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第 34回町長のぶらり訪問 要旨 

日時 
平成 26年 10月 27日（月） 

10時 00分～11時 30分 
訪問先 

シルバー人材センター  13名 

 

場所 シルバープラザ 海田町 
町長 

事務局（企画課）3名 

内容 

（町長）皆さん、おはようございます。 

 今日のぶらり訪問は、私が町長にならせていただいてから 34回目となる。 

シルバー人材センターの皆さんとは、以前にもぶらり訪問で意見交換をさせていただ

いているが、今年の４月にシルバー人材センターが中店からつくも町に移転されたとい

うこともあり、改めて皆さんのご意見をお聞きする良い場ではないかとお願いしたとこ

ろ、気持ちよくお受けいただき、お礼申し上げる。 

 さて、皆様方には平素より町行政に対して多大なるご協力とご指導、またご理解をい

ただき、改めてお礼申し上げる。 

 私が町長にならせていただいて今年で 11 年目である。あっという間に過ぎたという

感じがするが、町民の皆さんのために何とか周辺の市町に負けない町づくりができるよ

う微力ながら懸命に努力をさせていただいている。 

海田町の面積は 13.8㎢と非常に狭いが、その中にいろいろなものがある。昔は国鉄、

現在のＪＲの駅がある町というのはほとんどなかったが、海田町は明治 27年の山陽本

線開通、明治 36年の呉線開通によって町が大きく開けたという経緯がある。そして、

昭和 31年に海田市町と東海田町が合併し，50年余りになる。当時の人口は、約 12,000

人であったが、現在は 30,000 人近くになっている。一時期は約 31,000 人の人口があ

ったが、数年前に陸上自衛隊が矢野に移動されたり、国の行政改革等により、警察の隣

にあった公務員官舎が移転されたことで、28,000人ぐらいまで落ち込んでいた。 

しかしながら、利便性の良い町ということもあり、先月の広報に載っていたと思うが、

だんだん人口が増え、現在は 29,000人を超えている。30,000人が努力目標であるが、

現在の町内の建築事情を考えると、200人や 300人は増える可能性が十分にあると思っ

ている。 

現在、全国的にみても人口が増える町はなかなかない。県内でも東広島市と広島市、

海田町ぐらいではないか。利便性の良さを皆さんが好んでおられる。以前は海田と言え

ば土地が高いから家が建てられないということで、よそへ行かれたが、やはり一生住む

となると非常に便利がよいということで帰って来られており、非常にありがたいことだ

と思っている。 

 国が合併特例債などの財政的な優遇措置を設け、市町村に合併を促したため、平成

17年前後に全国で合併が進んだ。当時、私は住民投票をするということを公約に掲げ、

町長に立候補させていただいた。そして、住民投票の結果、合併しないという町民の皆
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さんの判断をいただき、今日まで海田町の町づくりに取り組ませていただいている。 

