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第 30回町長のぶらり訪問 要旨 

日時 
平成 25年 1月 24日（木） 

15時 00分～16時 00分 
訪問先 医療法人 かしの木会 山本整形外科病院 

場所 山本整形外科病院 海田町 
町長，企画部長，事務局（企画課）１名， 

長寿保険課１名 

内容 

（町長）平素より町行政に対して多大なるご協力をいただき、厚くお礼申し上げる。 

私が町長に就任してから今年で 10年目を迎えるが、私は一貫して子育てしやすい町、

安全で安心して暮らせる町づくりを提案し、今日までやらせていただいている。 

今、少子高齢化の問題がどこの県やどこの市町でも直面している大きな課題である。

海田町は現在高齢化率が約 20％、県下で 2番目に低い。人口は 2 万 8 千人位で推移し

ており、東広島バイパスの関係で自衛隊官舎と公務員宿舎が移転し、人口が約 2千人減

ったが、できたら人口 3万人くらいの町にしたいと思っている。 

 福祉関係に携わる先生方には、日頃からご指導、ご協力をいただき、改めてお礼申し 

上げる。 

 今日は、ざっくばらんに話していただき、町行政に対して要望等があれば、できるこ 

とは直ぐにでもやりたいと思っているので、お聞かせいただきたい。 

 

－ 自己紹介 － 

 

（町長）企業や学校など、いろいろな所に出かけて皆さんの生の声を近くで聞かせてい

ただき、それを町政に反映できればと思っている。 

（院長）海田町は平均年齢などを見ると、他と比べて若い。昔からの地元の人が根付い 

て住んでいて、その年齢が上がっているにもかかわらず、平均年齢の若い状態が続いて 

いるのは、世帯当たりの世代交代がされていて、世帯の出入りもある程度あるからでは 

ないかと推測している。 

しかし、一方では確実に高齢者の方々は年を重ねており、地元にずっと住まれている 

元気な方も年を追うごとに動けなくなってきている。すると介護の問題も発生する。 

また、核家族化が進み、面倒を見てもらえない人が出てきたり、老人が老人を介護 

する老々介護の問題もある。元気なうちはいいが、動けなくなってくると、その受け皿 

が必要となってくる。介護施設が必要なのか、それとも医療機能がある施設が必要なの

かを考えた時に、私は医療機能がないとこれからは難しいのではないかと思う。国の政

策上、医療機能のある施設を減らす方向にあるが、そうなると難しい問題が数年後には

起こってくるのではないかと思う。 
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（町長）これから団塊の世代が高齢化を迎え、施設が足りなくなることも考えられるが、

