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 今年度は改選期のため，開催時期を１１月としました。また，時間帯は平

日夜間をメインとして，土曜日の午後開催のほか午前開催を試みました。  

 開催内容については「議会の仕組み・常任委員会の位置づけ」と「常任委

員会の所管性を生かしたテーマ」について報告し，意見交換では報告したテ

ーマについて，市民の意見を聞くこととしました。  

 

(ⅰ)開催日時等  

地   区  開催日時  会   場  担当  
参加  

人数  

26年  

実績  

25年  

実績  

24年  

実績  

音 戸 地 区 11月４日（水）午後６時半  音戸まちづくりセンター  文企  １７  ６２  ３７  ５１  

宮 原 地 区 11月５日（木）午後６時半  宮原まちづくりセンター  民生  １７  ２８  ２１  ３１  

安 浦 地 区 11月５日（木）午後６時半  安浦まちづくりセンター  文企  １１  ２１  １６  ４２  

郷 原 地 区 11月６日（金）午後６時半  郷原まちづくりセンター  総務  ３７  ３６  ４０  ５４  

下蒲刈・蒲刈地区 11月６日（金）午後６時半  下 蒲 刈 農 村 環 境 改 善 セ ン タ ー  産建  ２２  ２８  １２  １７  

中 央 地 区 11月７日（土）午後２時  呉市議会議事堂  文企  ２０  ２８  ２１  ３４  

吉 浦 地 区 11月９日（月）午後６時半  吉浦まちづくりセンター  民生  １９  ４７  ４４  ２１  

昭 和 地 区 11月 10日（火）午後６時半  昭和まちづくりセンター  総務  ２３  ３９  ４１  ６５  

警 固 屋 地 区 11月 11日（水）午後６時半  警固屋まちづくりセンター  産建  ３８  ５１  ５７  ６２  

阿 賀 地 区 11月 12日（木）午後６時半  阿賀まちづくりセンター  産建  １７  ２０  ３９  ２１  

豊浜・豊地区 11月 12日（木）午後６時半  豊浜まちづくりセンター  総務  ２１  ３２  ３７  ７２  

仁 方 地 区 11月 13日（金）午後６時半  仁方まちづくりセンター  文企  ３９  ６７  ４２  ４１  

川 尻 地 区 11月 14日（土）午前 10時  川尻まちづくりセンター  民生  １０  １２  １３  ２３  

倉 橋 地 区 11月 14日（土）午後２時  桂浜温泉館  総務  ３５  ４８  ２６  １８  

広 地 区 11月 16日（月）午後６時半  広まちづくりセンター  民生  １８  ２９  ２７  ２６  

天 応 地 区 11月 21日（土）午後２時  天応まちづくりセンター  産建  ２５  ２５  １７  １５  

呉地域オープンカレッジネットワーク会議 11月 16日（月）午後６時半  広まちづくりセンター  総務  ２４  －  －  －  

子育てサークル 11月６日（金）午前 10時半  広まちづくりセンター  民生  １５  －  －  －  

呉市ＰＴＡ連合会 11月 26日（木）午後７時  すこやかセンターくれ  文企  ２２  －  －  －  

呉市民生委員児童委員協議会 11月４日（水）午前 10時半  広まちづくりセンター  産建  ２５  －  －  －  

                 １６地区   参加人数   ３６９人   

２６年実績  ５７３人  

２５年実績  ４９０人  

２４年実績  ５９３人  

                 関係団体   参加人数    ８６人   

 

                       合   計   ４５５人   

  

Ⅰ 開催状況 
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(ⅱ)出席議員 

 

    議 長  石 﨑 元 成  

    副 議 長  片 岡 慶 行  

 

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  

○池庄司  孝  臣  ○山  本  良  二  ○藤  原    広  ○井手畑  隆  政  

 福  永  髙  美  谷  本  誠  一  奥  田  和  夫  沖  田  範  彦  

中  原  明  夫  久  保    東  山  上  文  恵  岡  﨑  源太朗  

阪  井  昌  行  檜  垣  美  良  梶  山  治  孝  谷    恵  介  

北  川  一  清  神  田  隆  彦  田  中  みわ子  平  岡  正  人  

森  本  茂  樹  土  井  正  純  渡  辺  一  照  林    敏  夫  

  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・常任委員会の位置づけ  

   ○常任委員会の所管性を生かしたテーマ  

     総務委員会    「投票率の向上」  

     民生委員会    「子育て支援」  

     文教企業委員会  「学校防災」  

     産業建設委員会  「空き家の対策と有効活用」  

     ※担当した常任委員会のテーマを報告  

 

 ３ 意見交換  

 

 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，今年度も市内 16会場

と関係団体４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】  

 今年度はこれまでとは大きく趣向を変え，既に決まったことではなく，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。  

（広地区：民生委員会）  

（下蒲刈地区：産業建設委員会）  

（郷原地区：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。  

（宮原地区：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。  

（中央地区：文教企業委員会）  （警固屋地区：産業建設委員会）  

（昭和地区：総務委員会）  

（仁方地区：文教企業委員会）  
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 １６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27年度呉市議会報告会報告書 

（   音 戸   ）地区 

開 催 日 時 平成 27年11月４日（水） 18時 30分～ 19時40分  

開 催 場 所 音戸まちづくりセンター  

参 加 者 17人 

出 席 議 員 中田  光政 藤 原  広 奥田 和夫  山上  文恵  

梶山  治孝 田中みわ子  渡辺 一照  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．学校防災について  

（意 見 交 換） 

市民 防災に対しての教育は，学校にどの程度徹底されているのか。  

議員 始まったばかりの部分もある。例えば授業の中で防災への意識づけや

避難訓練を実施している。地震津波マニュアルのほかに，現在土砂災害に対

応したマニュアルを策定中とのことで，３年後に完成する予定である。  

 

市民 音戸中学校の耐震化工事が始まったが，呉市は全体的に耐震化が遅れ

ている。庁舎は地震に強い建物として現在建設中だが，まず学校の耐震化率

を 100％にすべきであって，耐震化を行う順番が違うのではないか。  

議員  ３年前の呉市における小中学校耐震化率は 64％程度で大変遅れてい

たが，今年度末で 95％になる予定で，残りの５％は新築や建てかえ予定であ

る。これで耐震補強は完了するのでよろしく願う。  

 

市民 私の子供は中学生だが，バス通学するのに遠距離通学補助制度を利用

している。 

交通費を全額負担してもらっているが，この制度は呉市だけだと思う。通

学路上での危険個所の存在や，自宅から学校までの距離制限などの条件もあ

るが，親からしてみると大変助かる制度なので，ぜひとも継続してほしい。 

議員 呉市において子供の通学方法には，安心安全について細心の注意を払

っている。意見は教育委員会へお伝えしようと思う。  

議員 確かに徒歩通学では危険な箇所も存在する。例えば安浦では来年度学

Ⅱ 各地区の状況 
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校統合するので，バスを利用して通学する方向で検討している。ＰＴＡから

要望の声を上げていただければ，議会も行動できると思うのでよろしく願

う。 

市民 学校防災など，あなたたちの言っていることはとてもよいことだ。だ

が，口先だけでなく，実行が伴わないといけない。実行されて初めて価値が

ある。頑張っていただきたい。  

議員 冒頭でも申し上げたが，この意見交換会の中で空き家について意見が

あり，それをきっかけに空き家条例ができた。防災教育も生徒の自助共助の

精神を育て，学校の授業でしっかりと防災について学んでいただきたいとい

う思いである。いただいた意見をもとに調査研究を進めていきたいのでよろ

しく願う。 

 

市民 自助や共助，公助の意味を議員は知っているかもしれないが，市民が

わかっていないといけない。わからない人への説明をしっかりしていただき

たい。 

議員 いただいた意見を委員会内でしっかりと研究したい。子供たちがしっ

かり学び，地域のリーダーに成長していけるように関係各所へ働きかけしな

がら頑張っていきたい。  

 

市民  私は田原地区の住人だが，田原小学校は学校統合により廃校になっ

た。田原小の跡地は借りていた部分については返却し，残りは売却すること

が基本方針だと聞いている。例えば片山小学校跡地は売却され，現在スーパ

ーが建っているのだが，田原小の維持管理は現在自治会が行っているので，

できれば売却せずにずっと地元に残してもらえないか。住民の意見は売って

はいけないとの声が大半であった。  

議員 原則は地元の意見を聞きながら方針を決定している。住民の意見が第

一なので，地元の要望はしっかりと発言してほしい。議会も後押ししていき

たい。これは一例だが，旧吾妻小は地元の要望でグラウンドの一部を残して

いる。 

市民 辰川小学校は地元の声があっても売却している。小学校跡地がなくな

ると，避難場所などみんなが集まることのできる場所がなくなってしまう。

呉市は私たち住民をどのくらい守ってくれるのか疑問がある。ぜひとも学校

は地元に残してほしい。  

議員 学校跡地については，先ほども申し上げたが地元としっかり意見交換

を行い，最善の策をとるようにしている。売却見込みのある土地についての

考え方は二通りあり，一つは更地にして売却することで，もう一つは七対三

のルールというのがある。これは，地域の事情を考慮したうえで，７割を売
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却し３割を地元のために残すという考え方である。  

 

市民 議会報告会開催のさらなる周知を行ってもらいたい。私が本日来たの

は，ＰＴＡの役員会でチラシをもらったからだ。子供たちにもこういった報

告会を聞く機会を与えたいので，学校へもしっかり周知をお願いしたい。  

議員 了解した。いただいた意見は，前向きに行っていきたい。ちなみに，

26日にはＰＴＡ連合会ともこのような形で意見交換を行う予定である。  

 

市民 田原地区では小中学生は６人くらいである。バスも生活バスに移行し

て，便数が減っている。学校に通うのに便数が少なく不便だ。いきいきパス

はとてもよい制度だが，音戸地区自体スーパーなどの店舗が減っており，買

い物に出かけることも難しく，また外出するのにちょうどよい時間のバスも

なくなっている。そのあたりを配慮いただきたい。  

この前タクシー会社の社長が来て，地区の人にぜひとも生活バスへ乗るよ

う勧めてほしいと言っていたが，運賃が高いから乗れない。子供たちもそう

だが，買い物難民，通院難民がいる。便数は減らしてほしくないが，みんな

乗らないからやむなく減っていく。私たち住民も運営会社も，お互い頑張ら

なければならないとは思っている。  

田舎を支えることは都会を支えることにつながるのではないか。だが，こ

のままでは若い人などが地域に定着できないと思う。呉のまちづくりをしっ

かり行い，住みよくしてもらいたい。  

議員 合併後，倉橋や安芸灘諸島の地区では人口が３割近く減少している。

個人的な意見だが，私も危機感を持っている。田舎が元気にならないといけ

ないと思うので，ぜひとも地域から声を上げていただきたい。  
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平成27年度呉市議会報告会報告書 

（   宮 原   ）地区 

開 催 日 時 平成 27年11月５日（木） 18時 30分～ 19時31分  

開 催 場 所 宮原まちづくりセンター  

参 加 者 17人 

出 席 議 員 岩原   昇 山本  良二  谷本 誠一  久保   東  

檜垣  美良 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  議会報告会に参加するに当たり，呉市のホームページを見て予習をし

てきた。保育所の数は減っていないが，子供の数は随分減ってきている。平

成26年度の保育所定員が  4,095人，幼稚園定員が  4,830人で，呉市において

待機児童の問題はないのではないかと思うが，実際はどうか。  

警固屋地区には保育所が２カ所あるが，ほかの地区から来ている子供もい

て，経営的に苦しいのではないのか。また，保育士の待遇はどうなっている

のか。 

議員  現在，呉市において待機児童はいない。希望の保育所に入ることはで

きている。公立保育所の保育士の平均年齢は 50歳に近づいている。10年以上

採用がなく，一番若い保育士は 38歳くらいだったと思う。市はそのことを含

めて今後の保育所をどうするのかという計画を作成しているところである。

保育所の民営化を含めたその次の計画を作成する中で，保育士の採用につい

ても考えていくことになる。  

市民  市内には公立保育所が結構な数あるので，よろしく願う。  

議員  呉市には待機児童はいないことになっているが，新しい子ども・子育

て新制度においては日常生活圏域の中で考えることになる。昭和，広，中央

地区は地域的に数が足りていないという現状もあるので，地域的な定員拡充

も必要と考えているところである。  

 

市民  本会議において，市長は議員の質問に対してまともに答えておらず，

担当部長が答えている。このような状況は改善されるべきではないのか。  

 平和と民主主義の根幹にかかわることであるが，９月 19日に安全保障関連

法案が強行可決された。全国においては 37の市議会が反対をしているが，呉

市では約 6,000人の自衛隊員が戦争に借り出されることになってしまう。ア

メリカの支援をするというこの法律を 32人の議員はどう考えているのか。  

 新庁舎の建設に  150億円もの予算がかかっているが，建設中に構造などの

変更がなされた。新庁舎に対する議員の見識はどうなのか。  
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 呉そごうの跡地の問題をそのままにして新庁舎建設が進められたが，呉そ

ごうの跡地活用はどうなっているのか。  

 中学生を自衛隊に体験入隊させているが，年々人数がふえている。銃を持

って撃たせるようなこともさせており，許せない。このことについて議会で

考えるべきではないのか。  

議員 市の誰が答弁をするかということは事前に議会に報告があるが，我々

議員は市長の答弁だろうと部長の答弁だろうと市の答弁として受けとって

いる。市側は答弁内容と答弁者を調整した上で，議会に臨むことになってい

るそうであるが，必ず市長が答弁しなくてはならないという決まりはない。

市長が答えなければならないような質問をしない議員も悪いのではないか。

市長が答えようが答えまいが，市の答弁と理解している。  

 安保法案についてはそれぞれに見解の違いがあるが，個人的には国を守る

法案であると思っている。国においてはいろいろな党があり，その中で決め

られたことであるので，一地方議員が言うべき問題ではない。我々が選んだ

国会議員を信じて，国を守ってもらうことしかできない。国に意見書を出す，

出さないという議論もあったが，このたびは呉市議会の総意として意見書は

出さないこととなった。見解の相違があるので難しい問題だと思う。  

議員  新庁舎建設は３度目の入札で業者が決定し，インフレスライドにより

工事費が約７億円増加した。インフレスライドは東日本大震災以降の人件費

や資材の高騰によるものであるので仕方がないことと思っている。監視カメ

ラの台数が減ったりしたこともあり，市は工事内容をしっかり精査をしてい

るものと庁舎建設を反対した議員の一人として思っている。  

 そごうの問題についてであるが，今は何もないはずである。早く次の商業

施設が来るよう願っているが，難しいようである。個人的にはこのまま使う

よりは建物を壊したほうがよいのではないかと思っている。  

議員  呉そごうの建物の 77％がそごう・西武，19％が市の持ち分である。そ

ごう・西武として民間に売却しようと努力されていおり，市はそのサポート

をしようとしている。市においては，大規模改修の際には２億円を限度に補

助する制度がある。 

議員  自衛隊における職場体験であるが，銃をさわることはあっても撃たせ

ることはない。御心配されないよう願う。  

 そごうの問題であるが，ゆめタウンがほしいということで譲渡先として決

まっていたこともある。そごうの親会社であるセブン＆アイ・ホールディン

グスが非常に神経質になっており，確約がないと難しいようである。ほしい

という話が何社かあったそうであるが，よほどしっかりした会社でないと話

が進まないそうである。市長も副市長も動いているようであるが，そのよう

な状態である。建物が古くなっているので，更地にして売るしかないのかと
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思う。 

 

市民  委員の任期は議員の任期と同じ４年か。  

議員 ２年である。  

市民  そうであれば，来年は所管事務調査の調査研究結果を報告していただ

きたい。 

議員 所管事務調査の報告は本会議場で行うことになっている。当局はその

報告を受け，何らかの施策を講じることになると思う。  

議員  委員の任期は１年であったが，所管事務調査を導入するに当たり，し

っかり議論を行っていこうということで２年になった経緯がある。  

 

市民  新庁舎の屋上にはヘリポートはあるのか。  

議員  ない。 

市民  国立病院にはヘリポートがあるが，立派な新庁舎であるのでいろいろ

なことに使えるようになってほしい。災害においては何が起こるかわからな

いので，残念に思う。議員からヘリポートについて意見は出なかったのか。 

議員  新庁舎は災害時の拠点になる施設であるので，設計段階においてヘリ

ポートを設置するべきではないかという意見はあったが，隣の中央公園にヘ

リコプターを降ろせるようにするから新庁舎にはヘリポートはつくらない

ということであった。屋上にヘリポートをつくるとなると庁舎の強度を上げ

ていかなければならなかった。新庁舎は現庁舎に比べて２メートルから３メ

ートル高くなっており，地下室はない。現庁舎には地下室があるので，それ

を改修して冠水時には水を貯めることができるよう検討している。  

議員  中央公園は防災公園として整備する予定である。市役所周辺はよく冠

水するが，近くにある内神川の改修も計画されている。  

議員  新庁舎には地下室がない。その理由として現庁舎は地下室に機械があ

るが，大雨時には冠水の危険があり，そういうことから新庁舎の機械室は屋

上に設置されている。よって，ヘリポートはつくれない状況である。  

 

議員  安保法案についてはそれぞれの主義主張があるが，議員一人一人が議

会の中でしっかりとそれを訴えていくことが大事である。呉市議会はそれぞ

れの主義主張や考え方の違いを討論の中で訴えることができるようにして

いる。思いどおりにならないこともあるかもしれないが，市民の代表である

議員の発言をしっかりと守っていくよう頑張っているので，よろしく願う。 
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平成27年度呉市議会報告会報告書 

（   安 浦   ）地区 

開 催 日 時 平成 27年11月５日（木） 18時 30分～ 19時53分  

開 催 場 所 安浦まちづくりセンター  

参 加 者 11人 

出 席 議 員 中田  光政 藤 原  広 奥田 和夫  山上  文恵  

梶山  治孝 田中みわ子  渡辺 一照  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．学校防災について  

（意 見 交 換） 

議員  呉市では災害や不審者情報を発信する学校からのメール配信サービ

スがあるが，皆さんはこのサービスをご存じか。  

市民 私はそのような制度があることを知らなかった。このメール配信は，

呉市内の小中学校の全てが対象なのか。  

議員 そのとおりである。  

市民 私は地域の世話をしている。子供たちとは直接関係ある立場ではない

が，そのようなサービスがあることに地域の人たちは関心を持たなければな

らないと思う。ぜひともメール配信サービスがあることを地域にも情報とし

て流してほしい。  

議員 学校などにも確認してみて，皆さんへ情報が行き届くように努力した

い。 

 

市民 先ほど学校と地域との連携が必要と言っていたが，どこの地域が学校

と連携がとれているのか。例があれば教えてもらいたい  

議員 私は阿賀地区で自治会長をしているが，阿賀地区では年に１度，自治

会などと小中高等学校や大学が連携し，津波避難訓練を実施している。また，

各学校で津波地震マニュアルをつくっている。ただ，こういったマニュアル

があることを地域の人たちは知らないと思うので，各団体へもこういったも

のがあることを周知すべきと考えている。  

 

市民 地域には防災マップはある。だが，マニュアルをつくるなら地域と連

携することは必要だ。  

三津口地区では，先日学校を含めて防災訓練を実施したところである。私

が思うに，補導員連絡協議会や防犯連合会など活動内容が似ている団体は，

一つにできないだろうか。自治会も会員が高齢化し，一人に各種団体の役割

が重なっており，負担が大きい。スリム化できないだろうか。  

議員 仰せのように，自治会も会員の減少と高齢化により，一人が二役も三
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役も役目を負っていることは私も知っている。確かにスリム化は必要だと思

う。 

 

市民 各地域における避難場所は，大体小中学校が指定されている。女子畑

で言えば旧野路東小学校の体育館である。小中学校が統合される中で，廃校

になった施設は管財課が管理を行い，処分することになるのだろう。ただ，

避難場所が小学校に指定されているので，何とかして地元で使いたい。現在

自治会で学校を借りているが，来年度からは光熱水費を払わなければならな

くなった。使用している以上仕方のないことだが，維持していくのに自治会

費の半分を使わなければならない。避難場所として指定されているのなら，

呉市で施設の面倒を見てもらえないだろうか。  

議員 跡地利用については，地元の意見を聞いて善処する。原則，光熱水費

は地元が負担し，修繕については呉市が負担することになる。確かに避難場

所には小中学校や集会所が指定されている場合が多い。この問題については

議会としても研究して取り組んでいきたい。  

 

市民 有害鳥獣対策について伺う。イノシシや鹿が非常に多いため，電気柵

設置などには補助が出ているが，捕獲した場合の報奨金は   9,000円となっ

ており金額的に低いため，捕獲する人もいない。ある人から，捕獲に対して

２万円出したら，捕獲する人がふえ，イノシシも減ったというのを聞いたこ

とがある。呉市も捕獲した場合の金額を上げてみてはどうか。捕獲する人が

いないとイノシシがふえる一方だ。  

 中畑は高齢者が多く，高齢化率もかなり上昇している。空き家対策という

のも必要だ。ＮＰＯと一緒に農業体験を通じて定住対策を進めているが，空

き家を買っても農地を買うことができない。せっかく住んでくれてもそれで

は意味がないので，特区のようなものをつくることができないのだろうか。 

議員 有害鳥獣対策については，毎年  3,200頭余りのイノシシが捕獲されて

おり，捕獲に対して  9,000円支払われている。以前は狩猟期間と捕獲期間に

分かれていた。箱わなは以前，狩猟期間のみ設置可能だったが，現在は通年

で使用できる。狩猟期間中でいかに捕獲するかが勝負だから，それを前提に

鳥獣対策に取り組んでいきたい。  

市民 狩猟期間に猟師が山に入ってくることをイノシシは知っている。その

時期は捕獲数が落ちる。  

議員 イノシシ対策は，全国的に頭の痛い問題だ。私は狩猟免許を持ってお

り，捕獲もしているが，最近はわなにかからなくなった。報奨金などを２倍

にしたらどうかということだが，予算の関係で非常に難しい。私の考えだが，

国から対策費が出るようになれば，全国的に解決できると思うが，実現して
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いない。議会としてもイノシシ対策を引き続き県に要望していくとともに，

しっかりと取り組んでいきたい。  

 空き家対策だが，安浦ではＵターンした人に対して，農業を兼ねて空き家

を貸していると伺っている。私はこれが空き家の有効対策だと思う。都市部

では全国的に空き家を民泊施設にしようとしている。呉でもそういう方向で

動きが出ている。  

 空き家の解体については，呉市独自の空き家対策条例があり，窓口を一本

化し，しっかりと取り組んでいるので，相談等していただきたい。  

市民 その空き家対策は，倒壊しそうな空き家が対象ではないのか。  

議員 そのとおりである。安浦のように空き家に住んでもらい，再利用する

ことが一番だと思う。  

議員  ＮＰＯ団体が民泊を行っているので，市からの補助金はない。私の地

域では家が山の上にあるが，東京からやってくる観光客は眺めがよいといっ

たことで喜んで宿泊しているようだ。既に一カ所，民泊施設として観光客を

受け入れており，呉高専の生徒がそこの隣にある建物を改修し，２号館とし

て近々オープンさせる予定だが，いかに人を集めるかということを研究して

いる。 

 農業や漁業をするので，補助金をもらいながら定住してくれるのがよいの

かなと思う。補助金を出すことで若い定住者を育てていくことが呉市の方針

だ。そうして地域を活性化していってもらいたい。  

 

市民  生活バスの有効活用のために，広島国際大学まで路線を延長してもら

いたい。距離を  1.5キロメートル伸ばせば大学まで接続できると思う。そう

してもらえれば国際大学からさまざまな路線が出ているので，利便性が向上

する。 

 最近のニュースでもよく放送されているが，高齢者の自動車事故が多いの

で，高齢者が多い安浦地区での生活バスをもう少しきめ細かく運行できない

だろうか。国際大学までの延伸を交通政策課へお願いに行ったのだが，検討

するとは言われた。国などによる許可の関係があることは説明を受けたが，

生活バスなのだからフレキシブルに運用してもらいたい。  

議員  広島国際大学への延伸は，私も昨年度この報告会で意見をいただいた

と思う。この場で即答はできないが，担当課は調査検討を行っていると思う。 

市民  調査は地元で行うよう言われた。  

議員  私は焼山に住んでいるが，路線が三つに分かれて，タクシー会社が運

営している。便数も減り，停留所も細やかに回れていないので，大変困って

いる。地元の声を上げていただかないと難しいので，安浦でも再度申し出て

いただきたい。  
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議員  私は両城地区だが，バスは走っていない。皆さんタクシーを利用して

いるが，１回の乗車で  1,000円はかかるので，少しでも負担を軽くしたいと

思い，地域で乗り合いタクシーを走らせるためにアンケートをとってみた。

結果はお金に関することが問題であった。費用がかかる割に乗る人が少な

く，また乗車人数が限られているので，タクシー会社が及び腰になっている

ようだ。 

先日視察に行ったのだが，そこで感じたことは地形によってどういった運

行形態がよいかを考えなくてはならないということだった。地域の声を大き

くして要望してもらいたい。  
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平成27年度呉市議会報告会報告書 

