
第 21 回町長のぶらり訪問 要旨 

日時 
平成 21 年 8 月 28 日（金）

 10 時 30 分～11 時 30 分 
訪問先 明治乳業株式会社 広島工場 

場所 明治乳業株式会社 広島工場 海田町 
町長 
事務局（まちづくり推進室）2 名 

内容 

（町長）これまでぶらり訪問で企業などを訪問させていただいているが，まず私の方か

ら本町の概要などをお話しさせていただいて，町に対するご意見ご要望を聞かせて

いただくという形が通例のようになっている。御社におかれても，昔から本町と関

係が深いので，そのようにさせていただき，本町について知っていただければと思

う。気楽にお願いしたい。 
本日はお忙しいところご協力いただき感謝している。われわれ海田町は平成の大

合併の中で，「生き残った」というと言い方は悪いが，合併の賛否を問う住民投票

を行った結果，賛成 8,000 票：反対 4,000 票で，単独町制を選択することとなった。

広島県内に 86 あった市町村は，合併で 23 市町になったが，安芸郡は 4 町が残っ

ている。海田町は 13.8 平方キロメートルと狭く，町内四方どこへ行くにも 10 分程

度しかかからない。また，山，川，海があり，ＪＲは山陽本線と呉線があり，国道

も，2 号と海田を起点にする 31 号，そして東広島バイパス，これがなかなかでき

ないバイパスだが，工事がされているところだ。このように，昔から交通の要衝と

して栄えた町である。私は子どものころから海田市駅の北側に住み，小学校 2 年生

のときに原爆を体験するなど，海田の変遷を見たり，先輩方から聞いたりしてきた。

海田市と東海田が合併して 50 年になるが，当時 1 万 2,000 人だった人口は，現在

3 万人弱にまでなっている。田畑をつぶしてどんどん家が建ち，あっという間に人

が集まった。戦前は，海田警察署の付近一帯でぶどうやたんぼなどの耕作をしてい

たらしい。その約 30 万坪を軍に買収された。今のひまわり大橋は当時鉄橋で，軍

の物資を運んでいた。海田市駅の北口には置屋があり，現在海田公民館があるとこ

ろは郡役所だった。そうしたことで海田町には人の集まる要素がたくさんあった。

昔は 20 歳になると兵役検査があったが，これを安芸郡の人は海田に受けに来てい

たそうだ。 
御社はいつごろこの場所に来られたのだったか。 

（工場長）昭和 37 年なので，あと 3 年で満 50 年になる。 
（町長）記憶によると，戦後，昭和 35 年くらいに，先ほど話をした軍用地 30 万坪の

うち，15万坪を自衛隊が確保した。残りの15万坪は町に払い下げられたので，2,000
坪を一区画として，工場誘致を行った。なかなか当時，2,000 坪を買う企業はいな

かったが， 初に岩手缶詰という会社が来て，そのあと自動車関連などいろいろな

企業が来た。しかし，高度経済成長期を経て企業が大きくなると，だんだんと手狭
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になるようだ。    
海田町は，交通網がいいので住みやすい。自動車関連企業が周辺にあるのでその

