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開催日

開催場所

平本　英司 岡　富雄 伊藤　勝也 松浦　良一 谷杉　義隆

小西　眞人 七川　義明

班　　長 報 告 書

司　　会 受　　付

答 弁 者 資料説明者

書　　記 パソコン

欠席議員

参加者数 内議員3名

報告内容

三原市立第一中学校体育館

午後７時　から　午後8時30分

松浦　良一

役割担当

質疑応答

　①　議会の仕組み
　②　平成２６年度予算概要

質　問　・　意　見　等 答　　　　　弁

【報告会】

　市立小学校の統廃合問題については，近年
の重要課題として取り組んでいます。市立小
学校と国立附属小学校との統合は難しいで
す。

　今工事が進められています。市民の声が届
いていないと。この事業は，県の事業で，平
成２６年度は，２億円の事業費。この経緯に
ついては，議会は不明です。意見として受け
止めておきます。
　大きな事業内容については出ています（緑
地帯等の構成内容を発表）。今年度は，用地
買収と設計となっています。

　糸崎には，多くの事業が入っています。市
内から尾道へのアクセス等国土交通省の事業
です。即答のできる事業ではないので，お聞
かせ頂いておきます。

　長年の夢で，木原の方だけではなく，市内
の方々も思っているところです。やっと見え
てきたのが最近の事です。
　議会も課題を持っている事業です。

　ご要望とさせていただきます。

〔防災の避難場所の設置に関して〕
　防災では，コミセンが避難場所になってい
ますが，旧第二中学校跡地に箱物があったら
と思うが，広場の活用をお願いしたい。

議会報告会　報告書

〔教育・庁舎問題に関して〕
　教育がひどいことになっている。万引きが
多い。三原市立三原小学校と附属小学校を統
合して，三原小学校跡地に市庁舎を建て替え
るべきではないか。

〔松浜の埋め立てに関して〕
　松浜港の歴史から産業遺産に値する。埋め
立て計画地には価値があるものがあるので，
計画の見直しを。
　埋立の説明会（審議会）では申請の案とし
ての説明であった。今は，具体的に進んでい
ると思うがどうか。

〔国道２号の拡幅工事に関して〕
　歩道幅員を狭めて，自転車道を工事してい
るのはおかしい。
　三菱病院前の工事について，なぜ危ない工
事をするのかと話している最中に，事故が発
生した。
　歩道を2.5ｍにして欲しい。

〔木原道路に関して〕
　下部工が完成している。上部工はいつか。
話し合いもない状況です。今年度の工事予定
はどうでしょうか。
　市としても，早く尾道バイパスに繋がるよ
う国へ要望して頂きたい。

小西　眞人

七川　義明・松浦　良一

伊藤　勝也・谷杉　義隆

伊藤　勝也

山際・菊田

平本　英司

平本　英司

担当班
及び名簿

A 班 

平成 26 年 7 月 28 日 (月)

28 人　
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〔やっさ花火大会に関して〕
　花火は，須波，円一町，鷺島から見える。
5万人が糸崎では無理。分散が必要と思う。
リスク分散を考えて欲しい。

　やっさ実行委員会の事案です。
　持ち帰り，経済部に通知します。

【意見交換会】

〔南北道路の整備に関して〕
　東西道路の整備は進んでいますが，久井・
世羅と三原を繋ぐ南北，縦の道路の整備をお
願いしたい。

　平成１６年に八幡，久井，世羅で整備促進
協を設置，地元選出代議士にお願し，平成
20、21年度2年間5,000万円トンネルの設計費
予算化。第1トンネルＬ＝800ｍは，設計済み
です。第2・3トンネルは，未定。三原本郷線
が最重要との事です。
　トンネルの入口，出口の用地は八幡町の住
民の方，市有地です。頑張っていきたい。

〔空家の所有者の確認に関して〕
　町内に空家が増えています。崩れそうな空
家もあります。この空家の所有者の特定を地
元（町内会長）に言われても分りません（個
人が町内会長に聞いてきます）。市で対処し
てもらいたい。

　要望とさせていただきます。

〔やっさ花火大会に関して〕
　やっさ花火大会で第一中学校が駐車場に指
定されていますが，国道横断の陸橋を通るこ
とになりますが，長浜の事故の件がありま
す。どう対処しているのでしょうか。
　聞き置くだけではだめです。どう予測対処
するのか。事故があったら追求します。

　三菱の土地が使えないため台船からあげま
す。想像がつきません。持ち帰ります。
　やっさ実行委員会の事案です。
　経済部に通知して地元へ回答して頂くよう
にします。

