
第 19 回町長のぶらり訪問 要旨 

日時 
平成 21 年 1 月 23 日（金）

 10 時～12 時 
訪問先 月見町いきいきサロン  30 名 

場所 福祉センター 海田町 町長，事務局（企画課）2 名 

会議内容 

（サロン）今日は，平成 20 年度第 5 回のいきいきサロンを，町長を迎えて開催するこ

とになった。町長からひとことお願いしたい。 
（町長）寒い中，朝からお越しいただき感謝している。皆さんのおかげをもって町長と

して 5 年目を迎えたわけだが，皆さんに満足していただき，「海田にずっと住みた

い」「海田はいいまちだ」と思っていただけることを目指して，町民の皆さんと一

緒になって頑張っていきたいと思っている。昨年後半からの不景気で，毎日のよう

にマスコミで雇用問題などが取り上げられている中，皆実高校がサッカーで全国優

勝したことや，また市民球場が移転したり，サンフレッチェが J1 に復帰したりと，

スポーツ界に明るい話題がたくさんある。そうしたことにあやかって，わが町も活

気をつけていきたい。今年は 4 年に一度の町議選がある。前回は無投票だったが今

回は新人が 7 人立候補するということで，皆さんも慎重に選んで投票していただき

たい。国政・県政・町政ともに，皆さんの支持によってあるわけなので，投票権を

持つ人は，ぜひその権利を生かしていただきたい。今日のぶらり訪問もそうだが，

私は町長になってから，要望があればどこにでも行くようにしている。海田町は 2
年前に，海田市と東海田の合併から 50 周年を迎えた。今，世の中は少子高齢社会

だが，県内でも高齢化率が低い町である。このことから，私は町長になってから子

育てしやすい町を目指している。町内には 31 軒の医療機関がある。産婦人科も新

しく増えたし，歯科は 17 軒ある。面積 13.81 平方キロメートルの中に JR の山陽

本線と呉線，路線バス，国道などの交通条件も充実している。ないのは金と火葬場

だけ，というくらいで，人間の生活に 低限必要な水にも恵まれている。瀬野川の

伏流水は名水と言われる。こうした条件から企業が海田の土地を選んでいる。明治

乳業も地下水を使っているくらいだ。さて，今日の話題だが，事前に「海田町の歴

史」について話をされたいと聞いている。海田の歴史は，「開かれた田」というこ

とで「開田」として始まるが，そのころはほとんどこの辺りは海だった。出崎森神

社をご存じかと思うが，あそこまで船が来ていたそうだ。火ともしまつりといって，

船で来る人を招いたということで石灯籠などがある。昔は船をこいで宇品へ行って

魚を仕入れたりもしていたそうだ。このように，海田は海から発展した町で，その

うち鉄道ができて，交通の要衝となった。戦前まで，陸の運搬手段は鉄道がおもだ

った。トラックなどは今のようになく，道もせいぜい大八車がすれ違える程度だっ

た。現在，瀬野川沿いの中野との境に「出迎えの松」というのが残っているが，昔，
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参勤交代の大名が千葉家で休んでいたということだ。千葉家の庭は，縮景園を模し

