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令和４年度町長施政方針 

 

本議会に提案しております令和４年度一般会計及び特別会

計の各予算をはじめ，関係諸議案の審議をお願いするに当た

り，私の所信の一端と令和４年度予算の概要及び主要施策に

ついて申し上げ，議員各位並びに町民の皆様のご理解とご協

力を賜りたいと存じます。 

 

Ⅰ 海田町を取り巻く諸情勢 

まず，海田町を取り巻く諸情勢について申し上げます。 

日本経済については，新型コロナウイルス感染症による厳

しい状況が残る中で，一部に弱さがみられます。今後の先行

きについては，各種政策の効果等により，景気の持ち直しが

期待される一方で，感染拡大による影響や，原材料価格の動

向による下振れリスクの高まりなどに十分注意する必要があ

ると言われております。 

 

次に，令和４年度の地方財政対策については，国において，

地域社会のデジタル化や防災・減災，国土強靱化に必要な措

置などが講じられます。 
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次に，広島県経済の動向については，先行きの景気は徐々

に改善に向かうことが期待される一方で，感染症の影響など

が県内の経済金融情勢に与える影響を注視する必要があると

されています。 

 

このような中，令和４年度の本町の税収の動向については，

個人町民税は，雇用・所得環境において大きな変化は見られ

ず，横ばいを見込んでおります。一方，法人町民税について

は，事業者によっては年度間の変動が大きいところではあり

ますが，一部の自動車部品製造関連法人などの法人税割にお

いて増収を見込んでおります。また，固定資産税についても，

設備投資の増加や新築家屋の建築などにより増収が見込まれ

ることから，令和４年度の町税総額では増収を見込んでいる

ところでございます。  
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Ⅱ 新型コロナウイルス感染症対応 

新型コロナウイルス感染症対応につきましては，令和２年

度に９回，令和３年度は１０回にわたる補正予算により必要

な予算を確保し，国や県と連携しながら，感染防止対策をは

じめ，家計支援や子育て世帯の生活支援，事業者支援，医療

機関支援等，様々な事業に取り組んでおります。 

 

新型コロナウイルスワクチンについては，３回目の接種や

５歳から１１歳の方への接種について，円滑かつ速やかに接

種ができるよう取り組んでまいります。 

 

引き続き，マスクの着用，手洗い・うがいや手指消毒の徹

底，人と人との距離の確保や定期的な換気などの実践を呼び

かけながら，町民の生命と生活を守る取組を推進してまいり

ます。 
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Ⅲ 災害対策 

次に，災害対策について申し上げます。 

本町では，台風や豪雨など幾多の災害を経験しており，平

成３０年７月豪雨災害でも大きな被害を受けました。 

これらの災害の経験や教訓を踏まえ，土砂災害や河川氾濫，

地震や津波など様々な災害を想定し，災害発生時に迅速な避

難行動を促せるよう，的確に避難情報を発信する体制を整え

てまいりました。 

また，災害の記憶を風化させないために，自主防災組織や

学校での防災講話などを実施し，防災意識を高め，自ら命を

守る行動が取れるよう取り組んでいるところです。 

近年，台風や豪雨が激甚化・頻発化する傾向にあり，また，

近い将来発生するとされている南海トラフ地震のリスクも想

定されます。 

令和３年１２月に策定した「海田町国土強靱化地域計画」

を実行に移し，大規模自然災害から町民の生命や財産を守る

とともに，地域・経済への致命的な被害を回避し，迅速な復

旧・復興が可能となるよう，強靱な地域づくりを計画的に推

進してまいります。 
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Ⅳ 今後のまちづくり 

次に，今後のまちづくりについて申し上げます。 

町全体の人口につきましては，令和３年１２月末時点で，

１年前から６８人増加して３０，４０３人となりました。自

然増が５５人，社会増が１３人と，自然増減及び社会増減の

両方で増加しております。 

この傾向を持続できるよう第５次海田町総合計画の５つの

まちづくりの視点である「ライフステージに応じた支援」，

「次代を担う人材の育成」，「災害復旧・インフラ強靱化の推

進と防災・減災体制の強化」，「多様な魅力による集客とまち

の活性化」，「持続可能な都市基盤の整備」を踏まえながら，

海田町らしさを生かした「暮らしやすさ」を実感していただ

けるよう，持続可能なまちづくりを進めてまいります。 

 