全体の人口が減っていくわけだから、どこかでピークを迎えると、また箱物が余ってし

まうような状況になりかねない。箱物を建て過ぎても後で問題になると思われるので、 

それらが上手く循環できればいいと思っている。 

海田町の人口状態で高齢者の数がどのように変化していくか。これ以上海田町に転入 

される方が増加することは考えにくいため、施設などを強化していく必要があるのでは 

ないかと思う。 

今、景気が悪いせいもあって、働き過ぎで介護にさける時間もなくなってきているの

で、この辺が変われば在宅というのも考えられるが、基本的に在宅は家族が疲弊するの 

で、継続が難しいという点がある。 

日々、医療に携わっていて、歩いて診察室に入られる方を見ると、数年後には難しい

かなと感じることがある。その方の家族構成を見ると、介護するのはなかなか難しいも

のがある。あとは、家族の理解がどれだけあるかということで、離れて暮らしてしまう

と元に戻るのは現実的には難しいと思う。 

町や国を挙げて何か考えなければいけないと思うが、お金がかかることなので、簡単 

にはいかない。ただ確実に迫ってきている。 

（院長）介護保険は、地元で負担しなければならないので、数が増えれば当然大変だが、 

それにより介護費用を削られてしまうと、施設の運用面では人件費がかかるため、難し 

い面がある。自民党政権になり、一般の企業が良くなったとしても、そこの人件費だ 

けが上がり、介護の方がカットされると、ただでさえきつい仕事なので、希望される方 

がいなくなり、他の産業に人手が取られ、箱ものを造っても働き手がないということに 

なりかねない。 

 今、介護で一生懸命働いてくれる若い人達がなかなかいない。ゆとり世代の人が多く 

て難しい。その点が心配だ。 

（院長）町のことを言えば、私は子どもの頃から海田に住んでいるが、昔に比べると瀬 

野川をはじめ、町全体はきれいになった。ただ一つ気になるのは、時々排水の臭いが上 

がってきて、この一帯がどぶ臭くなることだ。 

（町長）下水は、掃除させなければいけない。 

（部長）帰って話してみる。 

（院長）この周辺は、建物が建ち人が増えて、それはいいことだが、更地がなくなり、 

駐車場の確保が難しくなっている。 

（町長）41年くらい前になるが、この辺にまだ道がない頃、消防署の向かいの 3階建 

てのビルで、私は三十数年商売をしていたので、この辺はよく知っているが、その頃こ 

の辺には高い建物がなく、3階建てが一番高い建物だった。 

（院長）うちの病院の隣は、ドライブインだった。 
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（町長）3階建てのドライブインで、レストランはそこしかなかった時代で、周りは田 

んぼやぶどう畑が広がっていた。 

（院長）うちの病院の裏が今は駐車場になっているが、あそこに牡蠣打ち場があって牡 

蠣を積んだトラックが出入りしていた。 

（町長）当時と比べて、この辺も様子が随分変わった。 

（院長）福祉センターにプールがあるが、この辺の町でプールがあるのは海田町だけで、 

元気なお年寄りが自分で好きな時に行って泳いで帰れるので、他の町のお年寄りからも 

うらやましがられているそうだ。 

（町長）福祉センターは人気があり、周辺の方にたくさん来てもらい、しっかり活用し 

ていただいている。 

（院長）府中町とか近隣の町でも海田のようなプールを持たれればいいのだが。 

（町長）プールで泳ぐのも人気があるが、グラウンドゴルフも人気で、河川敷や公園な 

どで楽しんでいただいている。 

（院長）子ども連れで時々公園に行くと、グラウンドゴルフをされているが、面を広く 

使われると、中学生や小さい子ども達がサッカーをしたりボールで遊ぼうにもスペース 

がなくなる。公園の使い方に制約のある中で、お年寄りがグラウンドゴルフをしておら 

れる。かと言って、全部禁止してもいけない。 

 昔は、自転車の練習も転んでも危なくない公園でできたが、今は自転車の乗り入れも 

禁止されているので、小さい子どもが練習する場所がない。若い世代の人のことを考え 

ると、多少公園の使い方の制約をゆるめてもらえないものかと思う。 

（町長）今、瀬野川河川敷でジョギングやウオーキングをされる方が多く，朝晩有効に 

活用していただいおり、交通の面でも安全で非常に喜んでいただいている。 

（部長）来年度からは、家庭の日に小学校を 2校ずつ解放して、子どもが球技など、い 

ろいろな遊びができるようにする予定だ。 

（院長）車社会になっているので、車で行くことを考えるとなかなか難しい。また、近 

所の子も連れて行くとなると、歩いて行ける距離でないと難しく、やはり近場の公園を 

利用するので、せっかくある公園を活用する方向で考えられた方がいいのではないかと 

思う。 

（町長）学校のグラウンドや体育館は、クラブなどが優先して場所を取り合うので、な 

かなか利用してもらうのは難しいが、皆がまんべんなく利用できるようにならないかと 

日頃から感じている。 

（部長）この辺から海田西小学校に行くのも国道 2号があり、危ない。 

（院長）国道 2号の交差点は死角があり、けっこう危ない。広島市内から西条方面に 

行く所が見えない。信号で止まる所が下り車線の緩い傾斜になっていて、雨などが降る 

と滑る音が聞こえ、見えた時には間に合わず衝突することがあるので、あそこに予備信 

号などがあるといいように思う。 
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（町長）東広バイパスが早くつながらないと交通量も減らないため、国や県に一日も早 