てつくったものだ。機会があったら見てほしい。450 年くらい前に千葉家が海田に

来て，歴史を刻んでこられた。というように，私が海田の歴史を話したらとりとめ

もないが，海田のことをわかっていただきながら，町政への意見をいただきたいと

思う。 
話は変わるが，合併しなかった安芸郡４町で，結束して県や国への要望をしてい

こうと話している。町長になった際，広島市との合併に賛否両論があったが，結果

的に合併しないことになった。このように小さくまとまって効率の良い町は他にな

いと思っている。私は稲荷町に住んでいるが，家から駅まで 5 分，JR で 10 分，

新幹線４時間で東京に着く。海田の端から端まででも車で 10 分だ。こんな町は少

ない。こうした環境の整った町で，皆さんの協力をいただければもっともっとやり

たいことができると思う。駅にエレベーターを作ったが，連続立体交差事業を県が

どんどん先延ばしにするので，町の単独で作った。近所の人は非常に便利になった

といってくれた。しかし今度は「ホームに下りるのがない」ということになって，

今，呉線ホームのエレベーター設置工事をしている。来年度には山陽本線側を行う。

連続立体交差事業で駅北口が整備される。時間はかかるが，「開かずの踏切」の問

題が解消されるのでしばらく辛抱してほしい。庁舎位置の問題も新聞等を賑わして

いるが，どこにしても一長一短ある中で，今からの利便性，町の発展を考慮し，検

討して早めに方針を打ち出していきたいと思っている。循環バスを走らせている

が，やめろとかタクシーにしろとか，議会のほうでもいろいろ言われて大変なのだ

が，家の前に着けろ，と言われても，それではタクシーになるわけで，バス停まで

歩くのも運動になるのだし，ここに来てプールで歩いたり体操したりするのと同じ

で，健康づくりとしてやっていただきたいと思う。 
こうして，何をやってもこれで十分，これで満足ということはないもので，皆さん

の要望を受ける町民サービス室という部署を作った。ごみがあるとか，自転車が投

げてあるとか，枯葉で溝が詰まっているからとってくれとか，「家の前で猫が死ん

でいるので片付けてほしい」などの要望があり，そのほかにも，言葉は悪いが「全

部町がするのが当たり前」というようになっている。町の中で起こったことは全部

町が片付けると思われているようだ。道路ひとつにしても，国道は国，県道は県，

横断歩道は公安委員会など，それぞれの持ち場がある。おとといあった PTA の要

望活動でも，通学路の問題など毎年 50 件くらいの要望が出るのですぐ対応するよ

うにしているが，中には町では手に負えないものもあるので，県とか国にお願いし

ながら要望に応えるようにしている。そのほかに，切羽詰った問題として，町内に

は外国籍の住民が 1,350 人ほどいるが，その多くが勤務していた製造業企業などで

大量解雇が行われている。私も何とかしなければと思い，ハローワークとか労働局

とか県などに何とか対策を考えてほしいとお願いしたのだが，その後も第二段の大
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量解雇が決まっている。「今度はこういう問題が起こるがどうするのか」とマスコ

ミにも聞かれるが，うちでできることは 大限にやっても，国や県に力を発揮して

もらわないととても追いつかない部分もある。外国籍の皆さんにも，「海田にいて

よかった」と思ってもらえるように，各方面と協議をしながらやらせていただきた

いと思っている。私ばかりしゃべっていてもよいのか。 
（サロン）町長は海田の生え抜きだから，歴史もよくわかる。質問しようと思っていた

ことも話の中に出てきている。月見町は戦後に来た家ばかりだから，海田の生い立

ちがよくわかってよい。先般の海田中学校の土地の問題にしても，我々は海田のも

のだとばかり思っていたが，あんな事情があったのかと新聞で知った。 
（町長）学校関係の話をすると，海田の一番古い学校は，新町の上の桜ヶ丘という団地

にあった当時の海田小学校だ。木造で，それが昭和中町の今の場所に移った。その

後，県立女学校が桜ヶ丘にできて，後に海田高校になったが火事で焼失して，今の

場所に移った。名誉町民の織田幹雄さんは，桜ヶ丘時代の海田小学校に通っていた。

昔は鼓浦小学校といっていた。なんで鼓浦というかというと，波打ち際で鼓のよう

な音がしていたからということだ。海田中学校については，海田，東海田，中野，

畑賀の 4 カ町村組合立で中学校を作ったのがもとの姿だ。その後，町村の合併で海

田町と瀬野川町の組合立になったが，瀬野川町が広島市に合併することになり，海

田町だけの中学校になった。その際の協定が昭和 48 年に締結されており，無償使

用を約束するものとして残っていた。その後時間がたって，広島市から「借上料を

払ってくれ」という話が何回か町にあったらしいのだが，議会などに報告してくれ

なかった。私も長く町議員をしていたが，こうした話はまったく知らなかった。そ

れで今回，役場移転の問題で広島市に行ったら，実はこういうことなので何とかし

てほしい，ということになった。結局寝た子を起こした形になった。 
（サロン）じゃあ，今でも賃料を払っているわけか。 
（町長）いや払っていない。昔から払っていない。 
（サロン）教育施設だから無償でいい，という話だった。 
（町長）そういうことで，改めて「金をくれ」といわれると，こちらも金がないときだ

から困っているというわけだ。昭和 48 年当時の瀬野川町長の桑原さんという人が，

海田町と協定を結んで，学校としてなら使ってくれという話になっていた。それが，

家（庁舎）を建てるとなると，ちょっとまて，と。そういう話だ。中学校の辺りの

昔の話は，私も良く知らないが軍の用地だったそうだ。 
（サロン）空廠。 
（町長）そう，海軍十一空廠という。終戦時には引揚者の寮のような形になっていた。

その軍の施設を利用して校舎にしたので，私が通っていたころはものすごく大きな

木造校舎だった。昭和 30 年代には，幸崎のほうを見ると家がぽつんぽつんとしか

なかった。話を戻すが，今回庁舎の関係で昔の問題が浮上して，我々も驚いた次第
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だ。町内には高校が 2 つ，中学校も 2 つ，小学校が 4 つ，大学はないが，保育所・