また，令和４年度を開始年度とする海田町都市計画マスタ

ープラン及び海田町立地適正化計画に基づき，快適で住みよ

い都市づくりの推進を図るとともに，居住機能や都市機能の

適正な立地誘導によるコンパクトシティの実現に向けて取り

組んでまいります。 
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庁舎移転事業については，令和５年９月の開庁に向け，着

実に事業を推進してまいります。 

また，広島市東部地区連続立体交差事業の促進や，令和４

年度末までに全線開通する東広島バイパスに続き，広島南道

路の更なる整備促進を図りながら，まちの活性化に向けて，

全力で取り組んでまいります。 
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Ⅴ 令和４年度施策の重点取組事項 

続いて，令和４年度の重点取組事項に関して，第５次海田

町総合計画の体系に沿って，令和３年度補正予算対応分も含

めて，主な新規・拡充事業を中心にご説明いたします。 

 

１ 子どもの健やかな育ちを支えるまちづくり 

１点目の「子どもの健やかな育ちを支えるまちづくり」に

つきましては，すべての家庭において，子どもを安心して産

み育てることができるよう，子育て支援サービスの充実を図

ってまいります。 

 

かいた版ネウボラについては，新たに発達支援を事業とし

て位置付け，子どもの発達に不安を抱える保護者に寄り添い，

就学後を見据えた療育につなげる取組を推進してまいります。 

また，産後支援が必要な母子を対象に，助産師が自宅を訪

問する訪問型サービスを実施いたします。 

さらに，妊娠期から赤ちゃんの睡眠についてより深い理解

が得られるよう，睡眠に特化したパパママ教室を開催してま

いります。 
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町内の保育所，認定こども園，幼稚園と町立小学校との連

携強化及び児童の就学前後の不安解消を目的とした小１プロ

ブレム対策として電子黒板を導入し，オンラインでつながる

環境を整備することにより，子ども達の育ちと学びを連続さ

せていく幼保小連携を推進してまいります。 

 

 保育所等及び児童クラブ整備については，保育を必要とす

る子どもの数の増加を見込んで，西浜保育所跡地を活用した

民間事業者による施設整備により，定員拡大を図り，今後の

保育需要に対応してまいります。 

  

また，疾病等を理由に保育所での集団保育等が困難な児童

を一時的に預かる病児・病後児保育施設を新たに海田市駅前

に設置することにより，安心して子育てできる環境を整えて

まいります。 

 

 あわせて，保育士や児童クラブ支援員等を対象とした賃金

引上げの取組により，現場で働く方々の処遇改善を図ってま

いります。 

 



－ 9 － 

児童虐待等の予防については，広島県が実施する「子供の

予防的支援構築事業」のモデル市町として，令和３年度に実

施したデータ分析に続き，令和４年度は人工知能を活用した

児童虐待等のリスクを予測するシステムを構築するとともに，

リスク予測を参考とした子どもや家庭への支援を行う体制を

整備してまいります。 

 

特定不妊治療については，令和４年度から保険適用になるこ

とを踏まえ，保険適用外の先進的な治療について，町独自に助

成を行い，妊娠を希望する方を支援してまいります。 

 

次に，学校教育の充実につきましては，令和４年度も「『夢

と志を持ち，挑戦する』児童生徒の育成」を目標に掲げ，町

内２つの中学校区において学校運営協議会制度，いわゆる

「コミュニティ・スクール」を基盤として小中一貫教育を充

実させ，地域と共に歩む信頼と特色のある学校づくりに取り

組んでまいります。 

 

また，「新学習指導要領の趣旨の実現」を目指し，各施策を

引き続き進めてまいります。その両輪となるものが，「海田版
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『学びの変革』推進事業」と，「ＩＣＴ活用・グローバル人材

育成事業」でございます。 

 

特に，ＩＣＴ活用については，これまでに整備した全町立

小中学校の高速大容量の通信ネットワークと一人１台端末に

加えて，令和４年度は，全ての普通教室に電子黒板を整備い

たします。これらの環境を効果的に活用することで，教育の

充実を図り，これからの社会で生きていくための資質・能力

の育成に努めてまいります。 

小学校で必修化されたプログラミング教育においても，Ｉ

ＣＴ環境の活用により，論理的思考力や創造性，問題解決能

力等の育成を目指してまいります。 

また，学校に行きづらくなっている児童生徒に対し，ＩＣ

Ｔ機器を活用したオンラインによる支援を行うなど，悩みを

抱えている児童生徒に対する支援に取り組んでまいります。 

 