（   郷 原   ）地区 

開 催 日 時 平成 27年11月６日（金） 18時 30分～ 19時43分  

開 催 場 所 郷原まちづくりセンター  

参 加 者 37人 

出 席 議 員 林田  浩秋 池庄司孝臣  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  

（意 見 交 換） 

市民 このように市議会議員が来てくれたが，名札が掲示されていない。投

票率の向上を考えるのであれば，名札を掲示すべきではないか。なぜ郷原地

区の投票率が少ないのかは，そういった議員の本質にあると考える。名札が

ないことに対して残念に思う。  

議員 ただいまの提案を持ち帰り，次回に向けて検討したいと思う。  

市民 郷原地区では議員に立候補する人がいない。若年層の投票率は低いも

のの，50歳代以上の投票率は高い。立候補者のポスターなどで名前や顔は見

るが，議員がどのような人なのかはわからない。50歳代以上の人はいろいろ

なしがらみもふえ，知り合いも多くなることから投票に行くが，若年層はそ

ういったしがらみがなく，誰に投票してよいのかわからないのが現状であ

る。 

 

市民 説明された選挙公報は，次の選挙で配られるということか。  

議員 そのためには条例を制定する必要がある。その条例が議会で可決され

れば，新聞折り込み等で市民に配布されることになる。  

市民  もし，選挙公報が配られれば，立候補者がどういった考えを持ってい

るのかがわかる。そういったものがないと立候補者がどのような人なのかわ

からない。その結果，選挙に行かないということになる。生活に関する身の

回りのことで，「こうしてほしい」という要望があっても，結局，自治会や

民生委員などに言うだけである。そういったものが配布されれば，その人の

考え方や活動状況などもわかることから，「選挙に行ってみよう」という一

つのきっかけにもなる。ぜひ，お願いしたい。  

議員 貴重な意見をいただいた。市民に身近な議会を目指して我々も日々活

動しており，さらに努力したいと思う。  

 

市民 呉市は空き家対策に力を入れて取り組んでいる。将来，郷原地区も空

き家がふえるのではないかと心配している。現在，全市的に空き家の実態調
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査を行っているようだが，今後，どうなっていくのか。  

議員 空き家対策事業は，そもそも危険な建物，すなわちほうっておくと近

所に迷惑がかかる建物を除去することで住環境をよくしようとするもので

ある。基本的に，個人が所有する財産は個人が管理しなければいけないが，

行政も協力することで，市民の安心・安全に暮らせる社会を実現するもので

ある。具体的には，30万円を上限としてその撤去費用を助成するものである。

このたび実施している実態調査は，きちんと空き家を把握するためのもの

で，判定後，所有者に対して勧告していくことになる。  

議員  11月13日には，空き家対策のシンポジウムも開かれる。市としてもこ

の問題に対する対策を少しずつではあるが進めている。  

 

市民  郷原地区は昭和 31年に呉市と合併したが，それ以降，誰一人として議

員に立候補してみようという者が出てこない。郷原地区から立候補する者が

出れば投票率は上がる。現職の議員にとって，郷原地区は第２の故郷という

意識は持っているかもしれないが，選挙期間中には選挙カーで通り過ぎるだ

けである。 

例えば，小学校のプールや中学校の運動場は狭く，それらを広げるといっ

た関心事に地権者とともに取り組まなければ，投票率は上がらない。郷原地

区出身の議員がいないため，それぞれの住民がそれぞれのつてを頼り，議員

にお願をしている状況である。議員と住民が一体となって頑張らなければ，

その地域はよくならない。いずれにしても，今後とも郷原地区をひいきにし

ていただきたい。  

議員 現在，地方創生の議論の中で，人口に関する話をよく耳にすると思う。

呉市の人口は，2060年には約16万人になると言われているが，市内で人口が

ふえている地域は郷原地区だけである。郷原地区は，さらに発展する可能性

を大いに含んでいる。「郷原地区をもっとよいところにしよう」と，若者に

訴えっていただきたいと思う。  

議員  呉市の人口は毎年  2,000人ずつ減少しており，議員定数も減ってい

る。郷原地区出身の議員がいないという発言もあったが，豊浜・豊地区にお

いても同じ悩みを抱えている。住民にとって身近な議会になるためには，議

員が住民の意見を十分に吸い上げることだと思う。それぞれの地区には，知

り合いの議員もいるはずなので，そういったつてを頼って意見を述べていた

だきたいと思う。  

 

市民  以前，母が施設に入所していたときがあるが，そのとき投票すること

ができた。先ほど，期日前投票の話があったが，支所ではなく，自治会館な

どを投票場所にすれば，高齢者の投票率は伸びると思う。それは一日中では
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なく，時間を決めて短い時間でもよい。  

市民  ちなみに，郷原地区に自治会は 12ある。  

議員 法的に難しい面もあるが，いただいた意見を持ち帰り，よい方向に進

むようよく検討したいと思う。  

議員  投票所がなくなるということは，選挙が身近でなくなるということに

もつながる。貴重な意見をいただいた。  

 

市民  例えば，郷原地区はこの議員が担当するということはできないか。こ

こにいる議員のうちの一人が郷原地区を受け持ち，自治会や支所と連携しな

がら住民に，「こうしたい」，「これはどうか」といった考えや改善案を示

してくれれば，住民はより関心を持ち，投票にも行くのではないかと思う。 

議員  議員は32名いるが，どの議員も出身地だけのことを考えているわけで

はない。議員はどのようなささいなことでも，住民からの要望であればしっ

かり動くはずである。  
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平成27年度呉市議会報告会報告書 

（  下蒲刈・蒲刈  ）地区 

開 催 日 時  平成 27年11月６日（金） 18時 30分～ 19時35分  

開 催 場 所  下蒲刈農村環境改善センター  

参 加 者 22人  

出 席 議 員  上村  臣男 井手畑隆政  沖田 範彦  谷   恵介  

平岡  正人 林  敏夫  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．空き家の対策と有効活用  

（意 見 交 換） 

市民 今年の４月から地区の世話をするようになり，これまで２件の危険な

空き家について市に情報提供したが何の返事もない。  

情報提供した物件がどうなったかについては連絡すべきではないか。  

また，空き家を解体したら空き地になるが，今度は草が茂って大変である。

空き家を解体した後のことも考えてほしい。  

議員  市は情報提供に基づいて所有者の調査を行い，所有者が判明した場合

は解体の交渉を行っているが，情報提供があった場合はその後の状況を知ら

せるよう，議会から市に申し入れておく。  

 空き地についてはまだ手が回っていない状況だが，課題であることは認識

しているので，情報があれば教えてほしい。  

 

市民 随分前に，国土交通省の関係者を三ノ瀬地区にある石畳の道へ案内し

たことがある。  

そのとき，何か要望はないかと言われたので，安芸灘大橋を無料にしてほ

しいと答えたら考えが小さいと言われた。  

島の未来を考え，とびしま海道としまなみ海道を結ぶ橋をかけるなど，大

きなことを要望してはどうかと言っていた。  

何年先のことになるかはわからないが，この話を市議会でも要望していた

だきたい。 

議員 安芸灘大橋が開通して 15年，国交省や農水省，広島県知事に無料化を

訴えてきたがいまだに実現していない。  

しかしながら，広島県知事も交代し，やっと通行料金を割り引く社会実験

にこぎつけ，現在は開通当初の約半額という安い価格で通行できるようにな

った。 

平成24年に豊島大橋が開通し，安芸灘大橋の通行量は  4,300台から 4,500

台に増加したが，平成 26年は，通行料を  700円を  300円に引き下げたものの， 

通行量は 4,380台にとどまっており，建設費の償還が思うようにいっていな
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い。 

平成25年の建設費未償還額は約 80億円で，恐らく現在も約 60億円が未償還

である。再三にわたり，無料化について要望しているが，この状況では難し

いと思う。 

次に，しまなみ海道ととびしま海道をつなぐ計画だが，確かに関前のほう

からしまなみ海道へ橋をつなぐという構想があった。  

しかし，その後，安芸灘４島をつないでから少し様子を見ようということ

になった。 

また，しまなみ海道とはかなりの距離があるので，人工島をつくらなけれ

ば橋をかけるのが難しい。さらに，航路をまたぐことになり，そのためには

橋の構造についてさらなる研究が必要であるということから，我々が元気な

間に計画が実現されることは難しいと思う。  

安芸灘大橋の無料化は，私を含めて皆さんが切望していることと認識して

おり，しっかり頑張っているので理解願う。  

議員 きょうは４人の中学生が参加してくれているが，議会報告会を始めて

から初めてのことだと思う。  

先ほど，呉市議会には四つの委員会があり，議案はまず委員会で審査し，

最終的に本会議で決まるということなどについて説明したが理解できたか。 

市民 理解できた。  

 

議員 あす，中学生のふれあいゆめ議会が開催されると聞いているが，参加

する人はいるのか。  

市民 私が出る。  

議員  私も，昨年ふれあいゆめ議会を傍聴したが，とても勉強されていてす

ばらしいと思った。  

あすは頑張ってほしい。  

 

市民 私は，きょう来ている中学生の保護者である。  

明日のふれあいゆめ議会に次女が出る。  

また，長女は来年の夏に 18歳になり，選挙権を持つことになるので，参政

権の意味をしっかりと家庭でも話している。  

議員の皆さんにおかれては，今後とも呉市のためによろしく願う。  

議員 政治に無関心でいることはできるが，無関係でいることはできないと

市長もよく言っている。  

 我々が生活する上では，必ず政治が絡んでくるということを認識し，若い

人にもしっかりとかかわっていただきたいと思う。  

議員  きょうは呉市で１番若い議員が来ている。  



 - 20 - 

ふれあいゆめ議会を経験して政治に関心を持ち，本当の議員になりたいと

思う人が出てくれたらよいと思う。  

 

市民 朝鮮通信使について，2016年にユネスコの記憶遺産に申請し，2017年

の登録を目指していると昨年の議会報告会で話が出たが，現在の進捗状況は

どうか。 

議員 先日の朝鮮通信使行列の際，韓国昌原市の副市長と話をしたところ，

当初の計画どおり来年申請し，再来年の登録を目指すというスケジュールに

変わりはないが，韓国側では市の合併が進んでおり，当初と比べて士気が下

がっているかもしれないと心配していた。  

国政は多少ぎくしゃくしているが，このことについてはこれまでどおり進

めていきたいとのことであり，順調とは言えないまでも頑張っているので待

っていてほしい。  
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平成27年度呉市議会報告会報告書 

（   中 央   ）地区 

開 催 日 時 平成 27年11月７日（土） 14時 00分～ 15時37分  

開 催 場 所 呉市議会協議会室  

参 加 者 20人 

出 席 議 員 中田  光政 藤 原  広 奥田 和夫  山上  文恵  

梶山  治孝 田中みわ子  渡辺 一照  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．学校防災について  

（意 見 交 換） 

市民 広島県の小中学校耐震化率は全国的に見ても低く，その中でも呉市は

特に低いが，今年度は 80数％まで引き上げたと聞いている。片山中学校の円

形校舎は建設から 40年ほど経過しており，かなり古い建物だと思うが，ここ

の耐震化は完了しているのか。  

議員 呉市の耐震化率は３年前で 64％だったが，今年度末で 95％になる予定

であり，これで耐震補強工事は完了する。残り５％は建てかえや新築である。

片山中学校の耐震化工事は完了している。学校は避難場所としても活用され

るので，安心・安全のためにしっかりと取り組んでいる。  

 

市民 あなたたちの質問内容がよくわからない。具体的な教育の内容や，地

域との連携についての話をしていただきたい。研究中ならその過程でもよい

ので願う。 

議員 具体的な話で言うと，学校ごとで地理条件も違うため，それぞれに合

った防災への取り組みを行っている。土砂災害マニュアルを作成中で，３年

後の完成を目指して現在取り組み中である。  

 先日安浦地区における議会報告会の中で，地域との連携をしっかりすべき

という意見をいただいた。自助共助の精神を子供たちに教えながら，将来的

に地域の守り手となれるような教育を調査研究している。はっきりした答え

はまだ申し上げられないが，長い目で見ていただきたい。  

議員 荘山田小学校では，児童が４，５人でグループをつくり，地域を巡回

して防災マップを作成していた。  

市民 私は小学生と一緒に危険箇所を回ってマップを作成し，先日成果につ

いて発表会を行ったところだ。これは小学４年生が毎年実施している。  

 

市民  私は教育委員会の土砂災害対応マニュアル作成の作業部会に入って

おり，地域の学校とも防災マップ作成などでかかわることが多い。私が考え

る問題点は，教える立場の先生たちが忙し過ぎて防災にまで手が回っていな
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いことと，防災知識を余り持ち合わせておらず，内容が形だけになってしま

うことだ。先生の大半は校区外から通勤されており，地域の実情がわかって

いないと思う。学校区ごとに呉市防災リーダーが子供たちの防災担当になる

ような制度をつくってみてはどうだろうか。私の地区では試みで実施してい

る。先生では防災を教えるのは無理だと思う。  

議員 先生で防災リーダーの資格を持っている方が呉市内で一人おり，その

ほか防災に関する資格を持っている方もいらっしゃると聞いている。先ほど

言われたように先生では厳しいかもしれないが，子供たちと接する機会が最

も多いのは学校の先生であり，子供の命を守らなければならない。先生たち

も，防災への取り組みは一生懸命やっていると考えている。私たちもしっか

りと取り組んでいきたい。  

 

市民 災害が発生したらまず避難という言葉が先に出て，何でもかんでも避

難ありきになっているのではないか。最近の住宅や道路は災害に強い構造

で，昔と比べて状況が違っている。学校はまず避難するよう指導しているが，

私のいる地区で言えば，どこかへ避難するより学校にいるほうが安全だと思

うこともある。地域でどこが安全かなどを考える防災活動が，子供に対して

必要ではないのか。  

議員 先生では防災は難しいのではないかとの意見があったが，子供が自分

の身を守ることを学ぶために，教員の力は必要だと思う。子供が学んだ防災

知識を祖父母に教えたことで，災害に巻き込まれたが助かったという事例も

ある。地域や学校にはそれぞれの役割があると考える。いろいろ意見をいた

だければ，これからの調査研究に生かし，学校へ伝えていくことができると

思うのでよろしく願う。  

 

市民 学校で防災を教えていくことは，大変よいことだと言われている。子

供たちは，家庭内で災害への備えを教えてもなかなか実行しないが，学校で

学ぶとかなり高い確率で実行するという。しかし，先ほどの意見にもあった

が，先生の知識が乏しいのは問題ではないだろうか。例えば応急手当の知識

がないなら，専門家から話を聞くべきだろう。  

議員 私の意見でお答えする。防災教育を実施する意義は，子供たちが授業

の中で繰り返し学習し，地域の方から話を伺いながら，防災について認識し

ていくことだ。それと自助や共助のできる子供を今後いかに育てていくかと

いうことだと思う。そうすることで，将来を担う子供を育てていきたいとい

う思いである 
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市民 先生に対しての教育はどうするのか。  

議員  これは私の意見だが，教員は研修や資格の取得などで防災知識を蓄

え，赴任校の地域特性をしっかり把握すべきと考えている。  

市民 教員の大半は防災知識を余り持っていない。子供たちに対して，間違

った指導を実施している例がある。子供たちは先生の言うことを守るので，

間違った指導をしてしまうと，災害が発生したときに大変なことになってし

まう。先ほども言ったが，先生たちは膨大な業務を抱えており，果たして防

災教育ができるのか疑問に思っている。防災は命にかかわることであり，地

域と一緒になって取り組む必要があるのではないか。残念ながら保護者は防

災に無関心である。形だけの防災教育になることを危惧している。  

議員 教員も含めての防災教育を考えてみたい。  

 

市民 今の意見を聞いていると，中央地区は防災意識が低いと思う。しかし，

子供の安全を守る防犯や交通安全指導などは一生懸命やっている。  

防犯カメラが犯罪の抑制に有効なことは理解している。防犯カメラの設置

補助金制度が今年度から始まったが，新庁舎には数多くのカメラを設置する

予算がついているのに，自治会はまちを守るためにカメラを自治会費で購入

し，それに対しての補助金は 13台分しかもらえないのは理不尽ではないか。

市民の安心・安全を考えるなら，まず補助金が先ではないか。  

議員 １台当たり 30万円の補助金額で，自治会には大変な負担をかけている

と思っている。補助は当初  600万円の予算があったが，申請がたくさんあっ

たので補正予算を組んでいる。地元負担が大きいことは市側も理解している

が，全額補助は予算的に厳しい。警察経由で国が補助を出すのが理想だが，

なかなか実現していない。できるだけ地元の意見を吸い上げて取り組んでい

きたいのでよろしく願う。  

 

市民  カメラを設置するに当たり，中国電力が電柱にカメラを設置させてく

れないので，これがネックになっている。中央地区では自治会長が頑張って

くれているので，市からも働きかけてもらいたい。  

議員  電柱への設置に対しての要望はいろいろ伺っている。中国電力の方針

もあるとは思うが，粘り強く交渉を続けるよう市に働きかけたい。  

市民  全国的にも設置させてくれないのは中国電力だけで，ほかの電力会社

は設置させてくれるそうだ。努力してもらいたい。  

 

市民  先ほど中学生議会があったと議長の挨拶にあったが，私が中学生だっ

たとしたら，呉市に希望を持つならば健全な財政だ。将来呉市が財政的に豊

かになってもらいたいという思いである。そういったことから，ふるさと納
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税制度を呉市ももっと活用してはどうか。仁方のやすりや川尻筆，戦艦大和

など，呉にはたくさんのすばらしい特産品があるのでＰＲにもよいのではな

いか。ほかの自治体がやっているのをテレビで見てうなずいているだけでは

話にならない。  

議員  呉市では平成 27年度から実施しており，現在ＰＲ中である。お宝本の

プレゼントや特産品のカタログを送るなどしており，今年は納税者がふえて

いると聞いた。  

議員  パンフレットもできており，先ほど言われた川尻筆も選ぶことができ

る。現在  200件以上申し込みがあるとのことだ。これからさらにふえていく

と思う。ちなみに，呉市の人が呉市にふるさと納税をしてもよいことになっ

ている。ただし，この場合特産品はもらえないが，納税される方が不利益に

なることはない。もしよければ納税していただけたらと思う。  

議員  税収がふえる面もあるが，他都市へ納税されることで税収が減少する

こともある。差し引きすると税収が伸びていないような気もするが，呉の特

産物アピールのチャンスとして，力を入れていくべきだと思う。これについ

ては議会でも出ているので，よいものにできるようにしていきたい。  

 

市民  呉駅前のそごうはどうなっているのか。あなたたちは何の努力もして

いないのか。このままでは駅前が寂れてしまう。  

議員  私も呉で育っており，呉市の玄関口があの状態では何の活性化にもな

らないと常日ごろから思っている。そごう側の売却の意思が強いことと，土

地建物の持ち分の関係があるので，定例会において建物の取り壊しや庁舎の

機能一部移転について質問したこともある。そごうに任せ切りにせず，市の

ほうでもトップセールスを行うなど努力しているが，全館売却は見当もつい

ていない。１日でも早く方針決定するよう議員も頑張っていくので理解いた

だきたい。 

市民  呉市の人口が全体的に減少していることは残念だ。高齢化率だけが高

くなっている。先日ニュースで広島県が婚活イベントを実施すると放送して

いた。呉市としては，人口増へ向けて何らかの施策を実施しているのか。  

議員  若い人が住まないと人口はふえないので，倉橋や阿賀地区で婚活イベ

ントなどを実施しているようである。このイベントをきっかけに，呉市に定

住してもらいたい。  

 

市民  先日テレビ番組で，自治会の問題点について放送していた。ある自治

体では，会費は払うが役職につくのは嫌だと言ったら，ごみステーションの

閉鎖や街灯撤去を実施したということで，私は唖然とした。  

掲示物の依頼が大変多い。掲示板を設置する場合，市は補助金を出すと言
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っているが，掲示板に自治会の掲示物は一つもない。自治会のものを張らな

いのになぜ補助なのか。このように行政がすべき仕事を自治会に押しつけて

いると思う。自治会の負担はとても大きい。今はまだやっていけているが，

次の世代になったときにこの体制を続けていけるかは疑問だ。このような状

態だから若い人が加入しなくなり，ますます運営していくことが難しくなっ

ていく。 

呉市は今後も自治会を維持していくのか，それとも何かしら対応を考える

のか。 

議員  私も自治会長をしており，おっしゃることはよくわかる。呉市の自治

会のよいところは組織がしっかりしていることで，全国的に高評価を受けて

いる。反面，役員のなり手がおらず，存続が難しくなっている。若い人たち

に自治会へ参加してもらうことが課題だと思う。呉市としては，自治会組織

は存続していく方針である。協力し合って地域を守っていくことが必要だと

思う。皆さんから意見をいただくことで，市も対策に反映できると思うので

よろしく願う。  

議員  住民が住み続けたいと思えるまちは，住民が楽しく自治していると研

修会で学んだことがある。自治会に参加する住民が，楽しんで活動できるよ

うにしてみてはどうだろうか。つらいとなかなか続かない。私の所属する自

治会ではそういう方針で頑張っている。  

議員  他都市から呉市へ転入する人に対して，しっかりと自治会への加入を

勧めるべきだと思う。  
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平成27年度呉市議会報告会報告書 

（   吉 浦   ）地区 

開 催 日 時 平成 27年11月９日（月） 18時 30分～ 19時28分  

開 催 場 所 吉浦まちづくりセンター  

参 加 者 19人 

出 席 議 員 岩原   昇 山本  良二  谷本 誠一  久保   東  

檜垣  美良 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  子育ては既に済んでおり，子供が３人，孫が８人いる。子育て支援と

いうテーマは非常に大き過ぎる。日本全国の問題であるので，ここで話をす

ることは難しいと思う。  

議員  子育て支援策については，国が地方に任せているところもある。医療

費についても自治体で助成内容が違っている。自分たちの住んでいるまちを

どのようにすれば子育てしやすい環境になるのかを考えていく中で，他都市

に負けたくないという気持ちもあり，子育てをするなら呉市でという若者を

ふやしていきたいと思っている。  

それぞれの委員の意見は違っているが，委員会として一つにまとめ，市に

提言していきたいと考えている。市民の皆さんのこれまでの経験の中での意

見をいただき，呉市の子育て支援策のヒントとさせていただきたいと思う。 

 

市民  地方自治体が出産適齢期の女性に何ができるかという問題があると

思う。そのような議論があって地域がどうあるべきかを考えていくべきでは

ないのか。 

女性にお金をあげるということではなく，人口構成や産業がどうなってい

るのかという話ではないかと思う。子供を産みたい，子育てをしたいという

環境をつくる問題だけではない。我々は高齢化社会に直面しており，子育て

に悩んでいる方は少ないのではないかと感じている。  

議員  委員会では子育てに関して数字の分析も行ってきているが，びっくり

するような数字が出ている。平成 26年の呉市の出生数は  1,571人であるが，

平成元年は約 2,500人，昭和40年は  

 5,000人であった。そのような状況の中で，どうすれば子供を産んでもらえ

るようになるのかを考えていきたい。団塊世代と言われる第一次ベビーブー

ム，昭和 22年から24年の出生率は４を超えていたが，昭和 45年からの第二次

ベビーブームの出生率は  2.5であり，現在は 1.54である。議会の中では数字

の分析も含めて議論をしているところであるが，出生率が 2.08まで上がれば



 - 27 - 

今の人口を維持できるそうである。安倍政権は出生率  1.8を目標としている

が，どうすれば呉市の出生率 1.54が 1.8になるのか，また，アンケート結果

における希望の子供の数と実際の子供の数の差をどうすれば埋められるの

かを市民の皆さんの意見を聞きながら考えていきたい。  

議員  呉市では毎年約  2,000人の人口が減ってきているので，何とかこれに

歯どめをかけたいと思っている。高齢化の問題と一緒に少子化対策も進めて

いかなければならないので，よろしく願う。  

 

