登 山 観 光 客 と 林 道 の 整 備・

熊倉

正造 議員

防災について問う


答

熊倉 大柿町、特に大 君
の住民の心配は山火事 で
ある。林道が防火帯と し
て機能すれば大きな山 火
事にならず、被害を局 限
できると思う。
今の陀峯山林道は防 火
帯として機能するのか 。

産業部長 陀峯山につ な
がる林道は、年に一度 、
シルバー人材センター に
委託し、林道沿いの除 草
等を行っています。ま た 、
落ち葉の原因となる周 り
の樹木の伐採等は、計 画
的 に、「 ひ ろ し ま の 森 づ
くり県民税」などの財 源
を活用し行っていきた い
と思います。

ら歩く「早瀬大橋と陀 峯
山」のコースで人気が あ
る。このコースを整備 す
れば登山観光客の増加 に
つながると思うが。

熊倉 老朽化した観光 施
設の再整備と眺望確保 の

産業部長 スタンプラ リ
ーの参加人数は、平成
年度 人、令和元年度
人です。

熊倉 どうも成果が市 民
の目に見えない。キャ ン
ペーンの参加者は。

市長 江田島六峰登頂 ス
タンプラリーやフォト ラ
リーなどを実施しまし た 。
今後もさまざまな媒 体
を通じて、広くＰＲに 努
めます。

江田島六峰の魅力アッ
プにつながる林道の整
備と防災に努める

熊倉 コロナ禍における
本市への総観光客数は。
市長 海上自衛隊第１術
科学校の見学が９割程度
減少するなど、総観光客
数の大幅な減少が見込ま
れます。
熊倉 江田島六峰への誘
客キャンペーンを実施す
べきと考えるが。
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長坂 ７月オープンの温
泉宿泊施設の利用と組み
合わせた体験型観光メニ
ューを充実させるべき。
交流プログラム開発の取
り組み状況は。
市長 観光戦略チーム「一
歩」で企画したサイクリ
ングガイドツアーやオリ
ーブ浴体験などを一般観
光客向けに整備し、サイ
クリングなどのアクティ
ビティと温泉を組み合わ
せて「アクティビティに
適した環境を持つ江田島
市」のイメージ確立に取
り組みます。
長坂 本市の主な観光動
員は海水浴とみかん狩り
であるが、みかん狩り観
光農園は縮小傾向で２園
のみ。新たに始めようと
する人への支援について
市の考えは。

登地 砲台山山頂付近は
イノシシの活動が激しく、
歩くことが困難である。
遊歩道の舗装はできない
か。
産業部長 舗装に要する
機械や資材の搬入方法な
ど課題があるため、解決
策を考えながら検討しま
す。
登地 ベンチ等の休憩場
所を設置できないか。
市長 今ある施設の維持
管理を基本として考えて
います。

長坂

実子 議員

観光振興計画について問う


で海岸清掃と観光に来ら
れており、機会があれば
広げたいと思います。
長坂 市は認知度アップ
のため、これまで宣伝に
力を入れ、効果は十分出
ていると思うが、新たに
進めている魅力発信事業
の内容は。
産業部長 事業者に委託
し、来年２月中にテレビ
の集中放送、ラジオ、Ｓ
ＮＳなどで本市の魅力を
発信します。
長坂 働く世代が日中テ
レビやラジオを視聴する
ことは少ない。インター
ネットでの情報取得が一
般的であるから、雑誌ラ
イターやＳＮＳのインフ
ルエンサーに体験しても
らい、情報発信をしても
らうこと、また、旅行サ

産業部長 ワーケーショ
ンされる方が利用しやす
いメニュー作りを「フウ
ド」と一緒に考えたいと
思います。

長坂 ウイズコロナの時
代となり、働き方改革に
よって、ワーケーション
のように働き方や休暇の
取り方が柔軟になってい
る。都会から地方への観
光以上移住未満の新しい
交流人口が見込まれるこ
の流れもつかむべき。市
内宿泊事業者に協力して
もらい、中長期滞在の受
け入れ態勢を作り、都市
部へのＰＲを考えるべき
では。

