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大竹市玖波8丁目5－23 

Tel／Fax 0827－57－3781 

携帯 090－5377－4983 

ﾒｰﾙ fole@blue.plala.or.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www14.plala.or.jp/heart-net  

H26年 

秋号 

8 月 6 日の大雨で思う 

8 月 6日の未明の大雨は、4時～5時の 1

時間雨量が 67 ㎜（立戸地区）でした。被

害の状況は、幸いにも人的被害はなく、住

家の損壊・浸水、土砂崩れなど多くの被害

を出しました。50 年に一度の大雨だったそ

うです。 

2 年前、安心安全特別委員会の調査テー

マに「風水害」を加えて、栗谷地区や元町

2 丁目の自主防災会の取り組みを学びまし

た。狭い大竹市でも地区によって心配され

る災害や地域の取り組み状況は実に様々

でした。その年度に作成されたのが土砂浸

水避難ハザードマップです。私たち議員の

意見が反映された部分もあります。このマ

ップには多くの情報が入っています。それ

ぞれの生活圏で活用していただきたいと

思います。まず、そこから始めませんか？ 

９月定例議会より 

水道事業会計関連の認定議案の認定含め

て執行部より 18 議案が提出され、すべて可

決されました。その他、請願・陳情の審査、

意見書・決議の採択がされました。 

○補正予算の主なもの 

 一般会計で約 2億 3 千万円の補正。災害復

旧の関連予算が主な予算です。その他、保育

所や阿多田海の家、飯谷自然の家にAED 配

備、市営住宅の整備、消防団消耗品購入費等。 

○栗谷中学校の廃校が決まりました。 

生徒たちはすでに小方中学校に元気に通

学しているとのこと。今後は栗谷地区のまち

づくりに向きあうこととなります。 

○子ども・子育て関連条例が決まりました。 

来年 4月の法律施行に間に合わせるため 

の必要最低限の条例と受け止めています。 

今年の夏は、日本各地で大雨による被害

をもたらしました。被災された皆様、衷心

よりお悔みとお見舞い申し上げます。 

大竹市の場合も時間雨量６７㎜と報告

されましたが、市内各地で土砂崩れ、浸水

など多くの被害が出ました。９月の市議会

には災害復旧の関連予算が議決されまし

た。規模の大きい災害箇所は復旧まで時間

がかかるのでご不便をおかけします。 

被災者の皆様にお見舞い申し上げます被災者の皆様にお見舞い申し上げます被災者の皆様にお見舞い申し上げます被災者の皆様にお見舞い申し上げます    

夜半に急激に始まった豪雨への対応に

ついて、職員の招集、避難施設の開設、災

害情報の伝達など課題は多くあります。市

では現在検証中とのことですが、それを待

つことなく、自治会や障害者団体などが、

それぞれ、解決への糸口を模索し始めたと

聞きました。執行部にはそれらの動きをし

っかりと受け止めて頂くことを願います。 
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 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 