市民  先ほどの報告の中で，理想の子どもを持つために必要な条件として，

教育費用の負担軽減が 46％で第１位となっているが，教育費用のうち何の負

担を軽減してほしいのか。教科書は無償配付となっているので給食費なの

か。市議会ではこの問題をどのように考えているのか。  

子育てをする上での困り事としては，出産や育児にお金がかかり過ぎるが

33％で第１位となっているが，これは生活面においてもお金がかかり過ぎて

いるという意味ではないだろうか。乳幼児を施設等に預けて働く方がふえて

おり，仕事と子育てとの両立が難しいということも挙げられると思う。子ど

もの育て方がわからないという意見もあるが，核家族化が進んでいるという

現実があるからではないか。  

子育てのために行政に期待する取り組みとしては，保育料や教育費などの

負担軽減が72％で第１位であるが，何の費用の負担軽減が求められているの

か。扶助を受けている家庭だけでなく，一般家庭についても支援が行き届い

ていないのではないかと思う。そのあたりについて議会としてどのように考

えているのか。  

議員 市が行ったアンケート結果では，さまざまな負担軽減を望む声が多か

ったが，そのまま受けとめなくてもよいのではないかと思う。このアンケー

ト調査は無作為に選んだ  3,000人に回答をいただいているが，同時に行った

ほかの調査よりも回答率が低く，約７割の方は回答しておらず，全ての子育

て世帯の意見ではないと思う。負担軽減を望む方が積極的にアンケートに回

答をされたかもしれない。教育費の負担軽減についてであるが，学校教育以

外の塾や習いごとの費用も含まれているのではないかと考えている。核家族

がふえているが，保育所や学童保育などが徐々に整備されており，一昔前に

比べて環境はよくなってきている。呉市には待機児童はいないことになって

いるが，地域ごとに見れば定員が足りない地域も出てきている。新しい子ど

も・子育て新制度においては，地域ごとに判断することになったので，定員

が足りない地域は小規模保育所を導入しながら対応することになっている。 

議員  子どもの年齢によって考え方が違うと思うので，このような議会報告

会で市民の皆さんから意見を聞いているところであるので，よろしく願う。 
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市民  呉市には海上自衛隊の港湾施設があり，特定防衛施設周辺整備調整交

付金というものが交付されている。吉浦地区には貯油所があり，周辺地域と

は餅つき大会に呼ばれるような地域だと思うが，交付金は地域のためにどの

ように使われているのか。２年くらい前にごみ収集車にこの交付金の名称が

書かれているのを見たことがあるが，交付金の使い道は限定されていると聞

いたことがある。防災無線の設置などに利用されているそうであるが，我々

のような施設の近くに住んでいる者がどの程度恩恵を受けているのかわか

らない。呉市全体のために使うお金ではないと思うがどうか。  

議員 特定防衛施設周辺整備調整交付金については，４年くらい前に基準が

緩和され，ある程度のものには使えるようになった。交付金によってすぐに

市民の皆さんに恩恵が受けられるかと言えば，そうではない。ごみ収集車に

は使われているが，市民の皆さんの役に立っているのかと言えば，我々議員

も疑問を持っている。市から交付金をどのように使ったかという報告は全く

ないので，私たち議員もよくわからない。市からよく説明を聞き，市民の皆

さんに報告できるようにしていきたいと考えている。基地がある市町村は 

300あるが，呉市への交付金は全国的に見て少ないほうである。交付金を算

定するときの評価について，米軍施設は  100％であるが，自衛隊施設は 25％

から30％であるので，呉市は交付額が低くなっている。また，港湾施設の制

限水域は対象外となっている。  

江田島市は約２億円の交付金があり，呉市より多いが，これは米軍施設が

多いからである。この交付金は，基地があることにより呉市のまちづくりに

支障があるので，固定資産税相当額を補助しようというものである。我々議

員も自衛隊施設の評価を上げていただくよう要望しているところである。  

市民  吉浦地区の貯油所は西日本にある自衛隊の艦船をカバーできるほど

の規模と聞いているが，貯油所部分の交付金は幾らなのかが知りたい。交付

金は税金であるので，我々が支払っている税金の使い道として明らかにして

いただきたいと思う。吉浦地区に貯油所があるのだから，交付金を呉市全体

のために使うのであれば，周辺地域とはどういう意味なのか疑問だ。  

議員 市内に基地がどれくらいあるのかで交付金の額が決定されるので，吉

浦地区が幾らということはない。  

市民  特定防衛施設周辺整備調整交付金がどのように使われているのか議

会の中で明らかにしていただきたい。  

議員  議会としてもこの交付金がどのようになっているのかしっかり調べ

ていきたい。 

議員 全国市議会議長会には基地協議会という組織があり，前議長はその会

長を２年間務められた。日本全国の基地がある市町村の議長の代表を務めら

れ，交付金の予算をふやしてくれという要望や運動も行った。呉市議会も基
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地問題にはしっかりと取り組んでいるので，よろしく願う。  

この問題は難しい問題であり，江田島市を例にすると４町が合併したが，

自衛隊の基地があるのは旧江田島町だけである。交付金が旧江田島町だけに

使われているかと言えば，実際はそうではない。  
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平成27年度呉市議会報告会報告書 

（   昭 和   ）地区 

開 催 日 時 平成 27年11月10日（火） 18時 30分～ 20時12分  

開 催 場 所 昭和まちづくりセンター  

参 加 者 23人 

出 席 議 員 林田  浩秋 池庄司孝臣  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  

（意 見 交 換） 

市民 昭和地区に限らず，呉市，また全国的に投票率が下がっている中，法

律改正により選挙権の年齢が引き下げられた。特に，20歳代から 40歳代の投

票率は低い。 

 日ごろ，呉市の選挙管理委員会及び呉市の市議会はどのような対策をとっ

てきたのか。 

議員 確かに，全国的に投票率は下がっており，呉市も同様の傾向にある。

我々議員も初めは素人同然であることから，そういった問題を解決するため

各自が勉強を重ねている。このたび，呉市議会も当委員会の所管事務調査で

この問題を取り上げることとなった。まずは，呉市の現状を把握し，市民か

ら意見を聞きながら，他都市の先進事例などを研究することとしている。議

員は地元地域の問題だけを問題と捉えているわけではなく，呉市全体に関わ

る問題について協議していることは理解願いたい。また，呉市議会として県

や国に要望を行うといった，目に見えない活動も行っている。  

 

市民 投票率に関する大枠な話をするだけで，昭和地区のことは全く話をせ

ず，「皆さんの意見を聞きたい」と言われても，何を言っているのかわから

ない。逆に，それぞれの議員がどう考えているのかを聞きたい。  

議員 限られた１時間半の時間の中で，本日は議会の仕組みと投票率に関す

ることを報告した後に，皆さんと意見交換したいと考えている。  

議員 我々総務委員会は，所管事務調査の中で約１年をかけて投票率に関す

る調査，研究を行うこととしている。まずは，このテーマについて皆さんと

意見交換をさせてもらい，残りの時間で地域に関する意見をいただきたいと

考えている。 

 

市民 先ほどの質問と同じになるが，投票率が低下している危機的な状況に

おいて，それぞれの議員がどう思い，どういった対策をとってきたのか。  

 私も年を重ねるにしたがって，ようやく地域を見渡せるようになってき
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た。少しでも地域をよくしようと思い選挙にも行くが，若い人は仕事をして

家庭を守らなければいけないため，そこまで頭が回らない。若い人が投票に

関心を持てるような取り組みや声かけが必要だと思う。  

議員 このたびの呉市議会議員選挙における 50％という投票率を見て，議員

自身が一番恐怖感を持っていると思う。私は，これまで選挙権は権利ではな

く義務であるという考えを若い人に訴えてきた。先人が苦労してかち取った

権利を行使しなければいけないと思うし，続けて選挙に行くことが大切であ

る。議員は，選挙活動が議員活動のベースになる。このたび，投票率の向上

というテーマを取り上げたのも，このまま何もしなければ，市民から負託を

受けた議員の集まりである議会が成り立たなくなるのではないかと感じた

からである。投票率を上げるためにはどうすればよいのかを皆さんと意見交

換しながら，お互いが思いを出し合えばよいと思う。選挙は必要なもので，

投票は絶対に行かなければいけないものであることを訴えるべきである。自

治会の会合などで，選挙の必要性，重要性を訴え，選挙こそが民主主義の土

台であることを認識し，行動してもらえるよう働きかけなければいけない。

それぞれの議員は，それらのことを行っていると思うし，所管事務調査のテ

ーマに取り上げた理由もそういったことからである。  

 

市民 市民との意見交換はわかるが，まずは，議員がどう感じているのかを

もう少し具体的に述べてほしい。  

議員 説明を最後まで行い，その後意見を伺う。  

〔議員説明〕  

市民  大変よくわかった。  

 まず，議員はしっかりと仕事に取り組んでほしい。議員が一生懸命に仕事

をしているのは理解できるが，実績が伴わなければ認められないという思い

もある。来年には，呉市も中核市に移行することから，動きが加速化するの

ではないかと期待している。  

投票率の向上に向けて，中学生だけでなく小学生のころからしっかりと教

育を行うべきだと思う。ただ，若者に焦点が向きがちだが，呉市は高齢者が

多い。移動支援バスの説明もあったが，わかりやすい施策を展開するととも

に，先ほど提案されたことが前に進むよう，ぜひ実行に移していただきたい。 

議員  意見として承った。  

 

市民 投票に行った方に飲食物を配っている自治体が実際にあるのか。  

議員 ある。  

市民 投票した人に，お店で割り引きをしているところがあるということだ

が，それには反対である。 
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この選挙の問題に関しては，学校の先生も頭を悩ませている。国や市の議

員には，派閥，会派というものが存在する。このたび，選挙権が 18歳以上に

改正されたが，これがよいのか悪いのかは別の問題であり，これについては

何も言えない。若い人に選挙制度をしっかりと教えなければ，日本国自体が

なくなってしまう。  

移動支援バスと選挙特典の制度はおかしいと思う。先ほど，権利と義務の

話が出たが，投票は義務ではなく権利だと思う。権利を行使するために飲み

物を出すということは変だ。  

議員 オーストラリアでは，選挙に行かなければ罰則を受ける。また，最近

はミャンマーでの選挙が報道でも大きく取り上げられており，25年間選挙が

実施されなかったこともあり，おそらく投票率は 90％を超えるのではない

か。 

選挙を実施する意味を子供のころからしっかりと教えていかなければい

けないと思う。選挙は政治の原点である。  

市民 ほかの国で行われる選挙は結果が出るまでが長く，そこが問題であ

る。40歳代より若い人が選挙に行っていないことは大きな問題で，ほかの国

と比べるのであれば，そういったところを考えるべきである。バスを運行し

たり，飲み物を出したりといった考え方は安易過ぎる。  

議員  確かに，その手法は物でつるということにつながるかもしれない。選

挙特典については，主に民間事業所が主導しているようだ。何とか投票率を

上げたいとの思いから，市も民間と協力してこの問題に取り組んだ結果，こ

のような取り組みを取り入れたと思われる。このような事例が，本当に効果

があるのか検証しながら，最終的には当局に提言を行っていきたいと考えて

いる。 

いずれにしても，選挙は法律の範囲内での運用となるわけで，どこまでが許

され，どこまでが規制されるのか，今後，しっかりと調査，研究を行ってい

きたいと考えている。  

市民  昭和地区出身の市議会議員は３名いるが，この３名は選挙期間中に倉

橋地区や豊地区に出向くことがあったのか。ちなみに，それらの地区出身の

議員は昭和地区に一度も来ていない。市議会議員は特定の地区の議員ではな

く，市全体の議員である。立候補する際，腕章がどうのこうの言う前に，議

員としての心構えを見直すべきである。特定の地域だけの施策を訴えるので

はなく，市全体の施策の提言により有権者を印象づけなければいけない。議

員は，それぞれの地区でどのくらいの得票があったということを把握し，重

要視しているかもしれないが，もっと市全体に目を向けるべきだと思う。  

 

市民  先ほど，福山市議会議員選挙で発行された選挙公報を拝見した。ぜひ
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呉市も，次回からこういったものを活用していただきたいと思う。そうすれ

ば，先ほど述べられた方の意見も解決するのではないか。先ほど，議会での

取り組みを説明されたが，議員はそれ以外でもしっかり頑張っていること

を，私はよく知っている。  

議員 当然，広報活動はしっかり行わなければいけない。  

 このたび，70年ぶりに公職選挙法が改正され，選挙権年齢が 18歳以上とな

った。これまで，若者の投票率は減少する一方で，それは議員の姿勢が大い

に関係していたと思う。ある県議会議員が政務活動費を私的に使い，「こん

なはずではなかった」と泣きじゃくっていた。そういった姿を若者が見ると，

ますます議員はいいかげんと思ってしまう。若者に，上から目線で「選挙に

行け」と言っても絶対に行かない。「若者の力が必要だ」といかに訴えられ

るかである。自分が必要とされているとわかれば選挙に行ってみようという

気持ちになる。我々も小学生のころから主権者教育に取り組まなければいけ

ないと考えており，そうなれば政治や選挙に関心が持てるようになると思

う。まずは，親が子供を選挙に連れていってほしい。  

 

市民  まさに，画面の最後に示された「魅力ある議会，議員」である。選挙

の争点が何かということが問題で，「私はこう変えたい」，「このようなま

ちづくりがしたい」といった熱い思いを有権者がどこで感じるかである。立

会演説会に行けばその思いは聞けるが，何が言いたいのかが市民に伝わって

いない。それができれば，市民は選挙に行くと思う。  

議員  議員の姿勢に対する指摘であった。今後，そのあたりも含めて協議し

ていく。 

 

市民  江田島市や竹原市の人口は２～３万人だが，救急車は３～４台ある。

昭和地区の人口は，現在３万  4,000人いるが，救急車は１台しかない。実際，

救急車が到着するまで 20分かかったこともある。これまで，「何とかしても

らえないか」と訴えてきたが，話は進んでいないようだ。議員はこの状態に

満足しているのか，それとも改善しなければいけないと思っているのか，一

人一人に聞きたい。  

議員  この意見は昨年度もいただき，持ち帰って調査した。  

 呉市内には西消防署に２台，東消防署，音戸消防署，そのほかの出張所に

１台の救急車が配備されている。昭和出張所では，正規職員 16名と定年退職

後の再任用職員２名の合計 18名体制で動いている。１台の救急車が出払った

ときには，ほかの出張所にある空き番の救急車でカバーしながら，職員もや

りくりしているようだ。当面はこの体制で対応するというのが消防局の回答

である。 
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議員 限られた人員の中で，消防と救急を賄わなければいけない。隣町の空

いている車を回すなど，いろいろな状況に応じて対応していると認識してい

る。「すぐに来てほしい」という思いは理解できる。議会からも，職員の増

員と適正配置の要望をしているが，財政面からなかなか厳しい状況である。 

市民  他市と同じように税金を払っていて，そのような状況なのはどこかが

おかしい。ぜひ検討を続けてほしい。  

 

市民 投票率が低いということは，議員に魅力がないということだと思う。

現在の議員はサラリーマン化しており，どぶ板議員がいなくなった。魅力あ

る議員でなければ選挙に行かないと思う。また，選挙権が 18歳以上に引き下

げられたことにより，特に高等学校での公民教育が重要になる。  

 昭和地区の課題は四つある。  

１点目は平谷線の整備である。総延長  2.5キロメートルを早急に通してほ

しい。県と市に要望書を提出したが，一向に返事がない。  

 ２点目は昭和地区の人口は３万 4,500人いるが，派出所はあるものの警察

署はない。巡査は12名いるが，３交替のため４人が勤務していることになる。

その人数で果たして昭和地区を守れるのかということである。「派出所に行

ってもほとんど留守だ」という苦情を聞く。  

 ３点目は総合病院がないということである。せっかく救急車が来ても受け

入れ先となる病院がない。右往左往している間に命を落とすといった苦情が

出ている。 

 ４点目は県立呉昭和高等学校の存続である。少子化の流れもあり，生徒数

が少なくなっているのは事実である。県の管轄と言われるかもしれないが，

市議会議員が一生懸命取り組まなければどうにもならない問題である。  

 これらの問題について，どのように考えているのか。  

議員 平谷線について答える。  

 平成25年３月には，地元住民の署名を添えて，昭和地区自治会連合会会長

から市長及び知事に要望書が提出された。今年の 10月 28日には総合交通対策

特別委員会がトンネルの入り口となる此原地区で現地視察を行った。 2.4キ

ロメートルのうち，上二河工区は  600メートル，トンネル工区は  1.4キロメ

ートル，此原工区は   

400メートルとなっており，此原工区は今年度にはほぼ完成する予定であ

る。トンネルを掘っている途中には，どうしても出てくる水を排水しなけれ

ばいけないことから，トンネルは下方から掘るのが原則らしい。よって，二

河地区から掘ることになると思われるが，県の説明では，来年度から土地の

買収に入る予定とのことで，いつトンネルを掘り始めるのかは未定である。 

議員 私が住む自治会連合会は  3,000世帯， 5,000人が暮らしており，派出
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所が一つある。そこには３人が勤務しているが，いつ行っても誰もいない。

「緊急の場合はどうするのか」と尋ねたところ，「とにかく  110番通報をし

てほしい」と言われた。パトロールで巡回している警察官やパトカーは全て

無線でつながっており，対応できる警察官が必ず行くはずである。警察署や

警察官をふやすとしても，財政面での問題を言われる。ただ，警察には市民

を守るという最大の使命があることから，とにかく警察への通報を徹底して

ほしい。 

議員 市も県に対して精一杯の要望を行っている。「結果が伴っていない」

と言われるかもしれないが，決して手を抜いているわけではない。議会も県

に対してプッシュしており，その点は理解願いたい。  

議員 毎年，県に対して要望しているが，なかなか聞き入れていただけない

のが現状である。  

 警察力の強化についてだが，呉市全域の犯罪件数が人口  1,000人当たり  

6.8件に対して，昭和地区は  2.7件と少ない。そのような地区に交番をふや

すのはいかがなものかというのが警察の見解のようで，それを補完する対策

として，パトロールの回数をふやすそうである。県警は，警察署を減らすこ

とばかりを考えているようで，大崎上島町木江にあった派出所も閉鎖され

た。次はどこを閉鎖しようかと検討しているようで，音戸ではないかという

声も聞く。県に幾度となく要望しているが，現状は難しい。  

 次に，呉昭和高等学校の存続についてだが，平成 24年度に１学年が３学級

にふえたことから，平成 26年度からの 10カ年計画では統廃合の検討対象から

免れることとなった。当面は存続するものと捉えている。  

 最後に，総合病院の誘致についてだが，呉と江田島が一つのエリアとして

考えられている。このエリアの基準病床数  2,500床に対して，現在は  3,200

床あることから，基準を大幅に上回っている状態である。以上のことから，

昭和地区に総合病院を誘致することは現実的には難しいと思われる。呉地区

に病院が集中しているのが一つの要因である。  

市民  後半の二つの課題である総合病院と警察の問題は，平谷線が開通すれ

ば解決する。道路が開通すれば，昭和地区と呉市中心部の行き来が 10分短縮

できる。とにかく，平谷線の開通を早急にお願いしたい。  

 先ほど，立候補者が呉市全域を回ってはどうかという意見が出たが，１週

間では無理だと思う。選挙期間中には，倉橋，蒲刈，川尻，安浦地区出身の

立候補者が地縁者を頼って昭和地区に来られる。「昭和地区は草刈り場だ」

ということも耳にする。昭和地区出身の３人の市議会議員は脅威を感じてい

る。 

 

市民  先ほど私が述べたのは，議員の心の問題を指摘しただけで，倉橋の候
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補者が昭和地区に来ないということを言っているわけではない。誤解しない

でほしい。 

 昭和支所から西に行くと，もう一つ大きな交差点がある。このあたりは生

活道となっており，交通量は非常に多い。西側から右折して市内中心部に向

かう際，青信号の時間が短いためなかなか右折できない。時差信号や矢印信

号など，何かよい方法がないかと思うが，何とかならないか。  

議員 新しく道路ができると流れが悪くなるものである。東広島・呉自動車

道の出入り口の先小倉交差点も流れが変わった。地区住民が困っている状況

は受けとめさせていただく。  

 

市民 昭和地区の人口は，前年同月比で88人減少しており，呉市全体でも減

少している。基本的に呉は工場のまちで，本社がくしゃみをすれば，呉は風

邪を引くと言われるほどである。船をつくっていた会社は消え，バブコック

日立も三菱と一緒に事業展開するなど，呉のまちはドラスティックに変わっ

ている。人口が減れば，当然，税収も減るわけで，それに伴っていろいろな

問題が発生する。議員の数ももっと減らさなければいけないということにも

なる。人口減少に対してどのような手を打ち，どのような施策を考えている

のか聞きたい。  

議員 呉市の人口は毎年  2,000人ずつ減少している。これまでは，人口をふ

やすことを前提として計画等を立てていた。現在，呉市は人口減に直面して

おり，国が進める地方創生を契機として，行政と市民と企業が一体となって

意見を出しながら課題を克服しようとしている。現在，呉市まち・ひと・し

ごと総合戦略という計画を策定しようとしており，その後，それに基づいて

具体的な施策を展開していくことになる。  

市民  議員はどう考えているのかを聞きたい。  

議員  子供から高齢者まで全ての市民が，元気で過ごしやすいまちをつくっ

ていきたい。 

議員 これから呉市をどうしていくのかということは，人口減少をどう食い

とめるのかということである。10年前に合併した際，人口は 25万  5,000人だ

ったが，現在は 23万  5,000人になり，２万人減った。14年先には 19万人程度

になり，東広島市と逆転するといった統計も出ている。そうならないために，

国も地方創生を打ち出し，呉市も来年の３月までに計画を策定することとし

ている。とにかく，若者が定住しなければ子供も生まれない。活気のあるま

ちをつくるためには，若者が定住し，子供が生まれ，税収もふえるといった

好循環型社会を構築することが必要で，そのための計画を現在練っている最

中である。 
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平成27年度呉市議会報告会報告書 

（   警固屋   ）地区 

開 催 日 時 平成 27年11月11日（水） 18時 30分～ 20時07分  

開 催 場 所 警固屋まちづくりセンター  

参 加 者 38人 

出 席 議 員 上村  臣男 井手畑隆政  沖田 範彦  谷   恵介  

平岡  正人 林  敏夫  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．空き家の対策と有効活用  

（意 見 交 換） 

市民 日本の人口は 1990年ごろまでふえていたにもかかわらず，呉市の人口

はどんどん減っていった。その原因は，産業構造転換の遅れと，市議会の対

応の遅れであると思う。  

きょうは，三菱の国産飛行機であるＭＲＪが試験飛行するという大変めで

たいニュースがあった。三菱は航空機の製造に挑戦して非常に収益が上がっ

ている。 

ＩＨＩも造船から航空機産業に転換しているが，さらに新しい産業を誘致

していただくよう，よろしく願う。  

合併前の平成 14年４月の呉市は，人口が 20万  3,426人で，世帯数が１万  

7,978世帯であった。  

そのときの警固屋の人口が  6,828人，世帯数が  3,232世帯である。  

一方，今年の９月末現在では，旧呉市の人口が 18万  8,508人，合併町の人

口が４万 5,177人の合計23万 3,685人で，旧呉市の世帯数は８万  9,621世帯

である。 

そのうち，警固屋の世帯数は  2,695世帯で，人口は７月に初めて  5,000人

を割って 4,956人となった。  

 平成14年からこれまでに，旧市内では  1,643世帯が減少し，人口について

は約１万 5,000人が減少した。  

そのうち警固屋は  537世帯が減少し，人口は約 1,900人減少した。大変厳

しい状況である。  

 これでは，空き家や空き地がふえるのは当然だ。  

先日宮原で行われた議会報告会へ行ったところ，テーマは子育て支援であ

った。 

子育て支援ということで，呉市のホームページでいろいろ調べたところ，

平成 25年には約  1,650人の子供が生まれ，約  3,100人の人が亡くなってお

り，１年間の自然減は  1,450人となっている。  

一方，転入者は約  7,100人，転出者が約 8,200人と，約  2,100人の社会減
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となっている。  

自然減は仕方がないが，社会減は食いとめなければならない。  

そのために，稼ぎのよい産業を誘致していただきたい。  

新庁舎建設が終了したら，阿賀マリノポリス地区の活用に力を注ぎ，産業

を活性化していただきたい。  

 警固屋の４区には，65歳以上の人が１人もしくは２人で住んでいる世帯が

26世帯あり，空き家がふえることが予測される。  

先ほど，呉市には空き家が２万  8,000戸あるという報告があった。  

呉市のホームページを見ると，呉市の世帯数は 12万  8,550世帯だが，現に

居住している住宅が９万  9,780戸であるのに対し，空き家は２万  8,780戸と

公表されている。  

昔は呉市にも都市銀行が二つもあり，ほかにもいろいろな銀行の支店があ

ったが，現在はとても少なくなっている。  

また，大和ミュージアムだけに力を入れるのではなく，美術館や入船山記

念館にも観光客を誘致するような施策を実施してほしいと思う。 

いっぱい来てくれ公募と島のにぎわい拠点の２次募集を実施していると

いうことだが，１次募集では応募者が少なかったということなのか。  

〔「かいつまんで言いんさいや。」と呼ぶ者あり。〕  

議員  呉市政を詳しく分析いただき感謝する。  

要点を三つに絞らせていただきたい。  

 一つ目は，稼ぎのよい産業を誘致してもらいたいということ，二つ目は，

人口減少社会にしっかりと手を打ってほしいということ，三つ目は，大和ミ

ュージアムを核として，観光客がふえるような施策を考えてほしいというこ

とでよいか。 

市民  結構だ。 

議員  呉市の人口減少については，分析していただいたとおりだと思う。  

最近の本会議では，人口減少や高齢化対策についての質問が多い。危機感

を持っているのは市議会も同じである。  

稼ぎのよい産業の誘致だが，特に航空機産業などの新しい産業の誘致に取

り組むべきということについては本会議でも指摘しており，昨年から，県の

航空機産業にかかわる協議会に呉市も加入したところである。 

航空機産業は非常に裾野が広いので，裾野部分の企業を何とか誘致したい

と働きかけている。  

高度な産業の誘致は条件が厳しいが，いろいろな案を出して若い人が就職

したいと思えるような産業を誘致したい。  

観光については，大和ミュージアムが核となっているのは確かだが，例え

ば，今年度から自衛艦で出されているカレーを実際に食べることができる海
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自カレーというイベントを実施しており，そのカレーを求めて何万人もの方