シルバー人材センターは、昭和 63年に高齢者事業団として始まり、平成 6年に社団

法人化され、現在は公益社団法人として活動していただいている。 

 町内施設では、シルバープラザのほか、福祉センター、総合公園を指定管理者制度に

より、管理運営していただいている。 

シルバー人材センターが行っている事業には、駅前駐輪場管理，植木の伐採、ふすま・

障子の張り替え、また力を入れていただいている菓子工房事業などがある。菓子工房の

事業については、以前から何か良い方法がないかと私も多少のアドバイスをさせていた

だき、皆さんに頑張っていただいた。ＪＲ海田市駅の売店などでも販売されたことで、

海田の土産としてかなり定着したのではないかと思う。時代の流れとともに、食べるも

のも嗜好が変わってくるため、どうしたら新規客の獲得につながるか、共に研究をしな

がら発展に尽くしていきたい。 

現在、シルバー人材センターは、元法務局跡地に移っているが、新築ではないため、

不便に感じられることもあるかと思う。町としても皆さんの力になれるように努力して

いきたい。 

 さて、海田町の予算について少し話をさせていただくと、現在、海田町の一般会計の

予算が約 90億円で、福祉、教育、建設などいろいろな事業を実施させていただいてい

る。公共下水道事業や国民健康保険などの特別会計を合わせると約 150 億円の予算と

なる。人口の割に少ないと感じられるかもしれないが、海田町にはマツダ関係の事業所

が大中小合わせて約 80社あるということもあり、税収が歳入の約 45％を占めている。

そのため、国からの交付税が少ない状況となっている。 

昔、この辺りは田んぼやぶどう畑が広がっていたそうだが、私が子どもの頃には、軍

用地となり、面積は 30 万坪あったと聞いている。そのうちの 15 万坪は自衛隊の基地

として残り、こちらの15万坪が町に払い下げられ、企業誘致が行われた。１企業が2,000

坪、昔で言う 7反という非常に広い土地だったと記憶している。現在、新開の方には企

業があるが、1企業が約 300坪、1反の面積である。そのことを思うと 2,000坪と言え

ば、かなり広い。高度成長期の波に乗り、利便性の良さからマツダの企業がどんどん入

って来られた。 

 規模が大きくなると海田では手狭で出て行かれた企業もあるが、マツダ工場にも近い

など利便性の良さから、周辺からの工場進出もあり、現在につながっている。 

 私が町長にならせていただいてから、一番力を入れているのが教育と福祉である。教

育というのは待ったがきかない。福祉については、少子高齢化が避けて通れない大きな

社会問題となっている。県内には高齢化率が 40％を超える市町もあるが、海田町には

若い人がどんどん入って来られ、高齢化率は約 21％となっている。 

小学校が 4 校、中学校が 2 校、高校が県立と私立で 2校あり、保育所や幼稚園は 10

園あるなど、子どもが集まる環境にあることも関係しているのではないかと思う。 
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現在では、一斉にある学力テストの点数で学校の評価がされるような時代になった

が、今年度実施された調査結果では、県内各小中学校の中で海田町は成績が 5本の指に

入っており、ありがたく思う。いくらお金を出してもできることとできないことがある。

学力の向上は、本人がやる気にならないと達成されないものであり、各市町のバロメー

ターとなる。 

町長にならせていただいてから、子育てのしやすい町づくりをテーマに掲げており、

引き続き取り組んでいきたい。 

福祉の関係では、よく制度が変わるため、それに対応していく必要がある。昔は手で

書いていたものでも、今はシステムにより、すぐに何でも出てくる。しかし、その弊害

というのもあり、間違えると大変なことになる。いかに便利な機器を使いこなすかとい

うことが大きな課題ではないかと思う。 

一昨日、「瀬野川健康ウォーキング 2014」が開催され、広島市の松井市長といっしょ

に参加させていただいた。このイベントは、瀬野川が安芸区と海田町を流れる川である

ため、いっしょに綺麗にしましょうということで、去年から始まったもので、2回目の

今年もたくさんの方に参加していただいた。天気にも恵まれ、初めて歩かれた松井市長

も良い所だと話しておられた。安芸区と海田町でいっしょにしなければならないことも

あるため、連携して地域の皆さんのために頑張りたいと思う。 

健康づくりでは、11月 23日に「ワッショイ！かいた」を開催するが、シルバー人材

センターの皆さんや各種団体の皆さんにご協力いただきながら、盛り上げていきたいと

思っている。 

海田町は狭い町であるが、病院の数がとても多い。病院が 36、歯医者が 18あり、こ

れだけ病院がある町も珍しいのではないか。海田町に新しく病院ができる時に、病院の

先生が挨拶に来られ、その際、なぜ海田町に病院を作られることになったのか伺ったこ

とがある。川の流れが海に行くように、人が周辺から集まるような町であるから、海田

町を選ばれたとのことであった。 

病院がたくさんあるということは、逆に医療費が高くなるということでもあるが、健

康づくりには大きく役に立っているのではないかと思う。 

他市町から海田町に来られて、最も驚かれるのが駅前駐輪場の利用料金の安さであ

る。自転車が 50円、原付等が 100円というのは、なかなかないと思う。消費税が上が

ったのにどうかという声はあるが、シルバー人材センターの皆さんとも相談しながら課

題にしていきたいと思う。 

新聞報道や広報などでご存知かと思うが、私は駅前の発展が町の活性化につながると

いう考えを曲げずにきている。利便性などを考えても、町の中心は駅ではないかと思う。 

東広島バイパスについても、毎年国や県に陳情に行っており、他の事業は実施するの

に、なぜできないのかと我慢しながら毎年早期実施をお願いしている状況である。 

大正交差点の交通量は、中国地方で一番と言ってもいいぐらい多く、渋滞もひどい。
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国道 2号でよく事故が発生しているが、バイパスができたら死亡事故はかなり減るので