教育環境の整備につきましては，学校施設の衛生環境の改

善や老朽化等に対応するため，トイレの洋式化や施設の長寿

命化改修を計画的に進めてまいります。また，海田小学校と

海田東小学校本館の老朽化詳細調査を進め，安心安全な教育
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環境の確保に努めてまいります。 

 

 教職員の働き方改革については，統合型校務支援システム

の活用や学校給食費公会計化の導入により，教務事務の効率

化，業務の負担軽減，時間外勤務の削減等を図ってまいりま

す。 

 

２ 災害に強く安全なまちづくり 

２点目の「災害に強く安全なまちづくり」につきましては，

ハード・ソフトの両面で災害に備え，安心して暮らしていけ

るよう災害の防止，災害対応の充実，暮らしの安全・安心の

確保に取り組んでまいります。 

 

再度災害の防止につきましては，引き続きインフラ強靱化を

進めていき，自然災害への対応として，土砂，地震，浸水，高

潮，洪水の各災害の対策に取り組んでまいります。 

まず，土砂対策については，広島県が実施する砂防えん堤の

早期完成を関係機関に強く要望するとともに，町が進める西ノ

谷川支川周辺の避難路の確保に取り組んでまいります。 

地震対策については，新たな海田町耐震改修促進計画に基づ
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き，補助制度の拡充を通じて地震に強い住環境整備を推進して

まいります。 

浸水対策については，尾崎排水機の増設を関係機関に強く

要望するとともに，平成３０年７月豪雨で越水した森川の改

修設計と瀬野川左岸排水区昭和雨水幹線整備工事に取り組ん

でまいります。 

また，下水道による浸水対策を計画的に進めるため，雨水

管理総合計画の策定に着手します。 

瀬野川の高潮対策については，引き続き早期完成に向け推進

されるよう関係機関に強く要望してまいります。 

洪水対策については，瀬野川の土砂浚渫について広島県へ強

く要望してまいります。 

 

次に，避難行動の促進及び地域防災力の向上につきまして

は，海田町防災対策基本条例の基本理念である「自助」「共助」

「公助」の考えのもと，災害に強いまちづくりを推進してま

いります。 

災害時等に住民の皆様が迅速かつ安全に避難行動が取れる

よう，避難情報等を提供する防災アプリに高潮ハザードマッ

プ情報を加えるなど機能強化を図ってまいります。 
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また，まちづくり出前講座や訓練などを通じて防災知識の

普及啓発に努め，令和４年度は，町と住民が連携した「避難

に備えた防災訓練」を実施し，本訓練の中で，住民一人ひと

りの防災行動計画「ひろしまマイ・タイムライン」や防災ア

プリの利用促進を図り，避難率の向上に向けて取り組んでま

いります。 

 

さらに，近年，気候変動により激甚化・多様化する災害に

対応するため，消防団に救命ボートを整備し，大規模浸水害

に対応すべく体制を構築してまいります。 

 

防災行政無線については，役場庁舎移転に伴う親局設備の

移設に合わせ，エリア外及び難聴地区の解消に向けた整備を

実施し，住民の皆様の安心・安全のための情報発信を行って

まいります。 

 

３ 地域特性を生かした基盤整備によるまちづくり 

 ３点目の「地域特性を生かした基盤整備によるまちづくり」

につきましては，災害時の迂回路機能や各公共施設のアクセ

ス機能を確保するとともに，民間投資や需要を喚起し，人
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流・物流の効率化や成長基盤を強化するため，道路のネット

ワーク形成を図り，計画的にまちづくりを進めてまいります。 

 

都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の具現化を図

るため，ＪＲ海田市駅周辺における中心拠点づくり構想の策

定を行い，海田東地区においては，新たな交通拠点の整備に

向けＪＲの新駅誘致の検討を行うための基本調査などを行う

とともに，地区の拠点となる施設の整備に向けた基本構想の

策定を行ってまいります。 

更には，市街化区域内の災害リスクの高い区域などについ

て，市街化の抑制を図るため，市街化区域から市街化調整区

域に編入することを目的とした区域区分の見直しに係る素案

を作成するとともに，計画的な土地利用の誘導を図るため，

用途地域や容積率の見直しを行ってまいります。 

 

