
 

 
 

福山市長選挙 立候補予定者への公開質問書 

回 答 書 ＜第一次＞ 
 

 

 

 

 

 私たちは「コレキキ」（福山市長選 これを聞きたい！実行委員会）です。２０１６年８月に行われる福山市長

選挙に向けて、立候補予定者の方々に公開質問書を提出した市民有志です。 

 福山市長選挙は近年、投票率が２０％台になるなど異常な状況が続いています。そこで私たちは、一般市

民の疑問を立候補予定者の方々に届け、立候補予定者の方々の声や政策を一般市民に伝える役割を担い

たいと思っております。 

 質問は１２のテーマにわたっています。この質問に対し、２０１６年７月１４日現在で立候補を表明されているお

２人より回答をいただきましたので、これを＜第一次＞として公開します。 

 有権者の皆さんが投票される際の、有益な判断材料になれば幸いです。 

 「投票率 低いとは言わせない！」そんな福山市長選になるよう市民全体で盛り上げていきましょう。 

 

 

 

◆主催団体：コレキキ ～福山市長選 これを聞きたい！実行委員会～ 

◆協力団体：原発震災を考える福山市民の会、NPO法人こどもステーション、市民運動交流

センター（ふくやま）、市民 SOHO 蒼生舎、日本軍「慰安婦」問題を考える会・福山、

ふわっとネット（仮）、NPO法人ホッとるーむふくやま、みどり福山 

◆お問合せ：コレキキ事務局（坂田光永）TEL：090-9115-3317／FAX：084-944-3096 

 

 

 ※回答はウェブでもご覧いただけます（「コレキキ 福山」で検索！） 

→ https://www.facebook.com/korekiki.fukuyama/ 

 

福山市長選挙の投票日は８月２８日（日） さぁ、投票に行こう！ 
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２０１６福山市長選 公開質問書 

【１】福山市長の給与の金額について、どのように感じますか。 

 Ａ．高い  Ｂ．ちょうどよい  Ｃ．安い  Ｄ．その他 

 

村上栄二氏の回答 枝広なおき氏の回答 

Ａ．高い Ｄ．その他 

 これまでの財政は、課題はあるものの概ね堅

調でしたが、今後ますます少子高齢化率が高ま

ることに伴い、税収が減り歳出が増える事は明

確です。効率的な行政を目指し、行政評価と予

算編成の一体化の推進、複数年度での予算編成

などを進めます。加えて、市長自らが率先して

身を切ります。特に、4 年間で 2665 万 6000 円

にもなる市長の退職金については、市民の感覚

からかけ離れたものであり、ゼロもしくは大幅

な減額を検討します。 

 大切なことは市長の職と報酬にふさわしい仕

事をすることだと考えます。 

 まず福山の発展と市民の幸せ実現のために精

一杯働き、実際の報酬が見合ったものであるか

を検討していきたいと思います。 

 

 

【２】ひとり親家庭等の生活困窮状態にある子育て世帯の住宅環境・就労環境に関する施策について、

具体的な提案を考えていますか。 

 Ａ．具体的な提案を考えている 

 Ｂ．検討はしているが具体的な提案はなく、市民から意見を聴きたい 

 Ｃ．考えるつもりはない 

 Ｄ．その他 

 

村上栄二氏の回答 枝広なおき氏の回答 

Ａ．具体的な提案を考えている Ａ．具体的な提案を考えている 

 シングルマザーや移住者支援を行う島根県邑

南町などをモデルケースとして、保育園などに

関する金銭的援助、お子さんの医療費無料化、

住居などに関する金銭的支援など、福山市にお

けるひとり親家庭支援政策を推進します。とり

わけ過疎化が進む地域において、移住促進と子

育て環境の充実を図りたいと考えています。 

 貧困対策は重要だと考えています。 

 将来ある子供たちが貧困のゆえに人生の選択

肢を狭められていることがあってはなりませ

ん。 

 中学校給食の推進や子供の医療費無償化など

を検討したいと考えています。 
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２０１６福山市長選 公開質問書 

【３】福山市では「男女共同参画基本計画」を定めていますが、あなたの理想とする男女共同参画社会

とは、どんな社会ですか。 

 Ａ．男らしさ、女らしさを認め、生かし合う社会 

 Ｂ．性別にかかわらず個人として尊重される社会 

 Ｃ．その他 

 

