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 今年度は開催時期を１０月とし，時間帯は平日昼間及び夜間開催を試みま

した。 

 開催内容については，「委員会で審議した重要案件」及び「常任委員会の

所管テーマ」について報告し，意見交換では報告したテーマや自由テーマ（市

政全般）で，市民の意見を聞くこととしました。 

 このように毎年度，各地区においてたくさんの方に参加していただくよう，

最適な内容や開催時間帯を模索しています。  

(ⅰ)開催日時等  

地   区  開催日時  会   場  担当  
参加  

人数  

28年  

実績  

27年  

実績  

26年  

実績  

音 戸 地 区 10月 16日（月）午後２時  音戸まちづくりセンター  民生  ９  －  １７  ６２  

吉 浦 地 区 10月 16日（月）午後６時半  吉浦まちづくりセンター  文企  １２  －  １９  ４７  

安 浦 地 区 10月 17日（火）午後２時  安浦まちづくりセンター  産建  ８  －  １１  ２１  

仁 方 地 区 10月 17日（火）午後６時半  仁方まちづくりセンター  産建  ４４  －  ３９  ６７  

中 央 地 区 10月 18日（水）午後２時  呉市役所  総務  １３  ２７  ２０  ２８  

広 地 区 10月 19日（木）午後２時  広まちづくりセンター  民生  １２  ５３  １８  ２９  

豊 浜 地 区 10月 20日（金）午後２時  豊浜まちづくりセンター  文企  ８  １８  ２１  ３２  

郷 原 地 区 10月 23日（月）午後２時  郷原まちづくりセンター  文企  ３８  －  ３７  ３６  

宮 原 地 区 10月 24日（火）午後２時  宮原まちづくりセンター  総務  ８  －  １７  ２８  

下 蒲 刈 地 区 10月 25日（水）午後２時  下蒲刈農村環境改善センター 産建  ９  ２２  ２２  ２８  

呉本通商店街振興組合及び  

呉中通商店街振興組合 10月 18日（水）午後７時  呉市議会議事堂  総務  １０  －  －  －  

大 和 ミ ュ ー ジ ア ム

ボランティアガイド 10月 24日（火）午前 10時  呉市議会議事堂  産建  ８  －  －  －  

オ ー プ ン カ レ ッ ジ

ネ ッ ト ワ ー ク 10月 24日（火）午後６時半  広まちづくりセンター  総務  １０  －  ―  －  

呉市民生委員児童委員協議会 11月１日（水）午前 10時半  呉市役所  民生  ２７  －  －  －  

呉市小学校長会及び呉市立中学校長会 

11月１日（水）午  

 

前 11時半  

呉市役所  文企  ９  ー  －  －  

呉市老人クラブ連合会 12月８日（金）午後２時  呉市役所  民生  ８７  －  －  －  

                 １０地区   参加人数   １６１人   

２８年実績  ２５５人  

２７年実績  ３６９人  

２６年実績  ５７３人  

                 ※ H26，H27は市内 16会場の参加人数。 

 関係団体      参加人数   １５１人   

 

                       合   計   ３１２人  

  

Ⅰ 開催状況 
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(ⅱ)出席議員 

 

    議 長  加 藤 忠 二  

    副 議 長  渡 辺 一 照  

 

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  

◎井手畑  隆  政  ◎藤  原    広  ◎梶  山  治  孝  ◎小  田  晃士朗  

○谷    惠  介  ○田  中  みわ子  ○福  永  髙  美  ○中  原  明  夫  

 檜  垣  美  良  山  上  文  恵  上  村  臣  男  阪  井  昌  行  

久  保    東  林    敏  夫  奥  田  和  夫  沖  田  範  彦  

神  田  隆  彦  池庄司  孝  臣  林  田  浩  秋  平  岡  正  人  

中  田  光  政  岡  﨑  源太朗  山  本  良  二  片  岡  慶  行  

森  本  茂  樹  石  﨑  元  成  谷  本  誠  一  北  川  一  清  

  岩  原    昇  土  井  正  純  

 ◎…委員長，○…副委員長  

 

 (ⅲ)次第 

 

 １ 開会あいさつ  

 

 ２ 議会報告  

   ○委員会で審議した重要案件  

○常任委員会の所管テーマ 

     総務委員会    「市中心部の回遊性向上について， 

呉市地域防災計画について」 

     民生委員会    「健康寿命の延伸について，  

食品ロスについて」 

     文教企業委員会  「学校教育について（教員の勤務実態など）」 

     産業建設委員会  「観光振興について  

（グリーンピアせとうちなど）」 

     ※担当した常任委員会のテーマを報告  

 

 ３ 意見交換  

   ○常任委員会の所管テーマについて  

   ○自由テーマについて（市政全般）  

 

 ４ 閉会あいさつ  
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(ⅳ)議会報告会の様子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

【開会あいさつ】  

 市民の皆様の目線に立った「開かれた議会」を目指して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】  

 委員会で審議した重要案件と常任委員会の所管テーマについて，プレゼンテー

ションソフトを使用して報告しました。  

（仁方地区：産業建設委員会）  

（広地区：民生委員会） （宮原地区：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。  

（豊浜地区：文教企業委員会）  

【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。  

（音戸地区：民生委員会）  

（郷原地区：文教企業委員会）  （安浦地区：産業建設委員会）  

（中央地区：総務委員会）  
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 １０地区の意見交換の摘録を掲載していますが，関係団体への議会報告会

の摘録は，団体との取り決めにより公表しないこととしているので予めご了

承ください。 

平成29年度呉市議会報告会報告書 

（ 音 戸 ）地区 
 

開 催 日 時 平成 29年10月16日（月） 14時 00分～ 15時42分  

開 催 場 所 音戸まちづくりセンター  

参 加 者 ９人 

出 席 議 員 藤 原  広 田中  みわ子  山上 文恵  林   敏夫  

池庄司  孝臣 岡﨑  源太朗  石﨑 元成   

報 告 内 容 １．健康寿命の延伸  

２．食品ロスについて  

意 見 交 換 市民  食べきり協力店が 40店舗ほどあるということだが，ど

んな店なのか。  

議員  ラーメン店や居酒屋などである。  

市民  大きなホテルなどではないのか。  

議員  協力店は，呉市が配付したステッカーのある店であ

る。  

 各店の紹介は，ホームページに掲載している。  

 食べに行った際，ステッカーがない店には，協力するよう

呼びかけてもらえるとありがたい。  

議員  具体的にどのような店があるのかということである。 

議員  申しわけないが，個人店は把握してない。  

議員  環境部が来ているので，詳細を説明していただきた

い。  

市職員  現在，音戸の店では登録がないので，店に案内して

いただけるよう願う。  

 登録があるのは，お好み焼き，焼き鳥，ほかにはホテル内

の飲食店が多い。  

 呉市としてもお願いをしているが，店自体が認識していな

いこともあり，苦戦している部分もある。  

しかし，店は限定していないので，皆さんから音戸に協力

する店があると紹介してもらえれば，呉市から店にアタック

Ⅱ 各地区の状況 
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するので，ぜひよろしく願う。  

 

議員  30・10運動は，皆さんどう思うか。  

市民  会合の種類や場の雰囲気にもよるため，うまくいかな

いのではないか。  

 例えば，以前，会合が始まる前に会長から，ビールは絶対

に残さないようにと言われたときは残さず飲んだ。  

 そのような一言があれば，かなり違うのではないか。  

 初めの 30分というのは難しいので，このように冒頭で伝え

るというのはどうか。  

議員  それも一つの手段としてはよいと思う。  

議員  松本市では，市長が 30・10運動を提唱し，参加した宴

会では，必ず最初の 30分は食べて最後の 10分は楽しく食べる

ということを，市長みずから実践している。  

 最初に，リーダーが残さないように提唱すると違うかもし

れない。  

 これは，別の報告会でも参考に言わせていただきたいと思

う。  

 

市民  食べ残し協力店では，３分の２の量にしたいとお願い

をすると値段も３分の２になるのか。  

議員  ならないと思うが，店では，食品が残った場合には捨

てる費用がかかるため，最初から小盛りにしたほうが店も助

かり全体的な値下げにつながるかもしれない。  

議員  小盛りにすれば 10円でも 20円でも価格を下げるよう

な相談を，行政にお願いできればよいと思っている。  

 

市民  協力店のステッカーは大きいのか。  

議員  小さいので，やはり，のぼりのようなものがよいと考

えている。  

議員  のぼりのようなものを，今後提案していく。  

市民  どのように食品ロスをＰＲするのか。  

 行政は，インターネットやホームページにあると言うが年

寄りには使えない。  

 やはり，のぼりなどがよいのではないか。  

議員  皆さんが一目でわかるような雰囲気づくりも大切だ

と思う。  
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 委員会としても，協力している店ということがすぐにわか

るよう行政に要望していきたいと思う。  

 

市民  健康遊具は，使用方法を間違っているのではないかと

思い使用できない。  

議員  委員会内でも意見があり，インストラクターを育成

し，老人会等で説明しながら使用するのがよい方法だと思

う。  

市民  年をとるとなかなか遊具は使わず，また，サロンなど

での運動が中心となり遊具を使うのは難しい。  

議員  使って怪我をすると大変であるから，健康遊具を自分

の体と相談しながら使える範囲で，少しでも体を動かして健

康になっていただきたい。  

 

市民  健康遊具を家の近くの公園に設置してもらえないの

か。  

議員  自治会連合会の会議等で，どのような遊具が欲しいか

申し出ていただきたい。  

 現在，ある程度は申し出により設置しているので，行政へ

申し出るよう願う。  

議員  音戸市民センターでもよい。  

 

市民  集会所やサロンで使えるような健康遊具が備えてあ

ればよいと思う。  

 今は，新聞やカレンダーを丸めて使う棒体操を行っている

が，それしか道具がない。  

議員  健康増進課等と，どのような道具がよいかという話し

合いにより設置されるとよいと思う。  

議員  私自身は健康遊具を使っていないが，地域の方には喜

んでいただいていると聞いている。  

地域に応じた健康遊具があれば，音戸市民センターや健康

増進課等へ相談し，導入していただきたい。  

事業は終了しているが，要望があれば相談できると行政側

から聞いているのでよろしく願う。  

 

市民  現在，自治会館の管理をしているが，葬儀が行われな

くなったため大赤字であり，修理が重なると大変である。  
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 これは各地区の課題だが，どうにかならないか。  

市民  葬儀自体の形態が家族葬になり，集会所で行うことが

ほとんどない。  

市民  管理費は各地区で持ってもよいが，修理費は，市のほ

うで持ってもらいたい。  

 年間管理費は 80万円だが，使用料は 20万円ほどである。  

議員  自治会館の話であれば，地域協働課の管轄になるので

はないか。  

議員  管理を市に返し，自由に使えるようにしてはどうか。 

市民  そのほうがよいが，その後も自由に使えるという条件

がもらえなければ返せない。  

議員  交渉をしたほうがよい。  

 年間 50万円くらいの赤字では，どうにもならなくなる。  

市民  使用料を分けることや，自治会費を上げなければ経営

が成り立たない。  

 そのような手続に詳しくないため，議員の方々に提案して

いただきたい。  

議員  地域の委員を含め，しっかりと意見を聞きながら，行

政につないでいけるよう頑張っていく。  

 

市民  空き家が多く，タヌキなどが出ている。  

議員  どこの地域でも鳥獣対策を行っている。  

また，空き家については，行政や議員も相談を受けるが，

まだ使えるようであれば空き家バンクへ登録し，また使って

いただければよい。  

 危険な建物を壊すための補助金もあるが，入居できるよう

に地域で有効に使っていただきたい。  

市民  空き家は，観光地であれば若者が有効活用などしてい

るが，音戸は地区によっては山の上である。  

市民  私の地区では，民家が  105件，空き家が51件，倒壊し

そうな家が２件，ほかの家の邪魔になっている家が２件あっ

た。  

議員  行政が調べた空き家は  4,800件とあるが，これは水道

がとまった家であって正確なものを呉市も把握していない。 

 私は，倍の１万件ぐらいはあるのではないかと思う。  

 一度，予算をつけて正確に空き家を調べるように，議会で

も提案してはどうかと思う。  
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市民  更地にした場合は，固定資産税が異なるのではない

か。  

 だから，持ち主が東京などにいて，そのままにしている。 

 また，農地にすると固定資産税は下がるようだが，農地の

評価もなかなか厳しく，農業委員が許可しなければできない

という問題もある。  

 土地代を今と同じにするというのがよいのではないか。  

 また，市道の横などを通っているとき，家が崩れたら誰が

責任を持つのか。  

市民  車が通る場所の解体は  100万円以上，車が通らない場

所では  300万円かかる。  

 これで固定資産税が上がるならば，逃げる後継者ばかりに

なる。  

市民  これはおかしい。  

 壊れるから壊せと言いながら，壊すと税金が上がるという

のは矛盾している。  

議員  昔は建てると安くなると言いながら，今は崩せという

のが正しいかは，国の税金の問題である。  

議員  国は，わかっていても何もしてくれない。  

議員  考え方を方向転換しなければならないのかもしれな

い。  

 いろいろな方法を考えなければ，空き家対策にはならな

い。  

市民  道が広ければ，入居したいという人がいるかもしれな

いが，駐車場がなければ，なおさら山の上は空き家のままに

なる。  

 

市民  今は子供が少ないので，市から子供をふやすための援

助があれば若い世代が集まるのではないか。  

議員  呉市では，医療費の無料化など子育てしやすい体制へ

切りかえている状況である。  

 

市民  第２音戸大橋のアクセス道路はどうなっているのか。 

 一向に進んでいない状況で，音戸大橋が通行どめになった

場合には，とても不便である。  

議員  呉市議会では，毎年，広島県へ陳情に行っている。  

 しかし，ネックになっている点は，第２音戸大橋から倉橋
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へ行く道路のルートが決まらないことであり，話が進んでい

ない。  

 呉市では，合併した際に市道が手前まで来ており，何とか

開発が進まないかやっているが，おりた先の土地は確保して

いるのに山の中腹を走る道路のルートが決まってない。  

 県へ行ってもルートが決まらなければできないと言われ

る。  

市民  どうしてルートが決まらないのか。  

議員  人口が減少している中，山の中腹に道路をつくるとい

うのは不可能に近いのかもしれない。  

 実現するか没にならなければ，話が進まない状況である。 

市民  音戸大橋が通行どめになった際は，どうしろと言うの

か。  

議員  音戸町では，人口の３分の２が波多見におり，新しい

道路ができなければ音戸町のためにはならないと言っては

いるが，現実問題として，ルートが解決しなければだめであ

る。  

市民  音戸大橋はいつまで使う予定か。  

議員  県も発表していないのでずっと使うことになるだろ

う。  

市民  いつか使えなくなるのではないか。  

議員  耐震化工事を行っている。  

音戸大橋は，どうやっても使えるように残すようである。 

 

市民  スズメバチだが，空き家や木の上に巣があり，行政に

言っても地主が除去するように言われる。  

 駆除業者は紹介してくれるのだが，空き家のように家主が

どこにいるかわからない場所はどうすればよいのか。  

議員  持ち主の責任になるので，時間がかかっても呉市を通

じて固定資産台帳などで持ち主を調べ，その人に処理しても

らうしか今のところ方法はない。  

市民  土地は，皆さん固定資産税を払っているのか。  

議員  民有地であれば払っている。  

市民  巣はすぐにできてしまうので，時間をかけることはで

きない。  

議員  今の仕組みは決まっているので，そこは地域で空き家

対策も含め駆除するようになる。  
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市民  行政に頼めないのか。  

議員  全てそうであれば行政が行うかもしれないが，市の税

金を使う以上，該当しないところからすれば，なぜ他人の財

産に使うのかということになり難しい。  

議員  極論になるが，冬などに駆除を行うというのはどう

か。  

議員  私の地元でも寺の軒下などに巣をつくったので，それ

は自治会でお金を出し駆除したが，個人の財産のところは難

しい。  

市民  刺されないようにしろということか。  

 生命と財産を守るのが行政の責任ではないのか。  

議員  個人の財産を守るという話にはならない。  

 今は，議員が話をしても仕組みが決まっている。  

市民  そこを審議するのが市議会ではないのか。  

議員  個人の財産は，例えば，議員の家が崩れそうだから税

金を使い補強や解体するとなると，ほかの人が同じ状況にな

った場合に税金で全てやらなければならなくなる。  

 空き家対策も同じであり，通学路や市道であれば，市が対

応するが，個人であれば市が手を出せない仕組みになってい

る。  

 また，空き家対策では，道路がなければ誰も住まない。  

 不動産業者なども道路整備が条件となる。  

議員  今の空き家の８割は車が入れない場所である。  

 それが原因である。  

 

市民  朝の生活バスだが，子供を早瀬の学校まで送ると回送

で帰るので無駄ではないか。  

 乗りたいものがいるので，通常の運行をしてはどうか。  

議員  通常運行をしていたのではないか。  

市民  以前はしていたが，今は回送になっている。  

 できれば客を乗せてもらいたい。  

議員  理解した。  

 

 

 

 

 



 - 12 - 

平成29年度呉市議会報告会報告書 

（ 吉浦 ）地区 

開 催 日 時 平成 29年10月16日（月） 18時 30分～ 20時  

開 催 場 所 吉浦まちづくりセンター  

参 加 者 12人 

出 席 議 員 梶山  治孝 福永  髙美  上村 臣男  奥田  和夫  

林田  浩秋 山本  良二  谷本 誠一  岩原   昇  

報 告 内 容 １．学校教育について（教員の勤務実態など）  

意 見 交 換 市民  私は数年前まで教育現場にいたので，教員の業務改善

に目を向けていただいていることは，ありがたいことだ。  

私自身，教員が子供と向き合う時間が少なくなったと感じ

たのは平成 13年度からで，このころから，運動場で子供たち

と遊ぶ教員は少なくなってきたと思う。  

その一つは，パソコンの導入だと思う。パソコンを使うよ

うになると，教育委員会への提出物が非常に多くなった。そ

れにより，教員は休憩時間もずっとパソコンに向かうように

なった。  

子供と一緒に何かをする中で，子供の心に向かい合い，子

供の悩みなどを感じ，解決することが多かったが，それがな

くなった。  

教育委員会への提出物を少なくすることがよいと思う。  

また，一時，かわりの教員がいない時期があった。よい教

員をたくさん確保していただきたいが，忙しさに耐えられな

いということを聞くと，なかなか集まらないのかもしれな

い。  

子供を育てるのは，素晴らしい道具でも素晴らしい授業で

もない。先生と子供がともに汗をかくような時間が必要だと

思う。 

議員  私も教員をしていたので，よくわかる。  

平成 13年は連立政権となり，このとき教育改革が行われ

た。当時は，教員もたくさんいたが，これから子供が少なく

なるということで，そのときから教員の採用が徐々に減っ

た。そのため，臨時の教員を雇ってきた。教員をふやすこと

はなかなか難しい。 

そのようなことから，先ほど説明したように，呉市では教

育委員会から学校への調査や照会などの発出文書を極力減

らそうと取り組んでいる。また，週案などの文書作成を減ら
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していくことで，子供と向き合う時間を確保しようとしてい

る。  

市民  教育委員会からの発出文書は，大体が県教委から来た

もので，非常に難しい内容であり，一言一句考えて作成して

いた。それはそれで大事なことだが，そのことにより，教員

は少しの時間でもパソコンに向かうことになった。  

議員  今の意見については，参考にさせていただき，教育委

員会に伝えておく。  

議員  この件について，県の状況はわからないが，市教委も

簡素化するよう取り組んでいるので，成果は出てくると思

う。  

市民  残業とは，どこからどこまでのことをいうのか。サラ

リーマンは帰宅が夜遅くにもなるが，教員はそこまで遅いの

だろうか。  

議員  今の小中学校の勤務時間は，原則８時から 18時30分ま

でとなっており，それ以降が残業になる。  

その残業時間に対して，一般的なサラリーマンや公務員で

は時間外勤務手当が出るが，教員の場合は残業時間の把握が

なかなか難しいので，教育公務員特例法で時間外勤務手当が

出なくなっている。そのかわりに，例えば市の職員の月給が

平均 36万円だが，教員の場合は 38万円で１号級高い給料とな

っており，それに加え，４％の調整手当が加算され，40万円

となっている。  

しかし，教員は次の日の教材などを準備しなければならな

いことから，早く帰宅しても，業務を家に持ち帰っている状

況がある。これを持ち帰り業務というが，例えば，若い女性

教員は，夕食の準備や子育てが終わってから次の日の準備を

行っている。  

その持ち帰り業務についても，教育委員会は調査してお

り，呉市の小中学校の教員における１カ月当たりの残業時間

は85時間程度になる。これは，過労死ラインを超えている。 

そのため，これからどのような改善ができるかということ

がテーマになっている。  

市民  勤務時間がはっきり決められているなら，それを超え

た部分は残業になるのだろう。教員の給料も税金だから，は

っきりしてもらいたい。  

議員  時間外勤務手当が出ないことについては理由がある。 
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例えば，保護者からの相談の電話や場合によっては家庭訪