関係者が住むようになり，借家を建てればいくらでも借り手があるという時代があ

った。そのうち，地価が高いというのでそうした傾向は熊野や矢野などに移行して

いった。熊野は筆，矢野はかもじを産業としていた。そのころ，海田はぶどうや綿

を作っていた。綿は塩害に弱いのですぐ廃れたが，ぶどうは私が高校の頃まで作ら

れていた。海田ぶどうは種が大きく酸っぱかったが，それでも食べるものがない時

代にはよかった。牡蠣の産業も宮島や音戸などに移っていて，現在海田には 2 軒し

かない。そういうわけで，現在海田には地場産業の特色あるものがない。こうした

ものは模索してもにわかにできるものではない。町内には自動車関連企業などが大

小あわせて 80 社くらいあるが，これがほとんどで，一方，食品関係は少ない。こ

のため，自動車関連の景気がちょっと悪くなるとかなりの影響を受ける。 
こちらは 初，明治乳業が来られて，当時は明治商事という会社も入っていらっ

しゃったと記憶している。 
（工場長）そう。明治商事というのもあった。 
（町長）私は，前に話したかもしれないが，以前していた仕事の関係で，明治製菓にも

お世話になったことがある。昔は明治製菓も明治乳業も一緒だったそうだが，今度

また一緒になられるということで。 
（工場長）90 年ぶりにまた経営統合ということになり，決算の発表も明治ホールディ

ングスとして発表することになった。これまでは明治乳業グループの連結決算とし

ていたが，合併すると 1 生産子会社，事業子会社となり，今回の四半期業績もホー

ルディングスとして発表している。せっかく町長が来られた機会なので，町に 50
年近く世話になっていることでもあるし，会社の状況も含めて少しばかり報告させ

ていただこうと思う。 
（町長）お願いしたい。 
（工場長）今年度の第一四半期 4－6 月の業績は，おかげさまで増収増益，というと聞

こえはいいが，そういうことになっている。昨年は，乳価の引き上げに伴い春先に

10 円ほど製品を値上げさせていただいて，その影響で売り上げが低迷し，非常に

苦しい年だった。その後も秋口からさらに酪農の情勢が非常に厳しいということで

また乳価引き上げとなり，12 月に一部製品を，3 月に残りの製品を値上げさせて

いただいた。2 年続いての値上げとなったのだが，おかげさまで今年の第一四半期

は前年同期の売り上げをわずかばかりクリアし，利益も前年以上となった。売上高

で言うと 4 半期で約 1,830 億，利益では約 64 億円となったので，前年対比で 20
パーセントくらい増えているということになる。この工場だけで言うと，特に生産

物量，つまり作っている量が 4―6 月期の前年比で 150 パーセントということで，

特にヨーグルト関係，これは「ブルガリアヨーグルト」などがあるが，これらの生
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産が前年比 240 パーセントということで，随分と今年は春先からたくさん作って