村上栄二氏の回答 枝広なおき氏の回答 

Ｃ．その他 Ｂ．性別にかかわらず個人として尊重される社会 

 努力している人が認められる社会を目指した

い。一般的に女性の給料は男性の半額で、母子

家庭の生活保護率を見ても極めて厳しい現実が

ある。明石市が取り組んでいる養育費などの取

り決めを相談する窓口対応などを参考に、離婚

後の母子家庭が豊かに暮らせるようなワンスト

ップでの相談窓口を設置するなど、幅広い施

策・事業を推進していきます。 

 働く女性のサポートだけでなく、子育てに忙

しい主婦の方々の悩みのサポートや、障がいを

もつお子さんの家族のサポート、LGBT の方々

の生きづらさの解消など、あらゆる立場の人の

悩みに柔軟に対応できる、市民に寄り添った行

政へ転換を進めます。 

 

 

【４】福山市の歴史的遺産・文化財について 

（１）福山市行政は、福山市の保存する文化財の保護を充分におこなっていると考えますか。 

 Ａ．充分におこなっている  Ｂ．不充分である 

（２）今後、福山市の文化財の保護に力を入れるとすると、どのような点に力を入れたらよいと思いま

すか。 

 

村上栄二氏の回答 枝広なおき氏の回答 

（１）Ｂ．不充分である （１）Ｂ．不充分である 

（２）文化財は保護するだけでは不十分です。

先人が築きあげた貴重な歴史・文化を次の世代

へ継承させるためには、教育分野とも連携して

ハード、ソフト両面から守っていく必要があり

ます。特に福山城築城 400 周年を目指して、歴

史・文化遺産を利活用したまちづくりを進めて

いきます。 

 歴史文化遺産は地元の人達が深く認識し、自

分達の里に愛郷心が生まれてこそ必要なもので

す。江戸・明治期において福山市が分断された

歴史なども含めて、教育委員会と地元歴史教育

について深く議論することで、地域の文化資産

の素晴らしさや、水野勝成公や阿部正弘公のよ

うな人物による功績などを共有し、次世代に受

け継いでいきます。 

（２）福山市の文化財と、その歴史価値に対す

る市民の意識を高めます。また、文化財を活用

した事業やイベントを積極的に実施するととも

に文化財を大切にする NPO の活動を支援しま

す。 
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２０１６福山市長選 公開質問書 

【５】他県・外国等からの観光客の招来について 

（１）「鞆の浦」などへの他県・外国等からの観光客の招来の現状について、どう思いますか。 

 Ａ．多い  Ｂ．少ない 

（２）他県・外国等からの観光客を増やすためには、福山市の文化財をどのように活用したらよいと思

いますか。 

 

村上栄二氏の回答 枝広なおき氏の回答 

（１）Ｂ．少ない （１）Ｂ．少ない 

（２）龍馬の隠れ家、宮本武蔵の腰掛石、ペリ

ーの飲んだ保命酒など、すでにある文化財の価

値と認知を高めて、観光資源としての活用を推

進します。また、吉野ケ里遺跡で使われている

3D画像などの利活用や、ポケモン GOを活用し

た福山市ならではのまちおこしを検討するな

ど、新しい形での観光地形成を進めます。 

 特に、福山城に関しては、築城 400年を前に、

4重 5階で建てられた当時の城（木造で、北面に

鉄板が貼られていた）を復元するようなプロジ

ェクトを検討することで、観光資源の再生・強

化を図っていきます。 

（２）福山の文化財の価値は非常に素晴らしい

と考えます。外観等のハードを修復・整備する

とともに、発信方法を改善することで、本来の

魅力を発揮できれば、自然と市内外から多くの

方が訪れていただけると考えています。 

 あわせて、利活用のルールを柔軟に転換する

ことで、柔軟にイベント等が開催できるように

することも有効だと考えています。 

 文化財を観光のためだけに活用するべきとは

思いませんが、活用によって得た収益を維持・

保存に再投資することで、福山の宝をより輝か

せることにつながると考えています。 

 

 

【６】福山市は現在、「学校統廃合」を進めていますが、統廃合の対象となっている地域の住民からは反

対の声があがっています。学校統廃合をどのように考えますか。 

 Ａ．このまま推し進める  Ｂ．いったん白紙撤回する  Ｃ．その他 

 

