
第 23 回町長のぶらり訪問 要旨 

日時 
平成 22 年 8 月 17 日（火）

 10 時 00 分～12 時 00 分 
訪問先 コスモスの会 11 名 

場所 ひまわりプラザ 海田町 
町長 
事務局（まちづくり推進室）2 名 

内容 

（町長）おはようございます。うだるような暑さというのはこのことを言う。皆さんに

は町行政に対してご協力していただき厚くお礼を申し上げる。さて、平成 22 年度

の海田町の予算は約 83 億円で執行させてもらっている。その中で、皆さんの要望

などを聞いて、ハード面、ソフト面において非常に多種多様な行事を行っている。

要望にこたえながら、その中でできるものはできる、できないものはできないとい

う判断をしていくが、ご理解をお願いしたい。 
さて、このぶらり訪問も私が町長に就任して 23 回目である。一番初めは海田中

学校でさせてもらっている。これまで自治会、企業、子どもたちからいろんな意見

を聞いている。すぐできるものは即実行、町でするものは町、または国とか県にも

要望することもある。そのことを踏まえてしばらくの間、私のほうから町の行政の

現状をお話しながら、これからの町のことについて皆さんのご意見をいただきた

い。 
先日 8 日にこの地域の盆踊りに参加した。町内きっての盛況な踊りで、子どもも

たくさん参加していたのでびっくりしている。海田町の人口も約 2 万 9 千人。その

中でも 65 歳以上の方の割合として高齢化率というのがあるが、県内でも高齢化率

が 40％以上の自治体がある。海田町では高齢化率は 18％強ぐらいで若い人の多い

町である。私も町長就任して以来、「子育てのしやすい町」として子どもの育成に

力を入れており、優先的にいろんなことをしている。海田町には町立保育所が４つ、

私立が 3 つ、幼稚園が 3 つと、未就学の子どもを受け入れるところが 10 箇所ある。

このような小さい町に 10 箇所子どもを見守るところがあるというのはあまりな

い。また、小学校が 4 校、中学校が 2 校、高校も県立私立あわせて 2 校という教育

施設があり、バランスのとれた配置であると思う。 
そういうなかで平成 17 年ごろ、平成の大合併により県内も 86 あった市町村が

23 市町になった。そういう平成の大合併の結果がよかったのか悪かったのは、そ

の地区の住民の判断によるものだと思う。町長就任以来、すぐ合併についての住民

投票を行ったが、合併反対約 8 千票、賛成約 4 千票という結果となり、このまま町

制を続けてよいという支持をいただいて今日の海田町がある。安芸郡で残っている

のは 4 町、県内で町として残っているのは 9 町しかない。それだけコンパクトにな

っている。その分、道路の管理とか福祉事務所など、町行政に対する県からの権限

移譲が進んでいる。 
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一昨年のリーマンショック以来の不景気で離職者も多い。私も労働基準局やハロ