単年度の実質公債費比率(％) 15.30 16.20 16.70 15.50 15.60 16.40 

 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 

一般会計の借入金残高 209億 192億 173億 154億 135億 119億 

市税収の見込み 54億 52億 51億 50億 50億 48億 

一般会計の元利償還金見込み 20.1億 20.4億 20.9億 21.4億 20.6億 18.2億 

借入金残高と市税収の今後の見込みにつ

いて決算資料等から拾ってみました。新たな

借金をしなければ残高はどんどん減ります。

あと数年の頑張りです。しかし、公共施設の

老朽化は皆さんご存知の通りです。 

平成２５年度の決算について 

10 月 7 日～10 日の 4 日間、決算特別委員

会が開催されました。委員会では平成 25 年

度決算のすべてを認定することに決まりま

した。私は監査委員なので決算委員からは外

れ、初めて答弁者側にある監査委員の席に座

りました。委員会では、それぞれの事業の効

果の検証、財政の将来見通し等についての議

論を興味深く聞きました。 

決算委員会の結果は 

大竹市の資金繰りは？・・・・実質公債費比率の推移に注目しました    

借入金残高の見込み（平成25年度は決算。その他は各年度末の予測。数字は概数です）    

予算では約 232 億円でしたが決算は 215

億円に抑えることができました。執行されな

い事業もありましたが、入札などで額を抑え

たものもあり、基金の取り崩しを予定の半額

以下（9億 3 千万円→3 億 6千万円）に抑え

ることができました。基金は万が一の時の備

えであるし、減ると様々な財政指標に影響も

出ますから、あまり減らしたくありません。 

平成 25 年度決算を見る 

財政運営の苦しさがわかる指標として単

年度の実質公債費比率に注目しました。 

簡単に説明すると、市が自由に使えるお金

の内で、借金の返済にどれくらいの割合を割

いているかがわかる指標です。資金繰りの危

険度を示すとも言われます。特別会計等への

繰り出しなども合算するので「実質」という

名称です。 

この数値が 18％を超えると、地方債の発

行に際して許可が必要になります。ご覧の通

りきわどい数字になっています。 

この数値が上がると、子育て施策や福祉な

どに使えるお金の割合が減るということで

す。毎年の借金の返済額を減らすか、収入を

増やしたら楽になるのですが、そんなに簡単

にはいきませんね。 

税収を下げない努力も必要です。企業の投

資意欲を引きだしたり、子育て世代の定住を

進める施策は必須です。これからも平均台の

上を歩くような財政運営になると思ってい

ます。 



 3

病児保育は、子育て世代の方々にどうして

も欲しいサービスだと思い、以前より事業の

必要性を主張してまいりました。広島西医療

センターの協力がいただけて、平成 26 年 4

月から、病児・病後児保育事業が始まりまし

た。平成 25 年度は施設整備として約 1千万

円使い、平成 26 年度は委託料として約 900

万円の予算を組んでいます。 

上半期は平均して毎日 1 人の利用がある

そうです。子育て中は、毎日が子どもの病気

との格闘だったりします。働くお母さんお父

さんをしっかりとサポートしてもらいたい

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年度の気になる事業 

病児・病後児保育施設整備事業 福祉施設開設等補助事業 

市が施設整備の半分を補助して、多機能型

事業所レオーネ大竹が開設されました。今年

度はまだ利用者が少ないそうですが、開設当

初指摘されていた狭い階段も改修して幅を

広くするなど、多くの利用者受け入れに頑張

っておられます。 

さつき作業所や小島新開など、既存の事業

所との連携もして、大竹市の障害者福祉の向

上に貢献していただきたいと思います。 

大竹市には、知的障害の方々が一人暮らし

できる住まいの場（グループホーム）があり

ません。現状では住み慣れた地域を離れて市

外のグループホームを利用されています。知

的障害者のグループホームの早期実現は多

くの方の願いです。この度の事業所開設によ

ってグループホームの道が開けることを期

待します。 

市民活動支援事業 

市民自ら提案・実施する事業に助成金を交

付する事業。平成 25 年度は、スタート支援

3 事業、ステップアップ支援 2事業、施設整

備等助成 2事業の実績がありました。 

事業の様子は市広報にも掲載されていま

すが、応募する市民団体も増えているとのこ

とで、事業として定着してきたように思いま

す。市制施行 60 周年記念事業の成果にも学

び、事業のバージョンアップをしてほしいと

思います。 

 
玖波駅西口・大竹駅周辺整備事業 

玖波駅西口は平成27年 4月オープンに向

けて予定通り進んでいます。玖波駅南側の踏

切の改善が待たれます。 

大竹駅周辺整備事業は、漸く JRとの協議

が整ったとのこと。まだ道のりは遠いですが

一歩前進しました。駅は立体でエレベーター

も付きます。 
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監査委員のホームページが開設されまし

た。大竹市役所ホームページのトップページ

から開くことができます。監査委員の仕事を

少しでも身近に感じて頂ければ幸いです。 

人口が少ない市でも行政の仕事は沢山あ

ります。膨大な帳票のチェックや調査など監

査事務局員２人が監査の仕事を支えてくれ

ています。監査の仕事は、事務の違法・不正

の指摘はもちろんですが、有効性や効率性に

ついても踏み込んだ監査をしたいと思って

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査委員室から 

 