村上栄二氏の回答 枝広なおき氏の回答 

Ｃ．その他 Ｃ．その他 

 学校統廃合は、教育機関施設をただ統合する

のではなく、地域社会の活性化へ向け、学校が

どのような役割をするのかの検討が必要です。

その意味で、地域活性化へ向けたステーション

として、地域住民同士、外部から訪れた方との

交流ができる場としての整備が必要です。現状

のように生徒数が少ないから統廃合という観点

では、今後も統廃合が進むという悪循環が生じ

るでしょう。 

 今は、地域性を活かしてそれぞれの多様性を

重んじる時代です。世界的にも小規模校が主流

になりつつある中、世界そして日本の成功事例

に習い、地域にとって最善の方法を検討してい

きたいと考えています。 

 人口減少社会にあって避けては通れない課題

ですが、地域の方々の声に十分耳を傾ける姿勢

が行政には必要です。地域によっては子育て世

代とその他の世代で意見が分かれている現実も

あります。特色のある学校教育の実現や、積極

的な跡地利用など各地域の実情にそった施策を

進めていきたいと考えています。 
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２０１６福山市長選 公開質問書 

【７】学校教育において、教科書選定や「日の丸」の掲揚・「君が代」の斉唱などへの首長の対応が注目

されていますが、市長としてどのように関与していきますか。 

 Ａ．積極的に関与していく  Ｂ．現場の判断を尊重する  Ｃ．その他 

 

村上栄二氏の回答 枝広なおき氏の回答 

Ａ．積極的に関与していく Ａ．積極的に関与していく 

 学習指導要領に基づいて適切に指導していき

ます。 

 福山に誇りを持つための、ふるさと学習を積

極的に推進します。あわせて、国際交流の機会

を増やし、グローバル社会の中で、未来を切り

拓く力のある子供たちを育てる教育を進めま

す。 

 

 

【８】同和対策については、2002年 3月末に「地域改善対策特別措置法」が期限切れとなり、一般の人

権施策に移行されていますが、部落差別は解消されたと考えますか。 

 Ａ．解消された  Ｂ．解消されていない  Ｃ．その他 

 

村上栄二氏の回答 枝広なおき氏の回答 

Ｂ．解消されていない  

 同和対策は過去の歴史的背景を十分理解した

上で、徹底した透明化と可視化された制度で対

応していくべきだと考えています。 

 あらゆる差別があってはならないとの基本的

立場に立ち、すべての差別の根本的な解消に努

めて参ります。 

 

 

【９】芦田川河口堰について、今後どのように対処すべきだと考えますか。 

 Ａ．なるべく早急に全面開放した上で、将来的には堰を撤去し健全な生態系を確保すべき 

 Ｂ．工業用水の供給を最優先し、継続して運用すべき 

 Ｃ．その他 

 

村上栄二氏の回答 枝広なおき氏の回答 

Ｃ．その他 Ｃ．その他 

 河口堰解放も、「水循環基本法」という流れを

踏まえ、水系に関する自然・人間などの関係性

を考えていきます。市民を交えた公開討論・ワ

ークショップなどを開催し、芦田川の未来、芦

田川と市民がどのようにふれあっていくかを市

民と共に考えていきたい。その上で渇水状況に

なった時のマニュアル、防災的観点での行動マ

ニュアルなどのより一層の整備を進めていきま

す。 

 地域の方々から、故郷の自然を取り戻したい

という想いをいただいている。芦田川の豊かさ

を取り戻すことは、自然と触れ合える子育て環

境の整備、漁業の振興等、福山市の魅力向上に

つながると考えている。現実の利用状況を踏ま

え、河口堰の解放も選択肢として具体的に対策

を検討していく。 
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２０１６福山市長選 公開質問書 

【１０】2011年 3月の東日本大震災では、東京電力福島第一原子力発電所で重大事故が発生しましたが、

政府は原発再稼働を推進しています。原発再稼働についてどう考えますか。 

 Ａ．再稼働すべき  Ｂ．再稼働すべきではない  Ｃ．その他 

 

村上栄二氏の回答 枝広なおき氏の回答 

Ｂ．再稼働すべきではない  

 原発立地自治体ではないので、再稼働につい

て意見する立場ではありません。ただ、日本の

原子力政策は、使用済み核燃料の最終処分地、

処分方法について具体的になっていない部分も

あり、発電だけ進められることには懸念してい

ます。 

 国政の課題だと考えます。 

 

 