ーワークなどに働きかけを行った。その中にはブラジルやペルーなどの外国人が多

い。当時外国人の数が 1300 人強だったのが、今では 300 人ぐらい減り約 1000 人

である。その方たちにも子どもがいて、教育を受けている。となると言葉の問題が

あるが、子どもは習得が早いのだが、大人にとってはむずかしい。東海田地区にも

多く住んでおり、マナーなど地域のいろいろな問題もあるが、地域住民としての自

覚がないと、ルールが守られない面がある。町でも通訳のできる職員を配置し、対

応をしている。 
そして、現在は人口減の問題もある。7、8 年前に道路を広げる関係で自衛隊の

官舎が移転した。そのため、500 人近くの人口減が生じた。現在それだけの人口を

増やそうと思ったら大変である。 
そのような状況で、町として何が PR アピールできるのかという問題がある。そ

こで、子育て、福祉と教育というのが大切だと思っている。この地域の西小学校は

対象ではないが今年度、町内のほかの 3 小学校では校舎の耐震補強工事を行ってい

る。中国で起きた大地震のようなものが起きれば、非常に危険なこともあり、国の

補助も受けられるということで、暑い中、夏休みをずらして実施しているところで

ある。 
また、さきほど高齢化率の話もしたが、町内の 100 歳以上の方は 11 人いらっし

ゃる。その方たちには私は必ず直接お会いしている。100 歳の以上の方、88 歳、77
歳になられた方には町から記念品、今は海苔を配っている。町内には海苔屋がいく

つかあり、そこにお願いして配っている。昔配っていたものには梨とかタオルがあ

ったが、梨を配っても、少人数では食べきれないとか硬いとかの意見があり、私が

町長になって「海苔はどうか？」と提言した。皆さんご存じかもしれないが、海苔

もカキも昔は海田の川で取れていた。 
皆さんが今居られるこの場所は、昔は国の施設だった。自衛隊から警察署のあた

りまで約 30 万坪あった。そこには引き込み線があり、線路を通って貨物が走って

いた。駅には 200 人ぐらいの職員がいた。昭和 35 年ぐらいに約 15 万坪を自衛隊、

残りを海田町に払い下げをしてもらって新開地域を区切って企業誘致をした。一区

画約 2 千坪という区切りで、当時これだけの土地は広い。しかし高度成長にしたが

って、もっと広いところをということで郊外へ移転していった。当時の工場で残っ

ているのはほとんどなく、残っているのは宇部興産と広島ガスの 2 社である。今は

マツダ関連の企業がたくさん入っている。 
この付近には、昔から官公署関係の施設が多い。この場所、ひまわりプラザも町

営住宅だったが、いろいろな施設の関係で、町営住宅を集約することになった。ま

た、海田西小学校を誘致するということで、名誉町民である加藤陽三先生の働きか

けで自衛隊の成本官舎と交換してもらった経緯がある。この地区にはそういった歴
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史がある。昔は軍が言ったらなんでもすぐできる時代であったが、今はそう簡単に

はいかない。皆さんの話し合いや合意が必要である。 
ちょっと「海田の水」でも飲みながら話しましょう…これは、昭和 26 年ぐらい

の海田町の地図だ。町民さんが送ってきてくれた。白いところが現在の海田中学校、

これが石原の浄水場…（説明）まわしてみてください。これが現在の地図。そうい

うふうに発展が著しいのが良く分かる。海田町にも家がどんどん建ったりして、利

便性も発達し、変化している。 
今の浄水場の跡も今から 60、70 年前に軍の十一空廠といって兵器を作る工場が

あった。水を使うので瀬野川から引いて石原の高いところにあげて皆さんに配って

いた。しかし、戦争でだめになってしまった。 
海田町の水の取り方などは、当時と比べずいぶん変化している。さらに改良しな

がら事業をさせてもらっている。そして水というのはおいしいだけではなく、安く

なくてはいけない。海田町はかなり安い。近隣の市町は太田川からとっているが、

海田町は瀬野川から地下水をとっている。 
皆さんが住んでいて、ここをこうしてほしいとかここが足らないとかあると思う

が、何かないか。私も駅の付近に住んでいるが、昔は商店街というか闇市がたくさ

んあった。 
（会員）病院が増えましたよね。 
（町長）そうですね、海田町には現在病院が 33 箇所ある。歯科医院が 18 箇所。 
（会員）ほう。 
（町長）これだけの町にこんなにたくさんの医療機関があるのは、そうめったにあるも

のではない。 
（会員）産婦人科も多いですよね。 
（町長）そう産婦人科も 2 つ。よそは減っているのに海田には増えている。病院の先生

にどうして海田を？と聞いたことがあるが、コンサルというのか、専門的に市場調

査をしてくれるところがあり、人口や地域性から海田町がよいという結果だったた

め、ということだった。きれいな病院も増え、みんな病院へ行くようになったが、

その分医療費が高くなっている。 
（町長）いろんな診療科目の病院があり、町内で済ませることができる。海田町にいい

先生がたくさん来てくれている、と解釈している。 
そして、消防についてであるが、平成 19 年に広島市になったが、昭和 43 年ぐ

らいから広島市の安芸区や熊野町、坂町が一緒になって作った海田地区消防組合が

あった。皆さん、消防にかかる予算はいくらぐらいかご存知か？ 想像つかないか

もしれないが、一人当たり約 1 万 3000 円かかっている。払うのは人口割りだ。年

間 3 億円近くのお金を消防へ払っている。また、地区消防では、私が管理者をして

いたのだが、広島市への合併話もあった。もし合併すると、人件費が 20 人分ぐら
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い削減できるという試算であった。消防はほとんどが人件費だ。20 人の人件費は