く完成させてもらいたいと要望している。 

海田警察管内では、今年になって国道 2号に関連した事故で二人亡くなっており、昨 

年も十数人亡くなっている。県下でも 1番交通量が激しく、交通事故も死亡事故も多い。 

（院長）横断歩道を渡るのは、けっこう距離があるので私も怖いと感じる。 

（町長）今、海田総合公園が好評で、施設の方なども車椅子で来ていただいたり、多く 

の方に利用していただいている。眺望がいいので、2、3時間過ごすのには、とてもよ 

い。そのせいか広島市内の方もたくさん来ていただいている。また、先生の所でも、し 

っかり活用していただければと思う。 

（院長）時々使わせていただいている。 

（町長）距離的にも近く時間もかからないので、大いに活用していただきたい。 

（町長）先生は既にご存知かもしれないが、海田町にある施設などを案内したものを町 

内に配って周知させていただいている。 

旧千葉家住宅も 4月 1日から正式に皆さんに見ていただく日を設定して、ご案内で 

きるようになる。駐車場も十分あるので、機会があれば先生にも見ていただきたい。 

（部長）海田には医療機関がたくさんある。 

（院長）海田は非常に多い。これから開業を予定している先生の話も聞くので、すごい 

数になるのではないか。根拠はよくわからないが、コーディネートする会社が海田を薦 

めるのも一因ではないかと思う。 

（町長）海田は土地の面積が狭く、車で 10分あれば周囲どこでも行ける。医療機関、 

交通機関もある。昔で言えば、郡役所なども海田町にあったが、国の政策が変わり、こ 

の度、法務局もなくなり随分と変わってきた。 

（部長）法務局は今度シルバー人材センターに変わる予定になっている。 

（町長）法務局は町で買わせていただき、シルバー人材センターの事業の拠点にしよう 

と考え、今準備をしている。 

（院長）法務局がなくなったのは、ちょっと不便に感じている。合同庁舎の中に部分 

的にでも入れてもらえたらよかったが、市内まで行くとなると大変だ。 

（町長）保健所も昔は海田にあったが、廿日市に移転したり、また本庁に戻ったりして 

いる。集約する方向に国の制度が変わってきたので、仕方がない面もある。 

（町長）海田町は、海抜とほとんど変わらない位置にあるので、大雨の時には、かなり 

の被害が想定される。そこで、瀬野川水位ハザードマップを作り、高潮などに備えてい 

る。それと併せて危機管理や防災計画をしっかり立ててやっていかなければならないと

考えている。 
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（町長）昔は、潮があまり来なかったが、今は潮が直ぐに高くなる。宮島の回廊も、私 