はないかと思う。 

自治会からもいろいろな要望が出される。町でできることはすぐ行うが、県や国、警

察の管理することは勝手にはできない。 

例えば、道租園から海田中学校方面に降りた道路と交差する道路「はなみずき通り」

に信号を設置してほしいとの要望があるが、町は設置したくても警察が許可しないとで

きない。要望については、自治会と相談して出していただき、町としては、優先順位を

つけて実施していきたい。安全と安心のためには、惜しまずに取り組んでいきたい。 

 皆さんも是非視察に行っていただきたい。百聞は一見にしかずで、いろいろな所に行

くと、取り入れたいと思うようなこともある。まちづくりに皆さんのご意見は貴重なも

のだと思う。住んで良かったと思っていただける町にするために、今後も努力していき

たいと思っており、是非皆さんの忌憚のないご意見をお聞きしたい。  

（理事長） 

 シルバー人材センターにぶらりとお越しいただき、大変嬉しく思う。私は 10年以上

シルバー人材センターに在籍し、この 7月に理事長の職に就かせていただいた。町長が

言われたように、今まで新聞とか広報で記事を読んではいるが、身近にお話を聞く機会

がなかったため、非常に貴重な話を聞くことができ、ありがたく思う。 

 広い世界を見て歩く、聞いて歩く、これが一番の行動の原点ではないかと思っている。 

身近なところから少しずつ、できるところから少しずつ改善していきたいので、その節

にはいろいろご指導をお願いしたい。 

 理事の皆さんの意見をお願いしたい。 

（理事） 

 私は理事をさせていただいて 3期目になるが、町から補助金をいただき、大変ありが

たく感謝している。シルバー人材センターというところは、260人の会社と考えたらす

ごく大きな組織である。私は菓子工房とひまわりランド、老人ホームで書道教室をさせ

ていただいている。シルバーに入れて良かったと思っており、存続できるようお願いし

たい。ひまわりランドも場所が変わって心配していたが、意外にお子さん方がたくさん

来て下さり喜んでいる。 

（理事長） 

菓子工房についてお願いしたい。 

（理事） 

 とても立派な設備にしていただき、とても働きやすくなった。ありがたく思う。 

 この菓子工房の施設を十分に活かせるように皆で頑張っていこうと話している。 

最初に菓子工房の煎餅を持って行ったのが総合公園で、お年寄りは買ってくださる

が、売り上げがよくない。子どもさんを相手にするか、スポーツをする人を相手にする

かなど何か考えないといけないが、今年の夏は雨がよく降ったため、総合公園の利用者
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が少なかったように思う。小さい子ども達が総合公園でいろいろなイベントをされてい

る時に、360円の煎餅は少し高いのではないかという声もある。試行錯誤していきたい。 

また、町長から新しい商品はないかと言われているが、手一杯の状況でなかなか進ん

でいない。食生活改善推進員の皆さんの意見をお聞きし、何か良いものがないかまた話

をさせていただきたい。 

 菓子工房に対して、たくさんの人に興味を持ってもらいたいという思いがある。あま

り人数が多くないので、どうしたら 60歳以上の人にお菓子を作って売ってみたいと思

ってもらえるか、アピールする方法を皆で模索している。 

（理事長） 

 菓子工房もいろいろな所に販路を設けている。先日も町内のスーパーでちょっとした

スペースを設けていただいた。地産地消、地場産業などに関心が強い店長さんが、スペ

ースを設けてくださったもので、かなり売れていた。海田町の店で煎餅をＰＲして販路

を広げようと努力している。 

 次に、西国街道でいろいろ頑張っておられる理事から話していただく。 

（理事） 

 シルバープラザが誕生したが、まだまだ認知度が低い。場所が遠くに移ったとよく言

われるが、実際に歩いてみるとそうでもない。今までが近過ぎたということではないか。  

シルバープラザを認知してもらうことが重要で、まずは知ってもらうこと、その橋渡し

で、指定管理者として提案して何か催しをしたらどうか思う。そのために、西国街道ガ

イドの会も努力したい。シルバープラザを高齢者が使いやすく、また気軽にコーヒーで

も飲めるようにできないか考えている最中であり、努力をしていくので、ご指導をお願

いしたい。 

（理事長） 

 11月 23日の「ワッショイ！かいた」でシルバープラザを知ってもらおうとチラシや

パンフレットを作っているが、具体的にどんな展開にしていくかプランを考えてもらっ

ている。次の理事に話していただく。 

（理事） 

 仕事量や会員を増やすためには町民の方に知ってもらい、認知度を上げる必要がある

ことから、「ワッショイ！かいた」でシルバープラザに集まっていただくような仕掛け

や催しを考えている。まずは、中を見てもらう、知ってもらう、来てもらうという仕掛

けが必要だと思う。 

 また、西国街道とシルバープラザが協力して、場所を活用してもらいながら西国街道

を見てもらうということを考えている。シルバープラザに高齢者の方ばかりでなく、た

くさん人が集まる仕掛けをしたいということで、現在どのようなやり方が一番いいかを

協議している。 

更に、シルバープラザに人が集まり、シルバープラザがよくわかる仕掛けを作り、人
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が集まるように持っていくような活動をしたいと思っている。当面は、「ワッショイ！