が訪れている。  

イベントには全部で 21店舗が参加しており，全店制覇した人は既に  200人

を超えている。  

このイベントのおかげで，大和ミュージアムだけでなく，入船山や島嶼部

にも観光客の回遊が期待できる。  

また，来年度以降はイベント参加店舗をふやし，さらなる観光客誘致を目

指しており，このような取り組みについては議会も後押ししている。  

最後に，いっぱい来てくれ店舗公募事業と島のにぎわい拠点公募事業につ

いてだが，２次募集を行ったのは，応募者が当初の見込みよりも少なかった

ためである。 

いろいろな知恵を出していただき，過疎化している地域に人が集まるよう

な事業を提案してほしい。    

また，新しい事業を興して呉に人を呼びたいという人がいれば，議会もバ

ックアップしたいと思うので教えてほしい。  

 

市民  呉市は国に先行して平成 25年１月に空き家条例を市議会で制定した

とのことである。  

全国的に空き家が問題になっている中で，例えば，空き家解体費用助成額

が日本一であるなど，他都市に比べて呉市が優れていると言えるような施策

はあるのか。 

議員  基本的に建物は個人の所有物であり，建てるも壊すも自己責任であ

る。 

そういった中で，危険建物除却事業は個人の所有物を除却するために皆さ

んの税金を投入しているということを理解しておいていただきたい。  

個人の持ち物に税金を投入することには賛否両論ある。  

警固屋地区は道が狭く，空き家を解体するために多額の費用がかかること

は承知しているが，助成額については妥当なところを模索し，１件当たり 30

万円ということで決定したもので，他都市と比較して決めたものではない。 

市民 空き家条例の制定によって，呉市は他都市と比べて暮らしやすくなっ

ているのか。 

議員  危険建物除却事業と空き家条例は別物であることを理解していただ

きたい。 

空き家条例は，空き家の情報を集め，持ち主を特定し，適切な管理を促す

ことが目的で，その手順を定めたものである。  

一方，危険建物除却事業は，危険な建物を解体した場合に 30万円を助成す

るものである。  
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空き家対策は２本立てで行っていると理解願う。  

市民 呉市の施策は他都市と同じような内容か。  

議員 調べたところ，呉市よりも空き家対策が進んでいる都市はそれほど多

くない。 

 先ほどの説明にもあったとおり，呉市の跡を追う形で空き家の特措法が施

行された。 

 呉市は，市民の意見を取り入れながら，空き家対策に積極的に取り組んで

いる。 

 

市民 旧鍋小学校について聞きたい。  

鍋小学校が廃校になって今年で６年が経過するが，いまだに放ったらかし

である。 

これは地元が悪いのか，それとも市に予算がないからなのか。  

吾妻小学校も，辰川小学校も，片山小学校も学校跡地の活用について地元

が意見を出したと聞いた。  

鍋小学校が放ったらかしなのは，意見を出さない我々のせいなのか。  

ここにいる議員全員から意見が聞きたい。  

議員 吾妻小学校については，市は売却するという方針でスタートしたが，

地元から一部を地域のために残してほしいという要望が出たため，市と地元

が協議し，地域のために３割を残し，残りは売却したという経緯がある。  

私の地元の近くの上蒲刈小学校も統合され，廃校となった。  

市は売却の方針だが，地元からは売らないでほしいという意見が出てい

る。 

しかし，買い手がないため結果的にそのままになっている。  

市の予算は余り関係ない。やはり地元から声を出すことが必要であると思

う。 

地元から要望があれば，吾妻小学校と同様，市としても何割かは地元のた

めに残すことになる。  

議員 あくまでも市の基本方針は売却である。 

しかし，今は学校の跡地を含め，市の土地は売れなくて困っている。  

旧吾妻小学校のような例は余りない。  

現在は，地元から要望があれば３分の１は地域のために残し，それ以外は

売却するというのが市の基本方針である。  

私の地元にある渡子小学校も統合されて廃校となった。  

地元から要望を出して校舎の一部を自治会館として活用しているが，残り

は買い手がないため，そのままになっている。  

やはり，地元と一緒になって跡地の活用方法を見つけることが重要だと思



 - 41 - 

う。 

議員 私の地元の倉橋町にも廃校がたくさんある。  

 ただし，倉橋の小学校は民地に建っている場合が多いので，別の問題を抱

えている。 

基本的には，活用できる土地は活用するというのが市の方針である。  

また，公共施設再配置計画というものがあり，人口減少が進む中で，学校

を含め，全ての公共施設を維持していくのは市民に負担がかかるということ

で，必要なものは残し，必要でないものは売却するという方針である。  

鍋小学校についても，地元から意見を出さなければならない。  

地域にとってよいと思われる活用方法であれば，我々もバックアップして

いきたいと考えている。  

 

市民 2008年の住宅・土地統計調査のときの空き家率が，三次市が17.6％，

呉市が17.1％で，三次市のほうが５％高かったため，当時の三次市長が国会

議員に依頼して条例の原案をつくってもらったと聞いている。  

呉市の空き家条例は，当時の産業建設委員長がその原案を持ち帰り，それ

を参考にして制定したものだ。  

議員提案としては，平成 26年６月22日の日経新聞に議員定数に係る条例の

ことが大きく出ていた。 

その後，話が全然動いていないようだが，それは行政が悪いのか，あるい

は，市民が悪いのか，どう解釈すればよいのか。 

議員 呉市の空き家条例は，先ほどの説明のとおり議員提案の条例で，平成

25年７月に可決し，平成 26年１月に施行した。に議員提案で可決した。  

あくまでも，空き家条例は，呉市において議員が提案した条例の第１号と

いうことである。  

市民 警固屋地区には空き家が多く，特に２区と６区には，合わせて約 50軒

の空き家がある。  

危険建物除却事業は 90件分の予算があると聞いたので，警固屋を特区とし

て，優先的に 30件分を割り当ててもらえないかと要望したところ，気持ちは

わかるが了承できないと言われた。  

また，危険建物除却事業に申し込んでも，市の査定で，持ち主が直せばま

だ住むことができると却下されることが多い。  

呉市も三次市のように，危険建物を査定する場合は第三者委員会のような

組織をつくって基準をはっきりさせるべきだ。 

呉市は，そのような組織もつくらず，予算もふやさない。  

実際には何も進んでいないというのが実態だと思うがどうか。 

議員 危険建物除却事業には明確な基準がある。  
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税金は公平な使い方をしなければならないので，基準にのっとって細かい

調査を行っている。また同じ理由で，特定地域に特化することはできないこ

とを理解願う。  

 

市民  私は，もともとは苗代に住んでいたのだが，鍋に移り住んでもう 46年

になる。 

40年前といえば高度成長期で，警固屋地区は日新製鋼や呉造船などのおか

げでたくさんの人が住んでいた。  

人口が減れば空き家がふえるのは当たり前である。  

人口が減るのは呉市には魅力がないからだと思う。  

人口をふやすために，呉市の中心市街地で婚活イベントを行っているが，

規模がとても小さく，余り効果的ではない。  

電気，ガス，水道がとまっていれば，どんな新しい家でも空き家は空き家

だ。住めるか住めないかは関係ない。  

公平な判断をすべきである。  

また，10年先，20年先には，空き家がさらにふえ，商店街もなくなる。  

私はプロパンガス屋だが，５軒あったプロパンガス屋も今は２軒しかな

い。 

これから人口がさらに減れば，もう商売はやっていけない。  

昔は警固屋地区で商売が成り立っていたが，今は早瀬や熊野，中黒瀬のほ

うまで商売の範囲を広げ，同業者で客をとり合っている。  

このように市民は一生懸命頑張っているのに，市や国は何をしているの

か。消費税をどんどん上げ，取りやすいところから税金を取る。 

 私は，人口をふやすためには，市が婚活に力を入れるべきだと思う。  

 呉市を訪れる観光客はたくさんいる。  

その観光客との合コンを実施し，その際に空き家や仕事を紹介してはどう

か。 

また，結婚に対する補助制度を創設するなど，呉市を魅力ある町にしなけ

れば，若い人はどんどん離れていく。  

まずは，市が全面的に婚活を支援すべきである。  

 これからどんどん人口が減れば，市会議員の数も半分でよいということに

なると思う。 

 ぜひ，めでたい話で呉市を盛り上げてほしい。 

議員 今年の年末ごろまで，市内約１万  5,000戸の空き家を対象に実態調査

を行っており，所有者の特定と老朽化の程度を調査している。  

今年の法改正において，空き家の所有者を調査するに当たり，固定資産税

台帳も使用できることになった。  
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合わせて，電気やガス，水道の開栓状況なども含めて調査している。  

また，婚活については，地方創生という名目で国からお金がおりてきてお

り，具体的には，企業に向けて婚活セミナーを実施したり，婚活イベントを

実施したりしている。  

また，結婚して呉に住んだ場合に助成金を出すのは非常によいアイデアだ

と思うので参考にしたい。  

 

市民 議員の皆さんは知らないかもしれないが，的場町には３本の河川があ

り，上道路と呼ばれる狭隘な道路がある。  

３本の河川は，上道路から下が全て暗渠となっている。  

台風などで大雨が降ると，流れてくる木や枝で暗渠が詰まって水があふ

れ，道路が陥没する。  

以前は自治会で川を掃除していたが，滑ってけがをした人が出た。我々の

地区は高齢者が多く，危険を伴う川の掃除はもう実施できない。  

そのような状況であることを理解いただき，今後は市のほうで河川の清掃

をお願いしたい。  

議員 要望として承る。 

議員 下蒲刈もそのような場所が多いので，状況はよくわかる。また詳細を

教えてほしい。  

 

市民 両親が亡くなったことで実家が空き家となり，放火などが懸念される

ので解体した。  

更地にしたら税金が上がるのは承知の上で解体したのだが，これから自分

が年をとったら空き地の管理も難しくなる。  

そこで，市に無償でよいので引き取ってほしいと申し出たのだが拒否され

た。 

引き取ってもらえないのならば，無理に高いお金を出してまで解体しなく

てもよかったのではないかと思っている。  

家は自分の責任で解体しなければならないことはわかっているが，更地に

したら市が引き取るような仕組みをつくってほしい。  

議員 あちこちで同じような要望をいただくので，委員間で協議してみたい

と思う。 

 

市民  私は，住みよいところだからこそ警固屋は高齢者が多いのだと思って

いる。 

元気なうちは頑張りたいと思っているので，議員の皆さんには，ぜひ警固

屋のほうに目を向けてほしい。  
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また，海上自衛隊員を毎年  200人ずつふやすよう，市長が国会議員にお願

いし，５年間で合計  1,000人の自衛官をふやすことになったと聞いた。  

今年は海上自衛隊員が  200人ふえているはずである。  

そのときの話では，そういったことは地元からしっかり要望してほしいと

言われたと聞いている。  

議員の皆さんが東京へ陳情に行かれる折には，しっかりと要望してきてほ

しい。 

議員 私見を述べる。  

呉は海軍とともに発展してきた。その原点に戻るべきである。  

現在のアジア情勢など，国を取り巻く状況を考えると，自衛官と海上保安

官はもっとふやさなければならない。  

そういった中で，さらに  5,000人の自衛官を呉市に配置することを呉市の

政策として進めてはどうかと市側に提案している。  

また，呉の土地はなかなか売れない。  

なぜならば，車社会となった現在，車が入らない土地は売れないからであ

る。 

広島市段原地区の区画整理は 50年かかった。  

呉市の場合は50年かけても，段原のようには整備できないと思う。  

これから 100年， 200年をかけて道路などの環境を整備するという意気込

みを持ってやらなければだめだ。  

そのためには，今スタートを切らなければならないと考えている。  

 

市民 今年の議会報告会は，委員会ごとに四つのテーマで実施しているが，

警固屋は空き家が多いので，きょうのメンバーが３年くらい連続して空き家

をテーマに実施してほしい。  

実情がわからなければ，次回は現地を案内する。  

警固屋地区では，来年も産業建設委員会が空き家対策をテーマに議会報告

会を実施していただくよう強く要望する。  

 

市民 先日，日経新聞にジェネリック医薬品を推進する呉方式と呼ばれる国

民健康保険のシステムが紹介されていた。  

 新しい取り組みをされることはすばらしいことだと思う。  

ぜひ，明るい呉市をつくってほしい。  
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平成27年度呉市議会報告会報告書 

（   阿 賀   ）地区 

開 催 日 時 平成 27年11月12日（木） 18時 30分～ 19時47分  

開 催 場 所 阿賀まちづくりセンター  

参 加 者 17人 

出 席 議 員 上村  臣男 井手畑隆政  沖田 範彦  岡﨑源太朗  

谷   恵介 平岡  正人  林  敏夫  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．空き家の対策と有効活用  

（意 見 交 換） 

市民 市は，そごうの利活用についてどのように考えているのか。  

 新聞などでたまに報道されているものの，市政だよりを見ても何の情報も

なく，今後の見通しについて何も聞こえてこない。  

現在はどのような状況か教えてほしい。  

議員  そごうの件は議会でも再三議論している。  

底地の大部分は呉市が所有しているが，建物の約８割をセブンアンドアイ

ホールディングスが所有しており，呉市だけで話を進めることができない。 

今後の利活用については，呉市の企画部門とセブンアンドアイホールディ

ングスで協議していると，議会の中で市が答弁している。  

我々もこのままにしておくわけにはいかないと認識している。  

そういった中で，市は，そごう跡地を活用する企業などに対して，内装や

設備を整備するための助成制度を創設するなど，市もしっかりと取り組んで

おり，議会としても機会あるごとに質問している。  

ただし，うわさが先行すると交渉がうまくいかなくなるおそれがあるた

め，詳しい交渉状況については，議会への報告が難しい面もある。  

しかしながら，議会としてもこのまま放置するわけにはいかないというこ

とは認識しており，今後もよい情報があれば提案していきたいと思う。  

市民 部分貸しはできないのか。  

議員 先ほども言ったとおり，建物の大部分はそごうが所有しているため，

そごうの意向を聞かなければならないが，交渉の中では，恐らくそういった

話も出ていると思う。  

 

市民  昨年の３月に呉市美術館へ展示を見に行ったとき，１階のロビーで，

つえをついた高齢の女性に障害者用のトイレないかと聞かれたので探して

みたが，１階には健常者用の和式トイレしかなく，洋式トイレは見当たらな

かった。 

そこで受付の人に聞いたところ，障害者用トイレは地下にあるということ
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であった。 

当然のことだが，地下に行くには階段かエレベーターを使うしかない。私

はその人に付き添ってトイレまで行ったのだが，大変不便であると思った。 

美術館は年間を通じて多くの来館者が訪れる立派な施設であり，高齢者や

車椅子の人もたくさん訪れると思う。  

それにもかかわらず，全くバリアフリーがなされていない。  

このことについては早急に調査していただきたい。  

呉市は現在，多額の税金を使って立派な庁舎を建設しているが，ほかの施

設にも目を向け，ぜひ美術館にも洋式トイレを整備してほしい。  

また，天応のユーシンが建っている敷地と国道 31号線の間に，いつもきれ

いに草刈りがされている長方形の大きな土地がある。  

埋め立てからかなりの時間が経過しているが，ずっとそのままになってい

る。フェンスには「立入禁止，呉市」と書いてあるが，あの土地は呉市の土

地なのか。 

なぜ，ユーシンに買ってもらわなかったのかと思う。  

今後，どのように活用する予定なのか。  

議員 天応の土地について，はっきりしたことはわからないが，おそらく緩

衝地帯ではないかと思う。 

 緩衝地帯であれば呉市の土地である。国道 31号線と線路の間にもそういっ

た土地がある。  

土地を造成した後，例えば道路の拡幅が必要となるなど，何らかの理由で

土地が必要となったときのため，何年間か様子を見る必要があるのではない

か。 

今後，整理していくのだと思うが，はっきりお答えができなくて申しわけ

ない。 

次に美術館のトイレについてだが，我々も美術館に限らず，呉市の公共施

設に洋式トイレが少ないということは把握している。  

また，呉市の公共施設を全て洋式トイレにすべきだという議員もいる。  

以前，下蒲刈病院は２階にしか洋式トイレがなかったが，地元が要望して

１階のトイレを洋式に改修した。  

高齢者が階段やエレベーターを使うことなくトイレを利用できるように

なり，利用者はもちろんだが介助する人も大変喜んでいる。  

貴重な意見をいただいたので，今後，市に申し入れたいと思う。  

 

市民 先ほどの報告の中で，空き家専門の管理業者に相談するようにという

説明があったが，そういった業者は市に登録されているのか。  

議員  最近，遠くにいてなかなか空き家の管理ができない人にかわって，窓
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や戸を開けて風をとおしてくれたりする空き家ビジネスというものがある。 

電話帳などにそのような業者が掲載されていることについて紹介したも

のであり，市に登録されているわけではない。  

 

市民 最近，旧市内や阿賀地区，広地区はマンションがふえており，これが

空き家をふやす原因であると思う。  

 便利な場所にマンションがあれば，不便な場所に住まなくなるのは当然

だ。 

私は，マンションがなくなれば空き家はなくなると思うのだがどう思う

か。 

議員 私見だが，確かにそのような傾向はあると思う。  

しかし，市としては，空き家がふえるという理由でマンションの建設をさ

せないような指導はできない。  

今後，都市計画の面でマンションを抑制するということは考えられるの

で，この意見は市に伝えようと思うが，高齢化率が上昇している中で，最近

は高齢者向けの介護サービス付マンションなどが需要に応じてふえている

状況もある。 

市は在宅介護を推進しているが，それが難しい場合はそのようマンション

が必要となるときもある。 

それらのことを含めて，将来的に戸建てがよいのか，あるいは集合住宅が

よいのかについてじっくり考えていきたいと思う。  

 

市民 私は広に住んでいる。  

呉市の観光パンフレットなどを見ると，旧呉市の中心部と合併した島嶼部

ばかり紹介されており，広地区など，旧呉市内の周辺部は余り紹介されてい

ないように思う。  

 以前，市の担当課に，もっと広地区などを紹介してはどうかと申し入れた

ことがあるが，紹介するに値するものがないからだと言われた。議員の皆さ

んはどう考えるか。  

また，私はアニメが趣味だが，今，若年層を中心に，アニメや漫画をきっ

かけとして呉を訪れる人がふえている。  

近隣においてアニメの影響が顕著なのは竹原市であろう。竹原市はアニメ

に関する取り組みも多い。  

呉市でも竹原市のようなアニメなどを活用した観光客誘致の施策を実施

する気はないのか。  

以前，市の企画部門の担当者に提案したが一蹴された。  

しかし，竹原市でブームになっているアニメでは，呉中心部や御手洗，三



 - 48 - 

ノ瀬も紹介されており，訪れてみたいという人はたくさんいる。  

私は，希望があれば個人的に三ノ瀬や御手洗などを案内しているのだが，

そういった需要があることを踏まえて，市も何らかの施策を考えてほしいと

思っている。 

このことについて，議員の皆さんの考えを聞かせてほしい。  

議員 私は下蒲刈に住んでいる。  

まずは，三ノ瀬を案内していただいていることに感謝する。  

広地区は学園都市だと思っていたが，以前，広市民センター長をやってい

た人から，広地区には旧跡がたくさんあるので歩くだけの価値があると聞い

た。 

市の職員が初めから価値がないと言ってはいけないと思う。 

ただし，アニメや漫画については正直よくわからない。貴重な意見として

これから研究したいと思うので了承願う。 

議員 逆に聞きたい。  

先ほどお客さんを案内したと言われたが，どこかの観光ボランティア団体

に所属しているのか。  

市民 市の観光ガイドの講座に参加したことがあるが，既存の観光ガイドの

会と私の思いは違うと感じたので，どこにも所属していない。  

主にフェイスブックなどで情報発信を行い，呉を訪れるか迷っている人に

こちらから申し出て，無料で案内している。  

議員 呉市の観光客がふえているのも，地道な活動をしていただいているお

かげだと思う。  

市もフェイスブックをやっているので，そういった活動については，ぜひ

情報を寄せていただきたい。  

もしも何人かで活動しているならば，観光ボランティアにはいろいろなグ

ループがあるので，アニメ中心で活動するグループがあってもよいと思う。 

また，ほかのグループと連携することも効果的であると思う。  

市民 アニメが契機ではあるが，現在はアニメにかかわるもの以外に，市内

の名所なども案内しているのでお知らせしておく。  

議員  アニメ関係でたくさんの人が呉を訪れてくれていることは認識して

いる。 

 また，いろいろ教えてほしい。  

 

市民 呉市の道路行政について，今後の方針を教えてほしい。  

現在，東呉道路，広島呉道路が整備され，呉に入るまではスムーズに進む。 

また，下蒲刈へ渡るところは立体交差となっており，音戸方面も第二音戸

大橋が完成してから非常にスムーズになった。  
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しかし，呉の中心部は昔のままである。  

道路行政について，今後の展望を伺う。 

議員 まず大きな課題となっている先小倉交差点の渋滞についてだが，現在

工事を行っている休山新道の４車線化が完了した後，先小倉交差点の立体化

の工事に着手することになっている。  

そのほか，呉から焼山に上がる呉平谷線の工事を行っている。  

ただし，地権者との合意形成がまだできていないので，完成予定年度はま

だ不明である。  

また，警固屋から阿賀に抜けるバイパスの計画があるほか，冠崎の片側通

行部分を解消するための現地調査に入っていると聞いている。 

さらに，国道  185号線の安浦バイパスの計画もあり，具体化はされていな

いが，休山新道と広島呉道路を高架で結ぶ，夢のような計画もある。  

以上が，我々が知り得ている情報である。  
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平成27年度呉市議会報告会報告書 

（   豊浜・豊   ）地区 

開 催 日 時 平成 27年11月12日（木） 18時 30分～ 19時57分  

開 催 場 所 豊浜まちづくりセンター  

参 加 者 21人 

出 席 議 員 林田  浩秋 池庄司孝臣  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  

（意 見 交 換） 

市民  移動支援バスの運行は投票所を減らしたことにより始まった施策で

ある。投票所が多ければ多いほど，投票率は高くなると思う。遠くの投票所

には行きたくない。御手洗地区の投票所がなくなったが，「投票所がなくな

れば，投票率は下がる」と助言しても，「下がってもよい」と返答された。

つまり，投票率が下がることを承知の上で投票所を減らしている。それなの

に，ここに来て「投票率の向上について」と言われても，矛盾している気が

する。 

 

市民  移動支援バスを利用する体の不自由な方や高齢者への周知をもっと

行わないといけない。市は懇切丁寧な文章で周知しようとするが，文面が長

過ぎて逆にわかりづらい。高齢者向けの周知文は，特に要点だけをきちんと

示してほしい。  

 豊地区の投票所は久比，三角，大長，沖友の４カ所で，御手洗が減らされ

た。三角は離島で人口が少なくても，協議の上，存続することとなった。選

挙管理委員会と住民代表である議員との間で，感覚のずれがあるのではない

かと感じる。 

 市長選，県議選では 50％をはるかに下回る投票率となっており，近いうち

には市議選でもこのような状況になるのではないかと思う。合併前までは町

議選に地元の人が立候補していたが，合併後，市議選に立候補する地元の人

がいないこともあり，誰に投票してよいのかわからない状況となっている。 

 先ほど，町区域ごとの投票率の説明があったが，普段ホームページ等でこ

ういった数字を確認することはできるのか。興味があり，知りたいと思って

いたが，なかなか見つけることができなかった。もしわかれば，投票所ごと

の細かな投票率を教えてほしい。  

議員  こういった細かい数字は，我々議員もこのたび初めて知ったところで

ある。投票率を何とかしなければいけないということで，選管に無理を言っ

て資料を出してもらった。  
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 確かに投票所は近所にあるのが一番よいわけで，それは永遠の課題であ

る。ベストを目指して検討を重ねるが，なかなか  100点には届かないかもし

れない。しかし，合格点がもらえるよう，我々もしっかりと議論していきた

いと思う。結果が出たら報告させていただく。  

 

市民 期日前投票所の場所という点では，豊町は五つの部落がある。何月何

日の何時はこの地区，何月何日の何時は別の地区と決めておけばよく，そう

いった細かな配慮があれば，投票に行くのではないか。  

議員 今の意見は，持ち帰って議論したいと思う。  

 