昨年 10 月からもやすごみの処理手数料を

ご負担頂いています。今年度上半期の処理量

は昨年比約 8％減。市民の皆様にはご苦労を

おかけしているところですが、可燃ごみ処理

には 1トン当たり 5万円以上かかります。行

政に対しては、費用の削減努力を求めてまい

りますが、分別や生ごみのたい肥化などで減

量へのご協力をお願いします。 

可燃ごみは夢エネルギーセンターで RDF

（固形燃料）になり、福山の発電所で発電燃

料として処理されていますが、平成 30 年度

で契約が切れます。現在、廿日市市と広域で

の焼却処理に向けて協議中です。私は以前か

ら広域行政の検討を市長に提案していまし

た。廿日市市議の皆さんとも意見交換をしな

がら、両市にとってより良い方向が出せれば

と思います。 

試行として実行することが決まりました。

来年（平成 27 年）2222 月初旬月初旬月初旬月初旬に行います。 

議長を除く 15 人の議員が 3班に分かれ、

9 カ所で行います。班編成や担当地区は抽選

で決めました。私は A 班、班長は乃美議員

です。担当地区は、阿多田・木野・玖波阿多田・木野・玖波阿多田・木野・玖波阿多田・木野・玖波に決

まりました。 

「報告会」という名称ですが、報告時間は

短く、意見交換の時間を長くしました。 

会場と日程が決まったら議会だより等で

お知らせします。多くの皆さんにお越しいた

だきたいと思います。 

 

もやすごみの処理手数料導入から 1年 

最近の議会あれこれと近況報告 

議会報告会実施が決まりました 

財政の勉強に行ってきました 

セクハラやじ、大竹では？ 

8 月の盆明け早々にセミナー2 本受講して

まいりました。「子ども・子育て支援新制度」

と「地方財政制度と自治体財政」です。 

市財政の資金繰りが実際どうなのか、何を

読み取ったらよいかが少しずつ解ってきま

した。本市は、バランスを取りながらの厳し

い財政運営が当分の間続きます。 

東京都議会で問題になったセクハラやじ

ですが、大竹市議会議員の名誉の為に一言。 

男性議員の皆様からセクハラやじはありま

せん。アンケート調査によると県内の他市で

は結構あるようです。とても残念です。 
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地方が元気になる勉強会（広島クラブ）地方が元気になる勉強会（広島クラブ）地方が元気になる勉強会（広島クラブ）地方が元気になる勉強会（広島クラブ）    

平成 26 年度の勉強会を、10 月 6 日に幹事の安芸高田市で開催しまし

た。今回の勉強会は、全国の市町村が抱える大きな課題である「公共施

設のゆくえ」についてです。 

安芸高田市のごみを処理している、芸北広域環境施設組合「芸北広域

きれいセンター」の組合事務局長の児玉さんから、施設の状況について

施設内見学を交えて説明を受けました。 

現在の取り組みとして、施設寿命の延命化も含めた可燃ごみの縮減と

埋め立てごみをゼロにする試みや、今後の施設の在り方についても話を

伺いました。きれいセンターは稼働から19 年が経過しており、一般的寿

命が 20～25年といわれる施設にあって、補・改修や運営手法など多くの

課題を抱えているようです。 

続いて、「公共施設の延命について」安芸高田市市民部環境生活課長の

中村さんから説明を受けました。 

安芸高田市の公共施設現況調査（平成 25 年 4 月 1日現在）では、施設

総数365施設、総棟数662棟、総延べ床面積286.218㎡となっています。

今後の方向性として、総量の 30％削減を目標に公共施設の配置適正化を

図ることとしており、併せて、公共施設の屋根貸しによる太陽光発電事

業の推進を民間会社との提携により進めて

います。 

30％の削減目標は大変厳しいものと感じま

したが、持続可能な自治体となるためには不

断の努力が必要であり、厳しい現実に我々も

もっと目を向けなくてはなりません。 

終了後は、安芸高田市の神楽門前湯治村で

懇親を深め、それぞれの自治体の取り組みな

どについての意見交換に花が咲きました。 

 