問などもある。一般的なサラリーマンのように，勤務時間を

はっきりさせることができないので，法律でそのような方法

になっている。  

これを一般的な公務員と同じようにすることは，なかなか

難しく，国が考えることであり，私らでは手が届かない状況

である。  

市民  タイムカードはないのか。  

議員  現在，呉市では導入していないが，そのかわりに出退

勤をパソコンで入力して，計算するようにしている。  

 視察した草津市と藤枝市はタイムカードを導入していた

が，茨木市では導入していなかった。なぜ導入していないか

というと，タイムカードでは持ち帰り業務の時間を把握でき

ないからである。それよりも持ち帰り業務も含めた時間をパ

ソコンで入力するという考えからであった。  

呉市においては，今後の検討課題としている。  

議員  サラリーマンは会社での勤務時間をしっかり管理し

ているが，教員は持ち帰り業務や帰宅するまでの電話対応，

家庭訪問など，区別がつきにくい状況があるようだ。その当

たりをどのように時間外勤務として判断するかという課題

も残っている。  

この点についても，我々はまだ調査に入ったばかりなの

で，しっかり調査し，教育委員会に提言したいと思っている。 

市民  呉市は，指導員の派遣に取り組んでいると報告された

が，指導員の夏休みの勤務状況やパソコンの整備状況などは

どのようになっているのか。  

また，中学校で学校給食が始まったが，非正規職員は給食

が申し込めないのか。各学校によって違うのだろうか  

議員  指導員のことについてだが，指導員は嘱託職員であ

る。そのため，人件費も安く，１週間の勤務時間は 29時間と

決められている。したがって，夏休みは生徒が来ないので夏

休みは出勤せず，１年間でうまく配分している。  

市民  指導員には，特別学級の指導員もいると思う。  

議員  特別支援学級の担任は正規の教員だが，それをサポー

トする人がいる。これも嘱託職員である。  

議員  支援員は業務ではないのでパソコンは使えない。パソ

コンを使えるのは教員や臨時の教員である。  
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市民  現実はそうなっていない。  

議員  それについて，こちらは把握していないので，参考に

させていただく。  

議員  臨時教諭は勤務時間も短いし，期間も短いのでパソコ

ンはなかなか整備されにくい。  

議員  給食のことについては，はっきりはわからないが，生

徒，教員とも１カ月単位で申し込めると思う。  

弁当一つ当たり  300円で配達されるので，教員も申し込ん

でもらうほうが，請け負っている業者も助かる。たくさん申

し込んでもらいたいところだが，喫食率は生徒が 43％で，教

員はもっと少なく 39％ぐらいだったと思う。教員が生徒の模

範になっていない。  

市民  この前，残食が問題となっているというのをテレビで

見たが，呉市ではどうなのか。また，中学校は教員が給食指

導を行わないはずだが，教員はどこで昼食をとっているの

か。  

議員  小学校は給食指導をしなければならないが，中学校は

弁当とデリバリー給食の選択制となっており，生徒全員が同

じ食事ではないので，小学校と同じようにするのは難しい。 

また，他市ではデリバリー給食で異物混入の問題が出た。

そのことについて，この前の決算特別委員会で議会から質問

が出たが，そのときの答弁では，呉市ではそのような大きな

問題は今のところ起きていないとのことだ。 

 

市民  この前，自治会連合会での会合でも意見が出たが，は

っきり言うと，この議会報告会は非常に評判が悪い。自分た

ちのことを報告するだけで，地元から意見を出しても余り聞

いてもらえないという意見も出た。  

言いたいことはたくさんあるが，一方通行だけで何の返事

もない。大きな質問が出たときには，地元に返してほしい。 

議員  ３年前に民生委員長として，子育て支援というテーマ

でここに報告に来た。  

そのとき，子育て中のお母さんから「子供を産んでも医療

費が高い。小学校中学校の医療費がどうにかならないか」と

いう意見をいただいたが，そのことについて，委員会で協議

し，議会から市へ医療費の無料化を市へ提言したことによ

り，市は小学校の入院・通院無料，中学校の入院無料を今年



 - 16 - 

の10月１日から実施した。  

そのように，議会は何もしないわけでない。言われたこと

は反省点として受けるが，議会報告会で出た意見に対して，

いろいろ試行錯誤しながら取り組んでいるということだけ

は理解いただきたい。  

 

市民  私が今一番不安に思っていることは，お宮の下の河川

のことだ。これは県の河川だが，半分以上が張り出しで，そ

こを自動車も通行する。しかし，現状は海水で鉄筋が腐食し

ており，下に落ちている状況だ。そこを大型のダンプが荷物

を積んで通るので，非常に危険な状態である。事故が起きて

からでは遅い。  

県に話をしたことがあるが，そのようなことを議員にうま

くやっていただきたい。  

県議にも言ったことがあるが，難しいという回答だった。 

また，きょう出た意見を議会だよりなどにも載せてもらえ

ば，話題に上げてもらっているということもわかる。言った

ことに対して何も返って来ないのならおもしろくない。  

議員  私でよければ見に行く。  

市の職員と一緒に見て，できることは行うが，できないこ

とはできないし，予算がなければできない。  

議会に言っても何も返って来ないということはないので，

一緒になって取り組みたいと思う。  

市民  今のところ事故が起きていないのでよいが，これから

お宮の上に貯水槽をつくるのにダンプなどがどんどん通行

するようになると，影響があるのではないかと思って意見し

た。  

今度，改めて，相談したいと思うのでよろしく願う。  

議員  いつでも相談いただきたい。  

 

市民  私は吉浦小学校の下に住んでいるので，職員室と校長

室に電気がついていることがよくわかるが，教員の残業は非

常に多い。  

都会のほうでは，残業により亡くなった女性がいたと思う

が，そのようなことは呉市でも起こる可能性はある。  

私の息子も高校の教員をしているが，祭日でも行事がある

ので出勤している現状もあるし，残業代も出ない。  
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議員  まずは教員の勤務実態を調べて，改善できることを教

育委員会に提言していきたい。  

 

市民  私の地区は急傾斜地崩壊危険区域に該当しており，

今，県で工事をしてもらっているが，工事ができないところ

がある。これは，墓があるためで，墓の移動は非常に難しい

ようだ。  

初めに地権者から工事の要望書をもらうことになるが，土

地を売っても登記簿を変えていない人が多く，測量するとき

に墓の所有者からは知らないと言われ，墓を移動しない。そ

のため，市の工事はわからないが，県の工事では移動費が幾

らか出るようである。そのような状況で，工事が決まってい

ても，墓が移動されないので工事ができない。  

また，要望書が取れないこともある。登記簿の所有者が３

代も４代も前の人になり，相続人が多くてどうにもならな

い。法律的にどうにもならないと言われるが，事故が起きた

らどうなるのか。  

一つは工事が決まっていても工事できない。もう一つは，

要望しようとしても要望書が取れない。この二つが問題とな

っている。  

議員  私は昔，市の土木課におり，急傾斜の工事も何件か担

当したことがあるが，実際，頭を悩ますところだった。  

測量して用地交渉に行っても印鑑がもらえなく，代が変わ

れば白紙に戻る。また，境界が決まらないと工事もできない

ということも多く経験した。  

登記簿は国の制度だが，非常に悩ましい問題だと理解して

いる。  

議員  所有権の問題はなかなか難しい。  

空き家の問題も同じで，市も困っている。  

市民  市のものにしてもらえばよい。  

議員  管理するのに金がかかるので，市も寄附を受けない。 

草が生えれば刈らなければならないし，木が生えれば切ら

なければならない。  
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平成29年度呉市議会報告会報告書 

（ 安 浦 ）地区 
 

開 催 日 時 平成 29年10月17日（火） 14時 00分～ 15時28分  

開 催 場 所 安浦まちづくりセンター  

参 加 者 ８人 

出 席 議 員 小田晃士朗  中原  明夫  阪井 昌行  沖田  範彦  

平岡  正人 片岡  慶行  北川 一清  土井  正純  

報 告 内 容 １．観光振興について（グリーンピアせとうちなど）  

意 見 交 換 市民  グリーンピアせとうちにはテニスコートがあるので，

大学の合宿を誘致してはどうかと思う。母校の大学のテニス

部はスポーツ会館を利用していたが，学生をターゲットにし

て，手ごろな料金で春休みや夏休みの合宿を誘致すれば，長

期で滞在してもらうことができるので考えていただきたい。

大会なども誘致すれば，いろいろな方に来てもらえるのでは

ないか。  

議員  先日，市長選挙の立候補予定者による公開討論会があ

ったが，４人とも観光振興に力を注ぐべきという意見であっ

た。呉市が観光に力を入れ始めたのは，大和ミュージアムの

開館後であるので，ここ10年くらいの話である。大和ミュー

ジアムの入館者が年間  100万人を超え，呉市の名前も全国に

認知されてきたが，合宿などを誘致することは有効であるの

で，できることからやっていけばよいと思う。先日，グリー

ンピア三木を購入し，リニューアルされたネスタリゾート神

戸を訪問したが，とてもすばらしい施設であった。グリーン

ピアせとうちは１年以内に今後の方向性が決まると思うが，

そのときによい事業者が手を挙げてもらえればありがたい。

市東部の観光拠点であるので，地元ができること，市ができ

ること，議会ができることを考えていきたい。  

 

市民  グリーンピアせとうちは９月１日にリニューアルオ

ープンしたが，利用状況はどうか。  

議員  詳しい数字は報告を受けていないが，多くの方が利用

されていると聞いている。  

議員  オープンから１カ月で  4,234人の利用があり，昨年の

同時期と比べ  127人ふえたという新聞報道があった。  
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市民  グリーンピアせとうちは，オープニング期間中はよい

が，今後も継続して利用していただくことができるのだろう

か。１年間限定の運営であるが，その後はどうなっていくの

か。  

議員  １年間限定での指定管理者による運営であり，また，

オープニングフェスタは  100日間限定である。今は１泊２食

で  

8,000円から 9,000円で営業しているが，今後どうするのか

についてはこれから考えていくことになるだろう。委員会視

察でネスタリゾート神戸を訪問したが，約  300億円の投資を

していた。このような投資をするような民間企業はこのあた

りにはないと思う。グリーンピアせとうちについては，ホテ

ル棟は残してほしいという意見が地元のほうから出ている

と聞いているが，そのような地元の意見を聞きながら方向性

を決めていくことになる。グリーンピアせとうちの今後のあ

り方については，議員の中でもいろいろな意見を持っている

方がいる。  

議員  １年間限定の運営であるので，期待ができない面もあ

るが，自治会や老人クラブなどの団体で利用していただき，

市民にも知ってもらうことが必要である。まずは，地元が協

力しなければならないと思っているので，声かけをお願いし

たい。  

 

市民  グリーンピアせとうちの宿泊料金を１万円までに抑

えないとお客さんを呼ぶことは難しいのではないか。  

議員  皆さんの御意見を当局のほうに伝えたいと思う。  

議員  宿泊料金は幾らであればよいと思うか。  

市民  １万円までではないか。 8,000円から  9,000円であれ

ば行きやすくなる。  

市民  合宿での利用はスポーツ会館くらいの料金であれば

よいと思うし，一般客については日帰りで利用していただけ

るよう力を入れてはどうか。団体客には迎えはあるが，個人

では迎えがなく，ＪＲを利用して行こうという方は困ると思

う。川尻小用入口までのバスを試験的にグリーンピアまで何

便か延長すれば，いきいきパスで行ってみようという方もい

るかもしれない。まずは日帰りで利用していただき，泊まっ

てみたいと思ってもらえればよいと思う。  
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議員  ネスタリゾート神戸は神戸三宮から直行バスがあっ

たので，グリーンピアせとうちへのバスがあればよいと思

う。  

議員  料金，アクセスなど来てもらうための知恵が必要だと

思う。  

議員  地域でグラウンドゴルフが盛んに行われていると思

うので，グラウンドとお風呂をセットで利用していただけれ

ばよいのではないか。積極的にＰＲしていく必要がある。  

 

市民  ９月中旬に約 30名でグリーンピアせとうちを利用し

たが，何か間に合わせで物足りないような感じがした。来年

８月には指定管理期間が終わるが，主にホテル棟のみの営業

であり，広がっていかないのではないかと思った。グラウン

ドゴルフは予約でいっぱいであり，今後はプールやキャンプ

場などの営業をするということであるので，今後に期待した

い。休暇村サービスが１年先も本腰を入れて営業するという

気持ちを持っているかという心配もある。サービスには満足

したが，これから先がわからないので窮屈な印象を受けた。 

議員  呉市が１年間の指定管理での運営の後にどのような

方向に持って行くかが重要である。売却したいと考えている

と思うが，どのような条件で売却をするのか全くわからな

い。売却条件が発表された後に，どのような企業，団体が関

心を持つかが大事になってくる。現在，指定管理者となって

いる休暇村サービスは，全国でさまざまな施設を管理運営し

ており，今後に期待したいと思っているが，今のところは１

年間限定の指定管理であるので，思い切った投資ができない

のが現状である。ネスタリゾート神戸は民間企業がグリーン

ピアを再生した好事例であるが， 150人の正社員と  300名の

パートで運営をしていた。グリーンピアせとうちは  100万坪

の敷地があり，やり方によっては相当数の雇用が生まれると

思っているが，今後，市からどのような売却条件が出てくる

か期待していきたい。大和ミュージアムとは違う方向で人を

呼び込める場所と思っているので，施設をしっかり整備して

いただけるような事業者に営業していただき，雇用もふやし

ていただきたいと思う。  

市民  今後に期待しているので，休暇村サービスは本腰を入

れて営業してほしい。ホテルの料理長は安浦に移り住んで頑
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張っていると聞いた。  

 

市民  グリーンピアせとうちは引き続き観光拠点となり，地

域の活性化に寄与されることを願っている。  

 安浦町三津口にコンクリート船の武智丸が係留されてお

り，観光客が訪れているそうだが，トイレや待合所がないの

で，設置について考えてもらえないだろうか。今はカキ打ち

場や民家のトイレを借りたりしているそうだ。  

議員  武智丸を見るために観光客が訪れているという話は

聞いている。地元の方たちからトイレをつくってほしいとい

う要望があり，港を管理している広島県に話をしたところで

ある。これからもトイレや待合所の設置については要望して

いきたいと思う。コンクリート船が現存している場所は全国

で２カ所だけであり，防波堤がわりに使っていたという歴史

があるので，地域の皆さんも応援していただきたいと思って

いる。  

議員  土日は観光客が多く訪れるのか。  

市民  観光コースになっているのではなく，口コミで広がっ

ているようだ。  

市民  武智丸は高砂市で建造されたということで，互いのま

ちづくり協議会が交流も行っている。戦時中の鉄不足により

コンクリートで船をつくったという歴史があるが，日本遺産

と言えるようなものである。  

 

市民  子之浦地区というところに住んでいるが，耕作してい

ない田畑がふえている。竹やぶになったり，イノシシのすみ

かになってしまったりしているが，土地の所有者はよそに住

んでおり，放置されたままになっている。どんどん荒れた状

態になり，景観も悪くなるので議会のほうで何らか対策をと

っていただきたい。  

議員  市に対して，失業対策事業として，地域の方を雇い，

里山整備をしてはどうかという提案をしたが，聞き入れても

らえなかったことがある。里山が荒れているということは日

本全体の問題であるので，何らかの制度を設けなければなら

ないと思っている。  

市民  市のほうで農地調査を行っており，所有者として売り

たい土地なのか，貸したい土地なのかということはわかると
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思う。  

市民  耕作放棄地がふえれば，里山はどうにもならなくなる

ので，対策をお願いしたい。  

議員  休耕田や空き地の問題であるが，一市町村で所有権に

関する条例をつくることは難しい。土地所有者が高齢であっ

たり，市外に住んでいたりする場合も多く，その中で市が対

策を行うことには限界がある。呉市では今日のような議会報

告会での市民意見をもとに空き家対策条例を議員提案で制

定したが，皆さんの意見を参考に国や県を動かしていきた

い。国は地方創生ということで取り組んでいるが，呉市も地

域独自の施策，条例制定を目指していこうとしている。 

 

議員  蒲刈町の県民の浜もグリーンピアせとうちにお客さ

んをとられないように頑張っている。グリーンピアせとうち

の指定管理者は休暇村サービスであるが，１年限定の指定管

理だけとは思っていない。将来を見越して先行投資する事業

者だと思うので，市のほうもメディアを通して全国に発信し

ていただきたいと思っている。  

 耕作放棄地の問題については，県外在住の所有者が多い

が，条例などがあれば対応ができるのではないか。  

 

議員  東京一極集中が進んでいるが，東京に住んでいる方を

いかに地方に分散させるかがこれから重要になってくる。地

方への移住については隠岐の島が有名であるが，国を挙げて

地方への移住を促す環境をつくるべきである。呉市も里山を

活用し，収益を上がるようにすればよいのではないか。  
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平成29年度呉市議会報告会報告書 

（ 仁 方 ）地区 
 

開 催 日 時 平成 29年10月17日（火） 18時 30分～ 20時00分  

開 催 場 所 仁方まちづくりセンター  

参 加 者 44人 

出 席 議 員 小田晃士朗  中原  明夫  阪井 昌行  沖田  範彦  

平岡  正人 片岡  慶行  北川 一清  土井  正純  

報 告 内 容 １．観光振興について（グリーンピアせとうちなど）  

意 見 交 換 市民  ２，３日前に音戸大橋の下を大型客船が通過していた

が，調べてみたところ，一人 40万円で瀬戸内海を２泊３日で

巡るツアーということであった。呉市には島嶼部があるの

で，港に停泊しながら各地を巡ってもらえばよいなと思っ

た。ＪＲが豪華列車を走らせているが，呉駅はホームが短く

て停車できないそうなので，大型客船の誘致などを検討して

はどうか。  

議員  呉市は台湾の台北市近くにある基隆市と姉妹都市提

携を結んだが，港には大型客船が数隻入ることができるそう

だ。呉市には大型客船が着岸できる場所がなく，沖に停泊し

ている大型客船から小型船に分かれて上陸するということ

もあったので，大型客船による観光客誘致については委員会

で勉強してみたいと思っている。  

 

市民  市の観光は大和ミュージアムが中心だと思うが，アニ

メ映画「この世界の片隅に」がヒットしており，これを生か

していかなければならない。作者のこうの史代さんが，戦艦

大和をつくったまちということで，旧下士官兵集会所，練兵

場などを有効に使われており，全国からお客さんを呼び込む

ことができると思うので，周遊できるようなルートを考える

べきだ。観光に役立つことであり，今やらなければならない

ことだと思っているのでよろしく願う。  

議員  主人公のすずが嫁いできた家は，私の住んでいる地域

の設定になっており，とてもありがたく思っている。先日，

市長選挙の立候補予定者による公開討論会があったが，４人

ともものづくりのまちから観光に目を向けたいという話を

していた。私もこれからの呉市は観光施策の比重が高くなる

のではないかと思っている。台湾の基隆市とは４月 28日に姉
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妹都市提携を結んだが，これは単なる友好都市間の交流とは

重みが違う。台湾と日本の関係は非常によいので，今後，こ

の姉妹都市提携をどう生かしていくか考えていきたい。皆様

の知恵もお借りしたいと思う。  

議員  アニメ映画「この世界の片隅に」の聖地巡礼というこ

とで，眼鏡橋あたりを巡る方がふえている。青山クラブと美

術館の間に桜松館という建物があるが，建物の中は明治時代

の飾りなどがそのまま残っている。自衛隊の音楽隊が使用し

ていたが，防衛省から呉市が買い取り，その活用策を検討し

ているところである。先ほど大型客船による観光客誘致とい

う話が出ていたが，個人的には護衛艦かがが停泊するような

桟橋が自衛隊にはあるので，そこを利用できないかなと思っ

ている。  

 

市民  先進事例の調査で，金沢市，姫路市を訪問したという

ことであるが，金沢市は代表的な観光都市であり，姫路市は

世界遺産の姫路城がある。呉市は大和ミュージアムができる

前は観光バスが１台も走っていないようなまちであったが，

参考になるのか。新幹線の駅や大型客船が停泊する港はない

が，観光客が多い都市を訪問したほうが参考になるのではな

いのか。また，ネスタリゾート神戸は，背後に関西経済圏が

あり，グリーンピアせとうちとは比較ができないのではない

のか。  

議員  金沢市も姫路市も年間  1,000万人の入込観光客数が

あるが，呉市と思うところ，感じるところは同じだと思う。

呉市はこれから外国人観光客を誘致していこうとしている

が，金沢市は現在の状況に至るまで 20年かかっている。金沢

市が 20年も前からどのような施策を展開し，60万人の外国人

観光客を誘致するに至ったかという発端というものを先進

事例として学ぶことができた。姫路市は駅を降りたらすぐに

シンボルである姫路城を見ることができたが，呉駅に降りた

とき，旧軍港であることを感じないのは大きな違いがあると

思った。まちづくりには 20年，30年かかるということである

ので，とても参考になった。姫路市はＭＩＣＥの推進という

ことで，会議や学会などの誘致に力を入れていたが，呉市に

おいても小さな学会でもよいので，誘致していくべきだと思

った。  
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 ネスタリゾート神戸は民間企業が約  300億円の投資を行