が子どもの頃は浸かったという話は聞いたことがなかった。情報がなかっただけかもし 

れないが、近頃はちょっと高潮になると回廊も浸かり、この辺でも大雨や台風になると 

広島ガスの前の辺りは水浸しになる。 

（事務長）昔は広島市内でも、よく水に浸かる所があったが、今、100メートル道路の 

下に大きな配管ができて、その配管を使って水を逃がしているようだ。更に白島線の方 

にも配管を造っているようだが、海田町ではそういう計画はあるのか。 

（町長）順次準備はしている。一番浸かりやすいのが、海田高校の前の尾崎川で、この 

川は県の管理だが、排水の一部は町が行っている。自衛隊の先の方からポンプで吸い上

げ、流すようになっている。このポンプを 2機くらい増設してほしいと県に要望してい

るが、なかなかできないのが現状で、それが原因で年に何回か影響が出ることがある。 

海田町では下水道が 93％くらい普及したことから、以前ほど水は溜まらないが、近

頃は予想もしないような雨が降るので、それに対応するのは、なかなか難しいものがあ

る。 

しかし、下水道もかなり普及し、瀬野川もきれいになった。私が子どもの頃は、瀬野

川がプールの代わりで、明神橋の辺りでよく泳いでいた。一時、町の発展などにより、

川が汚染され泳げなくなったが、今は瀬野川を楽しむ会などが作られて、川には蛍や蛙

など、いろいろな生物が住みつくようになった。 

（町長）昔、海田町の人口は、1万 2千人くらいしかなかったが、昭和 32年に海田市 

町と東海田町が合併して一遍に成長し、3万人くらいが住む町になった。 

今の団地のように 12メートル道路がないと家が建たないという時代ではなく、どん

どん田んぼを埋めては家を建て発展してきたので、こういうことになっている。 

（部長）バイパスの下に大きな下水の管が通っていて、そこから尾崎川に下水が流れる 

ようになっているが、ポンプの能力が不足していて、なかなか思うように機能していな 

い。 

（院長）それらの原因が解決すると、臭いの問題も改善されるのか。 

（町長）それについては、調べてみる。 

（部長）担当部署に話して、どんなことができるのか聞いてみる。 

（院長）うちの病院は建て替えて間もないが、建物の管が原因かと思い、業者に依頼し 

てコンプレッサーで掃除をしても、なかなか臭いが抜けず困っている。 

（町長）水道の水でも、管の中でスムーズに流れない箇所があると、ドレーン抜きして 

洗わなければならない。下水もいっしょだと思う。定期的に掃除させていただいてはい 

るが、順調に流れないで、どこか溜まった箇所があると、それが原因で悪臭を放つ場合 

がある。 
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（町長）今、幾つかご要望をいただいたが、今後も町の方に求めたいことや相談したい 

ことがあれば言っていただきたい。内容によって、できるものとできないものがあるが、 

できるものについては、一日も早く解決したい。担当の方にもいつでも言っていただき 

たい。 

（町長）小学校 4校、中学校 2校、高校が私学と県立で各 1校、幼稚園と保育所で 10 

園ある。幼稚園や保育所が多く、働くお母さんが増えたこともあり、保育時間延長の要 

望などが出される。中でも、一番困っているのが、幼稚園などが建っても駐車場が無い 

ことである。 

 昔は、車で幼稚園などに来る人がいなかったので問題なかったが、今は車に乗って来 

られ、そのまま車で仕事に行かれる方も多い。これだけ家が建つと駐車場の確保が難し 

い。道路を広くするとスピードが出るので、それにより新たな苦情も出てくる。 

（院長）過去に“あいりちゃん事件”があったが、今、治安の方は大丈夫なのか。 

（町長）警察ともタイアップしている。防犯カメラを設置してほしいとか、駅南口のテ 

ント村がたまり場になり、治安が悪いので撤去してほしいなどの要望には、直ぐに対応 

している。 

また、海田市駅については、北口・南口双方に防犯カメラを設置し、何かあっても迅

速に対応ができるようにしている。 

自衛隊については、出動命令などは県知事が行うので、町が直接の対応はできないが、

地元ということで自衛隊もいろいろな面で協力してくださっている。先日も消防出初式

では、自衛隊の音楽隊が演奏してくださった。交通安全キャンペーンでは、坂町から警

察の音楽隊が来られ盛り上げてくださった。このように要望すれば前向きに対応してい

ただけることもあるので、何かあったら言っていただきたい。私の方で対応させていた

だく。消防についても気付かれたことがあれば、言っていただきたい。 

（町長）平成 19年に海田地区消防で人件費などの問題もあり、海田町と坂町、広島市

安芸区をいっしょにしてはという話が出て合併した。その結果、約 20人分の人件費を

削減することができた。 

また、システムなどをやりかえる度に億単位で経費がかかるので、そういった面でも

合併すれば各市町の負担が少なくなる。そこで、平成 19年に広島市の消防署へ事務委

託をした。これにより、例えば坂町で火事があった時には、海田大橋を渡って南区から

も消防が向かうし、ヘリコプターも連携プレーができている。 

当時は反対もあったが、時代の変化に対応するということで行った。現在、消防の経 

費は人口一人当たり 1万 3千円くらいかかる。今思うと、平成 19年に広域行政で運営

することにしてよかったと思っている。 

（町長）坂町にある安芸地区衛生施設管理組合では、ゴミ償却やし尿処理を行っている。 

この施設も府中、熊野、坂、海田の 4町と広島市安芸区とがいっしょになって、広域行 

政で運営している。 
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（町長）以前は、海田町もゴミを焼却していたので、煤煙が出たりして苦情もあったが、