幼稚園が 10 ある。こんな町は珍しい。昔は今の海田高校のあたりから自衛隊の向

こうまで，西小・中学校やヨシワ，広島ガスなどの明神町一帯は，ブドウや野菜を

作る農耕地だったという。 
（サロン）昔はこの辺でも綿を作っていたと聞いた。びっくりしたことがある。 
（町長）それが，戦時にその全体約 30 万坪を軍に買収されて軍の施設が作られた。今

のひまわり大橋が鉄橋で，引込線といって線路が軍用地まで続いていた。私の子ど

ものころ，海田の駅の職員は 250 人くらいいた。信号や保線区や踏切などを人が

動かしていた。その軍用地の一部が自衛隊駐屯地になり，残りが町への払い下げに

なった。その後，企業誘致が行われて，当時一番広いところを買ったのが広島ガス

と宇部コンクリート・宇部興産だ。そのほか，企業誘致で早くに海田に来た岩手缶

詰などの会社があった。その後，各企業はどんどん発展して，手狭になったという

ことで移転した会社もある。企業誘致は 1 区画 2 千坪単位で行われたが，海田の場

所柄が便利で条件が良いから買い手は多かったそうだ。先日も広島ガスに行ったら

昔の話になって「この辺りは軍の用地で鉄条網が張ってあって，対岸には日本製鋼

があった。2 千人くらいの従業員がいて，皆，海田の駅から歩いて通っていた」と

いった話をした。海田が発展したのは日本製鋼の影響も大きい。軍需工場でどんど

ん栄えた。駅周辺に置屋が 6 軒あったほどだ。さて，質問をいただいていた「月見

町はどうやってできたか」ということだが，昭和 54 年から住居表示を実施して，

月見町はその第 2 回の昭和 56 年 5 月 1 日にあたる。海田は，私が子どものころは，

上市，中店，新町，大正町･･･そのくらいしか地名がなかった。 
（サロン）この（福祉センターの）前の通りは「大正通り」と呼ばれていたと聞いた。

（町長）上市，中店などの古い土地の人たちは地名が変わることに反対したから，地名

が同じように今も残っている。 
（サロン）蟹原のほうが昔は海田の中心だったそうだが。 
（町長）蟹原は東海田になる。 
（サロン）蟹原というくらいだから，蟹がとれたのかと思っていたが。 
（町長）私だけがしゃべってよいものか。 
（サロン）町長の話はよくわかる。一生懸命聞いている。 
（町長）歴史はふるさと館などでもわかるので是非一度見てみてほしい。経済成長した

ころ，昭和町や東昭和町のあたりは家が全然なかった。新幹線のトンネルを掘った

ときに出た土をどんどん埋めて土地ができた。 
（サロン）月見町の土地は海田南小学校のあたりから持ってきた土でできていると聞い

た。 
（町長）この辺りは田んぼでも，畑でも，水がよく溜まる土地で，土を盛り上げて段を

作って水がたまらないようにしていた。 
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（サロン）牛を使っていたのか。 
（町長）この辺に牛を飼っているところはなかった。東海田には牛がたくさんいたので

それを雇ってくることもあった。ごぼうや野菜をつくって市場に持っていってい

た。市場も海田には 4 軒あって，広島に仕入れに行っていた。昭和 41 年に大正交

差点から東雲への 2 号バイパスが開通したが，それまでは東洋工業（マツダ本社）

前を通る旧2号しかなくて，渋滞して広島から海田までバスで1時間以上かかった。

道路事情を考えると，今一番の課題は東広島バイパスだ。30 年前に皆さんに立ち

退いてもらったのにまったく進んでいない。国や県に行って文句ばかり言うので，

国から「海田の町長は批判的なことばかり言う」といわれるのだが，30 年経って

もできないような道路なら，なくていいと思う。ずいぶんの人が立ち退いて町外に

移ったが，あの人たちも，30 年もできないのなら何で立ち退く必要があったのか，

と言っている。やっぱり海田がよかったと。できないのだったらやめてくれという

と，中国整備局の人が，「町長，きびしいことを言いますね」というので，当たり

前だ，と言った。当然だ。今から東広島に通じるまで 20 年以上かかる。 
（サロン）用地買収は進んでいないのか。 
（町長）用地買収は向こう（町外）のほうはしていないところもあるのだろう。海田の