っていたが，それは約  1,500万人の経済圏があってのこと

だ。グリーンピアせとうちの経済圏は  150万人くらいだと思

うが，民間的発想でどのようになるのかと思った。年収  

1,000万円の方をターゲットにしているという話もあった

が，民間企業が呉市に出資をしてもらうにはどうすればよい

か考えさせられた。民間企業が行政と組んでどれだけの投資

をするかが，これからの観光振興には必要なのではないか。 

議員  先進事例を呉市のためにどう生かしていくかが大事

だと思っている。呉市の施策に役立つようにしたいと思って

いるので，よろしく願う。  

 

市民  広島空港は 2021年ごろに民間運営になるという話が

進んでいるが，空路で広島に入る方もいるので，その方をど

のように呉市に呼び込むかということも課題になってくる

と思う。また，広島市に泊まる方が多いと思うが，夜に神楽

などを見ることができたり，観光施設を朝早く開門したりす

ることで，呉市に観光客を呼び込むことができるのではない

かと思うがどうか。  

議員  広島空港の発着時間の延長に伴い，広電バスは便数を

ふやすこととした。利用客がふえれば増便にもつながってく

ると思う。 

議員  広島空港についてであるが，東京便はローカル便の中

で利用率は日本一である。かつては函館便や青森便があった

が，利用がよくないので，廃止になったという経緯がある。

朝夕の東京便は満席，昼は６割から７割であり，北海道から

は羽田空港経由になることもあるので観光客が入りやすい

ような便をどのようにふやしていくかが大事である。呉市の

観光をアピールすることで航空会社を動かすことも必要で

はないかと思う。  

 インバウンドの推進についてであるが，市民の方の言葉づ

かい，もてなしの心がまだまだ足りないと思っている。呉市

の観光は大和ミュージアムが開館してからであるが，金沢市

や姫路市は何年も前から施策を展開しており，歴史が違う。

欧米人は個人旅行が多いが，市民が外国人観光客と接すると

きの気持ちが大事なのではないかと思う。タクシーでの対応

が悪いとすぐに評判が下がってしまうこともある。  



 - 26 - 

議員  呉広島空港線は平成 22年に廃止され，平成 25年に復活

したが，その当時，平均 12人くらい乗れば収支が合うという

ことであった。市から  1,000万円を超える補助金を支出して

いるが，去年は平均 11人くらいの乗車であったと聞いてい

る。利便性を考えれば，着陸から 30分以内でバスに乗れれば

満足度が高まると思う。長いときで１時間半もバスを待つこ

ともあるので，30分で乗りかえができるようになれば，呉広

島空港線の利便性アップにつながり，乗客もふえるのではな

いか。個人的にはドル箱路線であるクレアライン線を広島空

港まで走らせることができればよいと思っている。広島駅か

らクレアライン経由で広島空港という路線ができればおも

しろい。通過型から滞在型観光へ転換させるためには，夜の

観光が必要ということであるが，安芸高田市では神楽を楽し

むことができる施設がある。以前，呉市議会では四日市市や

室蘭市などのような工場夜景を楽しむことができないかと

いう調査研究をしたこともある。  

議員  呉市では，蔵本通りの屋台の出店者を新規に募集した

り，楓橋のオープンカフェの出店者を募集したりするなど，

観光客に長くとどまってもらえるような取り組みを積極的

に進めているところである。  

 

市民  ＪＲ呉線の所要時間が長い。快速電車は時速 60キロメ

ートルで走っているが，他都市では時速  130キロメートルで

走っている。複線化という話もあったが，どうなっているの

か。  

議員  ＪＲ呉線は単線であるが，機能強化ということで，か

るが駅や水尻駅などのすれ違い駅を設置してきた。現市長が

市長選に立候補されたときに，公約として複線化を掲げられ

たが，事業体はＪＲであり，試算すると  200億円以上かかる

ということであったので，なかなか実現ができていない。今

後も広島市との交流を深めていかなければならないので，議

会として複線化実現に向けては動いていくべきと考えてい

る。  

議員  新広駅を設置したとき，費用負担は自治体側であっ

た。ＪＲはなかなかお金を出してくれない。  

 

市民  以前，廃校になった小学校や中学校の跡地が活用され
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ていないという新聞報道があったが，今後の学校の統廃合，

跡地利用はどうなっていくのか。  

議員  私の家の近くにあった辰川小学校は統廃合でなくな

ったが，市は基本的には跡地を売却したいと考えており，売

れないところはそのままの状態となっている。学校がなくな

ると地域が悪くなってしまうと聞いたが，子供たちの教育問

題であるので，どのように進めていくか考えなければならな

い。これからは中学校の統廃合の問題も出てくると思う。  

議員  安浦では，三津口，野呂中切，野路東の三つの小学校

が統廃合によって閉校したが，跡地は使われないままになっ

ている。有効活用ができていないが，もっと簡単に使うこと

ができないかと思う。兵庫県養父市では，廃校の校舎に企業

を誘致したりしており，有効活用ができている。行政がこれ

までとは違う視点を持てば，さまざまな提案もできるのでは

ないかと思う。いろいろな人が使ってもらえるような方向で

考えていきたい。  

 

市民  呉市の活性化には呉駅前の活性化が必要である。呉駅

前の整備については市から議会のほうに方針を出したと聞

いているが，呉駅は市の玄関口であり，今のような状態はよ

くない。そごうの跡地は商業施設として売却するということ

であるが，呉市の活性化のためには呉駅前の再生は推進して

いかなければならない。現在どのような状況なのか。  

議員  そごうの地権者は７者いるが，そごうが買い取ること

ができない地権者がいると聞いている。個人的には呉市が全

てを買い取り，再整備を進めたほうがよいのではないかと思

っている。そごうが全てを買い取った場合，密室でプロポー

ザルが行われてしまうことも考えられるので，オープンな議

論が行われたほうがよいと思うし，そごうだけではなく，駅

前再開発を含めて議論をしたほうがよいと思う。  
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平成29年度呉市議会報告会報告書 

（ 中央 ）地区 
 

開 催 日 時 平成 29年10月18日（水） 14時 00分～ 15時33分  

開 催 場 所 呉市役所  

参 加 者 13人 

出 席 議 員 井手畑隆政  谷  惠介  檜垣 美良  久保   東  

神田  隆彦 中田  光政  森本 茂樹   

報 告 内 容 

 

１．市中心部の回遊性向上  

２．呉市地域防災計画  

意 見 交 換 市民  参加者の中に地域防災計画を読んだことがある人が

いるか。あれは絵に描いた餅だ。  

防災リーダーの仕事は，自主防災組織を拡充することであ

る。  

現在，呉市には約  300人の防災リーダーがいるが，リーダ

ーとして活動している人は余りいない。 

問題点の一つは，消防局予防課が防災リーダーや自主防災

組織を担当していることだ。ほかの市町村では危機管理課が

担当している。そのことを知っているか。  

議員  知っている。  

予防課と危機管理課が情報共有できていないことは議会

としても認識しており，改善するよう働きかけているところ

だ。  

市民  現在，防災リーダー養成講座の受講者は一般公募だ

が，私は自主防災会から受講者を出すべきだと思う。  

今の防災リーダー研修は防災知識を教えるだけで，リーダ

ーとして何をすべきかを教えていない。  

20時間の研修を受けたら防災リーダーとして認定される

が，例えば，防災訓練などの実地研修を義務づけるなどし，

実務経験を積んだ上で認定すべきである。  

また，自動車の運転免許と同じように，３年程度で更新す

るべきだと思う。  

なお，自主防災組織は，自治会や女性会，民生委員など，

地域が一体とならなければ活動が難しいが，そういった指導

もない。  

私が住んでいる地区の明立小学校区内には 23もの自治会

があるが，各団体が一緒になって自主防災会をつくり，防災
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訓練を実施している。避難訓練を実施したことで，避難所に

空調設備がないなどの問題点がわかる。私のところは，こう

いった訓練を１カ月に１度は行っている。  

まずは，そういった組織をつくらなければならない。それ

にはお金もかかる。  

また，防災リーダー同士の連携がないことも課題だ。運動

推進員などは協議会を組織しているが，防災リーダーにはそ

ういった組織がない。  

以前，防災リーダーが連携するための組織をつくろうとし

て，防災リーダーの名簿が欲しいと言ったところ，個人情報

の関係で教えられないと言われた。おかしいと思わないか。 

議員  おっしゃるとおりだと思う。  

危機管理課を消防局から切り離して総務部に置き，試行錯

誤しながら取り組んでいる最中である。 

また，平成 11年に起きた大雨災害のときは，消防局や土木

部に対して，地域からの要望を議員がそれぞればらばらに伝

えたため，市の業務が滞ったりもした。  

そうした反省を踏まえ，災害が起きた場合は，まず議会の

中で地域の情報を収集し，優先順位を決めてから市に要望す

るという仕組みをつくった。我々議会も，呉市が災害対応に

最善を尽くせるよう検討している。  

また，地域によって温度差もある。地域の意見を集約しな

がら市に要望していきたいと思うので，今後とも指導願う。 

 

市民  現在自治会連合会では，防災に係る部会をつくり，危

機管理課と予防課の仕事内容などを含め，防災について勉強

しようと計画している。  

災害に対する市の方針がよくわからないといった，我々が

考える問題点を３月までにまとめようとしている。まとめた

ものは議会にも提案するので，同時進行で取り組んでほし

い。  

また，防災のことだけでなく，さまざまな分野で自治会連

合会と議会が両輪とならなければうまくいかないと思うの

で，よろしく願う。  

議員  自治会連合会がそういった取り組みをしているのは

大変ありがたい。  

ぜひ，議会も連動して同じ方向に進んでいきたいと思う。 
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市民  先ほどの報告は，災害が起きたときの対応についてば

かりだったが，これからは減災について論議するべきだ。 

呉市で時間雨量が  100ミリを超えるような雨が降ったら

どうなるのか，私はいつも心配している。  

私は晴海町に住んでおり，ハザードマップには土石流の起

きるおそれのある範囲が書いてあるが，避難場所となってい

る吉浦小学校は土石流の危険範囲に入っている。こういった

認識を高めるべきだと思う。  

私は防災リーダーである。先ほど，防災リーダーは一般公

募ではなく，自主防災会から推薦するべきだと言っていた方

がいたが，私は自分から応募した。  

地元の自主防災会は高齢化が進み，一番に避難しなければ

ならないような人が多く，組織として成り立っていない。  

今年６月に大雨が降ったとき，私は地区内を見て回り，状

況を確認した。防災リーダーとして認定されたので，それが

職務だと思っている。しかし，自治会は協力してくれない。 

実は５年前，どういった状況になったら避難したほうがよ

いのか，また，避難所に行く途中には土石流の危険地帯があ

るので，その場所を通行するときには安全確認が必要である

といった避難の基準をつくった。その基準の中には，非常用

持ち出し品についても記載し，テレビなどで新たな情報を得

たときは，その都度書き加えている。  

しかしながら，呉市は災害が少ないため，住民は災害の怖

さがわかっていない。危機管理課に出前トークなどで周知し

てもらわなければ，住民は私が言っても聞かない。  

また，残念ながら，避難の手引きなどの資料が提供されて

も行き届いていない。  

そういったことを，議会も協力してしっかりと市民にＰＲ

してほしいので，よろしく願う。  

市民  防災リーダーが１人で活動しようとしても難しい。 

自治会，民生委員，女性会，老人クラブなどを巻き込まな

ければ無理だ。地域全体を動かすのだ。その中心となるのが

防災リーダーなのである。  

私が所属する第５地区自治会では地区内の４カ所におい

て，延べ 1,000人が参加する避難訓練を実施した。  

研修を受けて防災リーダーとなった方は１人でやろうと

することが多いが，みんなで一緒にやることを考えなければ
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ならない。  

議員  議会の中で，防災リーダーの活動のあり方についてし

ばしば質問するのだが，行政側は，防災に係る知識を持った

人をふやすことが目的であると答弁している。また，地域の

自主防災会を行政がバックアップするという答弁もあった

が，なかなかうまくいっていない。  

そこで私は，防災リーダーが地域で何をすべきかを勉強す

る，ステップアップした研修をしてほしいと働きかけている

ところである。  

みなさんの意見を聞きながら，一緒に防災を考えていきた

いと思うので，よろしく願う。  

市民  来年度は防災リーダーの研修が少し変わってくると

思う。  

 

市民  避難準備情報が発令された際，避難先はつばき会館で

あるという放送があった。  

私は山手１丁目に住んでいるので，家に近い三津田高校に

避難したいのだが，避難所が開設されない。なぜなのか。  

議員  避難所には区分がある。まず初めに開設されるのが拠

点避難所で，拠点避難所で収容できないときは準拠点避難所

が開設される。三津田高校は準拠点避難所であり，すぐには

開設されない。  

また，県立高校は市の所管ではないので，避難所として開

設する場合は連携をしなければならない。  

近いところに避難したい気持ちはわかる。  

市民  それは行政の壁だ。取り払ってほしい。  

避難所は近いところが一番である。ぜひ改善してほしい。 

議員  議会も問題点として認識しているので，働きかけてい

きたい。  

市民  以前，避難準備情報が出たときに開設される避難所

は，つばき会館と二川まちづくりセンターだけだったが，や

はり少な過ぎるということで，現在は１次避難所としてほか

にも避難所を開設している。  

もっとも，大雨のときは避難所までたどり着けない。避難

所に行くのが困難なときは，自宅の中でがけから離れた２階

などに避難したほうがよい。  

なお，避難勧告が発令された場合は，必要な避難所が開設



 - 32 - 

される。  

議員  こういったことは，防災リーダーの研修を受けなけれ

ば理解するのは難しいので，ぜひ広めてほしい。  

また，議会も努力していく。  

 

市民  市中心部の回遊性向上について，先ほど，呉市の現状

として，客室が１年間に１万  1,000室不足しているという説

明があったが，そもそも宿泊する人が少ないということでは

ないのか。 

議員  呉市内のホテルはビジネス客が単身で宿泊すること

が多く，シングルルームが８割を占めている。あらかじめ企

業がそういった部屋を押さえている場合が多いため，観光客

が宿泊できないという現状があるようだ。  

特に，家族連れが宿泊するホテルが非常に不足しているた

め，大和ミュージアムを訪れてもすぐに広島市などへ移動し

てしまうといった状況である。 

市民  客室があれば宿泊客はふえるということか。  

議員  ビジネスホテルはあっても，家族連れが泊まるような

温泉旅館などがないことに頭を悩ませているところだ。  

また，音戸ロッジを廃止した際，新たな宿泊施設をつくろ

うとしたが，国定公園内であるため難しかったという経緯も

ある。    

海岸通りにも旅館はあるが，泊まりがけで工事現場に来て

いる職工の宿泊が多いため，観光客は泊まりにくい。  

ちなみに，呉市には１年間に  100カ所程度の市議会が視察

に訪れているが，宿泊するのは半分ほどである。  

私は，家族連れ観光客が宿泊できるホテルが少ないのが一

番のネックであると考えている。  

市民  家族連れが宿泊できる施設をつくるということを行

政に働きかけるということか。  

議員  そのとおりである。  

グリーンピアせとうちも一旦休園したが，閉鎖せずに復活

した。  

我々としては，存続させたいと考えている。  

家族連れが宿泊できる客室をふやしたいが，原則，ホテル

は民間の事業なので，苦慮しているところである。  

市民  観光について，呉市で宿泊する人が少ないことが課題
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だということだが，まずは宿泊させてどうしたいのかを考え

るべきだ。  

観光地をＰＲするのが先か，ホテルをつくるのが先か。  

御手洗や江田島をめぐるような周遊型の観光を考えなけ

れば，幾ら呉に泊まるところがあってもよそに流れると思

う。  

せっかく周辺地域と連携中枢都市圏の協定を締結したの

だから，呉市だけでなく，竹原や安芸津などと一体的に考え

たほうがよい。  

なお，リゾート型のホテルを誘致すれば，呉市の再開発に

もつながると思うので検討していただきたいと思う。  

議員  呉市に来る観光客のほとんどが大和ミュージアムを

訪れている。  

その大半はツアー客であり，ツアーのメインは宮島や平和

公園の観光なので，呉市の滞在時間は２時間程度にとどまっ

ている。 

私も，御手洗や野呂山など，呉市内の回遊性を高めなくて

はならないと考えており，旅行会社に呉市内を周遊するプラ

ンをつくってアピールするよう，市に要望している。  

先日，観光に関する講演を聞いたが，終戦後につくられた

建造物などは観光資源として余り価値がなく，大和ミュージ

アムの来訪者はもう伸びないのではないかと言っていた。  

いずれにしても，私も市内観光地の回遊性が課題だと考え

ている。貴重な意見に感謝する。  

 

市民  宿泊について，最近竹原市ではアニメ関連のイベント

を実施しており，多くのアニメファンが訪れているが，竹原

市は呉市以上に宿泊のキャパシティーが少ないため，参加者

は広島市や福山市に泊まるということである。 

呉市でも，宿泊者を広や安浦などに割り振れば，新たなホ

テルを建設する必要はないと思う。そういった意見を観光振

興課には伝えているが，議会のほうでも検討してほしい。  

竹原市は，国土交通省の補助を受けて駅前の商店街をアニ

メ柄にしたが，５，６年たった今，悲惨な状況になっている。 

先ほど，青山クラブは映画「この世界の片隅に」で取り上

げられたことで来訪者がふえたという説明があったが，一過

性のブームに流されず，青山クラブとしての存在意義をしっ
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かり持っていただきたい。  

また，議会だよりを見て，総務委員会が市役所職員の採用

年齢引き上げを提言していることを知った。  

私は呉にＵターンし，現在フリーターである。  

ほかの市町は年齢条件を引き下げるところがふえている

が，市役所が率先してＵターン者を呼び込むために，さらな

る年齢条件の引き上げや社会人枠の創設などの取り組みを

お願いしたい。  

 

議員  これまで呉市は，兵隊と職工のまちというイメージで

しかなく，余り観光に力を入れていなかった。その後，大和

ミュージアムの建設や日本遺産登録，また，平成17年の合併

で観光資源がふえたことで観光に力を入れるようになった

が，宿泊施設に重きを置いていなかった。  

できれば，呉市に泊まってお金を落としてほしいというの

が本音であり，いろいろな方策を研究したい。  

また，青山クラブについては，我々も決してアニメを全面

に出したいと思っているわけではない。 

桜松館は，旧海軍が日露戦争を記念して建設された建物

で，日本遺産に登録されているが，青山クラブは登録されて

いない。 

旧軍港の横須賀市，舞鶴市，佐世保市，呉市の中で，旧海

軍の遺産が一番多く残るのは呉市である。また，基地の規模

が一番大きいのも呉市である。そういった呉市の特性考える

と，旧海軍の建物を活用することで，人を呼び込むことがで

きると思う。  

明治時代の建物を，市が引き取って活用している例は全国

にたくさんある。桜松館や青山クラブについても，解体か保

存かを含め，どうすれば市民に活用していただけるかを検討

しているところである。 

また，職員採用については，おっしゃるとおりだと思う。 

財政再建を行っていた時期に職員採用を減らしたため，い

びつな年齢構成となっている。  

それを解消するために年齢条件を引き上げるのは一つの

方法だと思うが，組織として弊害が生じる可能性もある。そ

ういったところを考えながら進めたいと考えている。  

議員  最近呉市にもゲストハウスができた。旅館やホテルを



 - 35 - 

ふやすだけでなく，ニーズに合った宿泊の仕組みをつくるな

ど，多角的な取り組みが必要であると考えている。  

 