大きな金額である。一部反対もあり、このまま組合で続けようという声もあった。

通信機器も何年か経てば部品がなくなり、システム更新すればかなりの費用がかか

る。国とか県は管轄人口を 30 万人単位へ推進する動きがあり、広島県も 5 つぐら

いに分けてしたいという話もあった。そうした中、海田地区消防の件は県内でも初

めての取り組みであった。全国的にも早い取り組みである。これは合併ではなく事

務委託。当時人件費 20 人分といったら莫大なお金だ。そこで私も思い切って組合

を解散し、市へ委託することにした。行政改革の一環としてよかったのではないか

と思っている。そういった経緯について、数年前に消防庁の主催する全国大会が広

島であったのだが、そこで一時間ほど講演をさせていただいた。 
そして、ゴミのほうは、広島市、海田町、熊野町、坂町、府中町が坂町のグリー

ンセンターで一緒に処理をしている。これも人口割などで負担している。ゴミ自体

は減少しているが、増えているのは不法投棄。パトロールもしている。 
皆さんに関係ある町の現状をお話させていただいたが、この地区に直接関係ある

といったら、高潮の問題だ。国のほうへ、ポンプを作るようお願いしているのだが、

この間も台風が接近したときに海田町も高潮対策に追われた。今、全面的に潮位が

上がっており、潮が引くと海底にヘドロがたまっているのが良くわかる。湾の一番

端にカキの殻を捨てる場所がある。過去にはいろいろ県とも約束をしているのだ

が、いつまでたっても改善されない。カキ殻をヘドロに入れてきれいにするという

話があったが、いくらヘドロをきれいにしても、元の川にゴミを捨てれば意味がな

い。瀬野川も昔に比べ上流のほうもだいぶきれいになったが、下流はカキ殻の集積

場が邪魔をしておりドロドロだ。県のほうへも何回も要望しているが改善しない。

海田町外からのカキ殻のほうが多い。廿日市とか江田島や音戸みたいに潮が流れる

ところならよいが、海田湾は潮の干満だけで流れがない。何十年も放置されている。

海田町にとって何の利益もない。時々あの付近を散歩するのだが、ああいう状態で

はいけないと思っている。 
長々と話をしたが、このあたりで休憩でも。 

（休憩） 
（会長）町長さん、お忙しいところコスモスの会においでいただきありがとうございま

す。コスモスの会という名前になじみがない方も多いと思う。コスモスの会の前身

は「つくも老人会」。前会長さんが 20 年ぐらい長いこと会長をされていた。ずいぶ

ん歴史のある会であった。会長さんが体調を崩されて、私が会長を引き継ぐことに

なった。引き継ぐ際に、「老人会」という名前では入会を敬遠されるということで、

また、よそでも「何の団体？」と思うようなおしゃれな名前の団体があって、聞い

てみると老人会だったということがあったので、何か私たちも変えなくては、とい

うことになった。会員の皆さんに諮ってみたところいろいろな意見がでた。やさし
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い感じの名前はどうか、では花のコスモスはどうかという意見があり、「コスモス