東広島バイパスについては，令和４年度末の全線開通後を

見据え，バイパスの整備に伴い町の中心部にできる高架下の

土地について有効活用を図るため，住民の意見を踏まえなが

ら，活用方法について検討してまいります。 
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また，町内の都市計画道路については，中店窪町線の事業

着手に向けて事業認可の取得や物件調査に取り組むとともに，

新畝橋を中心とした区間について畝曽田線整備事業を進める

ため，新畝橋の詳細設計を行ってまいります。 

 

海田町町内循環コミュニティバスについては，利用者アンケ

ート等を実施し，２ルート制移行後の効果を検証するとともに，

令和５年度の新庁舎移転後の運行を視野に入れ，利用者の利便

性向上につながる運行見直しを検討してまいります。 

 

海田総合公園については，第２期整備区域において，自然

と親しむスポーツ・レクリエーションの場として整備を進め

てまいります。 

 

水道事業については，蟹原浄水場の浸水対策を進めるため，

実施設計に取り組んでまいります。 

また，国信浄水場改修については，令和５年度末までを工

期とし，電気・機械設備の改修工事に取り組んでまいります。 

管路更新については，老朽化した基幹管路の基本設計を行

うとともに，配水管の布設替工事を実施し，計画的な管路の
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耐震化を推進してまいります。 

 

公共下水道事業については，将来にわたる持続可能な経営

基盤の強化のため，令和５年度からの地方公営企業法の適用

に向けた移行事務に取り組んでまいります。 

 

４ 健康で安心して暮らせるまちづくり 

４点目の「健康で安心して暮らせるまちづくり」につきまし

ては，健康寿命の延伸と地域共生社会の充実を目指していくこ

とが重要となります。 

健康寿命の延伸を図るため，保健や医療，介護などの連携の

強化に取り組みます。 

 

地域共生社会の充実については，これまでの「支え手」「受

け手」という関係を超えて，年齢や障がいの有無などに関係な

く，住民一人ひとりや地域の多様な主体が支え合い，それぞれ

の暮らしと生きがい，地域を共に創っていけるよう，地域福祉

の推進に取り組んでまいります。    

 

健康づくりの推進については，健康や子育て，福祉に係る
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新情報サイト「ＫＡＩＴＡ＋」（かいたす）で情報を発信し，

健康増進や介護予防等の普及啓発を行ってまいります。 

また，各種健診については，コロナ禍を踏まえ，電話勧奨

等により受診率の維持や向上に取り組むことで，住民の健康

の保持及び増進を図ってまいります。 

 

高齢者福祉の推進については，高齢者一人ひとりが生きが

いを持ち，住み慣れた地域で，安心していきいきと暮らせる

よう，通いの場の充実や保健事業と介護予防の一体的実施な

ど，健康の維持，フレイル予防及び介護予防の取組を進めて

まいります。 

また，令和４年１月から開始した高齢者いきいき活動ポイ

ント事業に更に多くの方に参加していただけるよう，事業の

周知に努め，健康寿命の延伸，介護予防,社会参加を推進して

まいります。 

 

生活困窮者への支援については，引き続き相談支援体制を

確保し，長引くコロナ禍の影響を受けた方を含め，相談者一

人ひとりに寄り添った支援を行ってまいります。 
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子宮頸がんに関するワクチンの接種については，国の積極的

な勧奨の差し控えの方針が変更されたことから，中高生の対象

者に対し，個別勧奨を行うとともに，接種機会を逃した方への

接種についても，個別に周知してまいります。 

 

５ 誰もが輝くまちづくり 

５点目の「誰もが輝くまちづくり」につきましては，住民

一人ひとりはもとより，海田町出身の人たち，通勤や通学な

どで海田町に関係を持つ人たちが，町への関心と関わりを持

ち続け，海田町という舞台で，挑戦と活躍ができる環境づく

りに取り組んでまいります。 

 

優れた芸術を提供できる機会を増やすため，新たに「公共

ホール音楽活性化事業」を行ってまいります。 

また，本町の歴史文化を継承していくため，文化財や織田

幹雄氏の偉業の情報発信等に努めてまいります。 

芸術文化・スポーツの振興については，海田町文化スポー

ツ協会と協働で進めてまいります。 

 