市民  呉市は全国で一番海岸線が長いらしいが，これを生か

すべきだと思う。  

例えば，中央桟橋で呉湾クルーズが行われているが，湾内

だけでなく，例えば，倉橋や下蒲刈，御手洗などをめぐり，

グリーンピアせとうちに宿泊するツアーを考えてはどうか。 

また，青山クラブは入船山記念館と連携したらよいと思

う。  

議員  ガンツウという高級な観光船が就航した。この船は呉

の近くを通り，乗客は各地を周遊しながら停泊地に上陸して

観光する。 

海を活用して周遊する方策を検討していきたい。  

また，青山クラブは，入船山記念館やその周辺を含め，回

遊性の計画に入れたいと思っている。  

議員  昔は長官官舎から呉の町が見渡せていたと聞いてい

る。入船山記念館の周りの木を切れば，見通しがよくなると

思うのだが，あの場所は鎮守の森ということなので，木を切

ることができないらしい。  

 いずれにしても，青山クラブや入船山記念館などは，幸町

エリアの一部として考えていくことにしているので，よろし

く願う。  
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平成29年度呉市議会報告会報告書 

（  広  ）地区 
 

開 催 日 時 平成 29年10月19日（木） 14時 00分～ 15時35分  

開 催 場 所 広まちづくりセンター  

参 加 者 １２人 

出 席 議 員 藤 原  広 田中  みわ子  山上 文恵  林   敏夫  

池庄司  孝臣 岡﨑  源太朗  石﨑 元成   

報 告 内 容 １．健康寿命の延伸  

２．食品ロスについて  

意 見 交 換 市民  事業体への食品ロスについてはどうなっているのか。 

 事業体が賞味期限，消費期限前に処分しているものをどう

考えているのか  

議員  コンビニなどでは，３分の１規定というものがあり，

賞味期限が残っていても廃棄するのだが，外部に出さない約

束で従業員が持って帰ることもあるようだ。  

 ほかには，残ったものを餌にする，機械で肥料にするとい

ったリサイクルを進めている業者もある。  

 また，他市では，お寺のお供え物などを，フードセンター

等で集めて施設に渡すといった取り組みを行っている。  

 各飲食店では，小盛りメニューの作成などもしている。  

市民  呉市としての考えを聞きたかった。  

 貧困家庭等に賞味期限が切れそうな食品を寄付，分配する

といったニュースがあったが，呉市でこのような事業を行っ

ているのか。  

または，今後行う予定があるのか。  

議員  呉市では，今年度から食べ切り事業を推奨している

が，まだ発表できるような実績がないため，先進地の視察で

フードバンクやフードドライブにより食品をストックし，Ｎ

ＰＯを通じて施設へ分配するということも聞いた。  

民生委員会では，市民の方に啓発し，食品ロスを知っても

らい，考え方を広く周知することを目標に，しっかりと委員

全員で勉強して環境部へ提言し，協力店やＮＰＯ等につない

でいけるように頑張っていきたいと考えている。  

 

市民  平均寿命と健康寿命が思ったよりも離れていた。  

 障害や病気など，健康寿命の定義はどのようになっている
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のか。  

議員  定義は，日常生活を制限される状態であり，薬ぐらい

は飲んでいるかもしれないが，やはり，介護が必要となった

ときが健康ではないという判断ではないか。  

市民  介護までいくと重度ではないのか。  

議員  寝たきりの場合が多いので，そのような状態だと思

う。  

 なお，今回の発表は国と県が調べた数値だが，呉市独自の

計算方法では，健康寿命と平均寿命の差が１歳，２歳である。 

 これは，基準の線引きの違いだと思うが，呉市は，寝たき

りになった時点で計算しているのではないか。  

市民  自分が健康なのか心配になってくる。  

議員  皆さんここに来ているので大丈夫である。  

 

市民  がん検診などの受診率は，乳がんは多いが，そのほか

は少ない。  

 これは，持病があり，定期的に行う検診と同時にがん検診

を行った人が受診率に含まれていないのではないか。  

議員  呉市の国民健康保険等に関係する受診率である。  

 持病があり，継続的に検診を受診している方は含まれてい

ないはずである。  

 特に，特定健診は，病院に通院しているので受けないとい

う方もいるので，特定健診の検査をしてほしいと要望した方

がカウントされていると思う。  

  

市民  公園の健康遊具を余り見かけない。  

議員  私も広地区で一カ所見つけたが，その周りの公園には

なかった。  

 しかし，希望があったため，要所には設置しているはずで

ある。  

 

市民  健康器具は，朝行くと汚れていることが多い。  

 毎朝，高齢者の方が４人から５人で拭いてから使用してい

る。  

 また，周りに芝生を植えたりすると，子供が遊びに来て人

が集まるのではないか。  

議員  健康遊具は，基本的に高齢者の健康増進につながると
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いう位置づけであり，子供に対する遊具とは違う。  

 ウォーキングで公園まで行き，体を伸ばしたりしながらリ

ラックスし，また歩くというような使い方をしていただきた

い。  

 使い方がわかりにくいと前回の議会報告会で意見が出た

ため，行政もそこへ取り組みながら，皆さんにより活用して

いただけるよう進めていく。  

議員  委員会では，使い方の看板はあるが，それを見ずに自

分勝手に使用して筋肉を痛めることもあるため，インストラ

クターを養成し，老人会等の集まりで地域にある健康遊具の

使い方をレクチャーすることも大事ではないかとの意見も

出ている。 

飾りとなり老朽化して倒れたということがないように，行

政と打ち合わせをしながら，どんどん使っていただけるよう

な健康器具にするよう委員会でも声をかけていきたいと思

っている。  

市民  私も健康遊具にぶら下がったことがあるが，ぽつんと

設置されており，一つ終わったら次に何をしたらよいのかと

いう思いになるので，集中的に設置すれば効率がよいと思

う。  

 インストラクターによるレクチャーも，一つしか健康遊具

がない場所ではもったいないため，複数ある場所でレクチャ

ーしたほうがアピールにもつながるのではないか。  

議員  三つ，四つあればよいという意見は聞いているが，一

つの公園に二つ，三つ設置し，地域の公園を皆さんに歩いて

もらいながら地域を回ってもらうという狙いもあるようだ。 

 言われるとおり，一カ所で全てできればよいという考え方

もあるが，行政では，設置してある公園を回り，その公園で

健康遊具を使いながら，移動中も歩いて体を動かしていただ

きたいという考え方のようだ。  

市民  健康遊具を大事にするという観点から，そこで使用す

ることで大事にしようというアピールになる。  

 徘徊しながら使うのではなく，その公園で使用し続けるこ

とで，大事にするという思いになるとの考え方もできるので

はないか。  

議員  地域を回りながら使用するということに理解願う。  
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市民  委員会の詳細内容を皆さんに知ってもらう取り組み

は行っているのか。  

議員  議会報告会の内容は録画し，各委員会で一つずつホー

ムページに公開している。  

 議会報告会を推進しているが，どのような形でも市民の方

との意見交換を行い，パイプ役として行政に現場の意見を提

案していけるよう今後も進めていきたいので協力願う。  

議員  現在，議会だよりを年に４回発行するようになり，そ

の中にも掲載されると思う。  

 

市民  食品ロスについて，呉市の飲食店でも食べ残しを透明

パックで持ち帰ってもよいという店が少しずつ出てきたの

で，そのようなところを宣伝すればよいと思う。  

 また，呉市では，生ごみを捨てるポットの補助や電気で生

ごみを焼却する機会の補助があったが，生ごみを減らすこと

で食品ロスに対する関心が高まるのではないか。  

 ほかに，山小屋などでは，輸送が難しいためほとんど捨て

ずに料理に使っているので，そのあたりを参考にしてはどう

かと思う。  

議員  現在，環境部では小盛りサイズを店に協賛していただ

くよう一生懸命取り組んでいる。  

 これからは，客が来るようなメリットがなければ店に協力

してもらうことは厳しい。  

 客と店の両者が得をするように行政へ提案し，取り組んで

もらい，それを市民の方に周知できるようになればよいと思

う。  

 家庭においては，食品ロスの取り組みが広まり，当たり前

となる生活環境を整えていくということが大事だと思うの

で，助成なども含めて要望等があれば話を伺い，行政につな

げていく。  

議員  以前，蒲刈では，食品残渣を入れるバケツを各世帯に

二つずつ配付するという取り組みがあった。  

また，青果市場には堆肥化する大型機械があったが，一回

失敗してから使用されなくなり，小学校から出る残飯を堆肥

化する機械を苗代と阿賀に２カ所設置していたが，これも問

題が起きてストップしている状況である。  

 かつては，電気式の機械やバケツの補助があったりした
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が，そのようなことを研究し提案していきたいと思う。  

議員  生ごみのポットなどの補助はお金がかかることだが，

それをすることで啓発になるというのは，そのとおりだと思

う。  

 先ほどの意見で，なにか活動をすることが啓発になるとい

うことを教えていただいた。  

市民  生ごみに関する補助をつくってもよいが，においがす

ごいので近所迷惑になるということも考えてほしい。  

 そこへ行って捨て，発酵させて肥料にするというのは簡単

なことだが，そのにおいが嫌いな方もいるので，ただ単に設

置するだけではなく，使用する過程で周りに影響を与えると

いうことを考えなければならないのではないか。  

議員  衣装ケースを使用して残飯を発行させるという方が

いたが，においやコバエが発生する問題があった。  

マンションなどで行うと，上の階の人には迷惑がかかり，

そのようなところを研究していかなければならない。  

議員  先ほどの発酵は，穴を掘って行うものなのか，それと

も菌によるものなのか教えていただきたい。  

市民  菌を植え，菌をふやすものを入れ，土に埋めるのだが，

それでもにおいは発生する。  

議員  以前に補助で行っていた電気式のものは，においが出

ないという認識だった。  

市民  電気式よりも以前に行っていたものである。  

 その人の方法にもよるが，投げ入れるだけで野ざらしにし

て自然発酵させたものは，肥料としてばらまいてもにおいが

ついている。  

 それの繰り返しであるので考えて行ってほしい。  

 においをなくしてから土壌の肥料とするならよいが，市が

推薦しているからというだけで行うのは違うのではないか。 

議員  においが出る初期のものは，市が推奨したのか。  

市民  そのとおりである。  

議員  地域性もあり，町中で行うとやはり迷惑になる。  

 私の田舎では，電気式で堆肥をつくっているが，それも結

構きついにおいがする。  

 そのあたりも含めて研究し，誰かが言ったからするという

のではなく，地域性を生かしていろいろ施策を行わなけれ

ば，今言われたとおりになるので，我々も気をつけなければ
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ならない。  

議員  私も電気式で行ったが臭かった。 

市民  広のまちづくりの助成金で，学校に肥料づくりをする

機械を設置し，子供たちが肥料をつくり，それで畑をつくり，

できたものを食べるということを行っている。  

 学校の子供たちに肥料の再生などを学ばせるのも一つの

手かと思う。  

議員  やはり地域の特色を生かした活動があり，中央地区で

はできない活動が他地域では可能であるなどいろいろある。 

 

市民  自治会の強化について協力，支援を願いたい。  

 自治会組織は継承することが無理な傾向になっている。  

 また，危機管理課から災害時の避難について，20数名分の

要支援者名簿をいただいたが， 10歳未満から 90歳までいた。 

 家庭によっては，私より若い世代の同居がいる方もおり，

機械的に抽出しただけではないのか。  

 その際に言われたのが，避難が必要な場合は，１に自分自

身，２に家族，３にゆとりがあれば要支援者とのことだった

が，家族で避難したときに，どうやってその方たちを手助け

できるのかわからない。  

 東北で地震があった際，死亡者が出なかったとマスコミに

取り上げられていたが，その理由は近所の方が下敷きになっ

た人を助けたからであった。   

 近所の方との関係が希薄になり，自治会に加盟しなくても

不自由はなく，当番などの世話を嫌がる傾向が蔓延してお

り，入る人がだんだん減少している。  

 加盟の呼びかけにも限界があり，役員のなり手や世話役の

不在もある。  

 行政からも後押し，支援を行っていただきたい。  

議員  各地域で自治会を調べると，加入率が大分低くなって

いる。  

 自治会の魅力や自治会が大事だということをしっかりア

ピールしていかなければならいのではないか。  

議員  要支援者名簿は，個人情報なので作成してもよいか一

人一人尋ねたそうである。  

 目的は，自治会内で助けるというよりも，緊急時に消防や

警察などが来たときに誰から救助したらよいかという際の
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名簿であり，消防団も預かっている。  

市民  個人情報ということもあり，近所に助ける人がいない

かと言われたときにどの程度まで出してよいのか。  

 何か問題が起きても困るし，事故があったときには罪の意

識にさいなまれる。  

議員  個人情報なのでしっかり管理しなければいけないし，

その都度，差しかえ名簿も来るそうなので管理は大変であ

る。  

市民  以前は，一人暮らしの方だけの要支援者名簿だったと

思う。  

 家族がいる方は家族が助け，ひとり暮らしの高齢者や身体

障害者の方については，余裕があれば近所の方たちで助ける

と聞いていたと思うので，災害時の放送があって余裕がある

ときに声をかけに行っていた。  

議員  阪神大震災のときに，どこに人がいるかわからず困っ

たという経緯から自主防災組織をつくって情報共有しよう

となった。  

 また，以前，支援物資を高齢者や身体障害者の方に届けよ

うとしたときに，名簿がないため右往左往したことがあり，

名簿をつくろうということになったので，個人情報であるた

め一人一人尋ねて公開する方としない方に分けた。  

市民  誰が対象なのかということが漠然としすぎてわから

ない。  

 個人情報であるため，民生委員からは名簿に載せるように

言えず，どこまで説明するのかということも漠然としすぎて

おり，説明時に間違ったことを伝えているのではないかと不

安である。  

わかりやすくはっきりとしていただきたいし，要援護者と

避難の対象者をなぜ別にしているのかとういうこともしっ

かりと広報していただきたい。  

 

市民  自治会長をしており，先月，避難準備情報が出たため，

避難所の白岳中学校へ行くと３名避難していた。  

 そこで気がついたのは，トイレが和式であった。  

 高齢者は，和式では避難しないのではないか。  

 呉市の危機管理課へも言ったが，避難場所のトイレの状況

を全て調べ，ポータブルで洋式になるようなものでもよいの
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で，早急に洋式を設置していただきたい。  

 または，学校内にある洋式のトイレを開放してはどうか。 

 今のままでは，避難してくださいと言えないので是非お願

いしたい。  

 もう一つ，民生委員が調べた避難時の要支援者だが，載っ

ている方は，自分の命が大切だから民生委員に名簿の登録を

申請したのだと思う。  

 それであれば，個人情報というのを言うべきではない。  

市民  名簿は民生委員に登録したわけではない。  

市民  民生委員がその方のところへ行き，登録したらどうか

と聞いたはずである。  

 それで登録した名簿が出ているはずである。  

市民  聞いて回る際，避難の名簿は消防団等に個人情報が出

回ると説明をすると，それならしないという方もおり，個人

情報に関しては特に厳しくなっている。  

市民  大きな災害時には，消防団や警察などが来るのでは遅

いので近所が一番である。  

 近所の方が名簿の情報を知らず，消防団等が来るのを待っ

ていては手おくれになる。  

市民  私は，この名簿に記載されることにより助けてもらえ

ると考えないようにと説明した。  

 助けてもらうのではなく，第一報を聞いたらすぐに自分で

逃げ，それができないのであれば２階等の隅にでも避難して

自分を守り，その後，名簿があることにより支援してもらう

ことができると話をしている。  

 民生委員の話の中では，そのように説明すると聞いてい

た。  

市民  自治会長や消防団等に押しつけるのではなく，情報公

開して近所の健康な方で守るのが一番である。  

 行政からは，個人情報などで締めつけられるが，私からす

ると，逆向しているような思いである。  

議員  ここで解決できる問題ではないが，地域のつながりと

いうのが一番大事になってくるのではないか。  

 それぞれの立場により大変であるが，地域のつながりをし

っかりしていけば，さまざまなものを度外視し協力するとい

う話になってくるのではないかと思う。  
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平成29年度呉市議会報告会報告書 

（ 豊浜 ）地区 

開 催 日 時 平成 29年10月20日（金） 14時 00分～ 15時30分  

開 催 場 所 豊浜まちづくりセンター  

参 加 者 ８人  

出 席 議 員 梶山  治孝 福永  髙美  上村 臣男  奥田  和夫  

林田  浩秋 山本  良二  谷本 誠一  岩原   昇  

報 告 内 容 １．学校教育について（教員の勤務実態など）  

意 見 交 換 市民  呉市の現状についてのアンケート結果を報告された

が，教員が児童・生徒と向き合う時間というものをどのよう

な時間だと考えているのか。議会としてどう捉えているの

か。  

議員  児童・生徒と向き合う時間という言葉の定義は，一言

では言いにくく，個人差がある。  

例えば，生徒が学校生活や成績のことなどの悩み事がある

場合，それに対して教員が生徒に直接向き合い，休憩時間に

一緒に遊んだりすることで心の交流につながるが，事務作業

が多いことや授業準備のため，そのようなことが少なくなっ

ていると聞いている。  

生徒の気持ちに十分応えられていないと感じている教員

も半数程度おり，我々もそのようなイメージとして捉えてい

る。  

市民  私は数年前まで学校に勤めていたが，私がいた学校で

も，休憩時間に生徒と一緒に遊ぶということは余りなかっ

た。  

しかし，事務作業はそんなに煩雑ではなかったと思う。私

は18時には帰宅していた。要するに，だらだらと学校に残っ

ている教員もいるということだ。  

中学校の場合は部活動があるので少し違うと思うが，もう

少し，具体的に内容を把握していかなければ，子供と向き合

う時間が足りないという教員が半数程度いるというだけで

は変化していかないと思う。また，教員個人の力量も上げて

いかなければならない。  

そのあたりのことも，違った視点で学校教育を見なければ

ならないと思う。  

議員  よい意見をいただいた。先進地を視察したときも，教

員の中にはなかなか帰らず，わざと学校に残っている者もい
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るということを聞いた。そのように教員によって千差万別で

ある。  

子供と向き合う時間については，内容をもう少し調べなけ

れば一概には言えないが，今後，校長会役員会との意見交換

を控えているので，この点も聞いてみたいと思っている。  

市民  久比地区は豊小学校の体育館が避難所に指定されて

いるが，そこの体育館は雨漏りがするのに直してもらえてい

ない。  

また，災害情報を得るためのテレビやラジオがない。テレ

ビは小学校から借りればよいが，アンテナが設置されていな

い。  

学校の体育館が避難所になっているところは，おおむねそ

のような状況かもしれないが，災害情報を得ることは，避難

所として必要ではないか。  

また，集会所には畳や座布団などがあるが，体育館にはな

い。  

費用がかかることではあるが，避難所の状況を調べて，最

低限の設備を準備してもらいたい。  

議員  全く同感だ。板の間で年配の方が何日も避難するのは

無理なことだ。また，季節によっても対応方法は違う。 

避難所について精査し，改善できることは改善していくよ

う取り組んでいきたい。貴重な意見だ。  

議員  この前，避難勧告が出た際，避難所に様子を見に行っ

た。そこにはテレビがあったが，避難所には疲れて寝ている

人もいるし，体が悪い人もいる。そのような中ではテレビを

つけることも問題がある。調べてみないとわからないが。そ

のあたりを考えて，学校の体育館にはテレビを置いていない

のかもしれない。  

また，体育館の雨漏りの件は，私も承知している。その都

度対応しているとのことだが，どこから水が入ってくるのか

調べてもわからないので，市も大変困っていると報告を受け

ている。そのことについては，再度，市のほうへ強く言って

おくので，ご理解いただきたい。  

市民  私の地区は，廃校した大浜小学校の体育館から集会所

に避難所を変更してもらったが，体育館は屋根が落ちている

状況だ。  

市からの依頼により，自治会から週に２回ほど状況を報告
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しているが，こちらとしては，早く解体してもらいたい。  

議員  大浜小学校の校舎は福祉施設として活用されている

が，体育館はスポーツ施設条例に基づく体育施設だった。と

ころが，ほとんど利用がないため，先般条例から除外し，体

育施設としては廃止した。そのため，その体育館は普通財産，

つまり，買い手がつけばいつでも売るような財産になったと

思う。 

市の中心部であれば，解体したほうが売りやすいので解体

費用を予算化するが，そうでない場合は，解体しても売れな

ければ無駄になる。また，場合によっては，建物つきで売る

かもしれないし，確実に売れるなら解体する可能性もある。 

そのようなことを含めて，検討しているところだが，現在，

解体費用は予算化されていない。  

市民  市の立場としては，学校教育を少しでも充実させなけ

ればならないが，本当の教育というものは，学校教育と家庭

教育があって，初めて成り立つものだと思う。 

今は学校教育に期待され過ぎて，それに応えようと教員も

頑張り，無理が生じているのではないか。家庭教育がおろそ

かになり，学校教育に負担が生じていることが問題なのでは

ないだろうか。  

行政のほうからはなかなか言えないのだろうが，本当はも

っと家庭教育や地域教育のほうをしっかりしていかないと，

どんなに教員が頑張っても，よい子供は育たないと私は思

う。  

また，これは再々お願いしているが，イノシシ対策の問題

だ。  

国も一生懸命考えているが，捕獲もふやし，ＩＴ技術も駆

使して，イノシシがふえないような策をもう少し頑張っても

らいたい。今は，家の中にも入ってきて，庭も掘り返され，

生活自体も非常に不安に思う人もいる。 

呉市はイノシシの被害が一番多いので，何とかしてもらい

たい。  

議員  この問題は，豊浜，豊だけの問題だけでなく，呉市一

円の問題だ。もう個人の対策では限界が来ていると思う。地

区全体で取り組まなければならない時代になってきた。  

そのような中，集落で箱わなや柵などを設置するところが

幾つかある。農業者だけでなく，地域で対策を考えることを
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始めたところだ。  