の会」に決まった。町内でも単位老人クラブが当時 23 あり、今は 21 ぐらいになっ

ているが、クラブにいろいろ名前がある中で、コスモスの会という名前は違和感が

あってなかなかなじんでもらえなかった。しかし、グラウンドゴルフ大会やクロリ

ティでも成績を上げ、年に 1 回講演会も開催しているのだが、そうしているうちに

だんだん認められてきた。老人会の中では活性化ナンバーワンではないかと、モデ

ルになってもいいのではないかと自負している。老人会に入るきっかけはグラウン

ドゴルフという人が多い。ゴルフをしたいから、と入ってみたら、そのほかにもい

ろいろあるので、「違うんじゃないか」と思われる人もいる。コスモスの会は、年

度初めに一年間の計画を立てて、今年は何をしようか、講演会はどうするかを決め

る。それから 2 か月に一回、定例会をする。その隔月には役員会を行っており、計

画の修正をしたり案を練ったりしている。役員会の日は、午前中グラウンドゴルフ

大会をし、午後役員会を行っている。そうすると経費の節減にもなる。定例会も、

定例会だけでは集まらない。必ずイベントをあわせて実施している。芝コースへ行

こう、とか花を見に行こう、とか日帰りのイベントをするようにしている。講習会

については、高齢者の自転車事故が多いということで海田警察署の方に来ていただ

いたし、ひったくりなど防犯の講習もやった。講演会も 初は落語家の方を呼んで、

福祉センターで行ったが、200 人近くの方が来られてかなり盛況であった。去年は、

はらみちをさんを呼んでお話していただいた。ひまわりプラザにもはらさんに書い

てもらったものを飾っている。老人連合会へ行っても、会長が「全国的に高齢者は

増えるけれども、老人会の数は減っている。それでは困る」ということを言われる。

ではどうすればいいのか、その方向性が出てきていない。どうしたら皆さんが老人

会に入ってくれるのか、工夫しなければならないと思う。「うちは年寄りが多いか

ら何もできない」と言われるお年寄りの会長さんも居られて難しい面もあるが、い

ろんなことをやっていれば、入ってみようかという魅力のある老人会になるのでは

ないかと思っている。うちなんかはいろいろなことをやっているので口コミで入ら

れる方が多い。また、ご覧のように、団塊の世代の会員が多いので、非常に力があ

る。何かするにしても、スタッフがみな若いし、優秀なので、がんばれる。また来

年も大きな講演会をやりたいと思っている。今年はビッグ演芸会を予定している

が、それは会員の中だけでお金をかけずにやろうと思っている。その分、来年の講

演会をいいものにしたいと思っている。 
さて、よく予防医学と言われるが、高齢者が毎日元気で楽しく生活できれば予防

医学につながるのではと考えている。元気で楽しく、生きがいを感じるようなこと

を老人会でもあれこれしたいと考えている。なかなか老連が動いてくれないので、

コスモスの会ががんばらなくては、と思っている。 
それから、高齢者はまだまだ力を持っていると思っている。先ほど町長さんが、
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海田は高齢者が少ないとおっしゃっていたように、若い人が多いのはよいことだ。

しかし、お年寄りが不在という 近の状況が、悲惨な状況につながるのでは。こう

いう話を学校の先生にもよく話すのだが、核家族が増えている。虐待の問題でも、

お年寄りもお父さんも不在で、お母さんと子どもだけの状態の中で悲惨な事件が起

きたりしていると私は思う。 
そういうことではあるが、コスモスの会は若いスタッフで頑張っているところで

ある。「元気で、明るく、楽しもう」ということをモットーに頑張っている。グラ

ウンドゴルフでも、車椅子で来られていた方がやっていたら、だんだん元気になっ

てものすごく上達したという。楽しみを持つということはとてもよいことだと思う

ので、元気で、明るく、楽しもうという気持ちをこれからも持ってやっていきたい

ので、ご支援をよろしくお願いしたい。以上です。 
では、皆さん、町長さんにお話したいこと、日ごろ思っていることなどあればお

話してみてください。 
（会員）私はコスモスの会で公園の掃除を担当している。南大正町の公園は今は補助を

いただいていないが、グラウンドゴルフをするので掃除はほとんど毎日している。

ゴルフの前後にしているが、トイレを設置してほしい。高齢になるとトイレが近く

なる。トイレがないので、サティのトイレを利用したりしている。簡単なトイレで

もいいので設置してほしい。ほとんど毎日ゴルフをしているのでトイレの掃除も毎

回できる。水洗にするにしても近くに家もあるのでそう大きなものにならないと思

う。町長さん、ぜひ考えてほしいのですが。 
（会員）自転車講習会もするし、いろんなことで使う。ところがトイレがないというこ

とでは、お年寄りに来てもらうのに申し訳ない。 
（会員）あれば非常に助かる。 
（会員）前は建設省かなんかが管理していて、今は町に移管されているでしょう。 
（会員）昔はいろんな面で交渉が難しかったと思うが、今は簡単になっているのでは。