かいた」に向けて非常に力が入っており、例えば、喫茶コーナーを設けたり、海田町の

野菜も今作ってもらっている。 

 昔遊びでは、けん玉やお手玉、缶蹴りをしたり、他のシルバーの方にも声を掛けて手

芸品の展示や販売などで賑やかにしたいと思っている。 

 町にサポートしていただくようなことも出てくるかと思うが、よろしくお願いした

い。 

（理事長） 

 続いて町に対してのご意見や質問があればお願いしたい。 

（理事） 

 2つお願いがある。 

 私は海田公民館で卓球をしているが、海田公民館は非常に古いので、建替えてもらい

たいというのが 1 つと、もう 1 つは、シルバー人材センターが移って、シルバープラ

ザというのが前面に出ているため、シルバー人材センターの影が薄いと感じる。シルバ

ー人材センターが管理しているシルバープラザというふうに広報してもらうと、シルバ

ー人材センターの認知度が高まるのではないかと思う。 

（理事長） 

 長年、シルバー人材センターの運営に携わってこられた理事からお願いしたい。 

（理事） 

 組織が変わっていく中で、シルバー人材センター全体の動きが非常に変わってきたよ

うに思う。公益社団法人になったら互助会はあるが、以前はシルバー人材センターから

も補助金を出していたので、親睦を通してお互いに心が通じ合う場作りができていた

が、公益社団法人になったら、補助が一切出せないということで、以前とは状況が違う。

260人余りの会員がいて、それぞれ別々の場所で、別々の職種で働いておられるわけで、

何とか一つの方向を向いて心がつながる場作りができないかと思っている。 

 「ワッショイ！かいた」があるので、手伝いやボランティアをしながら、できるだけ

声を掛けていくということはできるが、それとまた互助会の活動は別のものだと思うの

で、それが気掛かりでしょうがない。 

（理事長） 

 続いて、しめ縄作りのリーダーからお願いしたい。 

（理事） 

 ちょうど今、わらが不足しているため、お休み状態になっている。わらをいただく約

束はしているが、待っている状態である。 

 夏は盆灯篭を約 800、しめ飾りを大中小合わせて約 1,000作っている。 

場所については、元法務局があった場所と言えばわかってもらえるが、シルバープラ

ザ全体の認知度が低い。シルバー人材センターが移って半年が経過するが、今だにどこ
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にあるのか聞かれるので、認知度を上げるための看板や垂れ幕を要望している。 