これは，安浦の例だが，中山間地域総合整備事業で補助金

を３年間ぐらいためて，イノシシ対策のために，農地だけで

なく集落を柵で囲んだ。  

地域によって個人の温度差もある中，地域がどのように取

り組むか，農業者やＪＡなどがどのように取り組むかという

ところが今後の課題ではないかと思っている。  

市民  豊町では14年前にそのようなことを行った。２年ぐら

いは効果があったが，それ以降は柵を破られて守り切れなく

なった。  

議員  班単位で見回りをして柵を補修しているが，それでも

間に合わない。しかし，そうしなければ被害がふえる。  

そのように，みんなが一つずつ努力を行うしかない。全て

のことを市の予算ですることになれば，幾らかかるかわから

ない。市の行政は福祉や教育もあり，バランスをとりながら

行っている。気持ちはわかるが，イノシシ対策に全ての予算

は使えない。理解いただきたい。  

議員  家庭教育がおろそかになり，教員の負担がふえている

ということは，非常に貴重な言いにくいことを聞かせてもら

ったが，まさにそのとおりだと思う。  

また，今，イノシシが家庭にも入ってくると言われたが，

島嶼部だけでなく，中心部でもそのような要望を受ける。  

防護柵の補助金制度は，農地にしか適用されないが，これ

を農地だけでなく宅地も適用すれば，ものすごい予算になる

と思う。  

今後の課題ではあるが，今のところ，そこまでは踏み切れ

ていないというのが実情である。  

市民  中心部にイノシシがどれぐらい出ているのかはわか

らないが，やはり，島嶼部や農地，山に近いところは出やす

い。そのように，市内一律ではなく，特性がある地域から行

う方法もある。地域の特性も加味してもらわなければならな

い。  

議員  豊町では，成功しなかったが，過去にモデル地区をつ

くり，大学と連携して取り組んだと思う。  

広島大学の教授にビデオを見てもらい，イノシシの生態系

を探ってみたが，だめだった。県内でも同じように取り組ん

でいるが，今のところ，人間よりもイノシシのほうが勝って
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いる。  

また，耕作放棄地と不明宅地がふえたことも原因だ。  

議員  私は，島嶼部の人がイノシシ対策に対して，市にどの

ようなことをしてほしいのかを知りたい。  

市民  これは県知事の許可が必要なのだが，猟期を延長して

もらいたい。市からお願いしてもらわないと県も動かない。 

市民  高知県や愛媛県では，広島県よりも前後15日ずつで，

１カ月ほど長い。そのように他県では例があるので，県に強

く働きかけて，猟期を延長してもらいたい。  

市民  子供を産む時期を外すなど，猟期には動物愛護の観点

もある。しかし，その地域に合っていないものが，全国一律

の法律となっていることに問題がある。場所によって違う。 

議員  動物愛護のほかにも生態系保護という考えもある。こ

の根拠法は鳥獣保護法だが，その中の例外規定として，害を

及ぼす場合は有害鳥獣に指定し，ある一定の期間を設けて，

駆除できるようになっている。  

昔と違い，イノシシがふえているので，駆除しても生態系

は大きく変わらないということになれば，もう少し駆除して

もよいのではないか。  

市民  平成12年まではイノシシはゼロだった。昔からいたわ

けではない。ある日突然出てきた。本当に大有害だ。  

市民  日本全体で多いところと少ないところがあるわけだ

から，その地域に応じて対応してもらいたい。  

議員  今，漁業のほうはウミウで被害が出ている。陸ではイ

ノシシ，海ではウミウが厄介者になっている。 

議員  今みたいに，こうしたほうがよいということがあれ

ば，みんなで県会議員や国会議員のほうに言えば，どうにか

なると思う。みんなで声を上げなければどうにもならない。 

市民  猟期を延長してほしいということはお願いしている。 

市も県にお願いしたようだが，猟期を早くすると，マツタ

ケを採っているところなどで，間違えて人間を撃ってしまう

のでだめだとか言われたようだ。  

議員  どのまちもお願いしているが，難しいようだ。  

市民  県の中でも地域によって違う。  

 

市民  話を戻すようになるが，避難所の指定について，もう

一度見直してもらいたい。例えば，海や川に近いところもあ
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るが，本当に今の場所がよいのだろうか。  

議員  海に近いところは津波に弱く，山に近いところでは土

石流に弱い。そのように災害にはいろいろな種類があるの

で，災害の種別により避難所を分けている。  

市民  地域の声を聞いて，もう一度チェックしてもらえると

よい。  

市民センターに聞くと，大規模災害のときは集会所ではス

ペースが足りないので，体育館のような広いところが避難所

になっていると言われた。しかし，設備がよくない。  

議員  どれぐらいの規模の被害を受けるかわからないとき

は，大は小を兼ねるということで，できるだけ大きなところ

を第一次の避難所として指定する。多くの集会所を指定する

と，そこに時間外労働の職員も張りつけなければならないと

いう問題もあるので，まずは大きいところを指定する。  

議員  現在，市は段ボールベッドや個人のプライバシーを守

ることなども危機管理課のほうが研究している。  

また，ほかのところで災害があれば市も応援派遣を行って

おり，そのあたりのノウハウを持って帰ると思う。  

市民  一度，避難すると，名前を書いて，勝手に家に帰れな

いようなこともあるようだ。  

議員  そのあたりは，柔軟に考えていかなくてはならない。

要は，避難した人が安心して避難できるかということが第一

だ。  

新聞ではなかなか報道されないが，市の一般の職員だけで

なく消防局も上下水道局も熊本地震には交代で応援に行っ

た。そのように，ノウハウを積み上げている。  

議員  段ボールベッドは既に購入している。今までは中央部

やオークアリーナなどに備蓄していたが，すぐに持って行け

るように，安芸灘地区にも備蓄しているはずだ。  

議員  さまざまな意見をいただいたが，地域で問題が起きれ

ば，市に相談いただければと思う。  
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平成29年度呉市議会報告会報告書 

（ 郷原 ）地区 

開 催 日 時 平成 29年10月23日（月） 14時 00分～ 15時30分  

開 催 場 所 郷原まちづくりセンター  

参 加 者 38人 

出 席 議 員 梶山  治孝 福永  髙美  上村 臣男  奥田  和夫  

林田  浩秋 山本  良二  谷本 誠一  岩原   昇  

報 告 内 容 １．学校教育について（教員の勤務実態など）  

意 見 交 換 市民  私は，父が教員だったことから，家族として，また一

学生での立場を経験しているので，実情はよくわかる。  

部活動が負担になっているということをマスコミなどで

よく言われているが，父に聞いたところ，そうではないよう

だ。部活動はむしろ働きがいの一つになっている。そのため，

部活動の週休日が，教員にとって精神的な意味で楽かという

と，かえってやりたいことができないので苦痛になっている

と聞いた。  

むしろ，何に負担がかかっているかというと，報告にもあ

ったように，一般職員でもできるような事務整理やモンスタ

ーペアレントなどの苦情対応に時間を割かれることのよう

だ。  

そのようなことから，必ずしも，部活動の負担を減らせば

よいということではないということを知っておいていただ

きたい。  

また，もう１点，私自身は他県で市役所職員を少し勤めて

いた。そこでは，一斉退庁もあったが，自宅への業務の持ち

帰りは禁止だった。しかし，それでは業務が回らないので，

結局，朝の４時，５時から登庁して業務を行っていた。その

ように，一斉退庁が業務の軽減につながるかというと，それ

も違うと思う。  

そのようなことから，別の視点についても検討いただきた

い。  

議員  まず，部活動について，そのような意見があるという

ことを，きょう認識を新たにさせてもらったのが正直なとこ

ろだ。  

私は知り合いの教員から，土日の部活動における手当は以

前と比べるとアップしたが，遠いところに行けば朝から夕方

まで行う場合もあり，時間に換算するとわずかな手当になっ
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てしまう。また，身柄を拘束されて，家族との団らんができ

ないというような悩みを聞いていた。  

現在，呉市では，平日の部活動を週一日は休むようにして

いるが，これが生徒と先生の意欲の減退につがなるというの

は一つの考え方だと思うので，今後の参考としたいと考えて

いる。  

また，２点目の一斉退庁について，現在，呉市の学校現場

では，一斉退校時間を決めたものはない。先進地の例では，

最近導入したところで，これは参考にしようと思っている。 

また，教員と市役所職員は同じ公務員ではあるが，教員は

時間外手当が出ない。教員は勤務時間以外の業務がいろいろ

とあり，線引きが難しいことから，教育公務員特例法により，

時間外手当が出ないかわりに給料が多く出ている。  

例えば，40歳の市役所職員の給料が 36万円であれば，教員

は38万円である。さらにそれに加え，調整手当として４％が

加算されて40万円ぐらいになっている。比較すると４万円程

度多いわけだが，それ以上に働いているということが問題と

なっている。  

また，苦情対応についても，民事にかかわるような問題な

どの場合，弁護士などの専門職が対応する体制を整えてい

る。そのほか，スクールサポーター制度やスクールカウンセ

ラー制度など，いろいろな形で教員をサポートする体制を整

えている。  

また，印刷事務などに対しては，教務事務支援員を配置し

ている。様子を見て，効果があれば校数をふやしていく状況

である。 

市民  私は小学校と中学校の評価委員をしているが，先月の

会議で校長が「郷原小学校でやっと職員が整った」と言われ

た。２学期も半分過ぎて，そのような話だ。  

市は支援員の派遣に取り組んでいると言われたが，実は全

然違うのではないか。市の小中学校で職員が整っていないと

ころがあるのではないか。そのような学校がどれぐらいある

のか。  

また，心を病み長期で休んでいる教員もいる。それが生徒

のほうへしわ寄せが来ているのではないかと私は思う。その

ように，教員の実態，学校の実情をしっかり調べてもらいた

い。  
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議員  そのような不満は初めて聞いた。各学校の実態をもう

少しよく調べることに努めたいと思う。 

議員  基本的に，教員は学級数に応じて県が配置する。  

呉市は小中一貫教育を行っており，その加配が若干はある

し，ほかにも嘱託職員によりいろいろなサポート体制をとっ

ている。 

どのようなところが足りないのかは，直接学校に聞いてみ

たい。  

議員  今後，この委員会では，校長会役員会と意見交換する

場を持つようにしている。そこでは，もっと深い悩みごとな

ど，学校の実態をよく聞いてみたいと思う。よい意見をいた

だいた。  

市民  １週間当たりの時間外勤務の合計時間は，自宅への業

務の持ち帰りは含まないもので，国と市を比べると，市のほ

うが少ないと説明されたが，市の教員だけが楽なはずはない

と思う。  

私も学校の運営に携わっているが，今，学校では発達障害

児がふえている。教員は自宅へ業務を持ち帰ること抜きにで

きないのが現状だ。このような報告を市から受け，議会から

は疑問が出なかったのか。  

議員  我々も，教育委員会からアンケートの調査結果の報告

を受けた際，そのように指摘した。  

自宅への業務の持ち帰りについては，国の調査では含まれ

ていないため，報告資料では国にあわせた数字になっている

が，市の調査では持ち帰り業務も調べている。  

それに対して，議会では，時間外勤務は持ち帰り業務も含

むべきだと指摘した。例えば，若い女性教員であれば食事や

子育てなどの家事の後に仕事をすることがたくさんある。そ

れも含めて，働き方改革を考えなければならないと指摘し

た。  

また，持ち帰り業務を含めた，小中学校での１カ月当たり

の実質的な時間外勤務は平均で約 85時間になり，過労死ライ

ンでいうところの月 80時間を超えているという実態が明ら

かになった。  

それについて，視察した茨木市では，持ち帰り業務の時間

も含めて，時間外勤務を減らそうと努力している。これから

我々はいろいろ議論していくが，これは重要な視点だと思
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う。  

議員  先ほど言われたように，教員の多くが心を病み，現場

を退いている。そのため，教員の働き方改革に取り組まなけ

れば，一番迷惑をこうむるのは児童や生徒なので，市で教育

をしっかり保証しなければならないということで，委員会で

教員の勤務実態について調査することになった。  

また，部活動についても，教員は子供と向き合う時間とし

て楽しんでいる。それができないのは，いろいろな報告や資

料の作成，苦情対応に時間が割かれているのではないかとい

うこともあわせて，どうすればよいかということを考えてい

る。  

それに対し，改善できていないようであれば，またご指摘

いただきたい。  

議員  先ほど，発達障害児がふえたことで教員の負担がふえ

たと言われたが，これは事実で，昔と比べるとかなりふえた。 

市の対応としては，以前は身体障害と知的障害の障害児学

級しかなかったが，発達障害，いわゆる自閉症などの専門の

学級も，学校の規模によってつくるようにしている。  

ところが，発達障害は知的な遅れがないことから，保護者

は学校の勉強が遅れるので，特別学級に子供を入れたくない

ため，普通学級を選択する保護者もたくさんいる。  

そうすると，授業中に走り回ったりする子供もいるので，

呉市では，普通教室にいる発達障害と診断された子供や担任

の先生をサポートするために，嘱託で学校教育指導補助員を

採用しており，毎年ふやしてきた。  

そのような形で，発達障害児の対応にも取り組んでいる状

況だ。  

市民  もともと教育というものは，どれだけ時間をかけたか

らどれだけ成果が出たというものではないと理解している。 

そうした場合，教員にとって，何が本当の問題になるかと

いうと，やりがいがあるかどうかだけだと思う。  

雑務を極力減らしていくことは当然ながら，子供と向き合

う時間が足りないのであれば，教員資格の保有者は多いよう

だから，教員をふやすことで解決するのではないか。  

金がかかるからだめではなく，中核市となった呉市で，県

が派遣する支援員が足りないなら，市でふやせばよい。  

そのようなことも，市独自の施策として取り組んではどう
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か。  

議員  言われたことは，十分認識している。  

そのため，我々はそれを含めて行政側に提言していく。  

市民  このことは，この郷原地区で議論することではないと

思う。文部科学省の指導のもと，県や市，個々の教員の問題

だ。  

郷原地区は昭和 31年に呉市に編入合併し，以後，長い間過

疎地であったが，平成とともに苗代工業団地をつくった。ま

た，野呂山麓には，二つの大きな住宅団地が造成され，現在

は立派なまちとして機能している。  

現在は人口  5,000人で推移しているが，５年，10年先には，

住宅団地の子供も成長し，他地域に移り住むときが来た場合

には，生徒数は激減し，学校の存続が危ぶまれる時代がいず

れ到来すると思われる。  

また，工業団地の従業員約 2,000人は地区外から通勤して

おり，朝夕のラッシュ時には，道路が混雑する。  

そこで，これら全てを解決して，郷原地区の人口を減らさ

ず，立派な都市機能を維持していくために，工業団地の従業

員向けの小規模な住宅団地を用意してもらえないかと要望

する。 

そうすれば，子供もふえ，人口もふえ，地元雇用もふえる

のではないか。これらを含めて，郷原地区の将来のために，

どうすればよいかということを常日頃からみんなが考えて

おり，それに応えてもらうことが，一番望んでいることだと

思う。  

今は学校教育の問題もあるが，これらの要望について，持

ち帰っていただき，市全体で考えていただきたい。  

議員  多岐にわたる要望を述べていただいたが，冒頭で申し

上げたように，我々は委員会によって所管する部署が違う。 

住宅団地のことや交通のことなど，いろいろな環境を整え

てほしいという要望があったが，全体の要望は聞きづらい。 

しかし，今の要望は，持ち帰らせていただくので，将来的

にこのまちが発展するように考えていきたいと思っている。 

 

市民  平成11年６月29日，黒瀬川の氾濫により地域が浸水し

た。  

現在，黒瀬川には雑木が生えており，災害から 15年ほど経
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過したので，市のほうで再度の点検をお願いしたい。  

議員  平成11年に黒瀬川がオーバーフローしたのか。  

市民  オーバーフローはしなかったが，川の水が警戒水域を

超えた。川を拡張してからは順調に流れているが，雑木が生

え，底には砂がたまっている。それを市で対応してほしい。 

また，少子高齢化の社会ということで，郷原地区の高齢化

率は１区から10区までで大体 45％だ。学びの丘と野呂の里の

住宅団地は若者がいるので６％だが， 10年後は 60%ぐらいに

なる。  

現在は，車で移動しているが，10年後となると，そういう

わけにはいかない。病院や買い物など，災害などが起きたと

きには，どうなるのか不安だ。  

議員  これはどの地域でも抱えている悩みだ。  

公共交通機関が減っていく中，市も電車とバスをなくし

た。地域によっては，コミュニティーバスを走らせていると

ころもあり，財政的な援助をしながら，地域に合った方法で

続けてもらうことに努力しているが，この少子高齢化はとめ

ようがない。  

そのため，出産費用の補助や子供の医療費を無料化，学校

の授業料を無料化など取り組んでいる。そのあたりも解決し

ていかなくてはならないが，少子高齢化をとめる手だてがな

い。どこも同じだ。よい考えがあれば教えてもらいたい。  

議員  黒瀬川は県が管理する河川であるため，郷原地区全体

の要望として，市を通じて県に要望を上げてもらいたい。  

必要があれば予算もつけるだろうし，ほかと比べてもう少

し我慢することもある。そのような手順で進めるようにな

る。  

市民  それでもだめなら，議会にお願いするということか。 

議員  議会全体が支援するということではなく，先ほど説明

したように手順がある。  

この河川は郷原地区全体の問題なので，まずは，郷原地区

全体の要望としてまとめ，市民センターに行ってもらう。そ

の後，市民センターが市を通じて，県の河川維持課のほうに

話が行く。それで，県が現場を見て判断するということだ。 

そのとき，知り合いの議員にサポートをお願いすれば，動

くこともあろうかと思うが，この場で委員会として受けるこ

とはできない。全くやらないということではない。  
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市民  我々は，そのような手順について疎い。きちっとした

手順で考えてみる。  

 

市民  国道 375号から大学へ上がる道路があるが，その道路

ののり面に雑木が茂っている。以前は，地元からの要望で毎

年刈ってもらっていたが，予算が削られたといって刈ってく

れなくなった。  

今回，大学に新たな学部が新設されたが，大学ができた当

時のように大学の周辺にも手を加えてほしい。  

予算がないからと片づけるのではなく，最後まで管理して

もらいたい。そのあたり，予算づけの方法を教えてもらいた

い。  

議員  学校ののり面か，市が管理するのり面かよくわからな

いが，以前は市が刈っていたのか。  

市民  ３，４年前までは市が刈ってくれていた。  

議員  方法としては，地域として要望をまとめ，市の土木部

に上げるというのが一つである。それがだめで，郷原地区全

体からの要望として格上げできるのであれば，市も優先事項

として捉えるので，予算化されることも夢ではないと思う。

方法としては，そのようなことが考えられるところだ。  

議員  地域でまとめるか，地区全体でまとめるかして，もう

一度市に要望していただきたい。  

 

市民  私の地区は水道が整備されていない。何とかならない

か。  

議員  以前，呉新世紀の丘構想という苗代地区に住宅団地を

つくる計画があったが，バブルがはじけて計画が飛び，住宅

団地から工業団地にかわり，大積地区に水道を引く計画がな

くなった。  

水道事業は公営企業法により独立採算で，原則，できるだ

け税金を投入しないということがあるので，長い延長の水道

管を引くとなると，市全体の水道料金を上げなければならな

い。  

そのため，大積地区は以前から水道の計画エリアに入って

なく，上下水道局の許可を得て，地域で行う簡易水道で運営

している。  

将来，家がたくさん建ち，団地ができれば別だが，今のと
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ころ，水道を大積地区まで敷設する見通しは全く立っていな

い状況であり，水道事業の運営の収支をプラスにしていかな

くてはならないということから，すぐには難しいと思う。  

市民  それはわかっている。高齢化で維持できなくなる心配

があるので，維持していくための補助をお願いしたいという

ことだ。 

議員  大積地区の人口が減れば，維持管理が難しくなるの

で，水道を敷設してほしいという話ではないのか。  

市民  違う。高齢化による維持の問題だ。  

議員  現場を見なければわからないので，この場では回答で

きない。相談があれば動く者もいる。  

議員  簡易水道については，それぞれの地域で何とか管理，

運営しているのが実情だ。それに補助を出すとなると，ほか

の料金に跳ね返ることも十分考えられるので，そのあたりも

上水道局もよく考え，事に当たると思う。  

市民  今の回答は，見捨てるような話に聞こえる。  

議員  そういう意味ではない。そのようなところも多くある

ということだ。  

市民  そのようなところはたくさんないはずだ。市内で水道

が来ていないところがあるのか。  

議員  野呂山もそうだ。 

議員  安浦地区には三つある。  

市民  水道がなければ，人間は住めない。  

議員  水道もそうだが，農業用水のため池などもよく要望を

受ける。高齢化により，維持管理が…。  

市民  ため池の話ではない。  

議員  そうではない。高齢化により地域を維持していくこと

が，困難になっている。  

そのような意味から，水道は生活に必要なものだが，ため

池は維持できなければ災害につながる。  

市民  ため池の話と一緒にしないでいただきたい。  

議員  一緒の話だ。その地域を守るためにどうすればよいか

ということを考えなくてはならない。  

市民  何も水道を引けということではない。  

そうではなく，わずかな人数で簡易水道を管理しているわ

けだが，皆70代だ。山の上の貯水場に砂を入れたり，カルキ

を入れたりするが，それに対して，市に応援してもらいたい
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ということだ。それぐらいのことがなぜできないのか。  