いる。しかしこれは，裏を返せば昨年が非常に耐える年だったということである。

この工場では，私も含めた幹部社員をあわせて約 90 名の従業員がいる。昨年あた

りからよく聞かれるようになった「正規労働者」「非正規雇用者」といった言い方

をすると，約半分が正規で半分が非正規ということになるが，私どもの会社ではい

わゆる「派遣」という方々は一切いらっしゃらない。非正規であっても明治乳業の

直接雇用である。過去には，アルバイトで入った人でも意欲ある人なら正社員に登

用するということもしてきている。今いらっしゃる非正規の方は大体が地元のこの

近辺の主婦の方や 60 歳近くのお歳を召した方などがほとんどなので，これからは

若い人もどんどん増やしていかないといけないと思っている。団塊の世代の大量定

年退職の問題があるが，世の中のそれよりも，この工場は 5 年くらいタイミングが

ずれており，一番のピークがこれからくるので，毎年 4～5 人を採用している状況

である。当工場は，昨年は物流がなくて非常に苦しかったが，現在と同様に 90 名

の従業員がいた。今年に入って物流が 1.5 倍増えているのに人員を増やしていな

い，ということで，すごい努力をしているように思われるが，そうではなく逆に，

昨年の苦しかった時期にも雇用面の冷遇をしなかった，とこういうところをご評価

いただきたいと思う。 
近では，今年に入って広島労働局から「労働安全衛生における優良事業所」と

いうことで表彰をいただいた。また，長年献血活動をしており，年 2 回献血車に来

ていただいてご協力させていただいていることが評価されて，今年，藤田知事から

感謝状をいただいた。 
先ほどの労働安全については，いわゆる口ばかりの安全労務災害ではなく，仕組

みとしてきちんとしようということで，「労働安全衛生マネジメントシステム｣とい

うものを取り入れている。これは昨今の流行というか，取り入れている事業所が増

えているのだが，私どもは取り入れて今年で 3 年目になる。また，休業災害を長年

発生させていないなど，こうした日々の努力の結果が評価されたのかと感じてい

る。 近の状況はこういったところである。 
当社は海田町にお世話になって 50 年ということで，これまで中学生の職業体験

学習にずいぶんご協力をさせていただいていたのだが，体験学習の期間が 3 日だっ

たのが，一昨年から 5 日になったため，昨年からお断りするようになった。製造の

現場に連れて行ってものづくりの一部始終を体験してみるというのは大変結構な

ことだとは思う。しかし大事なお子さんをお預かりする以上は怪我をさせてはいけ

ないということと， 近の新型インフルエンザ等の問題があり，食品会社としては

やはり衛星管理をきちんとしなければいけない。我々社員も毎月検便をして健康状

態をチェックしているなど，ＨＡＣＣＰ(※ハサップ＝食品の原料の受け入れから

製造・出荷までのすべての工程において、危害の発生を防止するための重要ポイン
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トを継続的に監視・記録する衛星管理手法)という言葉をお聞きになったことがあ

るかもしれないが，厚生労働省の定めた食品における製造衛生管理マニュアルにの

っとって業務を行わなければならない事情があり，そうそう簡単に製造現場の近く

まで人をお連れすることができない。 近の新しい工場というのは完全に密閉され

た通路で製造現場まで見に行くことが出来るのでよいが，ここは何しろ 50 年前の

工場をそのまま使っている部分もあるので，なかなかそういうことはできない。と

はいいながらも，どういった形でご協力できるかということを現在悩んでいるとこ

ろである。そこで，提案だが，商工会の委員会などでも話題にはしていただいてい

るのだが，出来ることなら，5 日間 1 つの事業所でお預かりするというのではなく

て，1 事業所あたり 2～3 日にして 2 事業所を回るというようにすると，生徒さん

も，事業所の比較，業種の比較ができると思う。現在受け入れられている他社の方々

も，5 日はやっぱり大変だと思う。そんなに 13 歳 14 歳のお子さんにやっていただ

けるような仕事はなく，仕事を見つけることが大変である。これが 2 日ずつだと，

受け入れるところが増えるのではないかと思う。こうした事情であるが，われわれ

も「食育」がある意味で一方の仕事だと考えているので，そういった面からも，中

学生の方々に体験学習していただくというのは大変重要なことだと考えている。ぜ

ひご検討いただければと思う。 
（町長）了解した。 
（工場長）今言った食育活動というのは，われわれにとっては牛乳や乳製品の消費拡大

をアピールするというチャンスでもあるし，この工場も瓶入りの宅配商品や紙パッ

クの商品なども作っているので省エネとかリサイクルにも積極的に力を入れない

といけないという認識もある。こうした現場を目の当たりにすることも，若い子ど

もたちにとってはいいのかなと考えている。それと，前述のとおり，当工場の特徴

としては安定した事業経営，工場運営をすることを基本としているので，従業員を

大事にすること，それもやはり従業員 90 名のうちほとんどの皆さんがこの海田と

その近辺の方なので，雇用でもって地元に貢献するということが大事なことだと思

う。永続的にこの地で仕事が出来るように，今申し上げたことを会社のモットーと

してやっている。 
先ほど町内企業の敷地のお話を伺ったが，この工場の敷地は 5,000 坪しかない。

明治乳業は，97 年くらいから 2 年に一回くらい全国に新しい工場を建てているが，

だいたいの工場用地が， 低でも 3 万坪である。 
（町長）2 万から 3 万坪か。 
（工場長）2 万坪でも小さいと思う。1 万坪で我慢して建てたところはえらい目にあっ

ている。 近でいうと，大きいところは 5 万 4000 坪である。小さいところでも 3
万坪なので， 低でもそれくらいは必要だということだ。高度経済成長期に牛乳の