（町長）即答はできないが、以前からそういう話が議会でも出ている。それも含めて担

当課とあわせて調査していきたいと思う。 
（会員）よろしく。 
（会員）私は町の老連の女性部長をしている。昔は民生委員さんがみな老人会に加入し

てくれていた。しかし今は入ってくれない方もいる。民生委員さんが入ってくれた

ら、お互いに接点ができる。お願いできないか。 
（会員）個人情報のことがよくあるけれど、自分の地域では次期に民生委員になる方が

決まっていないようである。そうしたら、個人情報の問題もあるとは思うが、いろ

んな情報が自治会長に行くように、例えば高齢者と未就学児の情報が、名簿があっ

たらいいのではないかと思う。結果的に虐待ではなかったが、近所で夜中に子ども

の大きな泣き声がしていたことがある。どうやら親が腹を立てて外に出そうかとか
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したのかもしれない。戸建ならある程度行き来があるのだが、アパートとかマンシ

ョンとかどうしても行き来が少ない。自治会にも未加入である。問題を未然に防ぐ

ためにも、どういう世帯が住んでいるのか、家庭の状況が把握できるように自治会

長に名簿を配ったらよいのでは。地域のことはそういうふうに思う。それから、い

ろんな書類提出。母子手当とか、本人が役場へ持ってくるようにという書類だ。昼

間働いている人が、役場の開いている時間に行くためには、休みをとらねばならな

い。郵送がだめ、本人持参という書類が割と多い。何か手立てはないか。せめて夜

7 時まで受けてくれる人がいるとか、土曜日に開いているとか。月一回でもそうい

う日があればよい。だいたい５時に終わりますよね。それまでに役場へ寄れる人は

少ないのではないか。会社を遅刻したり早退したりして行くことになる。 
（町長）今おっしゃられたような民生委員との関係について、大変ご苦労いただいてい

る。その中で今年改選期ということもあって色々変わるのではないかと思ってい

る。 
（会員）そうですね。 
（町長）民生委員の仕事というのは非常に大変だ。老人会と民生委員との連携プレーに

ついてはその地区によってだいぶ違ってくる。それを踏まえて何か良い知恵がない

か、福祉課とも相談してみたいと思う。 
自治会長へ未就学児と高齢者の名簿を提供するという件であるが、個人情報とい

うのは、どこまで町がお願いして、線引きをするのか、非常に厳しい問題だ。とく

に子どもの関係ならば、学校とか子ども会とか幼稚園とか地域の方が協力していた

だかないといけないと私は思っている。やはり子を持つ親もそれに協力してもらわ

ないと。言い方は悪いが、税金を払っているからそういうのは当たり前だ、とそう

いう考えを持ってもらっても困る。地域は地域で、環境が違うから、外国人が多い

地域などもあるし、プライバシーの問題は非常に難しい。いろいろな会議でもしょ

っちゅうそういう話が出てくるので、地域において会議の中でも話して、成功して

いる先進地などの事例などもあれば、研修していければと思う。 
３つ目の、書類を本人が持参するという件であるが、とにかく今の時代は直接本

人に面接をしなければならないことがある。悪く言えば、税金を滞納している方も

いるわけだ。滞納なんかについては、定例的に時間を延長したりして対応している。

放送はしていないが、広報では周知をしている。広報は月に１万２千部以上発行し

ているが、皆さんどこまで広報を見てもらっているのか、心配している。今おっし

ゃられたように、案件によって対応が違ってくる。本人確認ができないと受け付け

られないというものもある。そういうことも含めて、なにか良い方法がないか、確

認の仕方とかどういうときに直接持参が不要なのか、改めて担当とも検討していき

たい。どこまで周知できているか疑問な面もある。皆さん自分の都合で行動されて

いる。役場がいつ開庁します、夜遅くまで受け付けますといっても、思うように来
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てくれないというのが現状である。保育料でも保育所の先生に預けたり、担当の保