議員  それに対して，この場ですぐにできると回答できない

が，そのような悩みは市に伝えている。  

市民  伝わっていない。  

議員  補助金の問題よりも，維持管理の作業が高齢化によっ

て難しくなっているということはわかった。  

それに対して，どのようなことが負担になっているのか

は，そこに住んでいないので，現場を見なければ全くわから

ない。  

相談してもらえれば，誰かが現場を見に行く。誰に相談す

るかは，地域で考えていただきたい。  

市民  この委員会は上下水道局の事務を所管しているのだ

ろう。  

議員  冒頭，委員長が述べたように，委員会として要望は受

けられない。個々の議員に相談してもらえれば，相談を受け

た議員が現場を見て，何が問題なのか整理して取り組むこと

は可能だということを言っている。そのような手はある。  

市民  それなら，この８人の中から誰か来ていただきたい。 

議員  皆さんが言われることはもっともだ。  

こちらも簡単にできるとは言えないから，現場を見て，上

下水道局の話を聞いて，どうするか検討する。  

私でよければ見に行く。  

市民  この８人の中で，誰か来てくれるのか。  

議員  何人かは行くと言っている。  

また，ほかのことについても，地域で要望をまとめ，もう

一度市に出していただきたい。我々も尽力する。  

 

市民  今の話を聞いていると，知っている議員個人に相談し

ろと聞こえた。それなら，この議会報告会は意味がないので

はないか。  

議員  誤解を与えているようだが，地域で要望をまとめてい

ただき，市民センターを通じて，市に要望してほしいという

ことだ。そのようなときには声をかけてもらい，我々も見に

行く。  

市民  誰に声をかければよいのか。  

議員  この中の誰でもよい。  

市民  そのための議会報告会ではないのか。  
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議員  先ほどから言っている。私でよければ見に行く。  

市民  それでよい。  

議員  やはり，筋は通してもらわなければならない。  
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平成29年度呉市議会報告会報告書 

（ 宮原 ）地区 
 

開 催 日 時 平成 29年10月24日（火） 14時 00分～ 15時20分  

開 催 場 所 宮原まちづくりセンター  

参 加 者 ８人 

出 席 議 員 井手畑隆政  谷  惠介  檜垣 美良  久保   東  

神田  隆彦 中田  光政  森本 茂樹   

報 告 内 容 

 

１．市中心部の回遊性向上  

２．呉市地域防災計画  

意 見 交 換 市民  私は以前中通に盆栽屋を開いていた。もっと早く回遊

性の向上に取り組んでいただけたらよかったと思う。  

歴史の見える丘には多くの観光客が訪れているので，もっ

と駐車場を整備すれば喜ばれると思う。 

また，現在，宮原まちづくりセンターでは，黒澤明監督の

映画ポスターなどのデザインを手がけた，坪内小学校出身の

益川進という方の作品を展示しているが，今年は生誕 100年

に当たるため，記念事業を盛大に行おうと思っている。  

回遊性向上の取り組みにより，歴史の見える丘に訪れた観

光客が宮原まちづくりセンターに足を運んでくれればよい

と思う。  

また，宮原地区のまちづくり推進委員会がゆるキャラ（ほ

たるん）をつくった。呉市内にはほかにもゆるキャラをつく

っている地区が複数あるので，市内のゆるキャラが一堂に集

まるようなイベントをすれば盛り上がると思うがどうか。  

議員  このたび総務委員会では，市中心部の回遊性向上をテ

ーマに，大和ミュージアムから幸町エリア，中通，本通への

回遊について調査しているのだが，市内にはほかにもたくさ

んの観光コースがあると思うので，ぜひ取り入れていきたい

と思う。 

議員  貴重な意見に感謝する。  

呉市は大和ミュージアムの建設がきっかけとなって観光

に力を入れ始めた。その後，平成17年の合併によってさらに

観光資源がふえたが，今後は，合併町のみならず，市内全域

で歴史遺産を発掘し，観光に生かすべきだと考えており，そ

ういった観光資源の調査を実施するよう，行政側に働きかけ

ている。 
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また，呉，横須賀，佐世保，舞鶴の旧軍港の４市が日本遺

産の認定を受けたが，観光に対する取り組みは各市でそれぞ

れ違う。  

例えば，佐世保では市内の回遊を促すため，スタンプラリ

ーを実施しているが，呉市にはまだそういった事業がないの

で，観光ボランティアや地域の意見を聞きながら取り組んで

いきたい。  

また，提案のあったゆるキャラが一堂に集まる，お国自慢

のようなイベントも面白いと思う。  

よい提案があれば，我々も真剣に取り組みたいと思うの

で，よろしく願う。 

 

市民  大和ミュージアムやてつのくじら館の来館者はふえ

ているが，市の中心部には海軍の町としてＰＲできるような

観光施設が少ないため，江田島の術科学校やアレイからすこ

じまなどへ海からアクセスするルートを考えてはどうか。  

そうすれば，もっと呉をアピールすることができると思

う。  

議員  そのとおりだと思う。  

呉市には年間 100万人近くの観光客が来訪するが，多くは

観光バスに乗ってくるツアー客で，滞在時間はわずか２時間

程度である。今後は，滞在時間を伸ばす取り組みが必要だと

考えている。  

私も，陸路ではなく，航路で江田島にアクセスできないか

と考えているが，民間の力を借りなければならないので，な

かなか難しい。  

しかし，実現すれば，歴史の見える丘公園のある宮原地区

を含め，大きな回遊性が生まれると思うので，旅行会社とタ

イアップしていきたいと思う。 

議員  航路についてはこれまでも検討しているのだが，うま

くいくかどうかわからないので，旅行会社がリスクを負うこ

とができないのだと思う。  

 滞在時間が２時間では，蒲刈などの島嶼部へは行くことが

できない。  

 また，航路を利用する場合，江田島側は小用港を利用する

ことになるため，小用港から術科学校までの交通手段を考え

る必要がある。観光客が船で直接術科学校へ行くことはでき
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ない。海から直接術科学校へ行くことが許されるのは，天皇

陛下や大臣のみである。  

また，術科学校はあくまでも自衛隊の教育施設であり，観

光施設ではないことも頭に入れておかなくてはならない。  

いずれにしても，大和ミュージアムから術科学校へのルー

トをつくるため，呉市は江田島と協力する必要があると思

う。  

滞在時間が短いことは悩みの種だが，あきらめずに進めて

いきたい。 

議員  呉市には観光客が泊まるようなホテルがなく，観光客

のほとんどは広島市内や宮島へ宿泊する。大和ミュージアム

に行ってみたいという方は多いが，泊まる人は少ない。  

 アレイからすこじまは，日本で一番潜水艦を近くで見るこ

とができる場所である。これを観光振興に使わない手はない

と思う。  

また，青山クラブを活用して，中通や入船山記念館へ回遊

する観光客がふえれば呉が活性化すると思う。  

戦艦大和は呉市が世界にアピールできるものであり，どう

活用するかが鍵となる。  

我が会派は，戦艦大和と同じ大きさのホテルを建設すると

いう夢のような構想を提案したことがあるが，いろいろなア

イデアを出さなければならないと思う。日本全国が観光客を

取り合っているのが現状だ。  

歴史の見える丘や入船山記念館など，呉にしかない観光資

源を活用して人を呼び寄せたいと思っている。 

議員  我々議員も周辺地域と連携して呉の観光資源を磨い

ていきたいと考えている。  

なお，江田島市とは連携中枢都市圏として協定を結んだの

で，観光を含め，今後いろいろな面で連携していく予定であ

る。  

 

市民  砂防ダムが設置されているが，砂がたまってしまって

いる。  

 特に，宮原地区は急傾斜な場所が多いので，今後，どう対

応していくのか，将来ビジョンを示してほしい。  

また，避難行動要支援者支援制度は民生委員へ話があり，

要支援者の情報を集約することになっているが，これからど
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う活用していくのか，指針を示してほしい。  

民生委員と自治会が協力して取り組まなければならない

ことはわかるが，実際にどう進んでいくのかがわからない。 

今は，国がやれといったことだけを，とりあえずやってい

るようにしか見えないので，これからどう取り組んでいくの

かを教えてほしい。 

市民  私も防災について伺う。  

宮原小学校では総合的な学習の中で防災をテーマに取り

組み，地域の危険な場所や避難方法などについて勉強してい

る。  

 地域の自主防災組織と合同で防災訓練を実施したが，子供

たちの意識が向上することは，地域において非常に有効だと

感じた。  

子供が自主的，主体的に防災意識を持つことが必要だが，

自治会や高齢者も防災に主体的に取り組むという意識が必

要であると思う。そういった意識を高めるために，これから

どのように取り組むのかを教えてほしい。  

議員  砂防ダムは県管理の施設である。  

砂がたまっているという意見をよく聞くので，県には知ら

せているのだが，余りたまっていないと判断しているのだと

思う。今後もしっかり伝えていきたいと思う。  

次に，避難行動要支援者支援制度について，ひとり暮らし

の高齢者などが避難する際に車椅子が必要かなど，細かい部

分まで，民生委員や自治会長などが把握されており，敬意を

表する。  

しかしながら，この情報をどう活用するのか，市から方針

が示されていない。他都市もこういった状況であると聞く。 

防災リーダーは，防災知識を高めるのが目的で，現在  300

人を認定しているが，今後，どう活用していくのか，何をし

ていかなければならないか議論している。  

今後，地域の皆さんがどう行動すればよいかが明確にわか

るよう，行政側に伝えたいと思う。  

 

議員  砂防ダムについては，県が２年前に状況を調査した

が，県に任せっ放しにするわけにはいかないと思うので，市

に何ができるかも考えなければならないと思う。  

最後には地域の力が必要である。地域の協力がなければ災
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害を防ぐことはできないので，理解願う。  

また，昨年，私は学校防災について他市の取り組みを視察

したのだが，かるたやトランプなどを利用して子供たちに防

災の啓発をするなど，さまざまな取り組みを行っていた。  

呉市では，各学校の地域環境に応じた避難方法などを掲載

した防災に関する冊子をつくっている。また，ポケットに携

帯できるようなサイズの避難マニュアルの作成にも取り組

んでいるところである。  

呉市は，自助，共助のできる子供を育てることに取り組ん

でいるのでよろしく願う。   

 

議員  以前，宮原地区で議会報告会を実施した際，買い物難

民の話が出たと記憶しているが，今はどのような状況か。  

市民  地域の中で店舗が減ってきたため，民生委員の中で対

策について検討し，地域の店舗でネットワークをつくっても

らったが，現在はそのネットワークに加入していた店舗の閉

店が進み，休止状態となっている。  

最近は，ヘルパーに買い物を委託したり，家族が１週間に

１度買いだめしたりするなど，自助努力している住民が多

く，不便さが表面化していない状況である。  

議員  移動販売ができたらよいと思う。 

市民  宮原地区は道路が狭いところが多く，大型車の乗り入

れができないので難しいと思う。  

議員  生協を利用する人はいるのか。  

市民  利用している住民は多い。  

議員  都会では，ネットスーパーというものがあり，前日に

注文すれば翌日配達してくれる。そういったものが呉市にも

あればよいと思う。  

市民  ゆめタウンやセブンイレブンが商品を配達してくれ

るため，住民はよく利用している。  

 

議員  昨年のふれあい夢議会で，宮原中学校が高齢者のごみ

出しを手伝うという事業を提案して可決されたが，現在の状

況を教えてほしい。  

市民  対象者を決めるなど，いろいろな調整が必要なため，

まだ全地域では実施されていない。  

現在は，坪ノ内町で月１回実施しており，地域に大変喜ば
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れている。  

議員  子供たちの意見がすぐ事業化された。  

呉市全体に広がればよいと思う。  

市民  学校も忙しいので，一斉に実施するのではなく，例え

ば通学のついでに寄るなど，無理のない形で実施したほうが

よい。  

大変よい取り組みなので，長続きしてほしいと思う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 66 - 

平成29年度呉市議会報告会報告書 

（ 下蒲刈 ）地区 
 

開 催 日 時 平成 29年10月25日（水） 14時 01分～ 15時08分  

開 催 場 所 下蒲刈農村環境改善センター  

参 加 者 ９人 

出 席 議 員 小田晃士朗  中原  明夫  阪井 昌行  沖田  範彦  

平岡  正人 片岡  慶行  北川 一清  土井  正純  

報 告 内 容 １．観光振興について（グリーンピアせとうちなど）  

意 見 交 換 市民  呉観光ボランティアの会の一員として，主に下蒲刈，

御手洗方面の案内を行っているが，下蒲刈の施設へ訪れる観

光客がだんだん少なくなっているようだ。松濤園，蘭島閣美

術館，白雪楼などの施設は入館料が必要であるので，抵抗が

あるのでないかと思う。現在，三つの施設へ入館すれば割引

はあるが，二つの施設でも割引があるようにすれば，来館し

やすくなるのではないか。旅行会社の方と話をする中で，合

併して 10年以上経ったので，そろそろ入館料を安くしてほし

いという意見も聞いた。個人的には朝鮮通信使がユネスコの

世界遺産に登録されることを心待ちにしているところだ。ま

た，梶ヶ浜にあるコテージの夏場の予約は３カ月も前から予

約しなければならない状況があるので，数をふやして利用価

値が上がるようにしてもらいたい。下蒲刈の観光についても

もっと考えていただければと思う。  

議員  私も同じ意見だ。入館料の割引は二つの施設を入館し

たときでもできるようにしたほうがよいと思う。入館料をと

るのであれば，展示などの中身ももう少し充実させたほうが

よいし，何か工夫して入館料を下げるようにもしたほうがよ

い。ユネスコ世界遺産への登録については，昨日と今日，ス

イスのジュネーブで審査が行われており，近日中によい報告

が期待できると思っている。コテージについては，今年度，

県民の浜に３棟建設する予定であるので，その様子を見なが

ら，梶ヶ浜のほうへも建設できるよう市のほうへ働きかけて

いきたい。  

市民  夏場のコテージの予約はすぐいっぱいになるので，と

ても気の毒だ。前向きに検討をお願いしたい。  

議員  今年度，新たに県民の浜にコテージを建設する予定で

あるので，そのことを含め，下蒲刈の観光についても研究し
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ていきたい。  

 

市民  侍屋敷である丸本家住宅は所有者が体調を崩され，現

在閉まっている。観光客などが来たら，開けて案内してもよ

いと聞いているが，観光資源としてもっと活用してはどう

か。また，現在，岡村島までは橋でつながっているが，大三

島までつながればよいと思っているので，ぜひ応援してもら

いたい。  

議員  丸本家住宅の管理はどうなっているのか。  

市民  個人の所有である。町時代から一般公開しているが，

所有者自身が門の開け閉めをしていた。  

議員  この件については，所有者である丸本さんと話をして

みたいと思う。  

大三島までの架橋の話はあきらめたとは思っていない。四

国まで陸上交通で行くことができればよいと思うが，現在の

ところ保留となっている。呉市として働きかけていく責任は

あると思っているので，期待を持って見守っているところで

ある。  

 

市民  観光振興のためには宿泊施設間の連携が必要なので

はないか。今週末に竹原市で憧憬の路というイベントが行わ

れるが，ホテルが少ないので，広島市や福山市などに宿泊さ

れる方もいるそうだ。このようなときに広域的に連携して呉

市内にも宿泊していただけるようにしてもらえばよいので

はないか。  

 先ほど大三島までの架橋という話が出たが，現在は今治市

関前までは橋でつながっている。とびしまマラソンの際，関

前地区では代替交通がなく困っているという話を聞いたこ

とがある。県が違うので難しいと思うが，今治市との連携と

いうものをもう少し考える必要があるのではないか。  

 呉市は滞在型観光の推進のため，宿泊パスポート事業を行

っているということであるが，私はこのパンフレットを熊野

町で手にした。観光パンフレットをつくるのはよいが，配ろ

うとしていないのではないか。また，レクレビルに観光情報

プラザがあるが，一番目につくところに海自カレーの紹介や

パンフレットがあり，ほかのパンフレットが目につかない。

呉市の玄関口としてはどうかと思う。広島駅には新しい観光
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案内所が設置され，広域的な案内も行っているそうだ。金沢

市を視察されたということであるが，金沢駅には北陸三県ま

でも案内ができる大きな観光案内所がある。県外から来られ

た方が呉市に行ってみようという仕組みづくりが必要では

ないか。  

議員  市内の宿泊施設間の連携はできており，オーバーブッ

キングした場合は，宿泊施設間で調整を行っている。市外も

含めて対応はできているので安心していただきたい。  

議員  とびしまマラソンの交通規制により，豊浜，豊地区の

住民が島外に出られなくなってしまうということは認識し

ており，市のほうと議論しなければならない問題と思ってい

る。商売をしようと思っても客が来ないという苦情も聞いて

いるので，このようなことがないようにしたい。  

東京にある観光ＰＲを行う施設で，広島県の地図が掲げら

れていたが，島嶼部が入っていないということがあった。私

が指摘したことで改まったが，県，市の担当者の意識が低い

ということで反省してもらった。地域全体をＰＲできるよう

な体制が必要と考えている。  

議員  パンフレットの配置の件など，御意見を参考にさせて

いただきたい。とびしまマラソンの交通規制は生活面で大変

という話は聞いているが，今治市側との協議なども必要だと

思う。  

議員  呉市は中核市に移行し，連携中枢都市圏の形成も行っ

ている。観光ＰＲについてもどのようなことができるのか，

何が効率的なのかということを委員会の中でも考えていき

たい。  

市民  とびしま海道でつながっている今治市関前ともしっ

かり連携し，よい仕組みができればよいと思う。  

議員  呉市の観光は，海自カレーを全面に出しているところ

である。「この世界の片隅に」や「孤狼の血」などの映画の

ロケーションの地図をつくろうという話もあるが，市独自で

作成したパンフレットは民間情報が掲載できないので硬い

印象がある。呉市を初めとした２市２町や民間で組織する呉

地域観光連絡協議会が作製したパンフレットは柔らかい印

象のパンフレットであるので，観光情報プラザにも配置する

よう申し伝えておく。パンフレット作製には予算がかかる

が，観光情報プラザでは品切れになることのないようにして



 - 69 - 

もらいたい。  

 

市民  下蒲刈と御手洗の連携を深め，午前と午後で巡るよう

にできればよいのではないか。御手洗だけ，下蒲刈だけとい

う観光になっていることも多い。  

議員  周遊ができるルートというものを委員会で検討でき

ればと思っている。  

 

市民  大久野島にある国民休暇村に安い料金で長期宿泊さ

れている方々が，下蒲刈へ観光に来たことがあった。コテー

ジは閑散期である冬場は人が来ないので，長期滞在できるよ

うなプランも考えてはどうかと思う。  

議員  大芝島に自炊で長期滞在できる宿泊施設があり，宿泊

者はレンタカーを借りて，いろいろなところを巡って楽しん

でいるそうだ。下蒲刈や蒲刈にもこのような施設があればよ

いと思う。  

議員  グリーンピアせとうちの指定管理者である休暇村サ

ービスは，大久野島の国民休暇村を運営している休暇村協会

と同じグループであり，連携が可能であるので，下蒲刈への

プランを作成してもらうことができればと思う。御手洗との

連携についてであるが，御手洗を観光すれば，下蒲刈の施設

の入館料を割引するなどの案も考えてみたい。それぞれの島

が点ではなく，とびしま海道のルートとしてつなぐことがで

きるよう議会として知恵を出していきたい。  
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(ⅰ)性別，年代  

 

アンケート回収数  １４１枚（回収率８７．６％）  

※そのうち無回答の項目は除いて集計  

 

 ・性別 

 
女性の参加者が昨年より 7.5ポイント減り，依然として男性の参加者が

多数を占めている。  

 

 ・年代 

 

１０代～５０代の割合が昨年 36.7％に比べて約 26％減の10.9％となっ

たが，依然として６０代以上の参加者が多い。  

  

74.2％ 25.8％

男性 女性

0.0%

0.7%

2.2%

2.2%

5.8%

34.1%

9.4%

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 

45.7％ 
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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）  

 

昨年からフェイスブックにより告知を行ったが，依然として，回覧板

や市政だよりを見て参加した方が多い状況である。その他については，

団体の会合で知ったという回答が多い。  

 

 

 

②  報告の時間について  

  

 

 

報告時間は，例年とほぼ同じように９割近いの参加者が「ちょうどよ

い」と回答している。 

 