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。この中の経済的関係にお

ける差別とはどういった意味なのか。  

 広島県は安芸灘大橋を建設したが，音戸にも同様に県が建設した音戸大橋

がある。音戸町や倉橋町民は幾ら通っても無料だが，こちらの安芸灘４島の

住民は生活道路として安芸灘大橋を通らなければならず，その都度通行料を

払っている。これは，憲法にうたわれている経済的関係における差別ではな

いのか。 

議員 安芸灘大橋は公団ではなく，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。豊島大橋，東広島・呉自動車道は無料で，

尾道から山陰に行く道もほとんど無料となっている。時代の流れが多少左右

したかもしれないが，とにかく，この安芸灘大橋の通行料を無料としなけれ

ば，安芸灘４島はますます少子高齢化が進み，寂れるばかりである。現在，

国は地方創生ということで，地方を活性化させようとしており，県や各市町

は来年の３月までに事業計画を立て，国に出すことになっている。国の補助

金を利用して，安芸灘大橋の無料化ができないか，現在，市に投げかけてお

り，市も考えてくれているのではないかと期待している。もう少し時間をい

ただきたいと思う。  

 

市民 先日，蒲刈町の愚痴を言うおばちゃんの会に私も参加した。そこに国

会議員と県議会議員も来られており，その場で，山口県の周防大島にかかる

橋を例に出し，ときの首相の影響力などについて話をした。  

 今年の７月１日には，安芸灘大橋の通行料無料化に関する手紙を呉市選出

の県議会議員５名に出したが，結局，返事が返ってきたのは一人だけであっ

た。私は腹が立ち，７月 27日に４名にもう一度手紙を書いたところ，３名か

ら返事はなく無視された。手紙の書き方が悪かったのかもしれないが，安芸
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灘大橋が無料にならない理由を教えてほしいということを述べたつもりだ

った。選挙のときには，「何でも言ってください」と言われるが，それすら

教えてくれなかった。私の望みは，憲法第 14条に基づいてきちんと対処して

ほしいということである。国は安保法制整備における違憲，合憲議論でも「関

係ない」と言わんばかりであった。庄原市や三次市のように，国に意見書を

出すくらいの元気が呉市議会にもあってほしかった。  

 イノシシに関して述べる。  

ここにいる議員にも出向いてもらい対策を協議したこともあるが，イノシ

シを鉄砲で撃とうとしても，法律が邪魔をして３～４日待たなければいけな

い。その間は野放しとなり，せっかくつくった農作物が被害に遭うのを指を

くわえて待っている状態である。市は痛くもかゆくもないかもしれないが，

条例を改正するなど，こちらの要望にきちんと応えてほしい。  

議員 豊町もミカン農家を中心に，有害鳥獣による被害が随分出ている。豊

町の元市議会議員とは，「人間はおりの中で生活し，イノシシは山頂からお

りに入っている人間を笑っている」といった話をよくする。  

昨年度，呉市でイノシシは  3,308頭，鹿は 26頭，タヌキは５匹捕獲した。

最近，安浦地区でも鹿がふえており，鹿はミカンの葉を食べるため，ミカン

の木が枯れる。  

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，11月15日から２月末までが狩猟期間で，その

期間は箱わなの鍵を閉めなければいけなかったが，２年前に条例を改正し，

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番目の条例改正だった。イノシシは４

月から５月にかけて子供を産むことから，狩猟期間中に捕獲できれば子供を

産む前となり，生息数は減少するはずである。また，呉市でも狩猟免許を持

っている人が高齢化していることから，若い人に免許を取得してもらうため

の取り組みとして，今年度から補助制度を設けた。個人的には，種ができな

くなるような食べ物を食べなければ，イノシシは絶滅しないのではないかと

思う。そういった薬はあるようだが，動物を保護する団体もいて，難しいの

が現状である。  

市民 昔から，私たちの島にはイノシシはいなかった。私たちの地域では，

いまさら保護してもらわなくてもよく，昔からいるところは保護してもらえ

ばよい。 

 

市民 全国の中でも，呉市の高齢化率はトップクラスで，その中でもこの豊

浜・豊地区が高齢化を牽引している。  

 豊町は，私設の落差式消火栓があるが，そういった消防設備が相当痛んで
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きている。消防局にお願いしても予算的に厳しく，なかなか修繕してもらえ

ない状態である。消防署員の数が少ないことから，実際は，地域住民が私設

消火栓を使って初期消火から鎮火まで行っている。そういった消防設備等の

現状を議員も知った上で，当局にも指導していただきたい。  

市民  関連するので発言する。  

 昨年度，久比地区のダムからの水を引く送水管が破損し，送水をとめてい

た。修繕の見積もりをとったところ 30万円かかると言われたが，予算がなく

今年度に持ち越され，ようやく今年の７月に直してもらった。しかし，今度

はその先で水漏れを起こし，また，送水をとめている状態である。事あるご

とにお願いはしているが，予算的な問題を理由になかなか取りかかってくれ

ない。市民の生命を守るための準備として，いつでも水が出るようにしてお

かなければいけない。議員からも正月までにはきちんと直しておくように言

ってほしい。 

議員 今の話を聞くと，消火活動について皆さんと消防局で認識のずれがあ

ると感じた。合併後間もなく，消防ボックス内にある傷んだホースを消防団

の予算で優先的に更新した。決して，合併町のことは知らないということで

はない。まずは，言われたとおりの状況かどうか確認し，もし，そういう状

況であれば検討するよう言っておく。  

議員 消防局に確認しておく。  

市民  初期消火は道義的に行っているだけで，それに対して何の保証もな

い。それをしないと近隣の家屋まで燃え移るからである。地域住民の高齢化

により団員も少なくなっており，一度火が出ると手がつけられない状態にな

ってしまう。よろしく願う。  

議員  私も消防団員として民家や山火事の消火活動をしたことがあるので

気持ちはわかる。まずは，どのような状態なのか確認したいと思う。  

 

市民  旧豊浜町時代には，自分の敷地内にある止水栓までの水道管が故障し

た場合，それまでは各個人が負担し，その先は町が負担していた。このたび，

神社の境内内で水道管が故障し，直してもらうよう言ったところ，「市では

負担できない」と言われた。先ほどの消火栓の話と同様に，１箇所を直して

もその先の部分が故障するといった状況で，どんどん負担がふえる。また，

先日の台風の際，山から流れる水の量が多いと感じていたが，２～３軒続く

空き家で水道管が破裂していた。そこは修繕してもらったが，この際，バル

ブをつけてもらえないか。その点について，問い合わせをしたが，「民家が

あり，条例の関係上，水をとめることはできない」と言われた。また，「た

とえ，民家の所有者の許可がとれたとしても，バルブを設置する予算がない」

とも言われた。「予算がない」と言えば，それで済むと思っている。もう少
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し，実際に住む住民への配慮をお願いしたい。  

議員  同じような相談を私も受けることがある。条例でそうなっている以

上，思うようにならないことは理解願いたい。ただ，空き家の問題も関係し

ており，その点についてはしっかり受けとめたいと思う。合併町の端のほう

だけがそういった扱いをされているわけではなく，市は合併町も含めて施策

を展開している。予算がないためできないということは，市中心部でもよく

あることである。  

 

市民  先ほど，議会には条例の制定権があると説明されたが，条例の改正権

はないのか。 

議員  市民が住みやすいまちにするために条例はあるが，国の法律に縛られ

ることもあり，すぐに市条例の改正ができない点があることは理解願いた

い。 

 

市民  各個人は，幹線道路から個人の敷地内までの水道管の工事費用を負担

しなければいけないと思うが，例えば，市道をまたいで家を新築する場合，

市道から民家までの工事費用を各個人が負担することになる。調べてもらえ

ないか。 

議員  その点については，上下水道局に直接確認してもらったほうがよい。 

市民  それでは，直接聞いてみる。  

 

議員  先ほどの橋の通行料の件である。  

 私が幼少のころは，音戸大橋は有料であった。借金を払い終えたため無料

になったと理解している。安芸灘大橋については，当時の町長を中心に，さ

まざまな要望活動を行った結果，橋ができたと承知している。県や市がいろ

いろ考え，回数券などによりお得な制度を設けている。この件については，

もう少し時間をいただきたいと思う。  

 次に投票率についてである。  

 私も投票手法について怒られたことがある。確かに，投票所を減らしてお

いて，今になって，投票率の向上について議論をと言われても納得いかない

と思う。倉橋町鹿老渡の住民に，「投票所まで遠く，どのようにして行けば

よいのか」と言われ，その際，投票箱を近くまで持ってきてくれれば投票に

も行くということであった。つまり，この地区はこの時間帯で投票できると

決めておけばよいということであった。この話は委員会の中でもした。この

たび我々がここに来たのは，皆さんからの意見を聞くためでもあり，いただ

いた意見を選挙管理委員会とも話をしながら，よりよい投票環境を目指した

いと考えている。  
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 イノシシの件については，鉄砲を撃たせてほしいという要望だったと思

う。しかし，これは人命にもかかわることである。  

いずれにしても，皆さんからしっかり訴えてほしい。  

 

市民 安芸灘大橋の通行料は，幾ら高くても構わないので早く建設してほし

いという市民運動があって，建設にこじつけたと聞いたことがある。そうい

ったことから，無料化の話をしづらいのではないのか。いずれにしても，私

たちは全然知らない話である。当時は，２～３年たてば無料になるという話

もあった。慌てて事を進めたため，こういった事態になった。つまり，それ

ほど早く建設してほしいと思わなかった人も，料金を払わざるを得なくなっ

た。下蒲刈町で議員をしていた方でも，そういった働きかけがあったことを

知らなかったほどである。確かに，橋ができ便利になった。建設後 15年がた

ち，そろそろ無料になってもよいのではないのか。県と市が知恵を絞り，早

く通行料を無料にしてほしい。  

議員 安芸灘大橋の建設に際して，県が借りたお金の支払いがまだ約 80億円

残っている。この借金を放置したままにはできない。生活道路ということを

考慮して，県や市は料金の割り引き制度などを考えている。  

市民  安芸灘大橋の料金所には従業員がいるが，その人件費を払わなければ

いけず，大変である。  

議員  我々議員は，県や国の議員とつながりを持ちながら仕事をしている。

ただいま出された要望などは，そういった機会に，県や国の議員にも伝える。 

議員  音戸大橋は 30年を待つことなく借金を償還したため無料になったが，

安芸灘大橋の償還は計画どおりにいっていない。借金の額がかなり残ってい

るのは事実である。橋を無料化しなければ，安芸灘４島は寂れる一方である。

我々議員も無料化に向けた働きかけを行っているので，もう少し時間をいた

だきたいと思う。  
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平成27年度呉市議会報告会報告書 

（   仁 方   ）地区 

開 催 日 時 平成 27年11月13日（金） 18時 30分～ 19時32分  

開 催 場 所 仁方まちづくりセンター中ホール  

参 加 者 39人 

出 席 議 員 中田  光政 藤 原  広 奥田 和夫  山上  文恵  

梶山  治孝 田中みわ子  渡辺 一照  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．学校防災について  

（意 見 交 換） 

市民 先ほど議員立法で空き家対策基本条例をつくったと言っていたが，学

校防災についても基本条例をつくる予定なのか。自助共助の話が出たが，学

校はどれくらい時間をかけて防災教育に取り組んでいるのか。  

議員 防災教育については，どれくらい時間をかけて学習するかの決まりは

ない。子供たちは防災に関係のある内容を教科の中で学習し，防災への意識

づけを行っている。子供たちには防災に関心を持ってもらいたい。  

議員 条例を策定する段階ではない。先ほど副議長の挨拶にあった議員立法

は，一例として示したものである。  

 地震・津波に対してのマニュアルは各学校で整備している。災害は場所に

よって対応の仕方が変わってくるので，マニュアルも地域性を考慮した内容

になっている。さらに，広島市の土砂災害を受けて，現在土砂災害対応マニ

ュアルを３年後の完成を目指して作成中である。  

議員 我々議員は先日研修会を実施し，防災に詳しい教授を招いて，議員の

災害時対応について勉強した。議員の災害時における行動については定めら

れたものがないので，現在条例制定に向けて準備中である。来年の今ごろに

は完成する予定だ。  

 学校の災害対応マニュアルについては，学校ごとの地域特性があるので，

それに沿った内容になっている。委員長も言ったように土砂災害に対しての

マニュアルも作成中であり，教育委員会を中心にしっかり取り組んでいると

ころである。 

 

市民 今の報告内容は主にソフト面のことだと思うが，施設などのハード面

について，調査研究は行っているのか。  

議員 小中学校の校舎及び体育館についてお答えする。耐震補強率について

呉市は県内でも達成率が低かったが，今年度末までに耐震化率を 95％まで向

上させる予定である。残り５％は建てかえや新築であり，その数は 14棟程度

だ。耐震補強については進んできている。  
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 学校によっては警戒区域にかかっている場合もある。学校は避難場所とし

ての役割もあるので，重点的に整備すべきと考える。  

議員 呉市は急傾斜地の数が県内でもトップクラスだ。こういった箇所の土

砂災害対策として，砂防堰堤や治山堰堤をつくっており，可能な限り工事を

進めている。必要だと思われる箇所があれば教えていただきたい。  

 

市民 防災行政無線からの放送だが，ほかの地区はよく聞こえるのに，仁方

地区は聞き取れない。そのようなことから実態調査を実施してもらいたい。

もし子供たちが外で遊んでいるときに災害が発生し，放送が聞き取れなかっ

たら大変なことになる。  

議員 ４年ほど前に防災行政無線はデジタル化され，公園や高台にスピーカ

ーを設置したのだが，聞こえにくく不評である。私の地元でもどうにかして

もらいたいとの声が多い。地区ごとに分けて放送できるといった利点もある

が，聞き取りにくい場所があることも事実である。呉市でも検討を行ってお

り，しっかり取り組んでいきたいのでよろしく願う。  

 

市民 仁方も高齢化が進んでいる。若い人たちは職場が呉や広で，昼間は地

域に若い人がいない状態だ。昼の時間帯に災害が発生したらどうなるのだろ

うと思っている。もしそうなったとき，中学生たちが力になってくれるので

はないかと期待している。生徒たちに対して，地域を助けることができるよ

うな教育を行っているのか。  

議員 私も災害発生時には，中学生が一番頼りになるのではないかと考えて

いる。中学生が普段から地域としっかりコミュニケーションをとり，災害時

にはそれを生かして地域の高齢者を助けたという「釜石の奇跡」の事例もあ

る。自分の命を守るのは当たり前だが，中学生をそのような形で育てていく

ために防災への意識を高め，有事の際は自分で判断し，行動できるように取

り組んでいきたい。これが理想であり，まちを守っていくことにつながって

いくと思っている。１年や２年ではなかなか成果が出ないかもしれないがよ

ろしく願う。 

 

市民 道路には木が折れるなどして，通行するのに危険な場所が存在する。

こういった場所の清掃や対策は，こちらから連絡しないと市はやってくれな

いのだが，定期的に清掃などを実施しないのか。実は，その場所は私の自宅

近くなので，ときどき手入れしている。  

議員 申しわけない。定期巡回については，予算面もあり難しいが，自治会

長と一緒にお願いしたところ，対策が実現した例もある。危険な場所は私た

ちからも要請を行うなどしている。仁方の皆さんがやってくれているのは大
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変ありがたいが，市はそれに甘えてはいけないと思う。そういった場所につ

いては，自治会や市民センターへ申し出ていただきたい。  

 

市民 空き家条例を制定するなど，最近の議会が頑張っていることは知って

いる。 

この議会報告会で，執行機関である市が回答すべきことを議員に求めてい

るような気がするので，そのあたりを少し考えてはどうだろうか。議会を通

して市にお願いすることは一般的なことだが，このような場で要望されても

議員は執行機関ではないから，お互いがどうにもならないので，もどかしい

気持ちになるだろう。やり方を一工夫する必要があるのではないか。報告会

の実施方法について一考していただけたらと思う。  

議員 今回で議会報告会は６回目である。これまでいろいろなテーマで報告

を行っていたが，今回の趣旨は所管するテーマについての意見交換だ。ここ

で言われたことを執行機関に伝えるだけではいけないと思っている。もっと

市民の皆さんと意見交換をしていきたいので，そのあたりを改善し，開かれ

た議会にしたいと考えている。この議会報告会自体をより実りのあるものと

するため研究していくのでよろしく願う。  
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平成27年度呉市議会報告会報告書 

（   川 尻   ）地区 

開 催 日 時 平成 27年11月14日（土） 10時 00分～ 11時00分  

開 催 場 所 川尻まちづくりセンター  

参 加 者 10人 

出 席 議 員 岩原   昇 山本  良二  谷本 誠一  久保   東  

檜垣  美良 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  川尻保健出張所が廃止，または統廃合されるかもしれないという話を

聞いたが，そのような話はあるのか。保健出張所には子育てサークルがあり，

保育所や幼稚園や通っていない子供がいる家庭の集まる場となっている。ま

た，お年寄りが集まる場でもあるので，地域として保健出張所は残していた

だきたい。我々は保健出張所を子育て，コミュニティの中心としていきたい

としたいと考えている。  

議員  議会として川尻保健出張所がなくなるという話は聞いたことがない。 

お年寄りにとって，保健出張所は健康寿命を延ばすための助言なども行っ

てもらえる場でもあるので，必要な施設であると考えている。子育て支援に

ついて，川尻地区には民間になった保育所もあるが，保健出張所は今後，妊

娠から出産，育児までの公共サービスに大きな役割を持つことになる。市は

来年度から子育てに関するワンストップサービスができるよう研究してい

るところである。  

市民  私はその保育所の理事長をやらせていただいている。昨年から民営化

したところであるので，保健出張所との連携はまだまだであるが，保健出張

所と力を合わせて，川尻地区の子育てを頑張っていきたいと思っている。川

尻保健出張所はぜひ残していただきたいと思っているので，よろしく願う。 

 

市民  市が実施したアンケート結果によれば，市はさまざまな支援が必要と

考えているようであるが，婚活イベントなどはどのように考えているのか。 

呉市における待機児童の現状や待機児童に対する保育所のあり方はどう

なっているのか。  

議員  婚活イベントについては，昨年度の国の補正予算を活用して市主催で

行っている。 

待機児童についてであるが，呉市全体で見ればいないことになっている

が，実際には第一希望とは違う保育所に入所している子供もいる。今年度か

ら始まった子ども・子育て新制度においては地域ごとに判断することになっ
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たが，昭和，中央，広地区では保育所定員が少し足りていない。少人数の保

育所を設置して定員割れを補うこととしている。  

議員  既に小規模保育所は中央地区で始まっており，既存の幼稚園に 19名定

員の保育所を設置している。仁方地区や横路地区でも始まる予定である。  

倉橋地区では今年で４回目の婚活イベントが行われたが，１組のカップル

が成立したそうだ。また，阿賀地区ではまちづくり協議会が主体となり，婚

活イベントが行われた。  

 

市民  医療費の助成は小学校入学までか。  

議員  小学校入学までは通院と入院について，小学校６年生までは入院につ

いて助成を行っている。  

議員  小学校入学までの通院は１医療機関当たり  500円の負担が４回，入院

は14日間まで１日  500円の負担となっており，それ以上は無料である。その

補填は税金で賄っている。  

市民  病児保育の現状はどうか。  

議員  ２カ所で実施している。  

議員  中央地区と広地区に１カ所ある。  

市民  子供が小さいころ，病気をしたときが一番困った。病気をしたときに

専門的な保育施設があればよい。  

 

市民  交通弱者という問題が全国的に問題になっているが，川尻地区も老人

の方が大変困っている。広電バスは仁方までが１時間に２便，川尻までが１

時間に１便であり，ＪＲは１時間に１便である。  

安芸川尻駅を利用する方は，構造上鉄橋を利用しなければならないが，足

の弱い方は大変であり，エレベーターを設置してほしいという声をよく聞

く。安浦駅はエレベーターがあり，仁方駅はエレベーターがないが，入り口

が二つある。安芸川尻駅の地形的な問題もあるのではないかと思うが，現在，

一つのホームを挟んで上下線が停車しているので，駅舎に近いところに０番

ホームとしてホームをつくればよいのではないか。そうすれば鉄橋を渡らな

くても電車に乗ることができると思う。駅での電車の待ち合わせが１日に８

回か９回あるので問題があるかもしれないが，通勤通学の時間帯を除いた時

間で活用できれば，多くの方が便利なるのではないか。  

呉市との合併建設計画の中には，駅舎と駅周辺の整備という項目が上がっ

ていると思うので，ぜひ取り組んでいただき，町民生活を便利にしていただ

きたい。 

議員  昨年に引き続きの要望で，委員全員が認識している問題である。しっ

かりと取り組んでいきたい。議会では市内の全駅にエレベーターを設置して
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いただくよう要望しているところである。  

市民  エレベーターの設置が現実的かという問題もあるので，新しいホーム

についても検討いただきたい。  

 

市民  民生委員をしているが，呉市内中心部に行くにはバスで１時間ほどか

かるので大変だという話を聞く。駅の階段の上り下りも大変なので，誰かの

助けを借りている状況がある。電車のことを考えれば，エレベーターの設置

が必要であり，車のことを考えれば，仁方地区で国道が渋滞するので，広地

区からのバイパス設置が必要である。何度も何度も要望することで，実現す

ることがあるのでよろしく願う。  

また，そごうの跡地問題はどうなっているのか。  

市町合併後，人口が年々減少しているが，どのような対応をしているのか。 

議員  国道 185号線バイパスについて，呉市は毎年要望を行っている。広白

石地区のイオンがあるところからのバイパスになると思うが，あそこの土地

は旧交通局の東のりばがあった場所であり，バイパスの計画があるので市か

らイオンに土地を貸しているという状況がある。国道  185号線については，

休山トンネル４車線化，東呉道の立体交差化の事業があるので，順序立てて

要望しているところである。  

 次に，人口減少問題についてであるが，第１次ベビーブームである団塊世

代の出生率は 4.3であった。第２次ベビーブームの出生率は 2.14, 平成 17年

は1.26，現在は 1.45である。今の人口を維持するには 2.08という出生率が必

要であるので，国も呉市も地方創生施策の中で考えていこうとしている。子

育てに関する施策を展開する中で，一人でも多く子供を産みたくなるような

状況をつくり出すことが必要であり，民生委員会では，市民の皆さんの意見

をいただき，市の施策に反映していきたいと考えているところである。  

議員 そごうの問題についてである。最初にゆめタウンが入るという話があ

ったが，なくなった。そごうの建物は８割がそごう・西武の持ち分であり，

呉市ではどうすることもできない。そごうとしては建物を売りたくて仕方が

ないが，親会社であるセブン＆アイ・ホールディングスが慎重になり過ぎて

いる部分があるようだ。広島電鉄や三井アーバンとも交渉をしたという話を

聞いたが，うまくいっていないようである。呉駅前の一等地であるので，議

会報告会でも市民の皆さんからもいろいろな意見をいただくが，商業施設で

あるので市庁舎は難しい。呉市にはそごうから固定資産税が入っているが，

市民からは早くどうにかしてほしいという声を聞く。そごうは早く建物と土

地を売り，身軽になりたいが，親会社は損をしてまで売りたくないと思って

いるようなので，呉市も早くこの問題が解決することができるよう模索して

いるところである。  
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議員  そごうの建物の呉市の持ち分は 19％であるので，市はそごうと一緒に

買ってもらいたいと考えている。平成２年の建物であり，大規模改修が必要

と考えられるので，市はそごうの建物を購入して改修する業者には２分の

１，２億円を限度に補助をすることとしている。また，呉駅西駐車場の駐車

券を割安で購入していただくための予算も残っており，市も何とか新しい施

設が入っていただけるようサポートしているところである。  
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平成27年度呉市議会報告会報告書 

（   倉 橋   ）地区 

開 催 日 時 平成 27年11月14日（土） 14時 00分～ 15時27分  

開 催 場 所 桂浜温泉館  

参 加 者 35人 

出 席 議 員 林田  浩秋 池庄司孝臣  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  

（意 見 交 換） 

市民 先ほど，「移動支援バスの運行を要望したのは倉橋地区が発端だった」

と話された。当初，倉橋町からは「何とかしてほしい」という希望は伝えた

が，特に移動支援バスを要望したわけではない。協議の途中，それならばと

いうことで，選挙管理委員会がバスの運行支援を提案してきたと理解してい

る。ただ，実際は，この効果はほとんどなかったのではないのか。  

議員  それはない。  125名のうち約半分が倉橋地区の利用者であった。  

市民  ないよりはあるほうがよい。しかし，我々の本当の要望は，もとの投

票所に戻してほしいということである。人口の少ない地区だが，投票所があ

ったときには，投票率が 90％を下回ることはなかった。投票所が近くにある

ことで，友達や知り合いを連れていくこともできた。「バスに乗ることがで

きない」と言われる方もいる。高齢化は進む一方で，今後，ますますバスの

利用者も減るのではないか。バスの乗りおりの補助のため，女性会の方が一

緒にバスに乗って手伝ってもらう状態である。いずれにしても，投票率を上

げようと思うのであれば，予算をけちることなく，投票所をもとの場所に戻

すことである。わずかな予算を削り投票所を減らしておいて，「投票率を上

げるためにどうすればよいか」と言われるのであれば，まず，もとの状態に

戻すことである。  

議員  ほかの会場でも同様の意見を伺った。選挙は法的な縛りもあり，その

兼ね合いも踏まえて研究していく。伺った意見を受けとめ，所管事務調査の

中で委員間で協議したいと思う。  

 

