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第 10 回町長のぶらり訪問 要旨 

日時 
平成 19 年 1 月 17 日（水） 

 19:30～21:10 
訪問先 

音楽ボランティア 

「SAKURA
サ ク ラ

 GARDEN
ガ ー デ ン

」 

場所 ひまわりプラザ 海田町 町長，事務局 企画課２名 

会議内容 

（町長）平素は町行政に対して様々な面で協力いただき感謝する。 

    就任以来，合併の是非を問う住民投票を経て，単独町政をとるという皆さんの

判断を受け，行財政改革に取り組み，痛みを分け合いながらではあるが，徐々に

成果は出ている。当初は合併を前提とし，一般会計で 100 億円余りの予算を組

んでいたが， 75 億円程度が海田町に見合った額であり，このペースで 5 年間は

いかないと町政が維持できないため，現在も同程度の規模を続けている。 

    県下では合併が進み，86 あった市町村が，現在では 23 になり，うち町が安芸

郡 4 町を含む 9 町ある。当初は県から 189 の権限移譲が見込まれていたが，当

面 19 年度からは約 40 の移譲を受ける予定である。皆さんに身近なところでは，

パスポートの受け渡し事務が 6 月から始まる。そういったところで，制度がめま

ぐるしく変化している状況である。 

私は海田町で生まれ海田町で育ったが，これ程恵まれた地理条件の町も珍し

い。駅を起点として町が栄え，約 13.8 k ㎡と狭い中ではあるが海や山，川等の

自然環境にも恵まれ，施設等も揃っており，小学校は 4 校，中学校 2 校，高校も

2 校ある。 

現在，県下で最も若い世代が多い自治体が本町である。住んで良かったと思わ

れる町にするため，今後の課題について，皆さんの知恵をいただき取り組んでい

きたい。 

財政状況が厳しい折であるので，限られた予算の中でサービスを低下させない

ためには，どこかを削らなければいけない。就任当初行なったことは，まず町長

の報酬を 2 年間 10％削減し，運転者付きの公用車を廃止した。そういったとこ

ろで自ら節約に努めている。 

また，要望や意見を聞くことが私の仕事だと思っている。現場からこそ知恵が

出るので，2ヶ月に 1度くらいの割合で各小学校や保育所を回ったりしているが，

できる限り皆さんの意見を聞くようにしている。道路の簡易補修，側溝の詰まり

等，連絡をもらえばすぐに町民サービス室で対応する。 

町内を美しくしようと 7 月から「海田町美しいまちづくり条例」を定めた。瀬

野川のクリーンキャンペーンを年に 2 回行い，また 2 ヶ月に 1 度第 3 土曜日に

は職員ボランティアを実施し美化活動に取り組んでいる。昨年，海田西中学校の

文化祭に出席したときに，生徒自らがアンケート調査を行い，美しいまちづくり
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についての提案をしていた。行政の活動だけでは限界があり，皆でまちづくりを

担っていくことが重要である。 

昨年は町制施行 50 周年を迎え，様々なイベントを実施した。9 月 3 日に NHK

のラジオ体操を開催し，早朝にも関わらず約 2,200 人もの参加があった。また，

10 月 9 日総合公園で開催したイベントでは，推定約 1 万人の参加があり，大盛

況だった。実行委員会はほとんどがボランティアの方々で，皆さんに協力いただ

ければこれだけのことができると，大きな成果として表れた。また 10 月 29 日

に海田中学校で開催した県民文化祭の太鼓イベントも約 800 人の参加があった。 

現在 H19 年度の予算編成の最中だが，県下においては，本町の財政状況は割

合良い方である。昭和 40 年代から 50 年代に学校の多くを建設しており，一斉

に老朽化の時期を迎えているが，財政的に一度に建て替えることはできないた

め，知恵を絞りながら対応していくつもりである。 

駅周辺の高架事業があるが，完成が遅れる見込みで，10 年間はできないもの

と思われるため，海田市駅の南北通路にエレベーターを町の単独事業で設置する

こととし，3 月 20 日頃完成する予定である。 

また新聞にも掲載されたが，3 月のダイヤ改正から海田市駅に快速電車が，朝

夕 2 便ずつ止まるようになる。約 2 万人もの住民の方々からの署名をはじめ，過

去の努力の成果である。 

窪町の再開発については，14 年間ほど議論されたが，反対が厳しく進展しな

かったため，東地区の千葉倉庫側を早く行おうと決断した。地元の皆さんにもご

理解いただき，道を広くし，千葉倉庫側に良いものを作ろうと計画している。都

市計画決定を解いてもらうのに 2 年ほどかかるが，ここの開発が進むと海田町の

玄関口がかなり良いものになる。 

さて，皆さんの方から提案，要望があればお願いしたい。 

（ｻｸﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ）音楽ボランティアということで，3～4 年前から，ここひまわりプラザを