中は，早いうちに協力してもらって全部済んでいる。50 年経ってできないような

道路は道じゃないと私は思う。よその，後から着工した道路はできているではない

か。海田だけがなぜできないのかということだ。 
（サロン）それで町長はテレビに出たわけだ。インタビューされているところを見たこ

とがある。 
（サロン） 近は海田がよく取り上げられている。昨今の失業者の問題でも，海田は進

んでやっている。県や市がやるのはよくあることだが，町単位でやるということは

あまりないのではないか。 
（町長）日系ブラジル・ペルーの子どもが小・中学校に 80 人くらいいる。幼稚園保育

園で 20 数人くらいいる。かわいそうだ。1，2 カ月に一度，保育所などを見てまわ

るが，小さな子が「お父さんクビになった」とか，たどたどしい言葉で言う。それ

で，私たちで何かできないか，ということで，労働局やハローワーク，県などに協

力をお願いしに行った。彼らが職を探すときに，やっぱり一番大変なのは言葉の壁

だ。大量解雇した多くの会社は，「この作業さえすればいい」ということで，単純

な動作だけを教えて雇っていた。言葉は関係ないから，日本語を習う必要に迫られ

ない。そのように働いていた人が急に全然違う職場で働こうとしても，たいていの

職場では日本語がわからなければ何もできないわけだから採用されない。だから，

臨時の日本語教室もさせてもらって，ボランティアの方などに講師をお願いしてい

る。我々だって外国語はぜんぜんわからないわけだから，言語の問題が大変なこと

はよくわかる。福祉や雇用，教育については，どれも｢待った｣が効かないから，で
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きるだけ優先してやっている。何にしても，人間は元気でなければ何もできないと

いうことで，去年から健康ウォーキングを第 3 日曜日に行っている。町内を歩いた

り運動したりして元気になったら医療費の削減にもなるから，健康づくりに力をい

れてやっていきたいと思っている。ここ（福祉センター）のプールも，たくさんの

人に利用いただいている。 
（サロン）月見町の住民は，近くて使いやすいので特に喜んでいる。 
（町長）卓球などもさかんだ。体を動かすのはいいことだ。 
（サロン）町長もウォーキングされているのか。 
（町長）私は，いつも 5 時半に起きて，瀬野川沿いをユーシンの辺りまで歩く。出勤時

間の関係で朝早い時間に歩くが，特に寒い時期には体調管理を考えて朝はやめて昼

休みに歩くことがある。歩いていると，出会う人にいろんなことを聞かれたり要望

されたりするので，これも私の仕事だと考えている。また，土曜日か日曜日のどち

らか 1 日は町内をまわってみるようにしている。グラウンドゴルフをされていた

り，「ここをこうしてほしい」と言われたりしていろんなことがあるので，用事が

ない限り町内をまわる。亥の子をやるからきてくれ，とんどをやるからきてくれ，

と呼ばれて行くこともある。町内に活発な自治会はたくさんあり，夏などは 1 日に

11 箇所くらいで盆踊りがある。 
（サロン）質問だが，海田市駅に用があって南口に車で行くことがあるが，20～30 分

停めようと思ったときに駐車場がない。バスの乗降所の辺りを利用させてもらって

停めてもいいのか。 
（町長）一時的に停めるところならある。「駐車場」としていたら，1 週間 1 カ月と置

く人がいて困るので，町長になってから 3 回やり替えている。バスの乗り入れが多

いので，車のスペースがとれない。今度区画整理をする際に，十分なスペースをと

るように考えている。前町長が，平成 4 年に都市計画決定して窪町全体 5.8 ヘクタ

ールのまちづくり計画をされていた。段原のような形を描いていたのだが，地権者

の理解が得られないこともあって前に進まないので，私が町長になって 1 年して，

計画を変更することにした。できないものをいつまでもやっても，年間 5,000 万円

くらいかかっていた維持費が無駄なだけなので，とにかく，千葉倉庫側だけやって，

あちら（西）側はやめようじゃないかということで方向転換した。国から事業補助

をもらったりしていたので，計画変更の手続きというのに 2 年くらいかかって，12
月ごろにようやく認めてもらって，窪町の 3.8 ヘクタールのへこんだところは道路

を整備するくらいにして建築制限なども解除した。こうして，ようやく去年，新た

に規模縮小して先に計画を進めていける形になった。どこもそうだが，駅前が発展

しないとまちの外観は良くない。広島駅前もようやく開発が進み，きれいになりつ

つある。全国の政令市の中で，駅前が整備されていないのは広島くらいだ。他の都

市の駅はぜんぜん規模が違う。やはり，交通機関の便利のいいところが集客力を持
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つので，海田市駅についてもこれからどうすれば良くなるかを考えていきたいと思