育士が話をしたら気持ちよく払ってくれたと話も聞いている。工夫しながらトラブ

ルのないように対応してくれている。そういったことから、書類のやりとりなどは、

本人確認というものが必要になっているのではないかと思う。 
役場が今 8 時半から 17 時 15 分まで開いている中で、例えば、今日は町民の方

が 30 分遅れて行くという話があれば、職員は残って待機している。中には、約束

を守らない人もいる。いろいろ対応をしているところだ。 
（会員）私は民生委員をしているのだが、以前から自治会中に民生委員があるところと、

民生委員と自治会とは命令系統が違うというところとあって、非常にやりにくい。

高齢者のお宅に伺うなど、一緒にやれば済むことを、自治会によって民生委員が入

ったり、入らなかったりばらばらである。統一はできないものか？ 
（町長）これについては、町としては統一的なお願いをしているが、地区の特性もある

のだと思う。新しくなっていただく方と話し合いをして改善していくしかない。町

としては別であるということは言っていない。一番いいのは、今言われたように統

一されたら町としてもありがたい。 
（会員）そうですね。 
（会員）お互いがどうしたらよくなるかという基本が分かれば、もめることはない。規

約の目的を分からずに、細かいところでいっている面が多い。 
（会員）小さいことでもね。 
（会員）先ほど話にあった個人情報について、以前テレビで見たのだが、災害時に管理

するのに高齢者の情報がいるということで、ある自治体がそのまちで条例を定め

て、個人情報を管理して災害時に対応できるという仕組みをとっていた。災害時な

どに高齢者や障がい者を支援するのにそういった個人情報を、自治会の長が管理し

て、その中で防災組織を確実につくり、それをベースに活動していくということが

必要だと思う。私も民生委員をやっているので、そういう仕組みづくりができたら

いいなあと思う。海田町ではそういった防災組織づくりがしっかりしていない。だ

から個人情報の取り扱いもうまくいかないように思う。職員が勉強して町条例など

の制定など取り組んでいただけたら。私も何か分かれば提案したい。 
（会員）私も以前、民生委員をやっているときに思ったのだが、町に住民登録している

人は分かるが、それ以外の人については、名前すらも分からないことがある。 
（町長）個人情報の問題については、海田町では今までそんなに大きな災害が発生して

いないということで、急いで取り組んでいないという経緯もあるのだと思う。しか

し先日の庄原市のように大きな災害が起きれば、早急に必要なことである。また、

自治会への加入も重要で、いかに加入してもらうかが課題だ。それから、今、自治

会でも火災警報器をいつまでに設置するように、という回覧が何回もきているが、

実際に設置している家がどれぐらいかの把握は難しいし、例えば設置しないと罰
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金、ということにでもなれば急いでつけるのかもしれない。また、何か災害があっ

たときに、この家にはお年寄りが何人いるなどの把握ができていても、中には例え

ば、今、東京の息子のところから来ているから登録がないというような事例が海田

町にはたくさんある。そこまでの把握はなかなか難しい。災害が多発している現状

では、近いうちに全国的に自治体条例の制定の動きがでるのではないかと思ってい

る。大切なことであるし、また、世羅町や庄原市で発生した災害の例もあることか

ら、住民からのこのような要望に対してよい方法はないか、町長会でも提案してみ

る。 
（会員）お願いします。 
（町長）ほとんどが事故があって、遅くなってから、そういう問題が出てくるのが今ま

でのやり方だ。そうかといって先に自分たちで作ったら、なかなか認められないこ

ともある。天災はいつ起こるのかわからない。今度来月、町長会があるので専門的

に検討してみたい。 
（会員）ありがとうございます。 
（会員）私の子どものころは「向こう三軒両隣」というか、遠くのほうのおじいさんの

様子などでも子ども心にでも分かっていた。個人情報の問題が出てから、いろいろ

なことが難しくなった。個人情報も拡大解釈されているように感じる。 
（会員）悪用されるからね。 
（会員）そう。悪用する人間が多い。 
（町長）インターネットとかでも迷惑をかける人もいる。 
（会員）私は、総合公園へよく行くのだが、春は花、秋は実、自然がとてもきれいな場