イトを扱う会社に売り込
むなど、時代や世代ニー
ズに合うＰＲをお願いす
る。

答 交流人口を増やし、移住・定住につな
げていくことを目指したい
産業部長 経営者の高齢
化と担い手不足の問題は
農業振興の目的として考
え、また体験型観光とし
ての担い手の発掘を考え、
もぎ取り農園の継承を考
えていきたいです。
長坂 みかんもオリーブ
に劣らないＰＲをして、
農家を元気づけていただ
きたい。
長坂 本市には美しい自
然もある一方、海ごみが
多いのも課題。自然の美
しさに触れることができ
るさとうみ科学館の「海
辺の観察会」と「海岸清
掃」、温泉などを組み合
わせ、環境問題を考える
エコツーリズムの体験メ
ニュー化を提案したい。
産業部長 市外からさま
ざまな方がボランティア

登地

市長 砲台山への誘客キ
ャンペーン等については、
観光協会ホームページや
江田島トレイルマップな
どを通じてＰＲをしてお
り、江田島六峰登頂スタ
ンプラリーやフォトラリ
ーなどを実施してきまし
た。
今後は、ＳＮＳ等によ
る情報発信を有効に活用
し、さらにＰＲを推進し
ます。

ない絶景で、集客力の高
い観光スポットになり得
ると考える。
砲台山を活用した観光
客誘致施策は。

靖徳 議員

砲台山の改善・改良について問う


登地 砲台山からは、瀬
戸内海の美しい景観を一
望できる。特に、晴れた
日の、まぶしく光る瀬戸
内海に、小さな宝石を投
げて浮かべたような小黒
の島々とその島影、カキ
いかだの間を往来する船
などが織り成す景色は、
海に浮かぶ「庭園都市 江
田島」の魅力が凝縮され
た、マチュピチュに遜色

市長 令和４年度完成を
目指して、遊歩道の整備
を現在進めているところ
です。
新たな遊歩道へ登山客
を受け入れるため、観光
協会のホームページ内の
「ハイキングＩＮ 江田
島」や「江田島トレイル
マップ」に情報を追加し、
案内看板設置も進めます。

答 景観整備に努める

の 整 備 は、
「ひろしまの
森づくり県民税」を活用
して実施しています。
森林公園については、
平成 年度から 年度ま
で、施設内の立木の伐採
を行い、植樹と遊歩道の
補修や手すりなどを設置
しました。
ま た、
「ＮＰＯ法人沖
美町地域再生会議」が毎
年行っている立木の伐採
等も、県民税を財源とし
て実施しています。
その他、山頂周辺につ
いては、地元業者の方に
保育管理を委託しており、
景観整備に努めていると
ころです。
登地 野登呂山から砲台
山への遊歩道整備計画が
あるが、整備後の登山客
の受け入れ体制は。
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消防長 たき火による 飛
び火に対しては機能し な
いと考えます。

登地 立木伐採等による
景観整備は考えているの
か。
市長 本市における森林

26

ための樹木の伐採を。
市長 樹木により視界が
さえぎられているところ
も多く、さらに、陀峯山
の休憩所と眺望案内看板
等の老朽化など、観光資
源として、多くの手当て
が必要であることは承知
しています。
眺望案内看板は、業者
へ依頼し、修繕するよう
準備をしています。
熊倉 林道の整備と防災
について伺う。
市長 林道の整備は、林
道沿いの除草に加え、眺
望の良い箇所の伐採など
を推進します。
防災については、梅雨
および台風時期に事前に
側溝などを点検し、災害
時には、通行止めの処置
やその箇所を市ホームペ
ージに掲載するなどして
災害の防止に努めます。
熊倉 陀峯山の登山道は、
側溝が見えないほど枯れ
葉や雑草に覆われている。
大君からの登山道は、呉
から登山者の団体がバス
で早瀬まで来て、そこか
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