っている。加えて，車社会だから車が停められない施設は使い勝手が悪い。町の施

設にしても，加藤会館，真田会館など数あるが，まとまったものでないから，どれ

も車 2，3 台停めたらいっぱいになる。今後はそれらを売ってもいいから，施設を

集約して，「ここにいけば子どもも高齢者も居られる，医療機関もある，店もある」

といった場所が必要だ。県の人口について何かの折に聞いたが，今，県内人口はぜ

んぜん増えない，つまり県内異動ばかりだということだ。高度経済成長期の 30 数

年前には，たくさんの人が己斐や五月が丘などの郊外にこぞって住宅を建てて住ま

れた。今，その人たちが高齢になり，車は運転できない，医者に行くにも遠い，と

いうことで，みんなこの辺りに下りてきて住んでいる。宇品などにマンションがた

くさん建っているが，入居者の多くは県内，市内からの移動者だ。あれだけ高層マ

ンションが乱立して，ものすごく人口が増えたように思うけれど，全体を見るとそ

うではない。若い世帯も入居する一方で，若いころには坂道でも遠い道でも元気に

歩けたが歳をとったら山道坂道はつらいという中高年世帯も結局，利便性のいいと

ころに集まってきている。 
（サロン）中店小学校線の進捗はどうなっているのか。用地買収が月見町の手前で止ま

っているが。 
（町長）都市計画決定している道路だが，計画してすぐできるというものではない。で

きない一番の原因は金である。国や県だけでなく町財政も厳しいときなので，用地

買収もペースダウンしている。この道は特に，広島市（矢野）とつながるので。 
（サロン）広島市は都市高速に力を入れているので，こちらの道路を進めようとしない。

ところが海田町は用地買収を進めている。海田町としては先に新開蟹原線に力を入

れて，終わったらこちらに着手するのか。 
（町長）今おっしゃるように，向こう（矢野側）が来ないものをうちだけ進めても道が

繋がらないから，新開蟹原線に先に力を入れようということにした。広島市にも早

く進めるように言っている。そっちが来ないと道にならないから，と。しかし，お

っしゃるとおり，高速の方が優先されている。用地買収については 小限で進めて

いく姿勢だ。 
（サロン）その際に，買収予定地の中に自治会倉庫があるので，移転などの世話を町に

してもらわないといけないのだが，当分先になるか。 
（町長）他にもそういう話を受けることがあるが，用地買収は，こちら（町）から持ち

かけたときにはたいてい（地権者に）「だめだ」と言われる。町に財政的な余裕が

あって「やりたいから協力してくれ」と言ったときには「今はだめだ」と断られて，

今のように不景気になったら「早く買ってくれ」となることが多い。やっぱり，用

地買収にはこちらのタイミングもあって，そのチャンスを逃すとなかなか歯車が合

わない。こちらが買うと言ったときには「今はそれどころじゃない」と言いながら
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条件を色々出してこられる。 
また，「家は私のものだが，土地は違う」（地権者が他にいる）というケースもあ