所だ。町外の老人会や幼稚園がよく来ているのに、町内の人はあまり行かないよう

だ。教育の場として、幼稚園や小中学生には遊びに行かせて、自然に親しみ、心の

教育をする場にしたらどうだろうか。学校では花を植えたりする取り組みもあるみ

たいだ。私は「西に（広島市）植物公園、東に（海田）総合公園あり」というふう

にすればいいと思う。あそこへ行かないと食べられない、という名物を作ってたく

さん来てもらったらどうだろうか。今はおいしい食べ物を求めてあちこちへ行くと

いう人も多いと聞く。 
（会員）まちおこしですね。 
（会員）うどんがおいしいと聞いたことがある。 
（会員）この前、夜回りでキャンプ場に行ったときに、若者がキャンプをしていたので

どこから来たのかと聞いたら、町外だった。「どうやってこの場所を知ったのか」

と聞くと「インターネットです」と答えた。見る人は見ている。インターネットを

もっと活用したらいいと思う。 
（会員）大正町自治会は年 1 回キャンプ場までハイキングに行く。 
（会員）さきほどのことだが、税金を納めない人が多いと聞く。町に家庭訪問させては
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どうか。 
（町長）しているんですよ。 
（会員）そうですか。 
（町長）収納の専門職員をつけて、悪質なものに対しては差し押さえなどもしている。

かなり実行しているのだが、生活権というものもあるので、根こそぎ持っていくと

いうわけにはいかない。分割で支払う約束をしたりしている。総合公園の件につい

ても、おかしいもので、近くより遠くへ行きたがる傾向がある。 
（会員）なるほど。 
（町長）例えば、いくら海田で総合公園がいいといっても、いや野呂山のほうがいいと

か、志和のほうがいいとか。いつでも行けるところには行かない。 
（会員）ほう。 
（町長）私も子どもを育てているときは、総合公園はなかったが、海水浴で音戸とか倉

橋へ、山でも道後山とか吾妻山へ連れて行っていた。遠くへ行かなければ行った気

にならないのでしょう。この前も、県の福祉保健部長さんが替わってこられて、「町

長、海田の公園はいいですね。子どもが 3 人いるが、連れて行くと半日は十分遊べ

るんですよ」と話された。ＰＲするにも、広島から約 30 分ぐらいの場所で適当な

ところにある。しかし、ここに来ればこれを買ってかえらなければ、これを食べな

ければ、というものの開発は素人にはなかなか難しい。今はひまわりせんべいを販

売しているし、公園の食堂でもうどんやカレーなどを提供しているが、商工会とも

話をするなかで何か活性化になるものを、と言われて何十年経っているができてい

ない。 
そして、水道週間には町内の小学 4 年生は水道水ができるところに見学に行くと

か、年に一回は遠足で総合公園へ行くようにするとかタイアップを図りながら行っ

てくれている。野球やサッカーができる場としても人気はあるみたいだ。 
（会員）老人会のことが一つ、自治会のことが一つ。老人会について、自分のところの

会長さんは非常に指導力のある方であり、みんなを引っ張っていってくれている。

しかし事業を実施するのには、ある教養講座を持つとか、どこへ行ったらいいかと

か決めるのには、個人では限度がある。スポーツなどいろいろなジャンルで、安く、

どのような講師がいるよ、とか分かれば、老連を通じてでも各支部に流してもらっ

て、われわれの検討資料になるようなものがあればいいと思う。皆さんが役員会で

集まって、ない知恵を絞っているところだ。それから、自治会のほうだが、どこも

会員をたくさん募りたいと思っている。どこも総会をされると思うが、インパクト

があるチラシなどでいかに新規会員を引っ張ってくるかという取り組みを全町で

やってもらえれば、大きい自治会も小さい自治会も同じ土俵に乗れるのではないか

と考えている。 
（町長）老人会の講師であるが、私もいろんなところの講演を聞いたりしている。でき
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たら海田町の学校の校長先生にお願いしたらどうか。 
身近な面で子どもの教育についてでもいいし、うちの学校の生徒がこんなだ、地