質　問　・　意　見　等 答　　　　　弁

質疑応答
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開催日

開催場所

高木　武子 徳重　政時 安藤　志保 政平　智春

新元　　昭 梅本　秀明 寺田　元子

班　　長 報 告 書

司　　会 受　　付

答 弁 者 資料説明者

書　　記 パソコン

欠席議員 政平智春

参加者数 内議員８人

報告内容

議会報告会　報告書
2014年7月28日(月) 午後７時から　午後８時３０分

　ゆめきゃりあセンター

担当班
及び名簿

B班

役割担当

高木　武子 寺田　元子

新元　　昭 徳重　政時

全　　員 安藤　志保

寺田　元子 安藤　志保

１５人

【報告会】

　①　議会の仕組み
　②　平成２６年度予算概要

質疑応答

質　問　・　意　見　等 答　　　　　弁

　何の目的でやるのか，位置づけを
はっきりしてもらいたい。

　「議会基本条例」をつくり，開か
れた議会にしていくために，議会報
告会を開催したものです。

－ 3 －



【意見交換会】

質疑応答

質　問　・　意　見　等 答　　　　　弁

　市の借金が多いのではないか。 　財政状況は悪くなく，議会では市
当局に長期財政計画を提出させ,
チェックを行っています。

　市庁舎問題は市民にオープンな場
を設けて意見を出し合ってもらいた
い。

　次回はひとつのテーマで意見交換
をしていくことも考えてみます。

　議員ひとりひとりがもっとよく勉
強すべきではないか，そのために
「政務活動費」が大事ならさらに増
やす必要もあるのではないか。

　調査研究をしていくには現在の政
務活動費の金額では不十分だと受け
止めています。

　職員の研修(コンプライアンス)を
議会としてどうチェックしているの
か。

　職員が法律・条例・規則に基づい
て業務をしています。
　法律改正などで研修を行うのは当
然です。議会はそこまでチェックは
していません。

－ 4 －



開催日

開催場所

萩由美子 児玉敬三 亀山弘道 陶　範昭 中村芳雄

荒井静彦 仁ノ岡範之

班　　長 報 告 書

司　　会 受　　付

答 弁 者 資料説明者

書　　記 パソコン

欠席議員 　　無

参加者数 （議員2人含む）

報告内容

　　芸術文化センターポポロ

午後７時　から　午後　８時55分

陶　範昭

役割担当

質疑応答

　活発にするために一問一答方式を
取り入れ，時間制限と回数制限を変
更して取り組んでいます。

　①　議会の仕組み
　②　平成２６年度予算概要

質　問　・　意　見　等 答　　　　　弁

【報告会】

　議論がもっと活発に行われるべき
だ。

　請願書は，１人以上の紹介議員が
必要で，本会議で取り上げて委員会
で審議し，結果を請願者に報告しま
す。
　陳情書は議長が会派代表者会議に
諮り，取り扱いを決めますが，紹介
議員は必要ありません。

　議員は市民の意見を行政に反映
し，また，行政をチェックする役目
があります。

　疲弊した地域を活性化するために
国の制度と予算を利用して，地域の
実情に詳しい方を地域支援員として
置いています。市の職員と連携して
活動します。

　ご意見の通りです。検討します。

議会報告会　報告書

　請願書と陳情書は，どちらが重み
があるか。

　市議会議員の役目は何か。

　地域支援員と支所の役割が重複す
るのではないか。新設した意味は何
か。

　本会議傍聴の案内があったが，通
路があまりにもひどい。

仁ノ岡範之

荒井静彦

萩由美子・児玉敬三

亀山弘道

事務局

中村芳雄

中村芳雄

担当班
及び名簿

Ｃ班　　 

平成　26年　7月　31日 (　木　)

２２人　
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　隣接する空き家の樹木が邪魔をす
るが，手立てはないか。