男女共同参画社会の形成促進については，「第３次海田町男
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女共同参画基本計画」を策定し，職場や学校，家庭や地域な

どあらゆる場面において，誰もがそれぞれの個性と能力を発

揮できる環境づくりを進めてまいります。 

 

また，パートナーシップ宣誓制度を令和４年１０月１日か

ら実施いたします。性の多様性が理解され，人権が守られ，

それぞれの生き方が尊重される社会となるよう取組を進めて

まいります。 

 

６ 環境にやさしいまちづくり 

６点目の「環境にやさしいまちづくり」につきましては， 

豊かな自然環境の保護はもとより，自然と人の共生に向け，

地球温暖化対策の推進，環境保全と循環型社会の形成，自然

に親しむ環境の整備に取り組んでまいります。 

 

温室効果ガス排出量の削減については，電気使用量削減の

ため，町有施設の照明のＬＥＤ化を推進してまいります。 

また，海田町公衆衛生推進協議会等と連携し，環境に対す

る意識啓発を実施してまいります。 
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７ にぎわいと交流のまちづくり 

７点目の「にぎわいと交流のまちづくり」につきましては，

まちづくりや地域活性化などに関する多様な活動の連携と好

循環による地域力のさらなる向上に取り組んでまいります。  

また，町内の様々な地域資源をさらに磨き上げ，魅力を発

信することで，関係人口の増加や，地域活動の活性化を積極

的に支援してまいります。 

 

町の地域資源を活かしたガイドツアーの支援・活性化のた

め，西国街道のガイドボランティア養成講座を開催し，ボラ

ンティアの育成を図り，また，日浦山登山のきっかけとなる

よう登山記念バッジを作成し，販売いたします。 

昨年実施できなかった大下剛史氏の町民栄誉賞受賞記念事

業を実施し，輝かしい業績を周知してまいります。 

また，令和３年１２月に織田幹雄氏が世界陸連から世界の

陸上界の歴史において多大なる貢献を果たした個人として授

与された「ヘリテージプラーク」の受賞記念事業を行い，功

績を称えるとともに，アスリートによる講演会を開催し，ス

ポーツに取り組むことの素晴らしさを伝えてまいります。 
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８ デジタル化の推進 

 ８点目の「デジタル化の推進」につきましては，「来庁者に

対するサービス向上」と「来庁の不要化によるサービス向上」

を図るとともに，行政サービスの更なる向上につながるよう

業務効率化を行い，持続可能な行政運営に取り組んでまいり

ます。 

 

デジタル技術を活用した「来庁者に対するサービス向上」

については，新たに総合申請システムを導入し，来庁者に対

し証明書取得の省力化，複数の手続きがある場合の申請書記

入の省力化，情報の連携による待ち時間の短縮などを図って

まいります。 

 また，「来庁の不要化によるサービス向上」については，現

在，コンビニエンスストアで交付している証明書について，

住民票などに加え，新たに個人町県民税課税証明書，所得証

明書を追加してまいります。 

 

業務の効率化については，電子決裁システムを導入し，文

書量の削減による環境への配慮を図るとともに，文書管理の

適正化及び効率化を図ってまいります。 
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また，執務環境については，多様な働き方に対応できるよ

う，モバイルパソコンを導入し，リモートワーク環境の整備

を図ってまいります。 

 

本町の電算業務の根幹である基幹システムについては，ガ

バメントクラウドへの移行を見据え，クラウド方式での更新

を行ってまいります。 
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Ⅵ 令和４年度予算の編成 

最後に，令和４年度の本町の予算編成につきましては， 

第５次海田町総合計画に掲げた施策を推進するため，必要

な財源を確保し，重点的に予算を配分するとともに，国の経

済対策と連動し，令和３年度補正予算と令和４年度当初予算

を一体として編成しております。 

町財政を中長期的に持続可能なものとしていくため，海田

町中期財政運営方針に基づき，計画的かつ安定的に財政運営

を行ってまいります。  

 

以上，施政方針を申し上げましたが，これらの諸施策，諸

事業を推進するために，議員各位並びに町民の皆様の声を受

けとめ，町政発展に邁進する所存でございます。 

 職員一丸となって，海田町に住みたい，住み続けたいと思

ってもらえるような，暮らしやすさが実感できるまちづくり

に取り組んでまいります。 