30.2%

6.7%

33.6%

8.1%

2.0%

19.5%

市政だより

ホームページ

回覧板

紹介

facebook

その他

長い  ちょうどいい  短い  

5.7% 88.5% 5.7%



 - 72 - 

 ③意見交換の時間について  

 

 
 

前回よりも「ちょうどよい」と回答した参加者が 3.6ポイント減った。  

 

 

④報告内容について  

 

 
その主な理由  

（わかりやすい）  

・丁寧な説明。  

・市民の目線で話していた。  

・報告したいことがよくまとめられている。  

・余分なものが少なくはっきりしている。 

・比較的焦点が絞り込まれている。  

（ふつう） 

・市議会としての意見も聞きたかった。 

・問題が多岐に渡っているので，概略になりやすい。  

（わかりにくい）  

・文章を読むのは，聞きづらい。  

・皆さんの声が小さくて聞き取りにくい。 

・具体的に説明してほしい。  

  

8.3% 78.9% 12.8%

39.2% 49.6% 11.2%

わかりにくい  わかりやすい  ふつう  

長い  ちょうどよい  短い  
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 ⑤意見交換について  

 

 
その理由 

（よい） 

・意見を言いやすい雰囲気ができていた。 

・わからなかったことが少しは理解できた。  

・車座で話しやすかった。 

・少人数であったが，身近に話せた。  

・質問について丁寧な応対である。  

（ふつう） 

・個々の質問に対して，明確な方針，回答に欠けるところがある。  

・いろいろな問題があり難しい。  

（よくない）  

・質問と回答に食い違いがあったと思う。 

・もう少しつっこんだ議論がしたい。  

 

  

43.5% 47.6% 8.9%

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）  

・簡潔な資料で大変わかりやすかった。 

・図がわかりやすい。 

・理解しやすかった。 

（ふつう） 

・もう少し動きのあるプレゼンがほしい。 

・もう少し具体的な説明がほしかった。 

（わかりにくい）  

・文章が多い。口で説明するのだから，単語とそれらを関連付ける説

明がわかりやすい。 

・もう少しゆっくり。説明が早すぎる。 

 

  

36.9% 52.3% 10.8%

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）  

・議員さんの活動がわかるから。  

・来れば自身の勉強になる。  

・有意義である。  

・議会報告会そのものの主旨はすばらしいと思う。  

・議員が身近に感じられる。  

・いろんな意見が聞ける。 

（わからない）  

・関心のあるテーマであれば参加したい。 

・声をかけられて，訳も分からず気軽に参加したので。 

 

56.2% 43.1% 0.8%

参加したい  わからない  参加したくない  
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 ⑧報告会の開催について 

 

 
その理由 

（評価する） 

・やらないよりはよい。できれば，社会人も来やすい日時で。 

・多様な意見が聞けてよかった。  

・議員の方の話を聞く機会がないから。 

・情報発信の１つとしてよい。  

・教育成果にどのように結び付けていくか，アプローチの姿勢が見え

る。 

・委員さんと質問する人との話がよく理解できた。  

・現状を知ることができたため。  

・なかなかよかった。 

・年に1回くらい，市議会議員の活動内容が分かってもいいから。質問

に対する回答が聞きたい。 

・議員からの回答がよかった。  

（どちらとも言えない）  

・開催されれば参加する。 

・一部の人の意見ばかりで時間がオーバーして，みんなの意見が聞け  

たかどうか不明。  

・開催自体は可。フィードバック次第。 

・テーマが関心事とは限らないから。  

  

74.8% 23.6% 1.6%

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  ５８件 

（うち議会関係３６件，市政関係２２件） 

 

 ２ 主な意見  

①議会関係 

【議会報告会全般】 

・なぜ，参加者が少ないか，今一度考え直していただきたい。  

・多く参加者が来られるよう宣伝をしてもらいたい。  

・委員会別の開催ではなく，各委員が１～２人ずつでの，各町開催にし  

たほうが，意見交換しやすいのでは。  

【意見交換】  

・いろいろな立場の人の意見を聞いてみたいと思った。  

・質問者の発言時間の調整を委員長は考慮されたい。  

【開催日時等】  

・年２回くらい開催してほしい。  

・全体的にもう少し短く。  

②市政関係 

【総務関係】  

・高槻市のようにポイントを保育所や幼稚園に寄附できる制度をつくっ  

てほしい。  

  ・呉駅前のそごうの跡地はどうするのか。早急に考えて欲しい。  

【民生関係】  

・自治会問題。認知症対策について。 

【文教企業関係】  

・教育施策ごとに，年度ごとのステップアップや目標を設定して，達成 

度を成果評価（未過達）として次年度への修正アクションに結び付け 

る体制を構築してほしい。 

  ・学校を離れて長く，現在の学校の状況がよく分かった。 

  【産業建設関係】  

・グリーンピアの取り組みに女性の意見も入れて欲しい。 

・大和ミュージアム，グリーンピアは大きな課題であることに異論はな  

いが，身近なところで安芸灘大橋を渡っての島嶼部の観光について， 

将来的な構想を検討されていないのか，という点についてお聞きした 

かった。 
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・呉市観光パンフレットの見直しをして，若者や女性にアピールできる  

ものにする。 

・野呂山道の市内景勝地の整備をお願いしたい。 

【総合交通関係】  

・呉－広島間の高速道路料金を安くすれば観光客も，呉市民も喜ぶ。  

・広島空港にバスをふやしてほしい。迎えに行くのはちょっと大変です。 
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８回目となるこのたびの開催は，昨年度から市内全域を２年間で訪問する

最終年を迎え，全ての地区への訪問を終了しました。  

また，関係団体への報告会は，前年同様６カ所で開催し，専門性の高い貴

重な御意見を頂戴する機会を得ることができました。  

次に，参加人数は変則的な開催状況により単純比較はできませんが，減少

傾向が続く中，参加者との円滑な意見交換を進めるため，昨年度に引き続き

会場と参加人数に応じた車座形式の導入や，ファシリテーター役の設置な

ど，建設的な意見交換が行える場の創出に努めました。  

今回の議会報告会の流れとして，まず，各常任委員会で議論された市政に

関する重要案件の報告を行い，その後，各常任委員会で現在議論されている

所管テーマでの報告を行いました。そして，所管テーマを初め，市政全般に

よる意見交換を行ったところ，参加者の皆さんからは身近な困りごとやそれ

ぞれの地域が抱えている課題，特に所管テーマにおいては，参加者の皆さん

と活発な意見交換を行うことができ，今後の委員会活動への糧となりまし

た。 

また高校生に対して，政治を他人事ではなく自分のこととして捉えてもら

い，政治への関心を持ってもらうため，本年度から高校での議会報告会を本

格的に実施することとしております。12月に２カ所，２月に２カ所高校を訪

問し，高校生と意見交換会を実施する予定です。 

このように，改良や新たな試みを加えた議会報告会について，参加された

皆様からいただいた御意見やアンケートを踏まえ，議員間で話し合った結果

を次のとおり，まとめました。 

 

１ 意見交換をより深く充実させるため，報告するテーマの内容やテーマ数

について，各常任委員会に任せて報告会自体の自由度を向上させてはどう

かという点。 

２ より深い意見の掘り起こしを行うため，本年同様，公的，民間を問わず

関係団体での報告会を引き続き実施してはどうかという点。  

３ 座席配置を車座方式や座談会方式にして，人数に合わせた会場設営を行

い，参加者が話しやすい雰囲気づくりに引き続き取り組んでいくという点  

４ 「議会報告会・意見交換会」というタイトルを見直し，誰もがわかりや

すく親しみやすいキャッチを考えてはどうかという点や，議員が広報活動

に今以上に取り組んでいくことを，今後の検討課題としてはどうかという

点。 

Ⅳ まとめ 
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以上の点を踏まえ，次回の議会報告会は，参加者の意見により耳を傾け，

実行性を高めるため，議会報告会の目的でもある「広聴」以外にも市民要望

への関与を試みるものとし，また，本年度から本格的に実施している高校で

の開催を継続し，さらに裾野を広げる努力をしていきます。  

また，報告会開催に当たり，参加者から自然と意見が出されるような報告

形式とし，タイトルについても，従来の報告会のイメージを一新できるよう

な，魅力的なネーミングを検討していき，最終的には，参加者から出された

意見を政策立案や提言に織り込むことができるよう，これからも議会や委員

会の場で討議していきます。  

 議会報告会は来年で９回目を迎えます。この報告会が市民の皆さんとの有

意義な意見交換の場として活用していけるよう，今後も改良を加えながら，

引き続き開催していきます。  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○総務委員会 「呉市地域防災計画について」， 

「市中心部の回遊性向上について」・・・・１ 

○民生委員会「健康寿命の延伸について」， 

「食品ロスについて」・・・・９ 

○文教企業委員会 

「学校教育について（教員の勤務実態など）」・・・・１５ 

○産業建設委員会 

「観光振興について（グリーンピアせとうちなど）」・・１９ 

 

 

《資料編》報告資料 



平成29年

議会報告会・意見交換会

呉市議会 総務委員会

総務委員会

【総務委員会の所管事項】

総務部、企画部、財務部、会計課、消防局、

選挙管理委員会、監査委員会、公平委員会

の所管に属する事項、ならびに、

他の常任委員会の所管に属さない事項

委員会では、おもに、所管事項の
議案審査・所管事務調査を行っています

所管事務調査とは

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、解決策を考え、

本会議において提言することを目的としています

議案審査は、

おもに市側から提案されたものを審査しますが、

所管事務調査は、

市に対して委員会側から働きかける
ものです

①市中心部の回遊性向上について

【本日のテーマ】

② 呉市地域防災計画について

報告①

市中心部の回遊性向上
市中心部の回遊性向上について

現在呉市では、大和ミュージアムを訪れた観光客を

幸町エリア、中通・本通へ回遊させ、市中心部のさらなる

にぎわいを創出・向上させるための計画策定を進めています。

市民からは、呉駅前の再整備、旧青山クラブ・そごう跡地

の活用を望む声が多く聞かれます。

総務委員会では、観光客の回遊促進策のほか、

関心の高まっている旧青山クラブの活用など、

市民が望むにぎわい創出について、

総合的に調査・検討することといたしました。

（所管事務調査 テ ー マ ）
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○総務委員会「呉市地域防災計画について」
　　「市中心部の回遊性向上について」



呉市の現状
来訪者の動向

・多くの観光客が訪れているが、滞在時間が短い

・交通手段は、自家用車４割、公共交通機関４割

・大和ミュージアムを訪れて回遊していない

・認知度が高い”食“は、海自カレー

呉市の現状

宿泊の動向 (1)

・大和ミュージアムに30分以上滞在した人

宿泊率は７割（そのうち、市内宿泊率は２割弱）

・れんがどおりに30分以上滞在した人

宿泊率は５割（そのうち、市内宿泊率は６割）

呉市の現状

宿泊の動向 (2)

・宿泊者：男性が多く、その半数がひとりで宿泊

・客室数：年間１万１千泊分不足

・宿泊者が15％増加すると、３万７千泊分不足

Ⅰ．観光拠点の整備
～拠点を回遊させるための魅力づくり～

 観光施設のブラッシュアップ（磨きあげ）

 情報発信の強化（ＩＣＴ活用）

 桜松館を活用した集客施設（飲食・物販）の整備

 呉の食が一堂に会したにぎわいエリアの整備

 ウォーターフロントを活かした交流拠点の整備

 呉駅周辺地区の整備

市が示した回遊性向上案

Ⅱ．まちあるきに向けた整備
～市内を回遊させるための仕掛けづくり～

 シャトルバス・海上交通の整備

 堺川周辺の魅力づくり

 まちあるきツアーの造成（日本遺産、夜型観光等）

 サイン整備、ＩＣＴ活用による まちあるきの誘導

 歩いてみたくなる回遊ルート・スポットの形成

市が示した回遊性向上案

Ⅲ．官民連携による観光資源の整備
～オール呉体制によるおもてなしの仕組みづくり～

 食の文化・歴史の発信

 訪日外国人来訪者の受入環境整備

 商業・観光関連事業の奨励

 観光関連団体との連携強化

 宿泊機能の強化

市が示した回遊性向上案
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市が示した回遊性向上案

集客施設の整備（旧 海上自衛隊呉集会所 の活用）
~ 旧青山クラブならびに 桜松館 ~

旧青山クラブ

桜松館

Google Earth

旧青山クラブ と 桜松館
桜松館（おうしょうかん）の整備イメージ

生演奏などを楽しむことができる空間（レストラン・カフェ）に

呉市の特産品（かき、タチウオ、レモンなど）を用いたメニューの開発・提供

特色ある呉市の地域資源の発信・販売 など

旧 青山クラブ

解体か保存か？

活用の可能性を含め、今後については未定

青山クラブについて
当初の市の意見

・図面が残っていないため、耐震化できるかどうかわからない

・保存・活用するなら耐震化する必要がある

・保存・活用には多額の費用がかかる

・解体し、回遊性の拠点として駐車場を整備したい
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現時点における市の考え方

海上自衛隊呉集会所を、呉市が取得します。

桜松館は、

にぎわいの拠点となる新たな集客施設として整備します。

旧青山クラブは、
将来的な大和ミュージアム関連施設の整備を視野に入れながら、

部分的な保存、外観イメージの再現、

記念碑（モニュメント）設置
などの可能性について検討します。

青山クラブに対する委員の意見-1

呉市にとって数少ない歴史的遺産！

残すべき

お金がかかるのなら慎重に考えたほうがよい

保存するなら、

多くの市民に利用される施設にすべき

青山クラブに対する委員の意見-2

当時の生活を感じられる見学施設にしては？

プロジェクションマッピングで再現しては？

※最新の映像投影技術

クラウドファンディングで資金を集めては？

※インターネットを利用した資金集めの手法

など、様々な観点･視点から協議しています。

みなさんのご意見をお聞かせください！

わたしたちは、来年３月をめどに、

旧青山クラブの活用を含め、

市中心部の回遊性について話し合い、

市へ提言を行うこととしています

みなさんのアイデアをお聞かせください

ご静聴ありがとうございました。

では、次のテーマです。

呉市地域防災計画について

呉市議会
総務委員会

平成２９年度 議会報告会 説明資料

報告②
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議会報告会 呉市地域防災計画

呉市、災害の記憶 (1)

 昭和42年7月7～9日
梅雨・豪雨災害

 死者 88人

 重軽傷者 467人

 全壊家屋 232戸

 半壊家屋 325戸

 浸水家屋 7,515戸

議会報告会 呉市地域防災計画

呉市、災害の記憶 (2)

 平成 3年 9月27日
台風19号

 死者 2人

 重軽傷者 6人

 全壊家屋 64戸

 半壊家屋 31戸

 浸水家屋 2,236戸

議会報告会 呉市地域防災計画

呉市、災害の記憶 (3)

 平成11年 6月29日
梅雨・豪雨災害

 死者 8人

 重軽傷者 5人

 全壊家屋 18戸

 半壊家屋 13戸

 浸水家屋 1,780戸

議会報告会 呉市地域防災計画

呉市、災害の記憶 (4)

 平成13年 3月24日
芸予地震

 死者 1人

 重軽傷者 78人

 全壊家屋 58戸

 半壊家屋 268戸

議会報告会 呉市地域防災計画

呉市、災害の記憶 (5)

 平成16年 9月 7日
台風18号

 重軽傷者 14人

 全壊家屋 14戸

 半壊家屋 29戸

 浸水家屋 932戸

議会報告会 呉市地域防災計画

そして、今年９月の台風１８号

 ９月１７日（日）１２時１５分、
呉市内全域に、

「避難準備・高齢者等避難開始」を発令
 １７時１０分には、

倉橋地域に「避難勧告」を発令

 みなさんは、どのように対処されたでしょうか？
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議会報告会 呉市地域防災計画

呉市地域防災計画とは

 災害対策基本法に基づき
各地方自治体の長が
それぞれの防災会議に諮り
防災のために処理すべき業務
などを具体的に定めた計画

 防災の３分野である、
災害予防、
災害応急対策、
災害復旧・復興
に関する体制等を定める （呉市地域防災計画 通称「赤本」）

議会報告会 呉市地域防災計画

防災の３分野

災害予防
 災害を未然に防止する

災害応急対策
 災害発生時に
被害の拡大を防ぐ

災害復旧・復興
 災害の復旧を図る

災害とは
（災害対策基本法 第２条第1項 定義）

暴風、竜巻、豪雨、豪雪、
洪水、崖崩れ、土石流、
高潮、地震、津波、噴火、
地滑り、その他の異常な
自然現象または大規模な
火事若しくは爆発その他
その及ぼす被害の程度に
おいてこれらに類する
政令で定める原因により

生ずる被害をいう。

議会報告会 呉市地域防災計画

防災と住民の役割

 市民も、防災に寄与するよう
定められています

災害対策基本法 第７条 第３項

地方公共団体の住民は、基本理念にのっとり、
食品・飲料水その他の生活必需物資の備蓄、その他
自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、
防災訓練その他の自発的な防災活動への参加、

過去の災害から得られた教訓の伝承、その他の取組により、
防災に寄与するように努めなければならない。

議会報告会 呉市地域防災計画

呉市地域防災計画・呉市水防計画が
修正されました
 この機会に、呉市の防災について
皆様と一緒に考えてみたいと思います

 今回の修正概要
 避難情報の名称修正

 防災会議委員の追加

 避難確保計画の作成および避難訓練の実施

 県管理河川の基準水位見直しに伴う修正

 国および県の防災計画の修正に基づく修正

 災害時の協定など呉市独自の取り組みの追加

議会報告会 呉市地域防災計画

避難情報の名称変更

 市が発信する「避難情報」の名称が変わりました

避難準備・高齢者等避難開始

避難勧告

避難指示（緊急）

避難に時間のかかる方は
避難開始する

避難所などに避難開始

ただちに避難所へ！
または、身を守る最低限の行動

(旧) 避難準備情報

(旧) 避難指示

議会報告会 呉市地域防災計画

県管理河川の基準水位見直し

 対象：黒瀬川（町田水位観測所の基準水位）
 避難判断水位を 2.00m から 2.75m に変更

 避難準備・高齢者等避難開始が発令されます

 氾濫危険水位を 2.65m から 3.45m に変更

 避難勧告が発令されます

 ポイント
 余裕を見過ぎていた数値を見直したこと

 実際に避難時間等を測定し検証したこと
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議会報告会 呉市地域防災計画

避難確保計画の作成、避難訓練の義務化

 洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の
要配慮者利用施設の管理者等は、
「避難確保計画」を作成し、
「避難訓練」を実施しなくてはなりません

 当面は、国でモデル地区を定める

 平成32年までに義務化される予定

 「要配慮者利用施設」とは、
社会福祉施設、医療施設、
保育所、小中学校など

議会報告会 呉市地域防災計画

呉市の災害時の協定締結

 平成28年度からの災害時協定
 王子コンテナー株式会社

 段ボールベッド、段ボールトイレ等の提供

 石丸商会、一誠堂、深川医療機器

 ストーマ装具の調達

議会報告会 呉市地域防災計画

委員会での論点や意見

 呉市は、土砂災害や豪雨被害も経験している
防災について、呉市独自の考えを持つべき

 自然災害は予測不能、防災訓練や講演会で
平時からの備えを万全にしたい

 自主防災会の結成や防災リーダーの育成に
さらに積極的に取り組む必要がある

 二次災害を防ぐ観点からも、避難所運営は重要
避難所についての課題を把握しておきたい

 消防団を核とした地域防災について日常的に
問題意識を持つようにしたい

議会報告会 呉市地域防災計画

ポイント① 緊急情報の伝達

 防災情報メール
 事前登録者に防災情報がメール配信されます

 エリアメール
 緊急時に、対象地域内のケータイやスマホに自動配信

 防災行政無線
 豪雨などで放送が聞き取りにくいこともあります

 確認はキクハクレシ（０１８０-９９８９０４）
 呉市指定ゴミ袋にも
電話番号を表記

議会報告会 呉市地域防災計画

ポイント②－１ 指定避難所

 避難所には区分があります
 拠点避難所・準拠点避難所

 近隣の市職員が危機管理室からの指示により開設する

 例 学校施設など
県立高校は準拠点避難所ですが、通常は開設されません

 準拠点避難所は、大勢の避難が想定される場合などに
開設されるもので、通常は開設されません

 地域避難所

 自治会長等が自主的に開設 （市からの開設指示はない）

 例 自治会館、地域の集会所など

 福祉避難所・準福祉避難所 ・・・ 介護施設など

ポイント②－２ 指定避難所

 避難所ごとに対応する災害が異なります

 平時に表示板を確認しましょう

 最終的には避難は自己判断
 自宅内や近所での垂直避難が安全な場合もあります

(指定避難所表示板の例)

※二階など上層階に避難すること

この指定避難所は、
すべての災害種別に
対応している例です。
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議会報告会 呉市地域防災計画