消費が増えて，工場の数がどっと増えてきて，それからもう 50 年経って，生産体
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制の見直しをしている。なぜ 50 年前にうちの会社の工場が各県に 2 つも 3 つもあ

ったかというと，昔の道路事情が悪かったからである。それに，搾った牛乳，作っ

た牛乳が，衛生的にそんなに長距離は運べなかったからいう理由もある。何しろ冷

蔵，冷凍機器を積んだ車がなく，荷車，馬車牛車の世界だった。トラックで運ぶに

しても，輸送用の缶に牛乳を入れて運ぶ時代だったので，それから比べると道路事

情が良くなったしインフラも整備されたということで，遠くへ運べるようになっ

た。それと，製造面でも「ＥＳＬ（貯蔵寿命期間延長）」といって，賞味期限を延

ばす技術がどんどん進歩してきた。昔は作ったら「翌日すぐ飲んでください」とい

っていたのが，今は「2 週間大丈夫ですよ」となった。こうしたことにより長距離

運べるようになったということは，工場の規模を大きくして良いものを安く作れる

ようになったということである。そういう意味で言うと，ここの 5,000 坪という規

模では，もう限界かな，と思っている。中国地区の明治乳業の工場は，岡山とここ

広島の 2 つが残っているが，今後の将来のことを考えると，どこかに手ごろな土地

があればいいと，そういうことも考える。まあこれは私が決めるようなことではな

いが，自分なりに見て，こんな場所もあるようだ，と本社に報告することもできる。

やはり地元と一緒に歩んできた 50 年の歴史があるので，できるだけ長くこの地域

で仕事をしていきたいと考えているが，一方で敷地の手狭さも感じている。先ほど

町長も言われたように，海田は交通や商業の要所であって，今度バイパスができて

都市高速ができると，廿日市の山陽道から九州に行くにしても，志和から東に上る

にしても，非常に便利が良くなる。ここの特徴というのはそういうことだと思う。

敷地が大きければ，たとえば敷地の半分に工場の建物を建てて，数十年経ったら空

いている半分の敷地に新しい工場を建ててから古い方を潰す，そしてまた数十年経

ったらまた同じ敷地の中で建て替える，ということができる。魅力ある地域だった

らそういうことをしてもいいのかなと思うので，そういう土地があればいいな，な

どと考えながらいつも散策している。以上が近況報告と，行政とのかかわりの中で

思っていることなどである。 
それと，今年の春から，長年の懸案であった下水道を接続させていただいて。 

（町長）ありがとうございます。 
（工場長）われわれにとっては，下水道接続によって，ある意味リスクを軽減すること

ができたと考えている。下水関係の問題をおこすと公害だし，地域にご迷惑をおか

けするので。もちろんそういうことがおきないような努力をこれまでもずっと 50
年近く続けてきたわけだが，今の世の中を考えると，いつまでもそういうことばか

りでは立ち行かないところもあるし，せっかく作った処理施設につなぐことによっ

て，われわれ自身もリスクを軽減することができるので，長年検討してきた結果と

して接続することになったことは非常に良かったのではないかと思う。 
（町長）工場長さんには，いろいろと努力いただいて感謝している。 
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（工場長）われわれもやはり，水は大事にしないといけない。おかげさまでこの工場で