拠点に活動している。私がここで活動を始めたきっかけだが，子育て中，小さな

子を抱えてコンサートに行くということが難しく，しかし身近で音楽を聴きたい

という思いがあった。そのような人でも気軽に参加できる場所を作りたいと思

い，活動を始めた。また，高齢者は，多くのコンサートが開催される夜の時間帯

は出歩けず，なかなか参加できない。そのような人がけっこういて，私たちは昼

間にランチコンサートをし，聴いてもらっている。客に元気を与え，また逆に元

気をもらっている，良い活動だと実感している。 

（ｻｸﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ）唯一私は広島市に住んでいるが，安芸区との比較でいうと，海田町は音

楽サークルの数が圧倒的に多く，13 団体程ある。海田町は吹奏楽を含め，音楽

の指導者が多く，また気持ち良く活動ができる。歴代町長が音楽に理解があり便

宜を図ってもらっているのだろうが，この空気は引き続き維持していってほし
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い。特にこのプラザは駐車場が広く使い勝手がいい。 

（ｻｸﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ）50 周年の総合公園のイベントに関わって感じたことだが，役場の中で横

の連携がない。出演者を募集し，チラシを公民館に置くように事務局に配布して

もらったが，実際見に行くと，当然窓口に置かれるものと思っていたのが，他の

チラシと同じ扱いでチラシの陳列棚に置かれていた。各館でも同様にされていた

ので，目立つ所に置くようにお願いして回った。それぞれの館のイベントは力を

入れられていると思うが，50 周年のイベントに対してはその程度の意識しか持

っていないのかと，他人事意識が感じられ残念に思った。当日現場でもそのよう

な意識が何度か見えた場面があった。 

（ｻｸﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ）町政に興味を持ちたいが，実際興味を持ちにくい。意識を高め，住民が

活躍するまちにするにはどのようにしたら良いと思われるか。 

（町長）住民と行政職員との垣根をなくし距離を縮めるため，意識改革を職員に訴えて

いる。公務員には昔から，住民にやってあげているという意識があるように思う。

この間まで約 2 年間，役場入口の受付に職員を置き，住民と同じ目線に立っても

らう取り組みを行った。 

私は，昔安芸郡の PTA 会長に就くなど，PTA 活動に力を入れていた時期があ

った。商売もしていたが，ボランティア活動を通じてのつながりはいつまでも残

り，それが今の財産になっている。職員にも地域に溶け込んでいってほしい。 

民間会社とは違い，役場という組織は，なかなか他の部署を手伝うことが少な

い。これは長年かけてできあがった体質であり，簡単に改善できるものではない

が，職員の意識改革を進めるとともに，住民の皆さんにも町政に興味を持っても

らえるよう，開かれた町政にし，皆でまちづくりを考えていく必要がある。この

ぶらり訪問のほか，定期的に町長室の開放もしているので，是非気軽に立ち寄っ

てほしい。 

（ｻｸﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ）私は消防団に入っているが，消防団で，女性団員を増やそうと計画して

いる。その中で，役場の担当者が毎年変わるが，その度に興味本位に見られる。

本気で取り組む気があるのか少し疑問である。 

（ｻｸﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ）町職員が，勤務時間が終われば，町との関わりも終わりという感じで，

海田町に無関心であるように思う。ボランティア活動に参加している職員は数人

しかいないのではないか。率先して参加して初めて町を良くしようという意識が

出てくると思う。 

（町長）人により適職があり，使命感を持っていないと改革は難しい。職員を地元採用

している坂町は，町職員は全員消防団に入るとの暗黙の了解があったりするが，

海田町は町外者の割合が大きく，同様にいかないところがある。個人的には職員

に海田町に住んでもらいたいという願望はあるが，強制できるものではない。 

（ｻｸﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ）ボランティアから入るという方法もあるが，主人が県職員で三次の環境
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研究所にいたことがあり，植樹をしたり環境アドバイザーとして小学校に行った

りし，森林のボランティア活動に関わっていた。ボランティア活動の場にいって

座っているだけだが，何かあったときのアドバイザーという役割をしている。海

田町でも，ボランティアに全面的に任せるのではなく，アドバイザーとして職員

が 1 人 2 人でも入ってほしい。総合公園の 50 周年イベントで，そうめん流しが

なくなったが，知識のある職員が加わっていればこのようなことはなかった。事

務局はあるが，衛生についてどの程度の知識を持っているのか。専門知識のある

アドバイザーが入っていなかったのはおかしいというのが，主人の意見である。

ボランティアに全面的に任せるということは，市や県は一切しない。専門的に知

っているアドバイザーが必ず付く。 

（ｻｸﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ）50 周年イベントは，委員長に特に責任がかかったが，町長に関わってほ