今はそれもなくなった。し尿などは、海田から船に積んで高知の沖まで行き、海に流し

ていた時代もあった。今は処理場を造って一括して処理を行っている。 

（町長）海田は、人口が 3万人くらいの町なので、財政規模からすると大きいことをし 

ようと思うと難しいものがある。そこで、大きい事業については、共同事業などの形態 

を取り、意見を集約しながら行わせていただいている。 

それぞれの町によって人口規模も違うし、山が多いとか海田のように畑や田んぼがほ

とんどないなど特徴は様々であるが、現在、し尿処理、ゴミ焼却、消防などを広域行政

で行っている。 

（町長）何か長寿保険課長ありますか。 

（長寿保険課長）いろいろ介護保険の方では、海田町の保険者の方がお世話になり、あ 

りがとうございます。 

院長先生が言われた海田町の人口については、高齢者担当課で分析すると、地元の方 

はそのまま世代交代がされていて、働き盛りの世代が入れ替わりながら住んでいる関係

で、海田町は他と較べて高齢化の進行が遅くなっており、その点が海田町の特徴ではな

いかと考えている。 

（院長）だんだん地元の人が減っていっている印象はある。私の母が診療をしていて、 

3世代診ている方がいるが、それはごくわずかで、転勤で来られたりして人が入れ替わ 

っている。町外から来た人は、その土地のルールに合わせるというよりも、逆に今まで 

自分達がやってきたルールに合わせろという感覚の人がほとんどのように感じる。 

（町長）私が県の会議などに行くと、今後 10年間で広島県の人口が 40万人くらい減 

ると推定されるという話を聞く。また、団地に住んでいる方が、「ほとんど車に乗れな 

い」「介護ができない」「お医者さんがない」という問題があり、一時働いてローンを組 

んで団地に家を建てた人が、高齢化により街に戻って来ていると聞く。人口が増えてい 

るのではなく、市内移動が起こっているということのようだ。 

海田の場合も土地が高いため、家がほしくても町外に家を購入した人が、海田の方 

がよかったと話されることもある。 

建て売り住宅がどんどん建っているが、直ぐに売れるし、マンションが建っても 1 

か月くらいで完売になる。スーパーや病院、学校などもたくさんあるし、平地で便利な 

所を求められる方が多くなっている。 

（院長）海田は、家賃が高いようで、職員も町外から通ったりしている。便利でも家賃 

が高いとなかなか住めない。 

（町長）海田では 20坪しか買えないものが、町外なら 40坪買えるところもある。土 

地が少しでも広いと車も置けて、ちょっとした庭も持てる。それが理想だが、海田には 

他にはない便利さがある。 
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（町長）新聞などで、いろいろとお騒がせし、ご迷惑をおかけてしている。駅前開発を 

含め、高架の問題などは県が行うことになっているが、今は中断している。この問題は、 

絶対やっていただかなければならない問題であり、一日も早くやっていただけるように 

要望している。 

自衛隊の官舎も壊してから 6年以上になる。あのまま放置されても困るが、東日本大

震災などがあり、国もそちらに予算が取られるので、やむを得ない面がある。 

 初めにお話ししたように、皆さんにこの町に住んでよかったと思っていただくことが 

課題ではないかと思っている。何か事を起こす時には、必ず反対もあるが、町民のため 

になることであれば、頑張ってやっていきたいと思っている。 

（院長）人口の減少に応じて、町議会議員の数が減ることはないのか。 

（町長）その問題は議会の方になるが、海田町でも住民が議員削減の署名運動などをや 

っていたりもする。 

（町長）先生の方でまた何かあれば、役場の方に言っていただき、担当者とも交流を深 

めていただきたいと思う。初めて会って、がんじがらめで話をするよりも、お茶でも飲 

みながら世間話をして、困っていることや気付いた点などについて話していただけれ 

ば、対応できることについては、直ぐにでもさせていただく。 

（院長）駅の北口は本当に寂れた。私が子どもの頃は、パン屋や電気店があり、ちょっ 

とした商店街があったが、今は唯一おもちゃ屋が残っているだけだ。 

（町長）また今後も気軽に声をかけていただきたい。こちらからも出向くので、よろし 

くお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