る。下（土地）を持っている人の中には早く売りたいという人もいる。窪町なども

そういうケースがあって，地区外地権者というのだが，整理が大変だ。段原なども，

今では古い家がなくなったが，決して2年3年の短い期間で片付いたものではない。

うちのような小さい町でも，道路一本作るのに相当のエネルギーが要る。計画通り

進めたいのはやまやまだが，相手もあることだし，町の財政的な問題もあるので，

とにかくまずは，新開蟹原線を開通したいと思っている。 
（サロン）自治会の財源に関することで細かいことを聞くが，広報の配布方法が新聞折

込にはならずに自治会委託を続けると聞いたが，委託料は半額になると聞いた。自

治会にとっては大きな減収になる。それと，資源物回収奨励金も二束三文になって

いるので，どの程度入ってくるのか懸念している。どうなのか。 
（町長）行財政改革で，職員の削減とか事業の見直しなどで，毎年何億かの予算を削減

している。各団体への補助金についてもこれまで毎年削減させていただいて，町の

公用車もここ数年でかなり減らしている。このように，役場自ら改革を行っている。

そうした状況の中で，広報配布を新聞折込にした場合の試算をすると，これまでの

委託料の半額でできるということがわかった。このため，自治会長の皆さんと 2
年くらいかけて協議したところ，「これまでの半額でもいいので広報連絡員が配布

する」と言われたので，そのようにさせていただくこととなった。また，古紙やカ

ン類の回収費は，相場の変動が大きい。自治会の収入については，これは町が言う

ことではないが，自治会によって自治会費に差があるようだ。また，自治会の事業

によっては補助金が出るものもあるので，そういった制度も活用してほしい。自主

防災訓練などの活動についても積極的に協力するので要望があれば言ってほしい。

消防といえば，広島市に委託した経緯を話しておきたいが，もとの海田地区消防の

通報関係の通信機器は，何年かしたら部品がなくなるような古いものを使っていた

ので，それではいけないということで，広島市と話をして 2 年前に一緒になった。

消防の運営にかかる費用は人件費が一番大きいのだが，168 人いた職員を 19 人く

らい削減できた。市消防は，救急隊にしても消火にしても，以前と変わらずまった

く支障がないようにしてくれる。かえって前よりも対応が早いくらいだ。経費の節

減にもなった。消防関係費は，町民一人当たり年間 1 万 3,000 円くらいかかってい

る。消防に限らず，こうした財政的なことが広報 2 月号にも載るので見てほしい。

（休憩） 
（サロン）ここからは質問の時間としたい。 
（サロン）町道 229 号線かと思うが，子どもの安全を守るために，海田町と矢野町の

境の道の側溝にふたをしてほしい。以前から要求をしているのだが，検討中という

回答をもらったままだ。それと，町道 231 号線だったか，月見県営とナガトの間
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に大きな水路があるが，これにも転落防止柵をつけてほしいと平成 18 年度に建設

課に要求をして，前向きに検討するという回答をもらっているのだが，実現しない

ので何とか検討してほしい。 
（サロン）新年会のときに話が出たのだが，高津鋼材とキングの間の道に段差があり，

夜中に車が通ると音が響くとのことだ。何度か直してもらったらしいのだが，すぐ

元に戻るとのことなので対策をとってほしい。水路を埋めたところとそうでないと

ころの地の硬さが違うので，時間が経つと段差ができて音がする。低いところにマ

ンホールがあるのも音がうるさい原因かもしれないので見てほしい。 
（サロン）月見町には集会所がない。用地買収のこともあるし，作ってもらえないか。

（町長）自治会館の建設に補助が出る制度があった。今どうなっているかわからないの

で調べてみる。 近補助申請がなく使われていないので定かでない。 
（サロン）土地は自分で探さなければならないのか。 
（町長）そうなる。補助は建物にしか出ない。 
（サロン）用地もいくらかで買って用意してくれるのではないのか。30～50 坪くらい

買ってやると言ってくれるのではないのか。 
（町長）町が土地を買ったということは今までない。 
（サロン）自治会倉庫の用地くらいは買ってくれるのではないか。 
（サロン）小さな公園があるのだが，その一画に倉庫を建てることは可能ではないのか。

以前，都市整備課に交渉にいったら，「掃除道具を入れる程度のものならいい」と

言われた。神輿も入る大きさがほしいのだが，それはだめだといわれた。 
（町長）そうした要望はたくさんある。神輿なども，以前は誰かの家が置かせてくれた

りしていたが，そういう人がいなくなったり世代交代したりして，どこの地区も同

じような問題がある。 
（サロン）それならば公園の隅でもいいのではないか。 
（町長）許可できないと思う。 
（サロン）今の場所で立ち退きの際にバリケードでもして抵抗すれば話は別だろう。話

は変わるが，行政改革大綱で，大型ごみを有料化するということになっているが，

これはどうなのか。 
（町長）広島市が有料化したために，町外から夜間に捨てに来る人が多い。かといって

夜中に見張るわけにもいかない。 
（サロン）特に月見町は町境だから持ち込みが多い。 
（町長）有料にすれば多少は外部からの持ち込みがなくなるのではないかと思うし，町

民が出す大型ごみの処分費も多少まかなえるのではないかと思う。 
（サロン）正月前に大型ごみを大量に出したら行政が仕方なく処分するので，正月前を

狙って出すようなずるい人もいる。話は変わるが，自治会で設置した街灯の電気代

を負担しているが，行政が電気代を出すことはできないか。 
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（町長）街灯は，必要な箇所には町が設置しているが，地区によって道の様子も違い，