【１１】福山市は「非核宣言都市」であり「平和首長会議」の一都市です。福山市として、核廃絶に向

けて、どのような取り組みをしようと考えますか。またこの件について、中高生の役割をどのよう

に考えますか。 

 

村上栄二氏の回答 枝広なおき氏の回答 

 私は基礎自治体の長を目指すので、小中学生

を中心に考えています。大阪市都島区などでは、

インターネットを通じて「中学生ネパールとの

Web 交流事業」が行われています。これを参考

として、様々な国の文化・歴史がある事を通じ

て「誤解を理解に変える」事を目標に、こども

たちに平和の心を育てていきたいと考えてま

す。 

「非核宣言都市」・「平和首長会議」の一都市と

してのこれまでの取り組みを後退させることな

く継続します。 

 また、中高生にもその考えを引き継いでもら

えるように取り組みます。 

 

 

【１２】国民、市民の多くが日本国憲法第九条を誇りに思っています。一方で「国防軍」創設等の改憲

の意見もありますが、これについてどのように考えますか。 

 

村上栄二氏の回答 枝広なおき氏の回答 

 首長として答えるべき内容ではありません。  国政の課題だと考えます。 
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２０１６福山市長選 公開質問書 

＜ 解 説 ＞ 

質問の一部について、その問題の背景やポイントを解説します。 

（なお、この解説は各立候補予定者への公開質問書には添付していません） 

 

【１】市長の給与など（2015年 4月 1日現在、福山市のホームページより） 

 給料：1,120,000円 （参考）類似団体における最高／最低額：1,180,000円／850,000円 

 期末手当：4.1月分（2015年度支給割合） 

 退職手当：（算定方式）給料月額×年数×85／100＋給料月額×月数×425／1000 

      （１期の手当額）26,656,000円（1,120,000円×4×85／100＋1,120,000 円×48×425／1000） 

      （支給時期）退職又は任期満了期 

 

【３】福山市男女共同参画基本計画（第 3次＝2013年策定）には「様々な分野において男女の不平等感があ

ることや、性別による固定的役割分担意識が根強く残っていること、家事・育児・介護等への男性の参画

や、政策・方針決定過程への女性の参画が十分に進んでいない状況があります」とある。 

 

【４】【５】30年以上にわたって続いた「鞆の浦埋立架橋計画」問題は、2016年 2月、広島県側が埋立免許

の申請を取り下げることで終結。一方、福山駅前の再開発では、福山城の遺構（石垣）が取り壊され、約

21億円を投じて地下送迎場が建設された。 

 

【７】2014 年に「地方教育行政法」が変えられ、教育委員会への首長の関与が認められるようになったが、

文科省は、教科書採択においては教育委員会の独立性確保が前提であり、調査員が教科書評価することは

適切であると国会で答弁している。県内の 2市では、教育現場からの教科書評価を無視しての採択が問題

となり、市民からの改善要請を受けている。また 1999 年に「国旗国歌法」が制定された際の付帯決議と

して「その取扱について、強制にならないよう注意喚起する」とされたにもかかわらず、国からの学習指

導要領などの形で、学校現場では卒業式での「君が代」斉唱などが指示されている。 

 

【８】同和問題は、1965年の同和対策審議会答申で「国の責務であり、国民的課題である」とされ、物的側

面での整備は進み、2002年 3月末の「地域改善対策財政特別措置法」の期限切れとなったが、2011年の

福山市の市民意識調査でも、一般的な結婚と同和地区出身者との結婚に関する意識較差などが見られる。 

 

【９】芦田川河口堰は 1981年に竣工し、今年で 35年が経過。この間、工業用水を供給してきた一方で、海

と河を遮断することにより、水質の悪化、生態系への影響、漁獲高の減少などの問題が顕在化した。その

後のダム増設や水需要の減少により、その重要性は当初の想定より低下しているとの指摘もある。 

 

【１０】福山市は島根原発から約 122km、伊方原発から約 147km（それぞれ福山市役所からの距離数）に位

置し、島根原発の重大事故時には松江市からの避難者 22,550 人を受け入れることが決まっている。隣の

尾道市議会では、2016 年 6 月「伊方原発再稼働を中止し、川内原発の運転停止を求める意見書」が賛成

多数で採択されている。 

 

【１１】福山市においては、1984年 12月「平和非核都市福山宣言」が市議会で採択された。 

 