域においてお孫さんはどうか、などのテーマを取り上げることもできる。以前に私

がそういう相談を受けたときに、海田高校の采谷（うねたに）先生というボストン

マラソンで優勝された方がおられて、紹介したことがある。実績もあるし、海田高

校の先生ということもあり、非常に喝采を受けたことがある。町内には小学校が 4
校、中学校も 2 校あるので、教育委員会に申し込んでいただければ。先生方も海田

だけではなく県内いろいろなところを回っているので、そういう方に、地域と子ど

もの問題など講演をお願いするのはどうだろうか。話すことは専門であるし、話題

になると思う。子どもに対しても、どこどこの学校の先生のお話を聞いたよ、とい

う話題づくりのきっかけにもなる。老人会、民生委員、子ども会などが協力して声

をかけて、まちぐるみでそういった活動をし、身近なものから理解してもらうこと

から始めてはどうだろうか。 
もうひとつの自治会の会員の募集だが、ほとんど口コミに頼っている。次を継ぐ

人たちがだんだん入らない傾向だ。以前は厚生年金の会というのがあり、全部名簿

をもらっていた。それを見ながら勧誘していたものだ。今では全然名簿はない。い

つ誰が退職したとかが分からない。ことあるごとに私も会員にできるだけそういう

ところに入って皆さんと交流を持ってくださいと言っていきたい。そういうことで

ご理解をいただきたい。学校の先生の講師の要請についても、協力したい。 
（会員）さきほどの話だが、自治会に入っていない人についても、うちの地域に 3 箇所

ぐらいあるが、町長も言われたように努力していきたいと思う。 
（会員）ちびっこ公園の掃除のことだ。線路からフェンスまでの間の草がすごい。道路

から見えない状態となり、夜悪さをする者がいる。線路際の草とか木の関係はＪＲ

の関係になるのか？ 
（町長）線路の縁はＪＲが管理している。 
（会員）町のほうからＪＲに言っていただいて、きれいにしてもらいたい。ちょうど目

隠しになるし、風紀上の問題もある。 
（町長）わかりました。ＪＲの管轄と町の管轄が分からないところがある。海田で一番

夜遅くまで遊べる場はサティの辺りだろう。海田警察のほうもいろんな形で協力し

てくれているので、そこらも含めて話をしておきましょう。 
（会員）われわれも少しは草をいろいろいじったりしているが、ＪＲにももう少し何か

手を加えてほしい。 
（町長）うちの管轄かどうか調べてみて、シルバー人材センターにでもお願いしたいと

思う。 
（会員） 後に、気になっていたのだが、職員のことだ。2、3 年前、私が交渉しに行

ったときに、私が悪いのが、向こうがよくないのか、対応がよくなかった。どこで
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もそうだったと思うが、私に対する町民としての目線が不足しているのかと、寂し

く思ったことがある。この前の副町長の事件があってから、職員の教育がすごく変

わったと思う。さっきも災害の話があったが、何かあってからの教訓では改善した

のでは意味がない。町長としても、職員の教育やわれわれ町民の教育について、そ

ういうことが起こる前に予防的な教育をする仕組みづくりを段階的に取り入れた

らもっとよいまちになるのではないか。 
（町長）接遇問題であるが、私が町長に就任してから、まず一番にあいさつをすること

に取り組んだ。自分の意思を表示する名前をつけよということで、吊り下げ式の名

札をつけることにした。今、役所も住民も目線の高さは同じということで指導して

いる。職員一人一人の面接をしたり、アンケートをしたりしている。また、事件の

こともあったが、顧問弁護士をつけて、倫理問題の教育なども実施している。しか

し、個人の性格等はそう変わるものではない。職員の対応が生意気だとか、言い方

が腹が立つなど、われわれに言ってこられることもある。そういうことがあったら、

月一回の幹部会議でも、一か月間のいろいろな出来事を報告し意見を出してもらっ

ている。その時に私のほうからも、時期に応じて指導をしている。時々窓口や学校

など見て回っているが、気づいたことや指摘されたことに対して実行していきた

い。身近なことはどんどん言ってもらいたい。今日はこうして、会長さんを始めい

ろいろ貴重な意見をいただいた。われわれも肝に銘じて、皆さんが住みやすいまち

づくりを目指したい。時間があれば町長室へ来てください。遠慮はないので、お茶

を飲みながら話をしましょう。町が良くなることに関しては皆さん同じだ。貴重な

時間をありがとうございました。 

 