市民 投票率の向上に向けて，まずは，議員一人一人の心を見つめ直してほ

しいと思う。地方創生大臣は，「人を動かすには，金でも力でもなく，感動

させることである」と言われた。それは，政治ではないかと考える。投票所

をなくした政治，候補者の魅力が投票率に大きくかかわる。  

先日の９月定例会の一般質問で，公明党議員が主権者教育について述べら

れた。選挙権が 18歳以上に引き下げらたことで，無責任な投票をしない，つ
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まり，選ぶ側と選ばれる側が試されることになる。しっかりとした自覚を持

ち，清潔でクリーンな選挙を行わなければいけないということと捉えた。清

潔な選挙で選ばれた人こそが，人を動かす政治ができると思う。  

町の中心である役場がなくなり，学校がなくなった。さらに，投票所がな

くなり，最後には交通手段がなくなった。倉橋町は死んだまちになっており，

これは政治の責任である。魅力のない政治が行われれば，有権者は離れてい

く。いろいろなことを考える前に，ここを直さないと投票率は上がらない。 

 公明党の議員に，そのあたりの思いを聞きたい。  

議員 戦後70年が経過し，このたび選挙権が 18歳以上に引き下げられた。こ

れは歴史的な転換期である。今の若者に，「選挙権が与えられたため，選挙

に行きなさい」と上から目線で言うと，「知ったことではない」と返される

だけである。これからは，若者の力が必要であるということを主権者教育で

しっかりと訴えていくべきである。呉市の中学生は１週間職場体験を行う

が，先日，その発表を聞いたところ，「親の苦労がよくわかった」と言って

いた。職場体験の中で大人社会を経験することも主権者教育の一つであると

感じた。ボランティア活動や政治のことも主権者教育の中に入れて，小学生

くらいから取り組んでほしいと思う。先日，中学生議会が議場で開かれ，感

銘を受けた。また，選挙に親が子供を連れていくことも大事な教育であると

思う。 

市民 若い人に模範を示すのは我々大人である。どういった選挙活動をし，

どのような判断を下すのか，まさに魅力ある政治をどうつくっていくのかが

これからの課題だと思う。  

 

市民 期日前投票所を旧倉橋町役場に設置してほしい。本浦地区の中心はそ

こで，商店などを検討しているということであれば，ぜひそこを働きかけて

ほしい。 

 投票率の向上に直接関係ないかもしれないが．特定の立候補者を応援して

いる人が投票立会人になっており，投票の際，見張られているような感じが

して，よい感じがしない。こういった点も考慮していただきたい。また，投

票立会人の人数が多い気がする。  

 投票所を減らすかわりにバスを運行するという考え方はおかしい。投票事

務に携わる人数を減らして，その分を投票所の開設に充てるべきだ。  

これらのことを強く要望する。  

議員 選挙は法律の定めに制限されるところもある。ただいま出された意見

は，我々の研究の材料にさせていただく。  
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市民  土日のどちらかで，期日前投票ができない日がある。土日の両日とも

投票できればよいという要望をよく聞く。  

議員  日曜日はやっていない。  

市民  日曜日もしていただければ，投票率も上がると思う。  

 投票所は統合されたが，バスを運行してもらえるのはよいことだと思う。

このたびが初めての試みだったが，今後も続けてほしい。  

 先日，自治連から，市民部に倉橋町釣士田何番地，宇和木何番地という字

名をつけていただくよう要望した。これまでは，倉橋町何番地だけだったた

め，消防や郵便，宅配関係者が大変困っており，我々も同じ気持ちである。

近々にも，議員はこのことを耳にすることになる。その際はよろしく願う。 

議員  既に，市当局に提出されたということである。  

市民  一応，市民部長は受け取った。また，都市部も伺った。  

議員  わかった。  

 先ほどの期日前投票の曜日に関しては，何らかの理由があるはずだ。私の

地元でも，「なぜできないのか」と聞かれたことがある。  

議員  告示日が日曜日のため，期日前投票は投票日の前日の土曜日しかでき

ない。 

市民  日曜日もやってほしいということである。  

議員  日曜日ということはどういうことなのか。  

 最初の日曜日は立候補者が出揃っていないため投票できない。  

議員  国政選挙などのことではないのか。  

議員 わかった。  

市民  海運業，漁業，農業従事者は，仕事が休みの際，投票に行くことから

も，その検討をよろしく願う。  

 

市民  生活に欠かせないバスの問題については，昨年度の議会報告会でも取

り上げて要望したが，その後何も変わっていない。運行便数やダイヤはどの

ようにして決めているのか。特に，倉橋町の東側に住む人はここまでバスで

来て，そして中心地まで歩いている状態である。昨年度の答弁では，広電と

生活バスが重複することから，ここまでは生活バスを利用して，ここからは

広電を利用したり，歩いて移動してほしいということであった。ただ，住民

のほとんどが高齢者で，このような交通手段を強いらなければいけない状態

こそが，投票率の低下にもつながっているのではないのか。運行体制の決定

に際して，議会はどのように関係しているのか。  

議員  決定権は議会にない。  

市民 投票所や学校がなくなることに対して，議会は何も決定権はなく，市

の当局と地区の代表が決めるということなのか。  
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議員  投票所が統合されるという説明は議会にもある。  

市民  結局，選挙管理委員会が決めることに疑問が残る。議員は，どうする

こともできないのか。  

議員  議会の意思は多数決で決まる。  

市民  ほかの議員は自分に関係がないと考えており，それほど関心がないの

かもしれない。つまり，地域の代表者がどこまで突っぱねるかである。  

議員  倉橋地区だけが投票所を減らされたわけではない。呉市全域で，人口

や距離などを考慮して投票所が見直された。このたび，当委員会で，投票率

の向上に向けてどうすべきかということを議論しているところで，これまで

の経緯やこのようになりますということは述べられない。  

市民  それはそれとして，バスの問題は何とかなりそうか。  

議員  今，細かな利用状況や運行状況を把握しているわけではない。「便数

をふやします」，「善処します」といった約束事はできない。  

市民  そういった体質を変えなければいけない。  

 東広島市黒瀬町では，市民団体がバスを運営，管理し，成功していると聞

いたことがある。逆に，先日，テレビで紹介されていたが，低床の立派なバ

スに人が乗らないまま走り，また，人を乗せないまま帰ってくるところもあ

る。総合交通対策特別委員長もここにいる。よろしく頼む。  

議員 どのようにすれば，呉市の交通体系がスムーズに流れ，市民に利用し

てもらえるのかということを特別委員会の中で検討している。合併町で交通

不便地域がふえてきたのは事実である。少子高齢化が進んでおり，何とか安

芸灘４島，倉橋地区，安浦地区の交通不便地区の対策を練らないといけない。

実際，呉市内でもデマンド方式，すなわち大型の自家用車を利用しながら，

事前予約制にて目的地まで人を運ぶ方法を警固屋地区や吉浦地区で実施し

ている。それぞれの地域にあった要望もあることから，それぞれの地域に出

向いて要望等を聞いていきたいと思う。生活バスと広電の路線が重複してお

り，うまくかみ合っていないということは我々も承知している。  

 

市民  呉市が発注する土木工事を地元の土建業者が受注できるようになら

ないか。町内の業者は仕事がないと嘆いている。万が一，災害が発生して緊

急で工事をしなければいけない状態になっても，災害地から遠い業者は来て

くれないのではないかと危惧する。例えば，呉市内を四つのブロックに分け，

ブロックごとで入札をすれば仕事の受注機会はふえる。我々は，地元の業者

のことが心配である。早急に考えてほしい。  

議員 地元のことを思う気持ちはよくわかる。  

 例えば，大雨で土砂が崩れ，道路が通行どめになると，迂回路を通ろうと

する。しかし，島嶼部はそれがないため，ぐるっと島を回らなければいけな
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い。もし，２カ所が通行どめになると，その間の地区は孤島と化してしまう。

そのような中にありながら，呉市の土木予算は毎年削られ，限られた予算内

でやりくりしなければいけない財政状況にある。今，４ブロックに分けた工

事発注方法を提案されたが，土木関係の仕事をする人も呉市民の一人であ

り，そういった人を大切にしたいという思いは持っている。現在， 3,000万

円程度の工事でも，50者くらいの業者が入札に参加する。確かに，ほとんど

の地元の業者は仕事がとれないのが現状である。私が地元のことを大切に考

えているように，ほかの議員や倉橋町出身の議員も何とか地元のためにと思

い，動いているはずである。このことだけは理解願いたい。  

 

市民 このような場所に来て，何を言ってもむなしい気持ちがするが，あえ

て述べる。先日の文化の日に，女性会は中央公園でテントを張り，店を出し

た。ここにいる議員は来られていなかったが，教育長や市長は来ていた。そ

の収支報告も兼ねた総会の席で，堺川駐車場が解体された後は桜の木を植

え，女性の広場として活用されるという話が出た。行政を当てにしないため

にも，売り上げ金全額を市女連に寄附するということで，倉橋町は鯛飯を 

400食つくり，販売した。ほかの地区に比べて，倉橋町の売り上げは多く，

ほかの地区から「すごい」と言われ，我々も自信を持った。  

私が女性会の会長になってから，４地区の女性会がなくなった。学校や投

票所がなくなっているが，女性会も同様の状況になりつつある。何とか気持

ちを張って頑張っているが，そういったことを考えると，どうしてもむなし

さが残る。ここにいる議員や地元の議員が，何とか倉橋町の端のことまで目

が向かないものかと考えてしまう。女性会の会員は  1,200人いるが，組織は

年々やせ細っている気がする。女性会の収入源は，郵便局の保険料徴収にか

かわる手数料であった。しかし，今はほとんどその収入はない。  

 瀬戸内海汽船が，11月７日，13日，14日，20日に，豊町の御手洗地区を回

るツアーを組み，途中，カキの購買で倉橋町にも立ち寄られ，我々も販売の

応援として手伝いに出た。２年前にも同様のツアーがあり，そのときの参加

費は一人 9,800円だったが，このたびは  6,000円であった。その差額は，呉

市から多少の補助が出たためということを聞いた。昨日は雨だったが， 220

～ 230人の参加があったらしく，町がにぎやかになりうれしかった。倉橋町

には桂浜もあり，イベントを多く催している。議員もこちらに来るなど，倉

橋町にもっと目を向けてほしい。  

議員 女性会の方が地域を盛り上げていることに敬意を表する。私の地元に

も女性会があり，地域のために一生懸命頑張っている。地域でのイベントで，

もし女性会がなかったら成り立たないと言ってもよい。飲食物の準備などは

前々日から，また，片づけなども含めると，目に見えないところで助けてい
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ただいている。補助金が減らされる時代だが，頑張っている団体や地域に，

それなりの援助をするのが行政の役割であると思う。市民協働の意識はどの

議員も持っており，予算審議の中でもよく話が出る。今後もしっかりと協議

していきたいと思う。  

 

市民 呉市は小中一貫教育が盛んで，特に公明党の議員は，力を入れている

ようだ。「倉橋町からオリンピックに出るのではないか」と言われている逸

材の水泳選手がいる。そういったことも考慮して，ここのプールがもっとよ

い環境になればと思うし，すぐれた指導者に来てもらいたい。そういったこ

とを議員に伝えてほしい。  

議員 しっかりと伝える。  

 

市民  確かに，明徳小学校の６年生にウィング倉橋所属の選手がいる。立派

な指導員もいることから，余り心配しなくてもよい。  

 倉橋地区では，自治会，女性会，老人会が頑張って地域を支えている。極

力，お金を使わないように努力しているが，何かしようとすればどうしても

経費がかかる。そういった面での配慮をお願いするとともに，よいアイデア

があれば教えていただくよう要望する。  

議員  この場で，「わかりました」と言い切れないが，今後も研究させてい

ただく。 

市民  広電バスと生活バスの接続については，我々も意見をまとめて要望書

を提出しようと思う。その際はよろしく願う。  

議員  一番よいと思われる方法を地元でまとめられれば，それを参考に当局

へ助言したいと思う。  

市民  春日神社に抜ける道路の拡幅工事は，市で対処いただくことになり感

謝する。また，宇和木にある大道冷凍倉庫付近の道路についても配慮いただ

いた。今後も倉橋地区のことをよろしく願う。  
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平成27年度呉市議会報告会報告書 

（    広    ）地区 

開 催 日 時 平成 27年11月16日（月） 18時 30分～ 19時45分  

開 催 場 所 広まちづくりセンター  

参 加 者 18人 

出 席 議 員 岩原   昇 山本  良二  谷本 誠一  久保   東  

檜垣  美良 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  保育所の開所時間をもう少し長くしていただければ，仕事との両立が

できると思う。午後６時 30分まで，午後７時までの開所というところが多い

が，それでは間に合わないので，午後８時 30分まで開いている託児所に預け

ている。呉市が運営する保育所で保育時間が長い保育所があれば，ありがた

い。病児保育の制度もあるが，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。  

議員  個人的な感想でよいが，呉市は子育てしやすい環境が整っていると思

うか。 

市民  医療費が小学校まで無料の自治体もあるので，そのあたりの支援を考

えていただきたい。広地区には「ひろひろ・ば」，中央地区には「くれくれ・

ば」があり，小さな子供を持つ親同士の交流もできるので，子育て支援につ

いては充実しているほうだと思う。  

 

市民  福井県は出生率が高いそうだが，行政的に何か取り組みを行っている

のかわかれば教えていただきたい。  

議員 福井県の出生率は約  1.6と高く，全国的に見ても上位である。平成 18

年ころに議会で質問をするためにいろいろと調べたが，福井県は三世代の同

居が多いそうだ。祖父母が子供の面倒を見るので，共働きができ，経済的に

も余裕が生まれ，もう一人子供を産もうかという話になってきているのでは

ないか。文化的な面や住居が広いということもあると思う。  

昔はおせっかいおばさんみたいな方がいて，「あそこの子はそろそろ結婚

適齢期だけどどうか」と紹介をしていた。福井県ではそのようなおせっかい

おばさんをつくる施策にも取り組んでいるそうだ。  

 結婚して三世代で同居し，子供を育てるという好循環ができており，また，

教育力も高いと聞いている。  

議員 東京23区では出生率が低く，約１であるが，江戸川区の出生率は  1.3

で全国平均並みとなっている。いろいろな要因があるとは思うが，区長が子
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育て施策に熱心であり，保育ママ事業を全国に先駆けて取り組んでいる。新

しい子ども・子育て新制度においては，この家庭的保育である保育ママ事業

が認められるようになったので，研究していきたいと考えている。  

市民  福井県の知事の本を読んだことがあるが，行政が特別なことは行って

おらず，地域の取り組みを信頼しているようである。福井県ではふるさと再

生の取り組みを行っているので，参考にしていただきたい。  

 

市民  子育て支援とは個人の幸せだけの問題なのか。全体の利益も大事だと

思う。今の時代はどんな時代か考えていくことも必要であるが，10年後の呉

市を考えることも大事だ。 10年前，１市８町が合併したときの人口は 25万    

6,000人であったが，現在は 23万 3,000人であり，毎年約  2,000人ずつ減っ

ている。また，国立社会保障・人口問題研究所の試算によれば，15年後には

18万 8,000人になるそうだ。人口が５万人も減るということであるが，市役

所の職員はだいたい人口  100人に１人であるので，  1,800人くらいになり，

自治会の仕事などを行政に頼ることはできなくなると思う。国立社会保障・

人口問題研究所の試算によれば，今後，呉市の人口が年間  3,300人も減るこ

とになるが，子どもに対する支援，母親に対する支援，社会全体に対する支

援の三つのバランスをとることが必要だ。今後頼りになるのは元気な高齢

者，女性，外国人と言われているが，このような方に子供を産んだお母さん

を応援してもらうことを考えてはどうか。  

 広古新開地区では第一公園の工事に入ったが，広さは  4,200平米ほどあ

る。この公園の中に自治会館をつくらせていただき，高齢者が若いお母さん

を応援する場にすることはできないか。三大都市圏では，ある一定以上の公

園の中に自治会館を建ててもよいことになったそうであるので，呉市もでき

るようにしていただきたい。高齢者の中にはボランティアをしてもよいと言

われる方もいるが，行政が何もかもできる時代ではないので，そのような形

で子育ての応援できればと思う。若いお母さん方を地域が支える体制をつく

るべきだ。 

 横浜市では待機児童がいなくなったそうであるが，呉市の状況はどうか。 

議員  御意見として承りたいと思う。  

議員 呉市には待機児童はいないが，地域的には希望の保育所に入れない子

どももいる。 

議員 新しい子ども・子育て新制度においては，地域を細かく分けた上で待

機児童はいないか精査することになっている。呉市を７つの区域に分けて考

えることになったが，広，昭和，中央地区は定員が足らないので，既存の幼

稚園などの施設を活用し，小規模の保育所を設置することで，待機児童の解

消を図っているところである。  
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市民  三世代同居で助け合うことは大事なことであるので，三世代同居の家

は固定資産税を減額するということはできないだろうか。財政的には税収入

が減るので大変だろうが，これからは年寄りがふえてくるので，介護の面か

ら見てもよいことではなかろうか。行政に頼るのではなく，家庭や地域が頑

張っていかなければならない時代がきており，三世代同居の家の固定資産税

を減額するということは，効果は少ないかもしれないが，市のＰＲになると

思う。財源が減る部分はほかで補えばよい。  

議員  御意見として承りたいと思う。  

 

市民  昔は子供が産まれると親戚，近所がみんなでおせっかいをしていた

が，今はなくなってしまった。そのあたりを行政的に手当てしていくべきで

はないか。子育て家庭が孤立してしまっていてもわからないことがあるの

で，隣近所，親戚が手助けすることにかわる何かが必要だ。子育て支援につ

いては，昔と比較して考えてみればよいのではないか。  

議員  地域の子供は地域で育てるということが難しくなってきている時代

である。以前は，隣近所の子供が悪いことをしていたら，怒ったりしていた

が，いまは怒ったことに苦情を言う親もいて，大変やりにくい時代になって

いる。 

 個人的には人口減少問題を考える当たり，どれくらいの人口，構成がベス

トなのかと思う。戦時中，江戸時代などを考えると，今の１億  2,000万人の

日本の人口はどうなのか。また，子育て支援について言えば，都道府県，市

町村それぞれで基準が違う。国がしっかり面倒を見てくれれば，地方も取り

組みやすい。広島県内の 14市でそれぞれ違いがあるので，そのあたりも調査

研究し，議員の立場から国や県に物が言えるようにしていくとともに，若い

世代が子育てしやすい環境をつくっていきたいと思う。  

 

議員 先ほど保育所の質問をされた方にお聞きしたいが，勤められている会

社が子育てに対してどのような支援をされているのか。働きながら子育てを

する大変さについて教えていただきたい。  

市民 私は出産後も働きたいと考えていたので，結婚前に転職をした。今勤

めている会社はときどき遅くなることがあるので，子供を託児所に預けてい

る。前に勤めていた会社は，子供がいるから早く帰るということをなかなか

言い出せない雰囲気があった。  

 

市民 東呉道の入り口である先小倉の交差点の交通渋滞がひどく，信号待ち

を４回から５回しないと通過ができないこともある。阿賀マリノポリスに新
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しい企業に進出してもらいたいが，この渋滞は何とかしていただかないとい

けないと思っている。  

議員  警察も渋滞状況は認識しており，どうにかしなければならないと思っ

ているようだ。  

議員 この件については，国や県に対して直接要望を行っている。国に要望

をする中で，この道路を立体交差ではなく，直接国道へつなぐと大変なこと

になるという話をしたが，国は暫定でもよいから早く開通させてほしいとい

うことであった。用地買収が済んでいるのであれば，立体交差にするべきだ

という話もしたが，現在の状況となっている。国はとりあえず開通させてい

ただたいということであったが，最近は休山新道の工事が終わったらとりか

かりたいという答弁に変わってきた。我々としては一日でも早く立体交差の

工事にとりかかることができるよう要望していきたい。  

議員 先日，休山トンネルの工事状況の視察をしたが，その中で，国のほう

から平成29年度に開通見込みという話があった。平成 28年度には立体交差の

実施設計にとりかかるという話もあったので，事業化は決まったものと考え

ている。休山トンネルの工事が終わってからの立体交差工事になるかは，国

の予算の話になると思う。  

議員  もう少し時間がかかる話だと思うので，よろしく願う。  

 

市民 今年は５年に一度の国勢調査があったが，前回より住民の公共性が低

くなっていると感じた。国勢調査があることを知らない方も多かったが，い

ちばん困ったのはワンルームマンションや民間アパートに住んでいる方へ

の対応だ。個人情報なので教えることはできないと断られたり，いつも不在

で会うことができなかったりした。そこで提案であるが，マンションやアパ

ートの管理会社やオーナーの方に責任を持って調査をしていただくことは

できないか。国勢調査に対する苦情も多く，女性や高齢の方は恐くて調査が

できないと思う。  

 また，調査員は女性で 65歳以上の方が多く，若い方は共稼ぎが多いので，

５年後は調査員を集めることが難しいのではないかと思っている。これも提

案であるが，市職員のＯＢの方に調査員になっていただければ，スムーズに

調査ができるのではないか。市から自治会へ丸投げされているという現状が

あるので，５年後を見据えて検討していただきたい。  

議員 ５年前，10年前と比べて状況は変わってきており，調査自体が難しく

なってきていると感じている。議員の中に自治会長を務めている議員もいる

ので，市のほうに国勢調査の現状をしっかりと訴えていきたいと思う。私の

場合は回覧で調査員を募ったが，良識のある方が調査員になっていただくこ

とができた。マンションやアパートへの調査は難しいという声をよく聞くの
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で，そのような声を行政に伝え，改善することができればと思っている。５

年後は違った形で調査ができるよう要望していきたいと思うので，よろしく

願う。 

 

市民 温水プールの改築についてであるが，広の温水プールは年間約７万人

の利用者があり，大変便利な施設である。このたび二河地区に統一されると

いう話や広地区内で建てかえという話を聞くが，議会ではどのような話にな

っているのか。また，何らかの機会に広地区住民の声を聞く場を設けていた

だきたいと思うがどうか。  

 市議会においてある議員が安保法制に関する質問をしようとしたところ，

国の専権事項であるので質問になじまないという理由で質問ができなかっ

たということがあった。ほかの市議会では議論できているにもかかわらず，

なぜ呉市議会では議論ができないのか。国政の話であっても市民に影響があ

ることなので，市議会で議論はするべきではないかと思う  

議員 プールの件であるが，今後どうあるべきか議会の中で議論になっては

いない。二河プールの建てかえは決まったが，広の温水プールについては，

新広駅の機能強化に合わせて，そのあり方を検討することになっている。市

から議会側へ新広駅をどうするかについての報告もまだない。  

議員  市議会の一般質問では国の専権事項についての質問はできないこと

になっているので，議会運営委員会で協議し，質問を取り下げていただいた。

安保法制に関する全ての議論ができないということではなく，民間団体から

提出された請願についてはこれまでも２回議会で議論を行い，議決もしてい

る。また，議会として意見書を提出することもできるが，議員３人以上で提

案する必要がある。議会で国の専権事項について議論が全くできないわけで

はない。 

市民 議会の中では３人以上の議員が集まらないと提案ができないのか。  

議員  地方自治法により議員定数の 12分の１以上の賛成がなければならな

いことになっている。  
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平成27年度呉市議会報告会報告書 

（   天 応   ）地区 

開 催 日 時 平成 27年11月21日（土） 14時 00分～ 15時14分  

開 催 場 所 天応まちづくりセンター  

参 加 者 25人 

出 席 議 員 上村  臣男 井手畑隆政  岡﨑源太朗  谷   恵介  

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．空き家の対策と有効活用  

（意 見 交 換） 

市民 老朽化の程度が同じくらいの空き家でも，道路のそばにあって通行人

に危険を及ぼしそうな物件と，大きな敷地の中にあって倒壊してもほかの人

には影響のない物件もある。  

 どのようなものが危険建物に認定されるのか，具体的に教えてほしい。  

議員 危険建物除却事業には，不公平のないよう厳密な基準がある。  

例えば，柱の傾きや，屋根の状態，周囲に危険が及ぶかどうかなどの非常

に細かい規定が50項目くらいある。  

申請があれば，市の職員が現地に出向いて審査する。  

最近，申請したが認定されなかったという話をよく聞くが，こういった細

かい基準で審査しているので理解願う。  

なお，この基準については，市に問い合わせていただければ説明すると思

うので，必要があれば申し出ていただきたい。  

 