　私有地の草木に手出しできません
が，話し合ってやるのは良い方法で
す。

　防災サイレンを止めているが，鳴
らすようにしてほしい。

　持ち帰って消防署へ連絡します。

【意見交換会】

質疑応答

質　問　・　意　見　等 答　　　　　弁

　空き家対策の条例を作れないか。
防犯や防火の面からも重要。

　国で法律を作ろうとしたのです
が，できていません（現在，進みつ
つあります）。

　消防署を旧水源地に建てたらどう
か。
　消防署の一角に消防団の建物を
作ってほしい。

　持ち帰って連絡します。
（すでに三原市消防庁舎整備検討委
員会で検討されています。）

　本日の議会報告会の案内を町内会
放送でもやるべきだった。

　検討します。

　ポポロ周辺の樹木の背が高く，外
から見えにくい。防犯の観点から考
えてほしい。

　関係部署へ連絡します。

　やっさ祭りの時，駅より西側には
トイレが少ない。考えてほしい。

　関係部署へ連絡します。
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開催日

開催場所

中重　伸夫 力田　忠七 岡本　純祥 加村　博志 住田　　誠

正田　洋一

班　　長 報 告 書

司　　会 受　　付

答 弁 者 資料説明者

書　　記 パソコン

欠席議員

参加者数

報告内容

議会報告会　報告書
平成２６年７月３１日 (木) 午後７時から午後８時５０分

本郷生涯学習センター

担当班
及び名簿

D　班 

役割担当

中重　伸夫 住田　　誠

住田　　誠 事務局

力田　忠七，岡本　純
祥，
加村　博志

正田　洋一

正田　洋一

４７人　

【報告会】
　①　議会の仕組み

質疑応答

質　問　・　意　見　等 答　　　　　弁

　政務活動費は個人に払われている
のか，会派なのか？

　会派に払われています。

　常任委員会の視察旅費はどうなの
か？

　市の旅費規程に基づいて支払われ
ています。

　放課後児童クラブの指導者は，有
資格者なのか？

　教諭・保育士の有資格者が必ずい
ます。

　放課後児童クラブが増えてきたと
思うがその理由は？

　市民のニーズに応えて増設してい
ます。

　政務活動費の一部を放課後児童ク
ラブの費用に充てて，個人負担額を
無料にしてほしい。

　個人が払っている額は，児童の保
険代やおやつ代で，利用者が負担す
るべきものと考えています。
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【意見交換会】

質疑応答

質　問　・　意　見　等 答　　　　　弁

　本郷工業団地が必要。早く建設し
てほしい。

　平成２７年度から５ヵ年で６億円
の予算を計画し、県に事業の要望を
しているところです。

　本郷１丁目から４丁目にある踏切
が一斉に下がったままになることが
あり，緊急時に困る。踏切に影響の
無い道路が必要ではないか？

　市担当部署へ連絡します。

　猪の「箱わな」の免許を取得した
が，猟友会の会費や保険料などが高
額で活用できない。助成してもらえ
ないか？

　市担当部署へ連絡します。

　学校統合について，住民が納得し
ていない。とりあえず，北方と船木
の２校で統合して，３地域の中心付
近に統合校を新設すべきである。こ
のことに同意する１２００名の署名
も集まっているので，請願書を出す
ことを考えている。

　市担当部署へ連絡します。

　南方小学校が学校統合で児童数が
多くなれば，学力低下にならないか
不安。少人数性のクラスで教育すべ
きである。

　市担当部署へ連絡します。

　議員が公開授業や教育研究会等に
参加して，教育現場の実情を把握し
てほしい。

　ご指摘を真摯に受け止めます。

　平成３５年に完成予定の東本通区
画整理の工事が遅れている。現在、
資材が高騰し，人手も不足してお
り、保留地の価格も下がっている。
本当に予定通り完成するのか？

　昨年，保留地は３つ売り出して全
て売れました。工事の予定などは担
当部署へ連絡します。
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開催日

開催場所

平本　英司 岡　富雄 伊藤　勝也 松浦　良一 谷杉　義隆

小西　眞人 七川　義明

班　　長 報 告 書

司　　会 受　　付

答 弁 者 資料説明者

書　　記 パソコン

欠席議員

参加者数 議員数込み

報告内容

質疑応答

議会報告会　報告書
平成 26 年 8 月 1 日 (金) 午後７時　から　午後8時30分

くい文化センター

担当班
及び名簿

A 班 

役割担当

松浦　良一 伊藤　勝也

岡　　富雄 山際・菊田

松浦　良一・谷杉　義隆 平本　英司

伊藤　勝也・谷杉　義隆 平本　英司

７２人　

【報告会】

　①　議会の仕組み
　②　平成２６年度予算概要

質　問　・　意　見　等 答　　　　　弁
〔農村広場の利用無料化について〕
　江木・下津の農村広場をグラウンドゴ
ルフで利用してきた。今までは無料で利
用できたが，Ｈ２６年度から有料となっ
た。少年野球も料金負担が大変とのこと
で，草刈りをする条件で無料化になった
と聞くが，老人達のグラウンドゴルフも
同じこと。徴収を見直してもらいたい。

　条例によりＨ２６年度から２３０円/
時間の料金を徴収しています。
　草刈りをするから無料化になったとい
うのは間違いで，練習場の代替地，青少
年育成の観点から６月から無料になって
います。
　市にお願いしているところで，今少し
お待ちいただきたいと思います。

〔小学校廃校利用について〕
　羽和泉小学校体育館東側土間の部分
は，コンバイン２〜３台入れることがで
きるが，農事組合法人等が利用すること
は出来ないか。
　住民利用を考えてもらいたい。