は，100 パーセント地下水を使用している。安芸の名水といっていいくらい，非常

にいい水で，水質もすごくいい。工場によっては，水をわざわざ購入して処理して

から使っているところもあるが，ここはおかげさまでいい水があるので助かってい

る。このため，これまでふんだんに水を使用できたので，大事に使おうという感覚

がちょっと薄かった。だから，下水道使用料をたくさんお支払いすることになった

ことで，資源を有効に大事に使おうと，節水しなければいけないという意識が出て

きた。私どもが節水するとちょっと料金の収入が減るかも知れないけれども（笑），

われわれも努力して生き延びていかないといけないし，今後も長いお付き合いを下

水道を通じてするわけなので，新しい技術革新などがあれば教えていただきたい

し，行政と一緒になって努力していきたいと考えているので，よろしくお願いした

い。 
（町長）今後ともよろしくお願いしたい。 
（工場長）係長からはぜひ町長にお願いしたい，というようなことはないか。下水道以

外でもよい。うちのエンジニアリング部門の係長は，建築基準法だとか工場立地法

だとか，そうした法律関係で行政に届出などをすることも多い。せっかくの機会な

のでぜひ。 
（係長）エネルギー関係でひとつ上げるとすれば，都市ガスの導管がここまで来てくれ

れば，新たな省エネの取り組みなどができるかと。 
（工場長）今はちょっとガスの値段は高いけれど。 
（係長）値段のこともありますが，CO2 の排出量などからすると，ガスにしたほうが

少なくなる。今は重油を使っている。 
（工場長）倉敷にある明治乳業の岡山工場は，この春から燃料をガスに転換した。コス

トだけではなく，CO2 排出についての対策にもなっている。 
（町長）どこまで都市ガスは来ているのだろうか。ちょっと調べてみる。 
（工場長）家庭用の導管はこのあたりまで来ているが，産業用は管が別である。 
（係長）家庭用は線路沿いまで来ているが，産業用は本当に街なかまでしか来ていない

という話である。 
（町長）なるほど。すぐに調べてみる。 
（工場長）うちの重油焚きのボイラーも古い。何年経つか。 
（係長）8 年である。 
（工場長）ガスに転換できなければ，ボイラーの更新が必要になる。 
（町長）また長く使わないといけなくなる。ガス会社にも聞いてみる。 
（工場長）あとは，バイパスを早く通してほしい。（一同笑） 
（町長）そのとおり。バイパスは，毎年夏に県に行き，国道事務所，中国整備局，そし

て国の陳情にも行ったが，どうにもならない。まだちょっと。 

 6



 7

（工場長）当分先だろうと。 
（課長）10 年くらいか。 
（町長）10 年ではとても無理だ。 
（課長）朝など，車で空港に行こうとすると，渋滞で時間が読めない。 
（工場長）だから私は，東京出張にしても帰省にしても全部新幹線を使う。空港までの

時間を含めて考えると 30 分しか変わらない。 
（町長）私もほとんど新幹線を使う。手続きなどもないので楽である。 

海田町も小さい町で，皆さんに十分なこともできていないかも知れないが，いろ

んなこと，たとえば道路のことや町の管理していることなどでご要望ご意見があれ

ば，できるだけ対応するので言ってほしい。 
海田町は，子育ての関係に力を入れた行政をさせていただいているので，今日の

ぶらり訪問が決まったときに，福祉保健部に，子育ての関係などで明治乳業さんと

協力してＰＲできるものはないか，御社に聞いてみるように言ったのだが。 
（工場長）去年は秋のシルバーフェアで，骨密度測定などに協力させていただいた。 
（町長）やはり，町内にこういう企業さんがあるとか，こういうことをされているとか，

町民の皆さんにもわかってもらわないといけない。何かＰＲされるものがあれば，

おっしゃっていただければと思う。 
今は，先ほど工場長がおっしゃったように新型インフルエンザの流行で大変だと

思うが。 
（工場長）ちょっと今年は大きな問題になっている。従業員の管理はもちろん，来訪者

にも体調について質問するなど，対策を強化している。 
（町長）町では 9 月 1 日に 5 回目のインフルエンザ対策本部会議をさせていただくこ

とになっている。元気な人や若い人は感染しにくいのかと思っていたが，プロ野球

選手や高校生が次々にかかっており，予想外に感染力が強い。ワクチンの接種が早

くできるようになってほしいところである。 
役場はこちらから近いところにあるので，いつでもお越しいただきたい。いろい

ろと交流を深めていければと考えている。今日はお忙しいところありがとうござい

ました。 
（工場長）ありがとうございました。 

  