ポイント③－１ 防災情報を確認

 ハザードマップ 市役所や市民センター、呉市ホームページから入手できる

 土砂災害、地震、洪水、高潮、津波の各ハザードマップがある

 土砂災害ハザードマップが未整備の地域は、
土砂災危険箇所マップを活用してください

（例 宮原地区 土砂災害ハザードマップ）

ポイント③－２ 防災情報を確認

避難の手引き（大雨編）

H29.5市政だよりと一緒に配布されました

議会報告会 呉市地域防災計画

ボイント④ 地域の防災組織を知る

 地域の「自主防災会」

 地域の「防災リーダー」

 地域の「消防団」

 「防災訓練や防災講習会」の状況

議会報告会 呉市地域防災計画

(参考)避難行動要支援者支援制度

 避難が難しい方が、関係者に個人情報を提供し
緊急時に地域で避難を支援するしくみ
 対象者：要介護３以上、
身体障害３級以上など
呉市内 約4,700名

 登録者 約2,500名

議会報告会 呉市地域防災計画

ご清聴ありがとうございました

ご意見・ご要望を、お聞かせください
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議会報告会ｉｎ市立呉高校

ここが呉市議会です

健 康 寿 命 の 延 伸
と

食 品 ロ ス に つ い て

平成29年度議会報告・意見交換会

民生委員会

【所管事項】

市民部、環境部、福祉保健部

の所管に属する事項

委員会では、おもに、所管事
項の議案審査・所管事務調査
を行っています。

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、解決策を考え、
本会議において提言することを目的と
しています。

議案審査は、おもに市側から提案され
たものを審査しますが、所管事務調査
は、市に対して委員会側から働きかけ
るものです。

平成２９年度 議会報告会のテーマ

民生委員会での所管事項

・ 健康寿命の延伸

平成２９年度の所管事務調査事項

・ 食品ロスについて

健康寿命の延伸について
健康寿命の延伸について

健康上の問題で日常生活が制限される
ことなく生活できる期間のことです。
（国の健康日本21（第２次）での定義）

健康寿命って？

平均寿命と健康寿命の差を
縮めることがポイントです。

9

◯民生委員会「健康寿命の延伸と食品ロスについて」
　　　　　　「食品ロスについて」



現状は？

○広島県の健康寿命（平成２５年）
・男性 ７０．９３歳（全国３３位）
・女性 ７２．８４歳（全国４６位）

○広島県の平均寿命（平成２５年）
・男性 ７９．９１歳（全国１２位）
・女性 ８６．９４歳（全国 ６位）

その差は，
・男性 ８．９８歳
・女性 １４．１０歳

健康寿命の延伸について

呉市の取り組み

主な取り組みは

・公園に健康遊具の設置

・ウォーキング大会

・がん検診・特定健診の受診率向上

・減塩

などなど

健康寿命の延伸について

○公園の健康遊具

設置状況は，８９公園に３２７基の
遊具を設置

○がん検診・特定健診受診率

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 目標値

肺がん 11.2％ 11.7％ 11.4％ 12.7％ 13.7％ 40.0％

胃がん 8.1％ 8.0％ 8.1％ 8.0％ 12.1％ 40.0％

大腸がん 11.1％ 11.6％ 12.6％ 13.6％ 14.5％ 40.0％

子宮頸がん 46.7％ 46.6％ 47.2％ 48.7％ 58.3％ 50.0％

乳がん 19.5％ 20.3％ 21.9％ 25.3％ 20.1％ 50.0％

特定健診
(国保加入者)

21.1％ 21.9％ 23.0％ 25.3％
24.3％
(速報値)

40.0％

○減塩に対する取り組み

平成２８年度 講演会・教室の開催実績

・講演会 ： １回 参加者 ６０人

・教室 ：１９回 参加者 ５０７人

・塩減ルス教室：２回 参加者 ４９人

そのほか，
・高校や大学に出向いての教室
・離乳食教室での減塩指導
・３０代の母親を対象とした減塩カフェ

など

○地域に根ざす健康づくり事業の
各地区の取り組み

平成28年度交付団体 28団体

（活動内容）

・事業計画の策定

・健康診査の受診推進

・ウォーキング大会等の参加促進

・地域の健康づくり事業の開催

（地区ウォーキング大会，体力測定など）
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○各地区のウォーキング大会の
開催状況

（呉市運動普及推進員の活動実績）

回数 参加人数

平成２６年度 １５１ ６,１１５

平成２７年度 １８７ ６,６６９

平成２８年度 １４０ ４,８５２

（平成２８年 １２月定例会）

生涯学習センターになどにおいて、
高齢者の社会参画や健康寿命の延伸のさらな
る推進として、子どもや若年層と高齢者が一
緒に参加できる講座を新たに増やしてみては
どうですか。

現時点でも幅広い世代が参加している講座
として、基礎クッキング、フラワーアレン
ジメント、コアストレッチなどを行なって
います。それに加え、ボイストレーニング
などの講座を開講する予定です。
高齢者の方の社会参加や健康寿命の延伸

につながるような講座の開設を検討してま
いります。

呉市議会

（平成２９年 ６月定例会）

呉市議会

静岡市では，静岡県との共催で平成27年度か
ら元気静岡マイレージ事業を開始され、市役
所などでポイントカードつきのパンフレット
をもらい，健康づくりの取り組みを実施し，
40ポイントたまると協賛店で特典が受けられ
ます。
呉市も独自の健康マイレージ事業の取り組み
が必要ではないですか。

ＨＭカードやひろしまヘルスケアポイント
制度の周知，活用を図ってまいりたいと

思っています。
呉市独自のヘルスケアポイント制度につ
いても検討していきます。

ＨＭカードとは…

広島メディカルネットワークが発行するＨ

Ｍカードを取得してこの制度に加入すると，

ＨＭネットに参加している医療機関や薬局

で医療情報が共有され、スムーズな診療

や安心・安全な投薬に結びつくとともに、

災害時や救急時においては迅速な対応が

できるようにするものです。

ひろしまヘルスケアポイント制度とは…

健康づくりの推進とＨＭカードの利用促進の
ため、今年３月から県が開始した事業です。
ＨＭカードを取得した参加者が、がん検診の
受診、ウォーキングの実施など健康づくりに
取り組むとポイントが加算され、ポイントに応

じて協賛事業者が提供する特典を受けること
ができます。

利用方法は，参加者がパソコンやスマート
フォンを使って、ひろしま健康手帳のサイト
に入る必要があります。

食品ロスについて
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食品ロスについて

19

手つかずの食品や食べ残しなど、まだ食べら
れるのに捨てられてしまう食品のことです。

食品ロスとは？

日本国内では、１年間に の食
品ロスが発生しているといわれ、そのうちの

とされています。
（平成２７年度 農林水産省及び環境省による推計）

日本人１人当たりに換算すると、毎日

の量を捨てていることになります。

約６２１万トン

お茶碗１杯，おにぎり２個分（約１３４ｇ）

約４５％が家庭から

呉市の取り組み状況

みなさん、呉市の取り組みを
ご存知ですか？

主な取り組みとして…

○小中学校の児童生徒を対象とした，

エコクッキングの出前講座を毎年実施

○７月から食べきり協力店，

食べきってクレシ店の募集を開始

食品ロスについて

呉市が抱える課題

○言葉の意味も含め，まだまだ市民や事
業者に十分に認識されていない。

○市民に対しての啓発活動が少ない。

食品ロスの削減に向け，市民の方々に
さらなる普及啓発が必要と考え，民生

委員会の所管事務調査項目に決定し
ました。

食品ロス削減につながることをしています
か？

料理は食べきる量しか作らない！

小さなことでも食品ロス削減につなが
ります。

食品ロスについて

家庭での取り組み状況

３ない運動

・買いすぎない・作りすぎない・食べ残さない

賞味期限と消費期限の違いを知って
いますか？

賞味期限とは…

表示されている保存方法に従って保存した

ときに、おいしく食べられる期限

消費期限とは…

定められた方法で保存したときに、腐敗、

変敗などの劣化に伴う衛生上の危険が
発生するおそれがないと認められる期限
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これまでの呉市議会の意見

呉市議会

呉市でも、食べ残しを減らすことで、
ごみ発生抑制にも効果が見込めると
思いますが、取り組みを検討されて
はいかがでしょうか。

（平成２２年 ３月定例会）

食育の観点からも重要であるため、
小中学校での出前環境講座、一般市
民を対象とした出前トークで啓発し、
くれ環境市民の会の取り組みとして
も実践しているところです

（平成２９年 ３月定例会）

呉市議会

平成２８年１０月、全国組織の全国おいしい
食べきり運動ネットワーク協議会が設立され

ました。

環境省では、３０・１０運動をＰＲすること

も決定されたところです。
呉市においては、これらにどのように取り組
んでいますか。

平成２８年１０月に全国おいしい食べきり
運動ネットワーク協議会へ加盟しました。

３０・１０運動は、平成２８年１２月に

ホームページと市政だよりに掲載し、職員
に対しても、おいしく残さず食べきろうを
合い言葉に呼びかけを行いました。

３０・１０(さんまる・いちまる)運動とは…

宴会時に食べ残しを減らす運動です。

乾杯の後の３０分間、お開き前の１０

分間は、自分の席について料理を楽し

み、「もったいない」を心がけ、食品

ロス削減に取り組みます。
市

今後の委員会での議論

食品ロスについて，先進市の事例
等を参考に、調査研究を進めてい
ます。

このたびは，
兵庫県加古川市、長野県松本市、
愛知県名古屋市
の３市を視察しました。

加古川市 松本市
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名古屋市

本日は，市民の皆様のさまざ

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。
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1呉市議会文教企業委員会

学校教育について

2

委員会では、おもに、所管事項の

議案審査・所管事務調査を行っています。

【所管事項】
文化スポーツ部、上下水道局、
教育委員会の所管に属する事項

3

『夢を持ち 夢を語り
志を抱く 児童生徒の育成』

【呉市教育大綱の目標】

義務教育を終えた児童生徒像

『郷土を愛する心豊かで

たくましい呉の子どもの育成』

4

呉市が進める主な教育施策

①小中一貫教育の推進

②文化・芸術体験活動の推進

③豊かな心、健やかな体の育成

5

①小中一貫教育の推進

（1）平成１９年度から

全ての中学校区で実施

（2）義務教育９年間を

「前期」「中期」「後期」に区分
6

②文化・芸術体験活動の推進

（1）ふるさと文化探訪事業

（2）ふるさと子ども夢実現事業

（3）ものづくり体験事業

（4）その他、音楽鑑賞会など

15

◯文教企業委員会
　　「学校教育について（教員の勤務実態など）」



7

③豊かな心、健やかな体の育成
(1)豊かな心を育む

ア 「日本遺産」を題材にした

道徳教材の開発や「呉の道徳

自作資料集」の活用、実践

イ いじめ撲滅に向けた取組

ウ 指導員等の派遣
8

(2)健やかな体を育む

ア 運動に親しみ、体力の向上

イ 安全への正しい判断力や

実践力の向上

ウ 望ましい食生活や

生活習慣の確立

③豊かな心、健やかな体の育成

9

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、解決策を考え、

本会議において

提言することを目的としています。

10

議案審査は、おもに市側から提案されたものを

審査しますが、

所管事務調査は、市に対して

委員会側から働きかけるものです。

正規教職員の増員を図ることなどを

盛り込んだ意見書を県へ提出。

また、委員会からの提言により、

「中学校給食の実施」、

「全学校のエアコン設置」を実現
11 12

いじめ、不登校の問題は
教員が忙しいから？

文化振興条例、
スポーツ振興条例
を作っては？

文化芸術活動団体の
育成、環境づくりは？

廃校した学校の
有効活用につ
いては？

教員は本当に
忙しいの？

部活動の外部指
導員はどうなの？

16
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13

国の調査の結果、教職員の時間外労働は、
中学校教諭の約6割が「過労死ライン」を超えた。

『教員の勤務実態について』

市の学校現場の状況はどうなのか？

教員が子供と向き合う時間を確保

するため、改善できることはないのか？

14

児童・生徒と向き合う時間が

確保できていると回答した

教職員は５０％を少し超える程度

呉市の現状 アンケート調査結果

職場環境については、多くの教員が

肯定的な回答

15

1週間当たりの時間外勤務の合計

呉市の現状 アンケート調査結果

小学校 中学校

国：１８．６７ｈ ２４．５５ｈ

市：１２．５０ｈ １６．５０ｈ

（自宅への持ち帰りは含まない）

16

（１）組織的な業務改善の推進

(2)週案等の簡略化や

授業準備の効率化

(3)教育委員会からの

発出文書の省略化及び簡略化

呉市の現状 課題

17

（1）校務支援システムの導入

（２）部活動の週１日以上休み設定

（３）夏季（盆）一斉閉庁の試行

（４）業務改善モデル校での取組普及

現在の市教委の取組

18

（1）学校事務の軽減化推進

プロジェクト委員会の取組

（２）全校を対象とした

業務改善に係るアンケート調査

今後の市教委の方向性

17
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草津市学校業務改善プランを策定滋賀県草津市

大阪府茨木市

静岡県藤枝市

業務アシスタントや地域人材の活用

学生ボランティアによる授業サポート

先進地の取り組み

20

わたしたちは、来年３月をめどに、

教員の業務改善について、

市へ提言を行うこととしています。

みなさんのアイデアをお聞かせください。

18
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平成２９年度

産業建設委員会議会報告会

【テーマ】観光振興について

所管事務調査とは

委員会が選定したテーマの現状を把握し、

問題点を指摘し、解決策を共に考え、

本会議において提言

議案審査は、主に市側からの提案だが、

所管事務調査は、委員会側から働きかける調査

委員会は“議会の縮図”であり、

所管事務調査の提言は、市も無視できない。

提言が市の政策に反映された例もある。
2

〇総務委員会
「職員採用の年齢制限の引き上げ」を提言

技術職の年齢制限を29歳⇒34歳に引き上げ
新規採用職員の３割が社会人経験者に

〇民生委員会
「乳幼児等医療費助成制度の拡充」を提言

通院は小学生まで､入院は中学生までに拡充

3

〇文教企業委員会
「小中学校の普通教室への空調設備設置」
を提言

中学校は29年度、小学校は30年度から施工

〇産業建設委員会
「地域ブランド商品のＰＲや販売促進」を提言

商工振興課内に販路拡大グループを設置

4

議会報告・意見交換会のねらい

5

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

市民からの意見・提案

委員会においてさらに調査・検討

市に対して“より説得力のある提言”

観光振興について

6

産業としての観光は、旅行業、宿泊業、輸送業にとど
まらず、飲食業、小売業、さらには農林水産業、製造業、
建設業などあらゆる産業に関係する裾野の広い総合産
業であり、観光振興に力を入れることによる経済効果
は大きい。

呉市の人口は減少傾向が続いているが、観光の振興は
減少した人口を交流人口で補うという重要な意味を持っ
ており、呉市への観光客を増大させていくことができれ
ば、産業の規模も拡大し、経済の活性化につながる

１．所管事務調査のテーマとして選定した理由
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◯産業建設委員会
　「観光振興について（グリーンピアせとうちなど）」



２．呉市の課題

7

〇大和ミュージアムに年間１００万人もの来館者
があるものの，宿泊を伴わない通過型の観光
スタイルとなっている

〇呉地域の特色ある観光素材を活用した情報発
信や誘致活動を行うとともに、外国人観光客
の受入態勢の整備を進める必要がある

〇市東部の観光拠点であるグリーンピアせとうち
の再生

３．呉市の取り組み

8

○周遊・滞在型観光の推進

①宿泊パスポート事業
②呉海自カレー事業
③公衆無線ＬＡＮの設置促進
④呉探訪ループバス「くれたん」の運行

9

○外国人観光客誘致（インバウンド）の推進

①太平洋ＳＯＧＯ忠孝館（台北市）での観光ＰＲ
②姉妹都市・基隆市 市役所訪問
③呉地域観光連絡協議会ホームページの制作
④スマートフォンアプリによる情報発信
⑤呉市国際観光大使の募集

10

○グリーンピアせとうちのリニューアル

株式会社休暇村サービスが指定管理者となり，
平成２９年９月１日（金）から営業を再開。
再開にあたり，１００日間限定の「オープニング
フェスタ」を実施。

４．先進事例の調査研究

○石川県金沢市
インバウンドの推進，広域観光の推進，受入環境の整

備，人材の育成，情報発信と誘客の強化などの７項目を基
本戦略とし，観光施策を推進

11

○兵庫県姫路市
観光客の受入環境の充実，滞在型観光の推進，インバ

ウンド観光の推進，ＭＩＣＥの推進を基本政策とし，観光施
策を推進

12
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○ネスタリゾート神戸（兵庫県三木市）

グリーンピア三木を兵庫県から購入し、グランピング
バーベキュー施設，プール，ホテル等を備えた大型複合リ
ゾート施設をオープン

13 14

グリーンピアせとうちの再生に向けて

前指定管理者（株式会社ゆうとぴあセトウチ）が
電気料金の未納を理由に中国電力株式会社から
電気の供給契約を解約される

市は「管理を継続することが適当でないと認める
とき」に該当すると判断

平成２９年６月８日（木）午前１０時をもって
指定管理者の指定を取り消し

１．前指定管理者の指定取り消し

15

○当面休園し、市が施設の保全管理を行う

○雇用を始めとする地域経済や今後の呉市の

観光振興施策等への影響を最小限にとどめ

るため、また、将来的な管理運営の決定に要

する期間を１年間程度として，現行と同様の

条件で非公募による指定管理者の選定手続

を進める

２．指定取り消し後の対応

16

○観光の拠点施設であるとともに、地域振興及び
健康増進等の中核的施設として、これまで地域

に果たしてきた役割を踏まえ、今後とも必要

・ １１万人の利用，市内最大の宿泊定員

・修学旅行の受入れ，宿泊型観光の推進

○ホテル事業は収益の柱・経営の核

○市が所有したままでは改修費用が過大

３．今後の方向性

17

○観光施策・地域経済に必要なホテル事業の継続
は必須とし、 売却を基本的な方針とする。

○年度内に公募手続を開始、早期に売却候補者を
決定

（全国のグリーンピアの状況）

全国に１３あった施設のうち、民間が取得した施設
が２施設、自治体が取得した施設が１１施設。
自治体取得後、民間に売却されたのは２施設。

18
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６月定例会に公の施設の指定管理者の
指定議案を提出

○指定管理者
株式会社休暇村サービス（東京都台東区）

○指定期間

平成２９年９月１日～平成３０年８月３１日

４．新指定管理者の指定

19

（１）委員会審査前日に現地を視察

20

プールやテニス場などの施設は長い間
放置していた傾向があり，基礎から直す
必要はないと思うが，次の指定管理者と
どこまでの修繕をするのか相当話を詰め
なければならない。突貫工事になるかも
しれないが，心してやっていただきたい。

21

委員

委員

修繕を行う体制がどこまでできているのか
非常に心配である。今年度予算に計上され
ている 5,000万円の修繕費で対応できるの

かという点を指摘しているが，本当にその
金額で大丈夫なのか懸念している。

休暇村サービスはプロフェッショナルであ
り，このような施設を幾つも営業されてい
るので，応援していきたいと思うが，９月
から１年間の暫定的な営業であり，ホテ
ルをきれいにしたとしても，そのほかの施
設も手を入れなければ，人を呼べないの
ではないか。

22

委員

委員

休暇村サービスが指定管理を引き受けて
いただけるのであれば，喜んで引き受けて
もらいたいが，当局においては，１年間営
業することと，その後をどうするのかという
ことを明確にしていただきたい。

指定管理者に指定しようとしている（株）休
暇村サービスはどのような会社か。

全国にあるグリーンピアせとうちのような公
の宿泊施設の指定管理，運営支援などを
行っており，現在，７施設の指定管理と３施
設の運営支援を行っている。そのほか経営
コンサルタント業，酒類の販売，広告，宣伝
に関する企画・制作などさまざまな業務を展
開している。

（２）議案審査における質疑

23

委員

当局

次の指定管理者が望む工事は行った上
で施設を引き渡したいということであった
が，休暇村サービスからの修繕要望が遅
れた場合，工事も遅れることになる。９月
１日ではなく，10月オープンということもあ
り得るのか。

次の指定管理者の指定期間は９月１日から
なので，これから緊急性，安全性に必要な
修繕は，スピード感を持って取り組みたいと
考えている。

24

委員

当局

22



指定管理者の選定委員会が休暇村サー
ビスを評価した点の中に，利用が多く見込
める屋外施設を有効に活用するなど経営
面における工夫が見られるとあるが，どの
ような点を評価したのか。

利用が多く見込まれる屋外施設として，グラ
ウンドゴルフ場，テニスコート，オートキャン
プ場，プールを挙げ，この四つに絞って運営
するという提案をいただいた。選定委員会で
は，特にオートキャンプ場における新しいス
タイルでの運営の試みを評価するという意
見が出ている。

25

委員

当局
市

最後に･･･

観光振興を進めることにより，市の活性化を
図っていくため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。

本日は，市民の皆様の観光振興をはじめ
と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。
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