町が設置する基準を広げるのは難しい。 
（サロン）あくまでも町道の話で，安全のために自治会が設置したものなので，電気代

を出してほしい。設置の費用については補助金が出るが，電気代もずっとかかるも

のなので出してほしい。 
（サロン）県営住宅と下川電器の間に，車がすごく多い。ひっきりなしに通るので，カ

ーブミラーをつけてほしいと何回も町に頼んでいるのに何も反応がないので，今ど

うなっているのか知りたい。ものすごく危ない箇所で，いつ衝突するのかと思って

いつも見ている。朝と夕方は特に車の出入りが多く自転車の学生も通るので，誰か

怪我をするのではないかと思う。 
（サロン）工場地帯なので，歩道には工場の車が停まるし，車道には配送車などが停ま

る。これらを指導してほしい。 
（町長）ひどい場合には警察に言われたらどうか。 
（サロン）毎日のことなので，ひどいと思う。それと，ひまわり大橋だが，明石の事故

以来，イベントに使ってはいけないということで，年末の交通安全パレード以外ほ

とんど使われていない。車道にできないか。 
（町長）設計荷重が足りないので車道にはできない。明石の歩道橋事故があったために

海田警察からイベントなどを禁止されていたが，今の署長には「やってもいい」と

言われている。ちょっとしたコンサートくらいならできるかもしれない。せっかく

多額の経費をかけて作ったものだから。 
（サロン）SAKURA GARDEN などがコンサートをするといい。 
（サロン）南本町公園の角の歩道に，靴が濡れるほど水が溜まる。30 年間ずっとその

状態。役場の人は車で通るから気付かないだろうが，郵便局に行くときなど，靴が

濡れて困る。直してほしい。 
（サロン）フローレンスから業務用スーパーにかけて，水が溜まりやすい。 
（サロン）西松屋の横の細い道も水浸しで歩けない。 
（サロン）雨の日には長靴を履きましょう。 
（サロン）福祉センターの隣の，日の出町公園に介護予防の遊具を設置してもらってい

るが，あまり利用者がない。子どもの遊び場になっているから使いにくいのかもし

れないが，あまり周知されていないので，もう少し広報などで宣伝してはどうか。

福祉センターの中に筋トレの道具があるからわざわざ外でしなくてもいいと思わ

れているのかもしれないが。屋根があれば違うのかもしれない。 
（サロン）福祉センターにはプールなどがあるから特に必要なかったのかもしれない。

（サロン）暑いとき寒いときには外のものはどうでもいい。 
（サロン）使っている人を見たことがない。 
（サロン）ほこりがすごいから。 
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（サロン）屋外だからほこりがつくのはしかたない。 
（サロン）役場に行くと，外が寒いのに，中に入ると暖かくて，職員が上着を脱いで仕

事をしている。設定温度が高いのではないか。私はまた寒い中を自転車で帰らなけ

ればならないのに。それと先日，国保の人間ドックの補助を申請しに行ったのだが，

広報に持参物が書いてあったからそのとおり持って行ったのに，「検査結果通知表

もいる」と窓口で言われて，取りに帰ってまた行った。なぜ全部広報に書かないの

かと思った。別件だが，私たちはグラウンドゴルフをするのに南本町公園を使わせ

てもらっており，その代わりに掃除をしているが，掃除の次の日に行くと，菓子の

ごみが散乱している。また，南本町自治会と一緒に定期的に花を植えるのだが，そ

れを踏んだり抜いたり，柵を作っているのも壊して投げ散らかしたりしている。ト

イレの中もひどい。何が悪いのかと思う。 
（サロン）教育が悪い。 
（サロン）子どもたちはあいさつもしない。学校では「あいさつをしましょう」とスロ

ーガンを掲げているが，親に聞くと「知らない人に声をかけられても話をするなと

言っている」という。感じが良くない。南本町公園の隣に建設中の施設があるが，

子どもがボール遊びをして窓を壊したりしている。見かけたときには，ボール遊び

はだめだと注意するのだが，ずっと見張っているわけにはいかないので，フェンス

を高くするなどしてほしい。 
（町長）あいさつ運動は町をあげてやっている。子どもも，学校帰りなどに「おかえり」

と声をかけると「ただいま」と言うのだが，知らない人に声をかけられたら話をす

るな，と物騒な中で逆行する状況にあるのも一理ある。学校ではあいさつを指導し

ているのだが。 
（サロン）家の前でこちらから声をかけても，何も反応がない。西小学校の子のほうが

向こうからあいさつしてくれる。 
（サロン）ＪＲ高架事業（連続立体交差事業）はどうなっているか。 
（町長）上市，中店の辺りを用地買収されて，道路の拡幅が進められているところだが，

県の計画が 7 年遅れている。役場の立ち退きの問題も含めて，早く指針を示してほ

しいと言っているのだが。 
（サロン）庁舎移転の問題と関係があるのか。 
（町長）そのために役場の移転が必要になっている。今ある線路の横に，高架工事の間，

仮の線路を通すために，線路の北側を空ける必要がある。昔は庁舎に 初に退いて

ほしいと言われていたのだが，今は民家を先に立ち退かせる方針だ。連続立体交差

事業は全部町がやっているものだと錯覚している人が多いが，県の事業である。用

地買収などが進んでいるので実施されることは間違いないのだが，事業ペースが遅

くなっている。県も財政的に苦しく，17，18 年前には 2,400 億の貯金（基金）を

持っていたのだが，今は 24 億円しかないそうだ。町は行財政改革をすべてやった
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結果，貯金が 14 億円ある。そんなものではまだまだ足りないのだが，日々の業務