市民  空き家は，必ず誰かが相続しなければならないのか。  

議員  もし，相続したくないというのであれば，３カ月以内に相続権を持つ

人全員で相続放棄の手続をする必要がある。  

細かいところは司法書士や弁護士に相談してほしいが，３カ月というリミ

ットは覚えておいてほしい。 

議員  相続放棄については，弁護士など，専門の方の意見をよく聞いたほう

がよい。 

私も経験したが，相続をしない場合はメリットだけでなく，リスクも大き

いので慎重にしたほうがよいと思う。  

 

議員  先日，阿賀で議会報告会を行ったとき，天応地区の話題が出た。  

 ユーシンと国道の間に細長い土地があるが，なぜユーシンにまとめて売却

しなかったという質問であった。  

 天応地区の話題ということで，ここで回答を述べさせていただく。  
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議員  阿賀の報告会では，緩衝地帯になっているか，道路拡幅のための用地

として確保しているのではないかと回答したが，現在は道路拡幅の話がなく

なったとのことで，恐らく，今は売却予定になっているはずである。  

 

市民  天応地区には空き家が何軒くらいあるのか。  

議員  現在調査中であり，現時点でははっきりわからないということであ

る。 

 

議員  天応地区で危険だと思われるような住宅はあるか。  

市民  住宅密集地の空き家が問題だと思っている。  

 国道31号線から海側に多いと思う。  

 また，台風や高潮の影響を受けて浸水した住宅がそのまま放置されていた

りする。 

議員  現在行っている空き家実態調査は，あくまでも外観の調査があり，浸

水の影響を受けているかどうかまではわからないので情報を提供していた

だきたい。 

また，周囲に危険が迫っている空き家については，緊急安全措置ができる

ようになったので，ぜひ，近隣の皆さんから情報提供をしてほしい。  

やらなければならないことは早急に対応するよう議会からも働きかける

ので協力願う。  

 

市民  人が住んでいても，瓦が落ちてくるような危険な家があるが，空き家

でなければ対応してもらえないのか。  

議員  私の地元でも，たびたび瓦が落ちているような住宅があったが，地域

の人たちと話し合い，最終的には取り壊してもらって更地になっている。  

 あくまでも，住んでいる人が対応すべきであろうと思う。  

議員  確かにそのような家はたくさんある。  

そこで，そのような家には，地域を守る消防団がブルーシートをかけては

どうかという案が出たことがある。  

しかし，ブルーシートをかけることは可能だが，台風などを受けたらブル

ーシートごと屋根が吹き飛ばされるおそれもあるということで，実施にいた

っていない。 

また，ブルーシートが危険ならば網をかけてはどうかと提案したこともあ

る。 

市民  近所に，屋根が抜け落ちて住める状態ではなくなっている空き家があ

る。 

庭には大きな立ち木があるが，隣家の敷地や道路にはみ出しており，落ち
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葉に困っている。  

また，塀は朽ちて倒れかかり，猫のすみかとなっている。  

放火のおそれもあるので，立ち木を何とかしたいが，我々が切るわけにも

いかない。 

我々が困っているのは家だけではない。立ち木などについても対応してほ

しい。 

議員  空き家が建っている敷地の中の，環境を悪化させるようなものについ

ても実態調査をしている。 

建物の持ち主が対応するのが大前提である。  

もし，いつまでたっても改善されていないようならば情報を寄せていただ

きたい。 

環境を悪化させるようなものについては，持ち主に改善を働きかけてい

く。 

議員  空き地に雑草が生えて困っているときは，市役所１階にあるくらしの

窓口係に相談すると，空き地の持ち主を調べて改善を促す手紙を書いてくれ

るので利用してほしい。 

まずは情報が必要である。  

ぜひ情報を寄せていただきたい。  
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男性  女性  

  

 

 

(ⅰ)性別，年代  

 

アンケート回収数  ３３８枚（回収率９１．６％）  

※そのうち無回答の項目は除いて集計  

 

 ・性別 

 

 
女性の参加者は昨年より 4.8ポイント減り，３割を切った。依然として

男性の参加者が多数を占めている。  

 

 

 ・年代 

 

６０代以上が 69.9％となり，初めて５０代以下が３割を超えたが，依

然として５０代以下の参加者は少ない状況が続いている。  

  

74.0% 26.0% 

1.5% 

0.9% 

1.5% 

5.2% 

20.9% 

31.8% 

33.3% 

4.8% 

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 
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(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）  

 

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，今回は「くれえばん」でも広報したが，ホームページ同様効果

は少なく，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。 

 

 

②報告の時間について  

 

 
 

報告時間は，「長い」が 0.7％ふえ，「短い」が0.5％減少した。依然

として９割近くの参加者が「ちょうどよい」と回答している。  

 

30.7% 

6.8% 

34.1% 

12.8% 

1.4% 

14.3% 

市政だより 

ホームページ 

回覧板 

紹介 

くれえばん 

その他 

7.1% 88.6% 4.3% 

ちょうどよい  短い  長い  
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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 4.3ポイントもふ

えた。 

 

 

 ④報告内容について  

 

 
その理由 

（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。 

・議会の仕組みはわかりやすかった。  

・資料がよくまとめられていた。  

・役割分担ができており，よく理解できた。  

・議員の説明速度，内容の程度がちょうどよかった。  

（ふつう） 

・長くも短くもなく，内容もちょうどよい。  

・スクリーンと同じ資料を読み上げているだけだった。  

・呉市の長所・改善点などをもっと具体的に述べてほしい。  

（わかりにくい）  

・地域にあったテーマを取り上げていないのでわかりにくい。 

・私たちが何をどうしたらよいのかがわかりにくい。  

・基礎知識がないと１～２回聞いてもわからない。  

  

4.4% 88.1% 7.5% 

37.0% 55.0% 8.0% 

長い  ちょうどよい  

わかりにくい  わかりやすい  ふつう  

短い  
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 ⑤意見交換について  

 

 
 

その理由 

（よい） 

・このように意見を言える場所がほかにないのでよい。  

・身近なことについて様々な人の考えを知ることができた。  

・市議会のことが身近に感じられてよかった。  

・説明が具体的な内容を含めていてよかった。  

・議員と関わりがないので，こういう機会をもっと設けてほしい。  

（ふつう） 

・もっと意見が出やすい工夫が必要だ。 

・個別具体の指摘や提案があり，議会の回答もそれに応じて真摯に回  

答していて，それなりに活発だった。 

・司会者だけが発言するのではなく，全ての参加議員の意見が聞きた  

い。 

（よくない）  

・前向きな意見が少ない。  

・興味を持てるような話をしてほしい。  

・発言しにくい雰囲気がある。  

  

37.9% 58.9% 3.2% 

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）  

・説明を聞くだけではなく，画像を使った説明はわかりやすい。 

・プレゼンターの説明とパソコン操作者のタイミングがよかった。  

・議会の仕組みは社会科の教科書のようだった。  

・要点を簡潔にまとめていてわかりやすかった  

・字も大きくわかりやすい。  

（ふつう） 

・見えにくかったが，レジュメがあったのでよかった。  

・もう少し簡素にするほうがよい。  

・写真や図があるともっとわかりやすい。  

（わかりにくい）  

・文字や画像が小さい。  

・文章が多いので，体言止めで要点のみを書くべきだ。  

・画面が小さくて見にくい。  

 

  

37.3% 52.8% 9.9% 

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）  

・議員の思いを聞きたいから。  

・市政の状況を知りたいから。  

・議員が報告する機会に余り出会わないため。  

・年々，内容がよくなっているから。  

・いろいろなことを学べるから。  

・呉市の議会報告を聞けば，議会活動がある程度わかるから。  

・毎年，議会報告会の議題が変わっているので，次回も参加したい。  

・どんな進展があるのか知りたいから。  

・知らないことや市民がどんなことを思っているかがわかっておもし  

ろいから。  

（わからない）  

・テーマが地域に添うものであれば参加する。 

・報告内容・テーマによって参加したい。  

・主婦・会社員は忙しい。インターネット等活用して方法を見直して  

ほしい。  

（参加したくない） 

・意味がないから。  

・他人事のようにあしらっているように見受けられたから。  

64.7% 33.8% 1.5% 

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） 

・議会の取組内容を知ることができるから。  

・地域ごとに課題があり，市民と議員が考える場になるとよい。  

・議員自らが「出前」をしていく姿勢がよい。 

・議員と身近に話しができる機会はなかなかないから。  

・半年に１回開催してほしい。  

・開かれた議会づくりにつながるから。  

・発言，説明に熱意を感じた。  

・市民に対する議会活動のひとつとして評価したい。  

・市民としてわかっていなければならないことがあると思うから。  

・議会が市民の声を聞くことは大事なことだから。  

・報告することで議員の勉強になるから。  

・各常任委員会での取り組みが身近で聞け，意見交換ができるから。  

・議会が何をしているのか，少しわかったから。  

・議員の顔がわかるから。 

・議会と市民を近づけることができるから。  

・市民と直接対話することで民意を理解することができ，政策に反映  

できると思うから。  

・市議会の動きがよく理解できた。  

（どちらとも言えない） 

・開催日，時間帯を考慮できないのか。  

・地域に似合った項目が適切でない。  

・市民に寄り添った報告会にし，質問にはっきり答えてほしい。  

（評価しない）  

・参加者が少ないので，選挙活動のように宣伝して回ったらどうか。 

・いい返事がいただけない。   

78.3% 19.5% 2.2% 

評価する  どちらともいえない  評価しない  
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(ⅲ)自由意見 

１ 意見数 

自由意見総数  １２９件  

（うち議会関係７６件，市政関係５２件，その他１件） 

 

 ２ 主な意見  

①議会関係 

【広聴広報】  

・市議会広報紙を市政だよりの一部でなく，独立発行できないのか。  

・市政だよりの市議会の動きについて，議員がどのような発言をしてい  

るのか知りたいので，会派名のみでなく，個人名も出すべきだ。  

【議員】 

・議員なら当選後に勉強するのではなく，勉強してから立候補してほ  

しい。 

・現代の若者は選挙や政治に興味を持っている人が少ないので，議員は 

もう少し生活の中で気になる存在になってほしい。  

・議員をもう少し減らして，その分の予算を福祉対策に回してほしい。 

【議会報告会全般】 

・ぜひ子どもたちにも報告会を聞かせてほしい。  

・報告よりも意見交換に重点を置いてほしい。  

・議会報告会を年に３回以上開催してほしい。（議員が少なくても可） 

【報告】 

・常任委員会の位置づけの報告もよいが，個人的には，議員が選挙のと  

きに掲げた政策がどこまで達成されたのか，現状が知りたいと思った。 

・呉市の将来ビジョンについて話をしてほしい。  

・議会の仕組みの説明は，市議会の動きがよくわかった。それぞれの役  

割があることを少し理解できた。  

【意見交換】  

・もう少し意見交換の時間が長いほうがよい。  

・もっと和やかな雰囲気なら，よりよい意見交換ができたと思う。緊張 

の中だと意見が言えない。  

・物事に対し，できない理由ではなく，どうしたらできるのか前向きな  

意見をお願いしたい。  

【取り上げてほしいテーマ】  

・安芸灘大橋通行料の値下げについて取り上げてほしい。  

・呉駅前の活性化（そごうの問題）  
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・有害鳥獣対策をテーマで取り上げてほしい。（建て前論でなく，実効  

性の高いこと）  

・小・中・高の子どもに対するスポーツの推進について，議会はどのよ  

うな対応を考えているのか。  

・地域課題を最優先にテーマを絞った報告会をお願いしたい。  

・議員同士で考えの異なるテーマがあればよい。  

【開催日時等】  

・平日の午後１時頃からの開催ならもっと参加者がふえると思う。  

・開催時間を参加しやすい時間帯にしてほしい。  

・島では午後６時から開催してほしい。６時半では遅い。  

 

②市政関係 

【総務関係】  

・投票率低下の原因は，選挙の争点がないことや，議員の実力が不明で  

あること等に問題があるのではないか。  

・投票所の数を元に戻してほしい。  

・鍋小学校跡地を早く処分してほしい。  

【民生関係】  

・少子化対策は，婚活だけでなく，働くところがなければだめだ。  

・ある程度の年齢までは安心できる医療費にしてほしい。  

・くれ・くれば，ひろ・ひろばを利用しているが，駐車料金がかかるの  

で，１時間無料などのサービスがあればよい。  

・現状のファミリーサポートや託児所では泊まりができない。仕事に復  

帰する上で大きな障害になっているので夜間保育を充実させてほし  

い。 

【文教企業関係】  

・現庁舎と同等の学校施設が現存しており，早急な建て替えが必要であ  

る。新庁舎よりそちらが大切なのではないか。  

・小学校の制服の導入を検討してもらいたい。  

・高校生の通学定期（安芸灘大橋のバス）への助成をお願いしたい。  

【産業建設関係】  

・若者をＵターンさせるといっても，仕事がないので帰ってこれない。 

・空き家の問題については，行政が強く指導してほしい。  

・観光振興に関して今後の取り組みをお願いしたい。  

【総合交通関係】  

・安芸灘大橋（生活道）の通行料金の無料化に向けて尽力してほしい。 

・もっと住みやすくするために，ＪＲやバスの交通機関が大切だ。  
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 本年度で６回目となる議会報告会は，これまでどおりの市内 16カ所での開

催と，関係団体４カ所へ赴くという運営方針は前年同様としながら，平日の

昼間に働いている市民の参加を促すために，時間帯を平日夜間の開催をメイ

ンとし，さらに試行的に土曜日の午前開催を実施しました。  

 運営手法については，参加者の固定化や議論の内容が拡散するなどの停滞

感を打破するため，これまでとは大きく趣向を変え，各常任委員会が選んだ

特定のテーマについて報告・意見交換を行うものとしました。  

 まず，参加者に，議会活動の概要を知っていただくとともに，各常任委員

会が選んだテーマへの導入部分としていただくために「議会の仕組み」と「常

任委員会の位置づけ」を報告しました。  

 次に，現在議会において議論されている，あるいは委員会において所管事

務調査を進めている「現在進行形」のテーマの中で，各常任委員会が選んだ

ものを報告し，それをもとに意見交換を行いました。意見交換の内容が，こ

れまでの「広く浅い」ものから「狭く深い」ものになったことにより，参加

者の間で多少の戸惑いはあったものの，特定のテーマについて建設的な議論

ができたことは大変有意義であり，今後の委員会活動や議員活動を行う上で

の糧になりました。  

こうした新たなスタイルでの報告会について，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 特定のテーマについて報告・意見交換を行う手法は，特に関係団体やテ

ーマに対する関心の高い地域において，一定の成果があったことから，こ

の手法をさらに進化させる試みとして，関係団体の開催箇所数をふやすよ

う検討する点 

２ 将来を見据え，生徒・学生に対して，市議会の役割と市政への関心を深

めてもらうための報告会実施に向けた検討を行う点  

３ テーマの選定，テーマに関係する対象への広報など，今後も参加者をふ

やすための工夫をしなければならない点  

４ 意見交換がより活発に，建設的に行われるための場づくりや手法の工夫

が必要である点  

 

 こうした点を踏まえ，現在の実施箇所数を基本としながら，より活発な意

見交換を行うために，試行的に関係団体の実施をふやしたり，大学や高校，

Ⅳ まとめ 
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中学校へ出向いたりするなどの方策を考えていきます。その際，テーマに合

致した団体の選定，グループディスカッション方式や車座形式の導入，ファ

シリテーターの起用，「報告会及び意見交換会」へのタイトル変更などの工

夫を検討し，できる限り実施に移していきます。  

 このような取り組みにより，市民の皆様と活発かつ建設的な議論ができれ

ば，各常任委員会において進めている所管事務調査などの市当局に対する提

言が，より説得力を持ったものになるとともに，新たな政策立案につながっ

ていくのではないかと思います。  

議会報告会は次回で７回目を迎えますが，市民の皆様との意見交換がより

議会活動に反映されるよう，今後も試行錯誤を繰り返しながら，継続してい

きます。 
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《資料編》報告資料



議 会 の 仕組み
常任委員会の位置づけ

呉市議会

1

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
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

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

・一定金額以上の契約の締結を許可すること…

など

5

議会の権限

２．同意権

市長が市の重要な地位につく人（副市長、監査委

員、教育委員など）を選任、任命するときには、

議会の同意が必要

6

53660
タイプライターテキスト
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タイプライターテキスト

53660
タイプライターテキスト

53660
タイプライターテキスト
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タイプライターテキスト

53660
タイプライターテキスト

53660
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53660
タイプライターテキスト
○議会の仕組み・常任委員会の位置づけ

53660
タイプライターテキスト
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タイプライターテキスト

53660
タイプライターテキスト
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タイプライターテキスト

53660
タイプライターテキスト

53660
タイプライターテキスト

53660
タイプライターテキスト

53660
タイプライターテキスト
１

53660
タイプライターテキスト

53660
タイプライターテキスト

53660
タイプライターテキスト

53660
タイプライターテキスト

53660
タイプライターテキスト

53660
タイプライターテキスト

53660
タイプライターテキスト

53660
タイプライターテキスト



議会の権限

３．調査権と検査権

市の仕事が、市議会の決定に従ってきちんと行わ

れているかどうかを調査、検査

強制力を持つ１００条調査権や市の事務に関する

書類などを検閲し、市に報告を請求し検査を行う

検閲・検査権など強い権限を持つ

7

議会の権限

４．選挙権

議長、副議長のほか、選挙管理委員などの選挙を

行う。

8

議会の権限

５．意見書提出権、決議権

国や関係機関などに対し意見書（呉市議会として

の考え方）を提出したり、国政や社会問題などにつ

いて、議会の意思を明らかにするために決議を

行ったりする。

9

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。

10

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。

11

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

12
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２
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議 員

議員の定数は、地方自治法により、条例により

定めることとしている。

※平成２７年の選挙から定数を２名減員し３２名

になっている。

13

議長、副議長

議長・副議長…議員の中から選挙で選ぶ。

14

議長、副議長

議 長…議場の秩序保持、議事整理、
議会の事務を処理する権限を
持っている。

また、議長名で意見書を提出したり、
市民からの請願や陳情を受理するなど、

議会の代表としての活動を行う。
そのほか、市議会事務局職員を
任命するとともに、

事務局長を指揮監督して
市議会全般の事務を処理する。

15

議長、副議長

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。

16

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

17

同 志 会 ７名
仁 友 会 ７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
次世代の党 １名
社民党呉市議団 １名

18

53660
タイプライターテキスト
３

53660
タイプライターテキスト

53660
タイプライターテキスト

53660
タイプライターテキスト

53660
タイプライターテキスト

53660
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定例会と臨時会

定例会

臨時会

３、６、９、12月の年４回開会

市政方針、予算などの重要事項につい
て審議

臨時的に、あるいは緊急の必要が
ある場合に、特定の事件に限り開会

選挙後の議会の組織編成や
災害に係る予算の編成

19

定例会と臨時会

３月定例会は、予算議会

新年度予算審議が中心

９月定例会は、前年度決算を審議

およそ１カ月間開かれる。

６、１２月定例会の会期は約２週間

20

本会議 …全議員が出席して議場で開かれる

会議

市長から提案された議案や市民から

提出された請願、市議会としての意

思表明、議員から提出された議案な

どを認めるかどうかについては、すべ

て本会議で最終的な意思決定を行う。

21

委員会 …専門的・能率的に審査するために

設置

委員は会派からの按分で選任

いわば“議会の縮図”

実質的なやり取りは委員会で行う。

常に設置される常任委員会と、

必要がある場合に市議会の議決により

設置される特別委員会がある。

また、議会の円滑な運営を図るため、

議会運営委員会を設置
22

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)

政策研究会(各会派の政策責任者)

23

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

24
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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。

25

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、

所管事務調査における提言は、

市側も無視できない。
26

常任委員会の役割② 所管事務調査

〇総務委員会
「危機管理室の機能強化」を提言

総務部に危機管理課設置

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

27

常任委員会の役割② 所管事務調査

〇文教企業委員会
「中学校給食の実施」を提言

デリバリー方式等による中学校給食完全実施

〇産業建設委員会
「有害鳥獣対策の強化」を提言

狩猟免許取得助成など狩猟体制の強化

28

常任委員会の役割② 所管事務調査

今回の議会報告会でいただいた意見は

“議会の縮図”である委員会の

所管事務調査などで調査・検討を行い、

必要に応じて議会から

市の執行機関へ提言を行う。

29
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1

平成27年度議会報告会（郷原地区）

「投票率の向上について」

2

投票率の向上について

１．選挙制度

（１）選挙平等の原則

（２）投票自由の原則

（３）選挙公正の原則

選挙の３原則

民主主義

自分達のことは自分達で決める

誰かえらい人が決めるの？ ×

選挙権

みんなで選んだ＝議員 ＝正統性

選挙に行かない＝棄権増加

みんなじゃないなら＝正統性？投票率低下

○

？

×

大きな問題

投票率の向上について

１．選挙制度（なぜ，選挙に行くの？）

3 4

投票率の向上について

１．選挙制度

投票区

投票時間

呉市では９７投票区
（ 郷原地区は１投票区）

午前７時から午後８時まで

期日前投票
（選挙期日当日，仕事

等の事由により投票

に行けない場合）

①市役所本庁または支所にて

②選挙期日の公示又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郵便等（在宅）による

投票区の統合（平成２３年４月）
１２５区 → ９７区

統合された 「２１地区」で送迎バス運行
（※バス運行のできない３地区を除く）

投票日 朝１０時と昼３時の２回
（※マイクロバス２９人乗り）

市議会議員選挙

１２５名 利用 無料

投票率の向上について

１．選挙制度（移動支援バス）

5
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56.56

50.04
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投票率の向上について

２．呉市の現状（呉市議会議員選挙投票率）
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投票率の向上について

２．呉市の現状（平成27年4月呉市議会議員選挙地区別投票率）

地区名 当日 期日前 不在者

中央 33.41 21.30

吉浦 29.17 13.72

警固屋 35.61 9.46

阿賀 33.10 13.21

広 32.67 10.91

仁方 39.66 11.76

宮原 32.78 7.54

天応 37.49 18.98

昭和 28.90 13.17

郷原 28.00 14.89

下蒲刈 46.74 22.05

川尻 37.81 12.63

音戸 35.36 18.97

倉橋 41.73 17.91

蒲刈 50.81 16.34

安浦 43.61 12.18

豊浜 41.96 17.37

豊 48.75 10.76

計 34.13 15.01 0.89

合計 50.04

（％）
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投票率の向上について

２．呉市の現状（平成27年4月呉市議会議員選挙年齢別投票率）

8

18歳・

19歳
2.2%

20歳代

10.7%

30歳代

12.1%

40歳代

15.3%

50歳代

13.1%

60歳代

18.4%

70歳代

以上

28.3%

投票率の向上について

２．呉市の現状（年齢別人口）

区分 人口 （割合）

18歳･19歳 4,309 2.2%

20歳代 21,331 10.7%

30歳代 24,039 12.1%

40歳代 30,374 15.3%

50歳代 25,969 13.1%

60歳代 36,616 18.4%

70歳代以上 56,287 28.3%

計 198,925

※年齢別人口統計（日本人）平成27年３月末現在

9 10

投票率の向上について

３．議会での論点

投票率の分析

投票環境の整備

啓発活動

11

（郷原地区） 男 女 計

当日有権者数 1,760人 1,893人 3,653人

投票者数 517人 506人 1,023人

当日投票率 29.38％ 26.73％ 28.00％

（前回） （37.37％ 36.09％ 36.70％）

期日前投票率 14.89％

（前回） （ 9.58％）

３．議会での論点（投票率の分析）

現状をどう感じましたか？
（男女別，年代別，期日前投票など）

12

議員

３．議会での論点（投票環境の整備）

・投票区について

・期日前投票について

・投票の時間帯について

・郵便等（在宅）による不在者投票について

提案をどう感じましたか？
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13

３．議会での論点（投票環境の整備）

・移動支援バスの運行について

提案をどう感じましたか？

「２１地区」で送迎バス運行（郷原地区はなし）
（※バス運行のできない３地区を除く）

投票日 朝１０時と昼３時の２回
（※マイクロバス２９人乗り） 無料

14

議員

市

３．議会での論点（選挙啓発）

・主権者教育について

・広報媒体（ＳＮＳ）の活用について

・選挙特典について

・選挙公報について

・魅力ある政治，議会，議員について

提案をどう感じましたか？

15

議員

★本日，皆さんからいただきました

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。

★今後，専門的な見識を持ち合わせ

ている参考人の意見や他都市での先

進事例も参考にまとめていくつもり

です。

４．議会（委員会）の意見
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1

平成27年度議会報告会（昭和地区）

「投票率の向上について」

2

投票率の向上について

１．選挙制度

（１）選挙平等の原則

（２）投票自由の原則

（３）選挙公正の原則

選挙の３原則

民主主義

自分達のことは自分達で決める

誰かえらい人が決めるの？ ×

選挙権

みんなで選んだ＝議員 ＝正統性

選挙に行かない＝棄権増加

みんなじゃないなら＝正統性？投票率低下

○

？

×

大きな問題

投票率の向上について

１．選挙制度（なぜ，選挙に行くの？）

3 4

投票率の向上について

１．選挙制度

投票区

投票時間

呉市では９７投票区
（ 昭和地区は１０投票区）

午前７時から午後８時まで

期日前投票
（選挙期日当日，仕事

等の事由により投票

に行けない場合）

①市役所本庁または支所にて

②選挙期日の公示又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郵便等（在宅）による

投票区の統合（平成２３年４月）
１２５区 → ９７区

統合された 「２１地区」で送迎バス運行
（※バス運行のできない３地区を除く）

投票日 朝１０時と昼３時の２回
（※マイクロバス２９人乗り）

市議会議員選挙

１２５名 利用 無料

投票率の向上について

１．選挙制度（移動支援バス）

5

66.06

61.50
60.18

56.56

50.04

平成１１年４月 平成１５年４月 平成１９年４月 平成２３年４月 平成２７年４月

45 

50 

55 

60 

65 

70 

投票率の向上について

２．呉市の現状（呉市議会議員選挙投票率）
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投票率の向上について