しかった。このグループは 50 周年イベントでは核になる部分を担い，力を結集

できた。手探りでボランティアとして関わり，次へのステップになった。 

（ｻｸﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ）私は海田町のイメージソングを作ってあちこちで歌ったりし，海田町を

ＰＲする活動をしていたが，ひまわり大橋のことが気になっている。建設当初は

9 億円も使ってと，賛否両論あったが，ふれあいのシンボルの橋として，音源設

備も装備し，中央部分はミニステージとして活用できると宣伝もされた。橋の上

でのライブなどができれば素晴らしいと思う。 

しかし残念ながら実際には機能してない。ライブをしたくても利用窓口がな

い。ここは道路か橋か分からない，挙句の果てに警察に行ってくれと言われ，個

人で動こうとしてもどこでどうしていいか分からない。せっかくコンセプトを持

ち費用をかけ建設したのに，勿体ない。町で利用窓口を設置し，警察とも連携し，

管理運営をしてほしい。この橋を活用することによって町のＰＲにつながる。 

（町長）過去そういったコンセプトに基づき，フェスタでも活用していたが，明石市の

橋での事件以来，警察の規制が厳しくなった。しかし通行を遮断する等で，対応

できる可能性もあるかもしれない。それについては提案してみたい。昔，フェス

タに勝る規模の，町民盆踊り大会が海田小学校で開催されていたが，九十九橋と

ひまわり大橋の真中に屋形船を浮かべ，一帯を通行止めにして盆踊りで回れるよ

うにすると，素晴らしい祭りになると考えたことがある。工夫し，駅前開発を含

め，ひまわり大橋を有効活用したい。警察にも知恵を求めたい。 

（ｻｸﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ）海田町は悪いことばかりではなく，街灯や道路の補修など，すぐに対応

してくれる。 

また最近，個人商店の廃業が目立つが，昔と比べ，企業や商店の売り上げは停

滞しているのか。 

（町長）商工会の加入率が下がっている。坂，船越の商工会と合併する予定があり，今

後商工会のあり方も変わる。昔海田市駅前は，店が並び栄え，集客力のある町だ
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ったが，今は様変わりしている。 

事業について，町内で間に合うものは，極力町内業者を使うようにしている。

町も高度成長期に，新町や三迫団地等に，先行投資し保有している町有地がある

が，財政的に厳しいので，普通財産の処分を検討している。 

（ｻｸﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ）南幸町に大きなマンションができ子どもも増えることと思うが，現在保

育所の運営はどのようになっているのか。今後民間に委託されるのか。 

（町長）指定管理の関係で，福祉センターを社会福祉協議会に管理委託し，今年 4 月か

らは，総合公園を民間委託する。指定管理は，ある程度任せても良いという所ま

で熟さねばならないが，民間に任せられるものは任せていかなければいけない。

町内保育所それぞれ違った形態があり，一度にはできないが，徐々に指定管理へ

との計画は持っている。 

現在，子育てしやすいまちづくりに向け施策を進めている。保育所の入所者も

多いが，それが子どもにとって良いのかというところもある。常に親の姿を見せ，

ある程度過保護にする方が，子どものためには良いのではないか，という声もあ

る。 

（ｻｸﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ）公民館の部屋を借りるときに，平日の昼間しか支払いを受け付けてもら

えない。夜講座があるときに寄ると，部屋の確認だけはしてもらえるが，申し込

みも支払いと同時でなければと言われ，仮予約もできないので，再度行ったら他

の団体に取られていたりする。夜でも申込と代金を払うことができれば，2 度手

間にならなくて良い。 

また急にコピーしたいものが出てきて，事務室に頼みに行くと，できないと言

われたり，部屋の確認も面倒そうにする人がいたりする。夜間はシルバーの人を

置いておられるが，応じてくれる人とくれない人の差が極端である。多少責任の

ある方を置いてもらえれば，このようなこともなくなると思う。 

（町長）税金や水道料金については，昨年 4 月からコンビニでも納められるようにした

が，施設の使用料等，どこまで範囲を広げることができるのか難しいところであ

る。 

委託先のシルバーにどこまで権限を持たせられるのか，今後の検討課題とさせ

てほしい。 

（ｻｸﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ）広島市の南区文化センターを利用することがあるが，1 年程前からイン

ターネットで仮予約ができるようになった。お金のやり取りは，同じように平日

の日中行かねばならないが。 

（ｻｸﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ）仮予約だけでもできると便利である。 

（企画課長）施設予約と電子申請に関しては，現在県がシステムを構築して，各市町に

加入を呼びかけているが，ランニングコストも含めると，費用が数千万円かかる。

しかし電子申請の利用者は 1%に満たず，施設予約はそれと比較すると利用率は
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多少高いが，それでも費用対効果が上がらず，導入が厳しい。しかし将来的には