に消費してしまってなかなか積み立てられない。それでも県の状況に比べたら良い

ほうだと言われる。 
（サロン）総合公園の利用料が高い。駐車場は 1 回あたり 200 円，多目的広場は 1 時

間 1,000 円。いい値段がする。矢野東の公園の駐車場は無料だ。これはどうなのか。

（町長）これも検討したのだが，総合公園の駐車場を無料にすると，仕事の合間に車を

停めて昼寝して帰ったり，行事の際に 1 人 1 台に乗ってきたりする。そうすると，

200 台分のスペースがあってもすぐいっぱいになる。そういうことを踏まえたうえ

で考えると，例えば 4 人で 1 台に乗ってきたら，1 日いても 1 人あたり 50 円だ。

4 人あわせても，タバコ 1 個にも満たない金額で利用できる。こうしたことから，

私が 200 円にしようと言った。広島市の施設でも，もっと高い駐車料金を設定し

ているところもある。総合公園は，何時間停めても 200 円だ。高いと思われるか

もしれないが，休日の混雑が多少解消されたことやいろんなことを勘案して，妥当

だと考えてほしい。今，指定管理といって，福祉センターもそうだが，総合公園を

別の会社に管理委託している。高いと言われる 200 円という金額は，よその事例

などを見て決めたものだ。 
（サロン）ある人は，200 円が高いから相乗りで安くしようと考えられて行かれたが，

途中で事故を起こされて，一人ずつで行ったほうがみんなに迷惑をかけずに済んだ

のに，と言われていた。確かに，南本町の公園も，よその人が来てトイレをどんど

ん利用する。だからトイレットペーパーを補充するのが忙しい。これは町から補助

をもらっているからいいが。常に鍵を持ち歩いている。 
（サロン）いつも感謝している。 
（サロン）使ってもらうのはいいが，家庭ごみを捨てられていたり，芯が突っ込んであ

って詰まっていたり，配電盤が破壊されていたり，どうしてそんなに暴れるのかと

思う。ガード下のように寝る人がいないからまだいいが。 
（サロン）海田は，日系人の人でホームレスになった人はいないか。 
（町長）今のところそういう報告はない。年末の閉庁日にも相談窓口を開けていたので，

かなりの人が相談にきたが，今晩寝るところがない，という人はいなかった。ただ

海田から離れた人もかなりいるようだ。 
（サロン）業務用スーパーに来る外国人もかなり減った。 
（サロン）いろんな言葉が聞けたものだが。 
（サロン）ＪＲをよく利用するが，快速が停車するようにしてほしい。利用できる便数

が少ない。 
（町長）快速についてはあちらこちらで要望を聞く。これまで何度もＪＲに話をしに行

っているが，なかなか聞き入れてもらえなかった。民営化してかえって悪くなった

くらいで，態度が高慢というか。駅前の自転車置き場も，ＪＲに乗る人のために作
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っているのだ。1 便でも停めてくれと再三お願いして，やっと朝晩 2 便ずつ停まる

ようにしてもらった。しかし,今おっしゃるように，うちとしては全便停めてほし

い。お願いには行っているが，なかなか通らない。山陽本線と呉線が分かれるとこ

ろなのだから，この運動はずっと続けたいと思っている。やはり住民の声が一番の

効果になる。 
（サロン）駅前の駐輪場の歩道部分の通り抜けが難しい。前はもっと余裕があったのだ

が，列が増えている。 
（サロン）いろいろ細かいことをお願いしたが，よろしくお願いする。 
（サロン）それでは，時間も迫ったのでそろそろ終わりとしたい。今日は有意義な話を

聞かせていただきありがとうございました。 
（町長）こちらこそ寒い中お越しいただきありがとうございました。体には十分気をつ

けていただきたい。私は常日頃から，町民の皆さんとふれあうことでまちづくりが

できると考えている。町政にとって気軽に話せることが大切なので，またいつでも

遠慮なく声をかけていただきたい。今日出していただいた要望などは，持ち帰って

精査し，よりよいまちづくりに活用したいと思う。今後とも町政にいろんな形で協

力をお願いしたい。今日は本当にありがとうございました。 

  