２．呉市の現状（平成27年4月呉市議会議員選挙地区別投票率）

地区名 当日 期日前 不在者

中央 33.41 21.30

吉浦 29.17 13.72

警固屋 35.61 9.46

阿賀 33.10 13.21

広 32.67 10.91

仁方 39.66 11.76

宮原 32.78 7.54

天応 37.49 18.98

昭和 28.90 13.17

郷原 28.00 14.89

下蒲刈 46.74 22.05

川尻 37.81 12.63

音戸 35.36 18.97

倉橋 41.73 17.91

蒲刈 50.81 16.34

安浦 43.61 12.18

豊浜 41.96 17.37

豊 48.75 10.76

計 34.13 15.01 0.89

合計 50.04

（％）
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投票率の向上について

２．呉市の現状（平成27年4月呉市議会議員選挙年齢別投票率）
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18歳・

19歳
2.2%

20歳代

10.7%

30歳代

12.1%

40歳代

15.3%

50歳代

13.1%

60歳代

18.4%

70歳代

以上

28.3%

投票率の向上について

２．呉市の現状（年齢別人口）

区分 人口 （割合）

18歳･19歳 4,309 2.2%

20歳代 21,331 10.7%

30歳代 24,039 12.1%

40歳代 30,374 15.3%

50歳代 25,969 13.1%

60歳代 36,616 18.4%

70歳代以上 56,287 28.3%

計 198,925

※年齢別人口統計（日本人）平成27年３月末現在

9 10

投票率の向上について

３．議会での論点

投票率の分析

投票環境の整備

啓発活動

11

（昭和地区） 男 女 計

当日有権者数 13,060人 14,685人 27,745人

投票者数 3,994人 4,025人 8,019人

当日投票率 30.58％ 27.41％ 28.90％

（前回） （37.68％ 36.80％ 37.21％）

期日前投票率 13.17％

（前回） （10.49％）

３．議会での論点（投票率の分析）

現状をどう感じましたか？
（男女別，年代別，期日前投票など）

12

議員

３．議会での論点（投票環境の整備）

・投票区について

・期日前投票について

・投票の時間帯について

・郵便等（在宅）による不在者投票について

提案をどう感じましたか？
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13

３．議会での論点（投票環境の整備）

・移動支援バスの運行について

提案をどう感じましたか？

「２１地区」で送迎バス運行（昭和地区はなし）
（※バス運行のできない３地区を除く）

投票日 朝１０時と昼３時の２回
（※マイクロバス２９人乗り） 無料

14

議員

市

３．議会での論点（選挙啓発）

・主権者教育について

・広報媒体（ＳＮＳ）の活用について

・選挙特典について

・選挙公報について

・魅力ある政治，議会，議員について

提案をどう感じましたか？

15

議員

★本日，皆さんからいただきました

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。

★今後，専門的な見識を持ち合わせ

ている参考人の意見や他都市での先

進事例も参考にまとめていくつもり

です。

４．議会（委員会）の意見
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1

平成27年度議会報告会（豊浜・豊地区）

「投票率の向上について」

2

投票率の向上について

１．選挙制度

（１）選挙平等の原則

（２）投票自由の原則

（３）選挙公正の原則

選挙の３原則

民主主義

自分達のことは自分達で決める

誰か偉い人が決めるの？ ×

選挙権

みんなで選んだ＝議員 ＝正統性

選挙に行かない＝棄権増加

みんなじゃないなら＝正統性？投票率低下

○

？

×

大きな問題

投票率の向上について

１．選挙制度（なぜ，選挙に行くの？）

3 4

投票率の向上について

１．選挙制度

投票区

投票時間

呉市では９７投票区
（ 豊浜・豊地区は６投票区）

午前７時から午後８時まで
（豊浜・豊地区は午後６時まで）

期日前投票
（選挙期日当日，仕事

等の事由により投票

に行けない場合）

①市役所本庁または支所にて

②選挙期日の公示又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郵便等（在宅）による

投票区の統合（平成２３年４月）
１２５区 → ９７区

統合された 「２１地区」で送迎バス運行
（※バス運行のできない３地区を除く）

投票日 朝１０時と昼３時の２回
（※マイクロバス２９人乗り）

市議会議員選挙

１２５名 利用 無料

投票率の向上について

１．選挙制度（移動支援バス）

5
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２．呉市の現状（呉市議会議員選挙投票率）
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２．呉市の現状（平成27年4月呉市議会議員選挙地区別投票率）

地区名 当日 期日前 不在者

中央 33.41 21.30

吉浦 29.17 13.72

警固屋 35.61 9.46

阿賀 33.10 13.21

広 32.67 10.91

仁方 39.66 11.76

宮原 32.78 7.54

天応 37.49 18.98

昭和 28.90 13.17

郷原 28.00 14.89

下蒲刈 46.74 22.05

川尻 37.81 12.63

音戸 35.36 18.97

倉橋 41.73 17.91

蒲刈 50.81 16.34

安浦 43.61 12.18

豊浜 41.96 17.37

豊 48.75 10.76

計 34.13 15.01 0.89

合計 50.04

（％）
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18歳・

19歳
2.2%

20歳代

10.7%

30歳代

12.1%

40歳代

15.3%

50歳代

13.1%

60歳代

18.4%

70歳代

以上

28.3%

投票率の向上について

２．呉市の現状（年齢別人口）

区分 人口 （割合）

18歳･19歳 4,309 2.2%

20歳代 21,331 10.7%

30歳代 24,039 12.1%

40歳代 30,374 15.3%

50歳代 25,969 13.1%

60歳代 36,616 18.4%

70歳代以上 56,287 28.3%

計 198,925

※年齢別人口統計（日本人）平成27年３月末現在

9 10

投票率の向上について

３．議会での論点

投票率の分析

投票環境の整備

啓発活動

11

（豊浜地区） 男 女 計

当日有権者数 673人 795人 1,468人

投票者数 275人 341人 616人

当日投票率 40.86％ 42.89％ 41.96％

（前回） （46.64％ 46.99％ 46.83％）

期日前投票率 17.37％

（前回） （21.62％）

３．議会での論点（投票率の分析）

現状をどう感じましたか？
（男女別，年代別，期日前投票など）

12

（豊地区） 男 女 計

当日有権者数 871人 1,053人 1,924人

投票者数 432人 506人 938人

当日投票率 49.60％ 48.05％ 48.75％

（前回） （51.40％ 50.75％ 51.04％）

期日前投票率 10.76％

（前回） （ 7.13％）

３．議会での論点（投票率の分析）

現状をどう感じましたか？
（男女別，年代別，期日前投票など）

53660
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13

議員

３．議会での論点（投票環境の整備）

・投票区について

・期日前投票について

・投票の時間帯について

・郵便等（在宅）による不在者投票について

提案をどう感じましたか？

14

３．議会での論点（投票環境の整備）

・移動支援バスの運行について

提案をどう感じましたか？

「２１地区」で送迎バス運行（豊浜・豊地区は３カ所）
（※バス運行のできない３地区を除く）

投票日 朝１０時と昼３時の２回
（※マイクロバス２９人乗り） 無料

15

議員

市

３．議会での論点（選挙啓発）

・主権者教育について

・広報媒体（ＳＮＳ）の活用について

・選挙特典について

・選挙公報について

・魅力ある政治，議会，議員について

提案をどう感じましたか？

16

議員

★本日，皆さんからいただきました

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。

★今後，専門的な見識を持ち合わせ

ている参考人の意見や他都市での先

進事例も参考にまとめていくつもり

です。

４．議会（委員会）の意見
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1

平成27年度議会報告会（倉橋地区）

「投票率の向上について」

2

投票率の向上について

１．選挙制度

（１）選挙平等の原則

（２）投票自由の原則

（３）選挙公正の原則

選挙の３原則

民主主義

自分達のことは自分達で決める

誰かえらい人が決めるの？ ×

選挙権

みんなで選んだ＝議員 ＝正統性

選挙に行かない＝棄権増加

みんなじゃないなら＝正統性？投票率低下

○

？

×

大きな問題

投票率の向上について

１．選挙制度（なぜ，選挙に行くの？）

3 4

投票率の向上について

１．選挙制度

投票区

投票時間

呉市では９７投票区
（ 倉橋地区は１２投票区（明徳を含む））

午前７時から午後８時まで
（倉橋地区は午後６時まで(明徳を除く)）

期日前投票
（選挙期日当日，仕事

等の事由により投票

に行けない場合）

①市役所本庁または支所にて

②選挙期日の公示又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郵便等（在宅）による

投票区の統合（平成２３年４月）
１２５区 → ９７区

統合された 「２１地区」で送迎バス運行
（※バス運行のできない３地区を除く）

投票日 朝１０時と昼３時の２回
（※マイクロバス２９人乗り）

市議会議員選挙

１２５名 利用 無料

投票率の向上について

１．選挙制度（移動支援バス）

5

66.06

61.50
60.18

56.56

50.04

平成１１年４月 平成１５年４月 平成１９年４月 平成２３年４月 平成２７年４月

45 

50 

55 

60 

65 

70 

投票率の向上について

２．呉市の現状（呉市議会議員選挙投票率）

6

53660
タイプライターテキスト

53660
タイプライターテキスト

53660
タイプライターテキスト
○総務委員会「投票率の向上」(倉橋地区）

53660
タイプライターテキスト

53660
タイプライターテキスト

53660
タイプライターテキスト
15



中
央

吉
浦

警
固
屋

阿
賀

広仁
方

宮
原

天
応

昭
和

郷
原

下
蒲
刈

川
尻

音
戸

倉
橋

蒲
刈

安
浦

豊
浜

豊

0

10

20

30

40

50

当日

期日前

投票率の向上について

２．呉市の現状（平成27年4月呉市議会議員選挙地区別投票率）

地区名 当日 期日前 不在者

中央 33.41 21.30

吉浦 29.17 13.72

警固屋 35.61 9.46

阿賀 33.10 13.21

広 32.67 10.91

仁方 39.66 11.76

宮原 32.78 7.54

天応 37.49 18.98

昭和 28.90 13.17

郷原 28.00 14.89

下蒲刈 46.74 22.05

川尻 37.81 12.63

音戸 35.36 18.97

倉橋 41.73 17.91

蒲刈 50.81 16.34

安浦 43.61 12.18

豊浜 41.96 17.37

豊 48.75 10.76

計 34.13 15.01 0.89

合計 50.04

（％）
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２．呉市の現状（平成27年4月呉市議会議員選挙年齢別投票率）
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18歳・

19歳
2.2%

20歳代

10.7%

30歳代

12.1%
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50歳代
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60歳代
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70歳代

以上

28.3%

投票率の向上について

２．呉市の現状（年齢別人口）

区分 人口 （割合）

18歳･19歳 4,309 2.2%

20歳代 21,331 10.7%

30歳代 24,039 12.1%

40歳代 30,374 15.3%

50歳代 25,969 13.1%

60歳代 36,616 18.4%

70歳代以上 56,287 28.3%

計 198,925

※年齢別人口統計（日本人）平成27年３月末現在

9 10

投票率の向上について

３．議会での論点

投票率の分析

投票環境の整備

啓発活動

11

（倉橋地区） 男 女 計

当日有権者数 2,605人 3,074人 5,679人

投票者数 1,062人 1,308人 2,370人

当日投票率 40.77％ 42.55％ 41.73％

（前回） （47.85％ 52.69％ 50.49％）

期日前投票率 17.91％

（前回） （12.36％）

３．議会での論点（投票率の分析）

現状をどう感じましたか？
（男女別，年代別，期日前投票など）

12

議員

３．議会での論点（投票環境の整備）

・投票区について

・期日前投票について

・投票の時間帯について

・郵便等（在宅）による不在者投票について

提案をどう感じましたか？
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13

３．議会での論点（投票環境の整備）

・移動支援バスの運行について

提案をどう感じましたか？

「２１地区」で送迎バス運行（倉橋地区は４カ所）
（※バス運行のできない３地区を除く）

投票日 朝１０時と昼３時の２回
（※マイクロバス２９人乗り） 無料

14

議員

市

３．議会での論点（選挙啓発）

・主権者教育について

・広報媒体（ＳＮＳ）の活用について

・選挙特典について

・選挙公報について

・魅力ある政治，議会，議員について

提案をどう感じましたか？

15

議員

★本日，皆さんからいただきました

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。

★今後，専門的な見識を持ち合わせ

ている参考人の意見や他都市での先

進事例も参考にまとめていくつもり

です。

４．議会（委員会）の意見
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子育て支援について

１．これまでの所管事務調査における議論

○平成21～22年度

・ 地域の子育て団体のネットワーク化及び人材の育成

・ 身近な施設における母親の「居場所づくり」への取り組み

・ 地域全体で子育て家庭を支えるネットワーク化・人材育成

子育てサークル等との協働による子育て支援の推進

子育て家庭の孤立化の防止

1

○平成25～26年度

施設・設備及び運営主体，指導員，地域交流等

・ 中央地区に民間放課後児童会が開設 （運営費補助）

・ 平成27年度から小学校４年生を受け入れ

（順次，６年生まで拡大）

呉市は，広島県の制度のほか，市独自の助成制度も

導入しており，当面，現状の助成制度を維持することに

とどめればよい。

学童保育のあり方

乳幼児等医療費の無料化

2

２．このたび所管事務調査のテーマとした理由

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当局へ提案していきたい

3

３．呉市が実施したアンケート調査結果と委員会での議論

○結婚・出産・子育てに関するアンケート調査

(１)調査の目的

市民の結婚や出産，子育てに関する実態や意向などを調査

することにより，人口ビジョン及び総合戦略の検討に活用

(２)調査の設計

調査対象 呉市に居住する満18歳から49歳までの

男女3,000人（地区ごとに無作為抽出）

調査方法 郵送配布・郵送回収

調査実施期間 平成27年６月19日～７月３日

(３)回収結果 有効回収数 920票（回収率 31％）
4

結婚の希望をかなえるための取り組み

１位 子育てに関する支援の充実 ⇒ 48％

２位 婚活イベントなど出会いの機会の提供 ⇒ 39％

３位 女性が働ける場の創出 ⇒ 34％

４位 就業機会の確保による非正規雇用の解消 ⇒   24％

（１）結婚について

結婚支援として若者への啓発や婚活イベントな

ど出会いの機会の創出及び子育て支援の充実

が必要

5

（結婚している人）

◇ 欲しい子どもの数 ⇒ 2.44人

◇ 現在の子どもの数 ⇒ 1.68人

（２）出産について

理想の子どもの数を持つために必要な条件

１位 教育費用の負担軽減 ⇒ 46％

２位 保育料の負担軽減 ⇒ 44％

３位 職場における理解や支援 ⇒ 40％

6
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（２）出産について

出産支援のために行政に期待する取り組み

１位 出産費用の負担軽減 ⇒ 72％

２位 出産時の保育サービスの充実 ⇒ 54％

３位 不妊治療への助成 ⇒ 48％

４位 保健師などの相談体制の充実 ⇒ 20％

妊娠・出産における負担軽減と，妊娠・出産時の

サポート体制の充実が必要

7

市

（３）子育てについて

子育てをする上での困りごと

１位 出産や育児にお金がかかりすぎる ⇒ 33％

２位 仕事と子育ての両立が難しい ⇒ 23％

３位 肉体的，精神的につらい ⇒ 13％
４位 子どもの育て方が分からない ⇒ 8％

8

（３）子育てについて

子育てのために行政に期待する取り組み

１位 保育料や教育費などの負担軽減 ⇒ 72％

２位 長時間保育や病児保育が可能な保育施設の拡充 ⇒ 53％

３位 医療費補助や扶養控除などの優遇措置 ⇒ 53％

４位 企業の子育て支援制度に対する支援 ⇒ 43％

５位 子育てに適した安価で良好な住宅の供給・支援 ⇒ 34％

子育てにおける負担軽減と，保育サービスの充

実，子育てしやすい職場環境など子育て支援の

充実が必要

9

実際に欲しいと思う子供の数と現在の子供の

数との乖離があるが，希望どおりに産むことが

できれば，少子化の進行も鈍化するのではな

いか

○ 委員からの主な意見

お金の問題ではなく，精神的な部分が大事

であり，子育てが楽しいと思えるような施策

が必要なのではないか

負担を軽減してほしいという回答が多いが，

切りがないのではないか

10

市

４．今後の委員会での議論

「妊娠・出産・子育てにおける負担軽

減」をテーマとし，子育ての支援には何が

必要なのか調査研究を進めていくこととし

ています。

その中で，妊娠・出産，結婚までの支援

が必要であれば，議論を広げていきたいと

考えています。

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。

11
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空き家の対策と有効活用

呉市議会
産業建設委員会

平成２７年度 議会報告会 説明資料

1

呉市の「空き家」問題

 市内に、約２万８千戸の「空き家」
 老朽化し危険な状態の空き家も増加

 所有者・管理者が不明、相続されていない、未登記、
土地と建物の所有者が異なる・・・など課題も多い

 解体には多額の費用を要し、所有者の負担が大きい
（呉市は、傾斜地や狭隘道路が多いため、解体費用が高くなる）

 解体除却し更地になると、固定資産税が上がる?!

呉市の人口は、
昭和１８年の４０万人をピークに減少傾向、
これに伴い、空き家が増加しています。

2

呉市・呉市議会の取り組み

 「危険建物除却促進事業」による解体費用助成

 「空家等の適切な管理に関する条例」を制定

 「空き家の実態調査」を実施

 「空き家バンク」による空き家の利活用促進

呉市・呉市議会は、
多角的な取り組みにより、

空き家問題に取り組んでいます。

3

危険建物除却促進事業（平成23年度～）

 危険建物の解体処分に、最大30万円の助成

 本来、建物の保全や解体処分は、所有者の責任

 解体助成金の支給条件

 市内にある「空き家」で、居住のための建物

 「不良度判定」「危険度判定」で、「危険建物」と

認定された建物

 申し込み件数と解体助成の実績

H23      H24    H25     H26    H27.9末 累計

 申込受付件数 86    131 91       185      102 595
 危険建物認定 80 117 79 170 40 486
 解体助成件数 64 95  91       126 37          413

（H27年度助成予定 120件）

4

危険建物除却促進事業～事例

解体撤去

5

「空家等の適切な管理に関する条例」
条例制定の経緯

 議会報告会での市民意見がきっかけ

 平成26年1月 1日 議員提案の条例として制定

 情報提供実態調査助言・指導勧告命令公表

 第三者委員会を設置、庁内横断組織と窓口一本化

 平成27年5月26日 国の空家対策特別措置法施行

 「特定空家等」を定義、「略式代執行」・「代執行」も規定

 平成27年7月27日 特措法を受け市条例を改正
 情報提供立入調査助言指導勧告命令代執行

 市独自に「緊急安全措置」を追加

6
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「特定空家等」とは？

 呉市条例との関係
 市条例の「管理不全な空き家等」≒特措法の「特定空家等」

 「特定空家等」の定義
 倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある

 著しく衛生上有害となるおそれがある

 適切な管理が行われず、著しく景観を損なっている

 周辺の生活環境保全のため放置することが不適切

 情報提供～実態調査により、「特定空家等」と
認定した後に、助言・指導・・・代執行を行う

7

特定空家等（事例）

8

国の空家特措法での大きな変更点

 「代執行」までの手順が明確に定められた

 所有者を特定するために「固定資産課税台帳」
を参照できることになった

 「特定空家等」とされ、必要な措置をとるように

勧告された場合、固定資産税の住宅用地特例
の対象から除外され、固定資産税が上がる

9

緊急安全措置、
代執行、略式代執行

 緊急安全措置（呉市独自の規定）

 緊急を要し公益に反する場合、必要最低限の措置できる

 所有者の同意が必要、費用は所有者の負担

 代執行
 命令によっても履行されない場合の措置

 代執行に要する費用は所有者の負担

 略式代執行（所有者不明の場合の措置）

 費用は一旦市が立て替える

 所有者が判明した場合、事後徴収する

10

空家条例に基づく情報提供と措置

 市民への周知活動
 呉市ホームページ、納税通知書にチラシ、講演会など

 市民からの空家情報提供件数
 432件 （外観調査は全件完了）

 適切な措置により改善された件数
 82件、今後の改善予定75件

 指導中等の件数
 指導中:171件、経過管理:20件、所有者調査中:84件

※数字は平成27年8月末現在

11

空き家実態調査

 概要
 空家候補の抽出現地調査データベース・電子地図化

 約15,000件が対象、実数・所在地・所有者などを把握する

 進捗
 9月～12月で現地調査中

 来年3月までに、データベース化・電子地図化を完了予定

 調査結果をどう活用するか?
 意向調査し、（利用可能な空家は）「空き家バンク」等への登録を促進

 「危険建物除却促進事業（補助金）」の紹介

 助言・指導・勧告、固定資産税住宅用地特例の廃止

 「空き家等対策計画」の策定、都市計画に生かす など

12
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空き家バンク

 概要
 空き家の売却・賃貸をホームページを通じて紹介する

 交渉・契約は、当事者間で行う

 必要に応じて、不動産業者も紹介する

 対象エリア
 これまでは島嶼部（音戸・倉橋・下蒲刈・蒲刈・豊浜・豊）

 平成27年度からは、市内全域に拡大

 利用状況
 登録件数：延べ132件（平成27年7月末時点で43件）

 成約件数：57件（売家22件、貸家19件、アパート12件他）

13

空き家バンク～ホームページの例

14

空き家の管理と活用

 危険な空家になる前に、空き家バンクに登録

 空き家専門の管理業者さんにも相談しましょう

 （危険な空家でなければ）
解体や売却の前に、貸すことを考えましょう
 呉の恵まれた住環境は、都会の方からみるとお宝です

 リフォームしてから貸すと、さらに好印象！

15

議会での論点（主要な質疑－１）

市

議員

空き家の所有者の特定は、
どのように進めるのか？

建物の登記簿謄本を取り、市民課で
戸籍等を調べ相続関係者を探す。

未登記の建物については、土地の所
有者を糸口にして調査する。

今回の法改正で、固定資産税台帳も
参照できるようになった。

なお、現在進めている「空き家実態調
査」では、所有者まで調べている。

16

議会での論点（主要な質疑－２）

市

議員

自主的に危険な空き家を解体して
更地にする場合も、
固定資産税が上がるのか？

更地になると、固定資産税の住宅特例が
廃止されるので、固定資産税が上がる。

このことが、危険建物の除却が進まない
理由のひとつと認識している。

なお、今回の法改正で、「特定空家等」と

され是正措置の勧告を受けた場合、更地

にしなくても住宅特例が廃止されることに
なる。

17

議会での論点（主要な質疑－３）

市

議員

空き家の解体には、相当の
費用がかかるが、費用負担
が難しい人も多いのでは？

私有財産であるから、持ち主の責任
で対処するのが基本。

「危険建物」と認定されれば、呉市か

ら上限３０万円の解体費助成がある
ので利用してほしい。

なお、寄附受納や安易な代執行は、
不公平感につながると考えている。

18
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議会での論点（主要な質疑－４）

市

議員

空き家対策は、危険建物の
除却のみならず、利活用や
まちづくりの観点でも進める
べきではないか？

空き家の管理・指導は建築指導課で

担当するが、利活用は住宅政策課、

跡地含めた地域全体のまちづくりは
都市部各課が連携して対応していく。

この基本になるのが、現在進めてい

る空き家実態調査である。この成果
を市の様々な施策に活用していく。

19

市民のみなさまに、お願いです

 土地・建物の管理責任は所有者にあります

 土地・建物を相続された場合は、確実に登記してください

 空家になった場合、貸家・売却による再利用をご検討

ください  呉市空き家バンクへ登録

 空家でお困りの場合、まず呉市にご相談ください

 空家が危険な状態になったら、所有者の責任として、

解体処分をご検討ください 市の助成制度があります

（参考: 空き家対策費用の融資を行っている金融機関もあります）

危険な空き家を見かけたら、市役所へご一報ください

20

ご清聴ありがとうございました。

ご意見・ご要望を、
呉市・呉市議会にお寄せください。
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