導入が必要と考えている。 

（ｻｸﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ）せっかく高い費用をかけ建設しているのだから，全ての時間帯で部屋が

利用されるような努力は必要だと思う。 

（ｻｸﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ）インターネットで施設予約ができるようになれば町外からの利用も増え

る。 

（ｻｸﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ）小学校の体育館を使うことがあるが，教育委員会に日中申し込んで，1

週間後の日中に支払いとなる。空いてるかは学校で確認できるが，申請手続きに

ついても学校でできるようにしてもらいたい。 

（ｻｸﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ）吹奏楽について，吹奏楽の町で売っても良いぐらい，海田町は力もあり

有名で，また海田町出身者が町外で活躍したりしている。毎年開催されるふれあ

いコンサートは，他で例を見ない程，大きな規模である。これは実行委員会がメ

インにやっているが，町の応援もあり成り立っている。 

ただ，学校や公民館等での活動はそういった発表の場があるが，そのような所

に属さずフリーでやっている子が山ほどいる。そういう若い世代を，町でバック

アップし育てることができないかと思う。発表の場があれば，やる気と夢とやり

甲斐が出る。運営はボランティアでもいいが，町がバックアップしているという

お墨付きがあるだけでも嬉しいものである。そのような体制が整っていれば，昔

取った杵柄で，年配者からも再度やってみようという人も増えるのではと思う。

遊び感覚の中に，町の職員が若い子を育てながら，一緒に楽しんでいくと，役場

が遠いものではなくなり，意識改革の一端にもなる。 

（ｻｸﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ）昔一時，海田町芸能祭や文化祭が開催されていたがなくなった。今これ

だけボランティア活動が盛んになったが，自分達でやるのは限界があるので，少

しでも町がからんでくれれば良い。ソフト面でいろいろ実行することは良いこと

だと思う。多くの人材が埋もれている。 

（町長）いくら練習しても披露する場がなければやり甲斐がないし，年に 1 度でも，場

を提供することができればと考える。 

（ｻｸﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ）私たち全員からの意見だが，ひまわりプラザに音響装置と，1 階のロビ

ーにピアノを置いてほしい。音響装置は，毎回あちこちで借りなければいけなか

ったので，自前で購入したが，プラザに装置が置いてあれば，他の利用者にも喜

ばれると思う。ピアノは壊されるから置きたくないという気持ちは理解できる

が，一考してほしい。 

（ｻｸﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ）ひまわりプラザには 4 階にホールがあるが，その都度パイプ椅子を並べ

なければいけない。海田町は割合裕福な方なのに，施設のホールが充実していな

い。近くに安芸区民文化センターはあるが，いつも予約が埋まり取れない状況で，

海田町にせめて椅子が固定式のホールがあればと思う。財政難で厳しいことは承
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知しているが，改築，新築の際には考慮願いたい。 

（町長）海田町には施設が揃っているが，どれも中途半端である。ホールがあり，会議

室があり，演芸場があるという大きな施設はない。車が 100 台程度駐車できる

ような所でなければ，何をやっても駄目である。駅前開発を行う際，そのような

ホールも作りたい。固定椅子でゆったり座れるようなホールを是非検討したい。 

（ｻｸﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ）ランチコンサート等では，町に主催，協賛してもらい，練習部屋の使用

料は免除してもらっている。しかし通常は，会場費，練習部屋の使用料のほとん

どが自己負担であり，ボランティアといっても目に見えないところで個人負担が

かかっている。ひまわりプラザの 4 階は 1 時間 1,050 円で，1 度の練習で 4 千円

程かかる。そのため，活動したいが，費用がかかるため躊躇されている方々も多

くいる。ボランティア活動に使用する場合は，全面的に部屋代を免除してほしい。 

（町長）公民館での活動においても，ボランティアの活動もあれば，会費をとっての活

動もあり，線引きが難しい。施設の維持管理費がかかる中，どこまで減免を認め

れば良いものか，判断の難しいところである。 

昨年の 9 月から総合公園の駐車場を有料にし，1 台 200 円とした。これについ

ては随分批判があったが，坂のビーチや広島市の植物園は 400 円程であり，近

辺の状況も勘案した上でのことであるので，ご理解願いたい。一人 1 台ではなく

乗り合わせて来る等していただければと思う。 

（ｻｸﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ）このグループはランチコンサートを幾度も開催し，実績を積んできてい

る。人と関わりを持っていく楽しさがここにはある。目標，夢，楽しみに向かっ

ていく活動として，町職員とも活動できたらと思う。 

（町長）今日は様々なご意見等をいただき感謝する。また町政に対して困りごとや相談

等あったら，いつでも気軽に言ってきてほしい。 

 