 また、道路が前にあるので安全上のこともあり、1階の第 1集会所の窓辺が開放的な

状態ではなく、中に何があるのかという感じがする。開放的にして第 1集会所の有効利

用を考えていただきたいと思う。あまり利用されていないようなので、町の方で宣伝し

ていただけたらと思う。 

 シルバープラザなので、お年寄りの関係になるかと思うが、近辺の老人会の会合等に

活性化の意味で利用していただけたら、認知度も高まるのではないか。外観を変えるの

は大変かと思うが、何か工夫が必要だと思う。例えば、横の方から入れるとかガラスを

透明に変えるとか、何かあればと思う。 

（理事長） 

 次の理事にお願いしたい。 

（理事） 

 私も第 2 集会所を麻雀で利用させていただいているが、第 1 集会所の方はほとんど

利用されているのを見ることがない。前理事長の時にサロン的なことができないかと町

に相談されたが、できないということだったと聞いている。先程から人を集めるという

ことが話題になっているが、では一人で来ていったい何をするのかということになる。

コーヒーをいただくことができるとか、囲碁や将棋など誰か相手をしてくれる人がいる

ということでなければ、なかなか行く気にはならないと思う。個人でも行けて誰かが相

手をしてくれるという状況でないと、人が集まらないのではないか。そういう機会を指

定管理を受けている我々が作らないといけない部分もあるとは思うが、せっかく広い場

所があるのだから、町の方でもある程度融通をきかせていただければと思う。 

（理事長） 

 煎餅作りなど多方面で協力していただいている理事に話していただく。 

（理事） 

 今日はいろいろな意見をお聞きし、勉強になった。私は煎餅と託児所を担当している

が、最初は煎餅も販売できるようなものではなかった。私達も苦労したが、町長も事務

局も苦労されたと思う。夜遅くまで煎餅作りをしたこともあり、当時の事務局長が遅く

まで煎餅作りに付き合って下さったこともあった。今は、煎餅の人気が出て、皆さんに

かわいがっていただき、嬉しく思っている。売上もだんだん上がり、新しい事務局長も

販売の方で協力して下さるので、私達も頑張らないといけないと思っている。技術面で

は何も言うことはなく、良い煎餅ができていると自負している。縮景園の絵柄も開拓し

て、そちらの売上も上がっており、テレビでも放映された。 

 託児所も菓子工房も人が足りない状況で、働く人を探している。町からも助言してい

ただきたい。 

（理事長） 

 次に、駐輪場の方でご活躍いただいている理事にお願いしたい。 
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（理事） 

 日頃から補助金をたくさんいただき、感謝している。定年が 60 歳、再雇用が 65 歳

までということで、ここに入会される方も 65歳以上の方がほとんどになってきている。

平均年齢も高く、70 歳近くになっている。町にお願いしたいのは、年齢制限があるよ

うなので、引き上げていただきたい。 

 それと一般で言う最低賃金より賃金が低い職場もあると思われるため、発注していた

だく際には、最低賃金より高くなるようにお願いしたい。 

（理事長） 

 では、事務局長に話していただく。 

（事務局長） 

 突然 4月から事務局長を務めることとなり、最初は戸惑っていたが、皆さんのご協力

のお陰でどうにかここまでやってきた。 

 会員の募集は毎月 2回行っているが、なかなか人が集まらない。需要に対して供給が

追いつかない状況で、皆さんにご迷惑をお掛けしている。 

 看板については、5年後にシルバー人材センターが指定管理者となるかどうか不確定

であるため、シルバープラザという看板しか掲げることができない。垂れ幕は考えてみ

る。 

 集会室 1については、使わない時は何も置かないという決まりのため、ソファも撤去

する。基本的には、サロン風にもできない。前もって囲碁教室や将棋教室をするという

ことであれば使える。ただ、一人がぶらっと来たのでは使えない。指定管理の規程があ

るため、制約がある。私ももっと自由に使えるものと考えていたが、難しい。どんどん

人に来ていただきたいと思っても来られないような状況なので、使い方を考えないとい

けない。 

 パンフレットも世帯数だけ配っているが、なかなか反応はない。 

（理事長） 

 集会室の問題は根深いものがあるが、指定管理の縛りの影響が非常に大きい。どのよ

うに展開していくかが今の一番の悩みの種であり、しっかりと取り組んでいかなければ

ならないと思っている。 

（理事） 

 シルバープラザの条例があると思うが、私達が見ていないので、いつか事務局長や皆

で見て、できる範囲で使いたい。 

（事務局長） 

 囲碁の会や踊りの会、着付け教室という形なら使える。一番良いのは定期講座ではな

いか。展示会もできる。 

（理事） 

 集会所なので、皆さんに集まってもらわないといけない。日にちは経ったが、見学会
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をしたら宣伝になるのではないか。 

（事務局長） 

 「ワッショイ！かいた」の時にも宣伝になるパンフレットを作って配る予定にしてい

る。 

（理事） 

 町にも広報か何かで宣伝していただきたい。 

（町長） 

 今日は長時間にわたり、いろいろなご意見をいただいた。町行政に反映していきたい。 

 指定管理者制度については、いかに適応し、いかに活用していくかということが私達

の使命ではないか思う。 

 町広報でもシルバー人材センターの記事を大きく目立つように掲載するよう力を入

れようと思う。 

 シルバー人材センターが移ったことを皆さんに十分知っていただくには、自治会など

にシルバープラザを見学する機会を作ってもらうのも一つの方法ではないかと思う。見

学されれば、身近に感じ、今度行ってみようという気持ちにもなる可能性がある。とに

かく、どうしたら皆さんが関心を持ち集まってくださるかを考えないといけない。 

 町としては、できることとできないことがあるが、できることは早くしようと理事長

や事務局長とも話している。 

 シルバープラザのＰＲについては、広報などでさせていただくので、皆さんからも良

い知恵があったら教えていただきたい。 

 今日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。 

（理事長，事務局長，理事） 

 ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


