐに住めそうな空き家	

少し手を加えれば住めそう	

かなり手を加えなければ住めない	

老朽化が激しく危険な空き家	

敷地外からは判断不能なもの	

2266 
1985 

  346 

    10 

  265 

件数	空き家の状態	凡例	

利活用可能な空き家をどうする？	

n  呉市は７～９月に「アンケート調査」を行いました	
q 所有者が明確な２,８２８件に発送、１,５１４件の回答	

q アンケートの内容	

n  建物の現状？	

n  住まなくなった原因？	

n  維持管理の状況、困っていること？	

n  今後の活用の考え方、困っていること？	

n  売却・賃貸の意向確認？	

n  「空き家バンク」への登録希望？	

	

空き家所有者意向調査	

アンケートの集計結果	

n  住まなくなった理由？	
q 住んでいた人が亡くなった（５１％）・・・高齢化の進展	

n  対象建物の現状？	
q 利用していない（３１％）、時々利用（３２％）	

n  維持・管理の頻度？	
q 数か月に１回（３１％）、年に１回（１８％）	

n  維持・管理の問題点？	
q 遠方に居住（３８％）、体力的に難しい（２８％）	

n  今後の活用？	
q 売却したい（２６％）、賃貸したい（５％）	

n  今後について困っていること？	
q どうしたよいかよくわからない（３３％）、解体費用が多額（２４％）、 

売却・賃貸の相手が見つからない（３２％）	

空き家と呉市の取り組み状況	

n  危険建物除却促進事業（平成23年度～）	
q 危険度が高い空き家の 

解体費を助成（最大３０万円）	

n  空家等の適切な管理に関する条例（議員提案）	
q 特定空家の措置を明確化 

（平成２６年１月１日施行）	

n  空き家バンク	
q ホームページで空き家を紹介し、利活用促進	

○産業建設委員会「空き家の現状と有効活用」

44790
タイプライターテキスト
14



空家条例施行後の状況	

n  固定資産税の納税通知書にリーフレットを同封	
q  情報提供件数が大幅に増加しました	

n  講演会を開催、参加者多数	
q  「空き家対策講演会」、「相続登記講演会」	

n  広島県で初の「勧告」を行った	
q  平成２８年４月　２５件の助言・指導＋１０件の勧告	

q  平成２７年度の情報提供：　２７５件（累計５２５件） 
　　　　　　　　　 改善件数：　１５９件（累計２４４件）	

n  市民公益活動団体との協働	
q  まちづくり協議会、公衆衛生推進協議会、自治会など	

平成２８年度からの新たな取り組み 

n  （新）空き家家財道具等処分支援事業	

n  （新）空き家解体ローン利子補給事業	

n  （新）移住希望者住宅取得支援事業	

n  （新）子育て世帯の定住支援事業	

n  （新）学生シェアハウス支援事業	

空き家家財道具等処分支援事業	

● 空き家バンクへの登録が条件（家財搬出後に居住できること）	
● 補助対象になるのは	
　　☆ ごみ処理手数料	
　　☆ トラックなどの賃借料	
　　☆ 一般廃棄物処理業者によるごみの運搬・処分費用	
　　☆ 特定家庭用機器リサイクル料金など	

移住希望者住宅取得支援事業	

● 狙いè ＵＩＪターン促進＋中古住宅流通促進	
● 市外からの移住者の呉市内の戸建て中古住宅購入を助成	
● 子育て世帯・親世帯と近居・島しょ部 で加算助成	
● 自治会加入が条件	

子育て世帯の定住支援事業	

● 狙いè 子育て世帯の転出抑制＋中古住宅流通促進	
● 子育て世帯の市内戸建て中古住宅購入を助成	
● 親世帯と近居 で加算助成	
● 自治会加入が条件	

学生シェアハウス支援事業	

n  斜面地の空き家活用モデル事業	

n  広・阿賀地区対象	
q  対象家屋を抽出し、家主さんと協議	

q  近隣の大学を通じて募集	

n  助成内容	
q  リフォーム工事費の１／２（上限１００万円）	

q  家賃補助として５千円／人・月	

44790
タイプライターテキスト
15



空き家バンク	

n  概要	
q  空き家の売却・賃貸をホームページを通じて紹介する	

q  交渉・契約は、当事者間で行う	

q  必要に応じて、不動産業者も紹介する	

n  対象エリア	
q  市内全域	

n  利用状況	
q  登録件数：延べ172件（平成28年9月末時点で28件）	

q  成約件数：75件（売家36件、貸家23件、アパート12件他）	

呉市の空き家対策実施体制	

n  呉市空家等対策計画作成協議会（法定組織）	
q  「空家等対策計画」の作成（国の補助の前提条件になる）	

n  呉市空家等対策審議会（第三者委員会）	
q  市の空家条例に基づき認定・措置についての調査・審議	

n  呉市空家等対策検討委員会（庁内組織）	
q  関係各課の課長で組織、分科会も置く	

q  空き家問題の窓口を「空家対策グループ」に一本化	

n  呉市空家等対策連携会議	
q  法務局、宅建協会、土地家屋調査士など団体間の連携	

まとめ	

空き家	

住めない	

利用できる	
空き家	
バンク	

家財道具等	
処分支援	

住宅取得支援	
（移住希望者）	
（子育て世帯）	

危険建物除
却促進	

（解体費助成）	

解体ローン 
利子補給	

議会での論点	

市

議員

空き家の実態調査結果を見ると、	
利活用できる空き家が多い。	
どのように利活用を促すのか？	

空き家バンクへの登録を呼びかけ、	
移住・定住の促進につなげたい。	
空き家の持ち主の意向調査を行う中で	
空き家バンク登録の意向も確認する。	
	
危険な空き家については、	
調査結果を助言・指導に活かしていく。	
また、解体費用の助成などに加え、	
新たな施策も検討したい。	
	

議会での論点	

市

議員

危険な空き家について、	
瓦が落ちそう・・・など	
市民の安全確保が必要な	
場合の緊急対応は？	

空き家条例の第７条に「緊急安全措置」	
が定められている。	
市が、応急的に必要最小限の措置を	
行えることになっているが、	
（空き家は個人の財産なので）	
所有者の同意が必要であり、	
費用は所有者の負担である。	

議会での論点	

市

議員

空き家を、地域で管理し、	
観光客の宿泊場所として	
活用することはできないか？	

他市では、まちづくりＮＰＯによる	
空き家再生プロジェクトや空き家を	
宿泊施設として再生した事例もある	
ことを把握している。	
呉市でも、	
旅館業法など関連法令も踏まえつつ、	
ＮＰＯ法人等との連携による	
空き家活用施策も研究していきたい。	
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議会での論点（意見）	

議員

空き家バンク登録が進まない理由として、	
家具・仏壇への愛着があるのでは？	
市が倉庫を作って預かり管理してはどうか。	

都会からの移住希望者は多いようだが、	
（空き家は多くあっても）賃貸や売り物件は	
少ないという実態を認識すべき。	

ＵＩＪターンの促進には、	
手直しすれば住めるなど、活用可能な	
住宅情報も積極的に発信すべきである。	

空き家の有効活用	

n  危険な空家になる前に、空き家バンクに登録	

n  多くの移住希望者が住居を必要としています	

n  家財道具処分には助成制度を活用しましょう	

n  土地・建物の所有者の責任で管理しましょう	

n  空き家有効活用のアイデアをお聞かせください	

ご清聴ありがとうございました	

ご意見・ご要望を、お聞かせください	

44790
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