　久井小，久井南小，羽和泉小が廃校。
　利用については，跡地利用検討委員会
で検討中です。南小は，認定こども園，
久井小は，１階をコミセン施設，２階は
民俗資料館で検討中です。
　羽和泉小は，教育委員会で管理，「老
健施設」を提言しています。一部の農家
に貸与することについては検討が必要で
す。教育委員会と協議してみたいと思い
ます。
　大和町の廃校利用についての事例を説
明。
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質疑応答

質　問　・　意　見　等 答　　　　　弁
〔鳥獣被害対策について〕
　網や柵をしてもシカは入る。網を２段
にしている。ハンターに頼んで数を減さ
なければ，ならないと思う。
　被害対策に力を入れて欲しい。

　全く同感です。メッシュの柵を１０数
ｋｍ２段でやっていますが，シカは飛び
越えてしまいます。その上に線を張って
います。
　鷺島はモデルでやっています。効果は
公表されていませんが，鳥獣対策を一緒
にやっていきたいと考えます。

〔道路修繕について〕
　道路の中央線、側線が薄くて見えな
い。運転がしにくい。パトロールして確
認をして改善して頂きたい。

　市道については，１週間に１回は確認
しています。
　国道、県道については，それぞれの道
路管理者に要請します。

〔河川の浚渫について〕
　坂井原上組圃場整備第１工区内の河川
に土砂が堆積している。今まで地元で除
去してきたが，堤防法面は既に満杯であ
るので，これを早急に除去してほしい。

　河川が市の管理かどうか。市の管理な
ら支所にお願いします。
　県管理河川については，計画的にやっ
ていくとの方針です。前期計画はＨ２７
年度まで，後期は２８年度から５カ年計
画です。
　支所に現地を見てもらいます。

〔道路拡張・里道修繕について〕
　山陽自動車道が開通した時からお願い
しているが，一向にできないが，市民の
声を聴いてほしい。
　里道の路肩が崩れているが修繕をお願
いしたい。

　新市建設計画にないので，難しい状況
でした。新市建設計画，特例債適用が５
年延長されるので，その中での取り組み
に努力します。
　支所に現地を確認させ改修に努めま
す。

〔恵下谷の工事について〕
　毎年工事で，通行止めになり困ってい
る。通行止めにならないように県にお願
いして欲しい。

　恵下谷のトンネル化については糸崎の
報告会でも意見をいただきました。
　平成１６年に八幡，久井，世羅で整備
促進協を設置，地元選出代議士にお願い
し，平成20、21年度2年間で5,000万円を
トンネルの設計費を予算化。第1トンネ
ルＬ＝800ｍは，設計済みです。第2・3
トンネルは出来てなく未定です。
　出入口の用地は八幡町の住民の方と市
有地でありますので協力して頂けるもの
と思います。できるだけ短期間での工事
を要請します。
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開催日

開催場所

高木　武子 德重　政時 安藤　志保 政平　智春 新元　昭

梅本　秀明 寺田　元子

班　　長 報 告 書

司　　会 受　　付

答 弁 者 資料説明者

書　　記 パソコン

欠席議員

参加者数 内議員数３人

報告内容

議会報告会　報告書
2014年8月26日 午後7時～8時30分

　 中央公民館

担当班
及び名簿

Ｂ班 

役割担当

高木　武子 寺田　元子

新元　　昭 德重　政時

全　　員 安藤　志保

寺田　元子 安藤　志保

２０人　

【報告会】

　①　議会の仕組み
　②　平成２６年度予算概要

質疑応答

質　問　・　意　見　等 答　　　　　弁

　議会基本条例ができて２年間の間
に，議会報告会が開かれなかったの
はなぜか。

　環境、条件を整えながら実現して
いきます。

　なぜ、議会の傍聴が少ないのか反
省もいる。魅力ある議会になるよう
期待している。個々の議員に聞きた
いこともある。報告は短くていいの
でやり取りし合う時間がほしい。

　今後は、テーマを決めてやってい
くのもいいのではと考えています。

　住んでみたい街、大切にされてい
る実感がある街など人権を大切に。
　犬猫については民間の取り組みが
先行している。

　ペットと共存していくことを，議
会としても理事者へ意見反映してい
きます。

－ 11 －



　農林整備課へ要望にいった際の通
された部屋の椅子が座りにくかった
ので改善を求める。

　持ち帰り担当課に伝えます。

【意見交換会】

質疑応答

質　問　・　意　見　等 答　　　　　弁

　消防庁舎の建て替えについて、車
両が出動できなくなるとか津波の問
題があると知ったが。

　「下駄履き」状態の消防庁舎は弱
いので耐震化が必要です。

　議会だよりで会派の視察報告はで
きないのか。

　現状では議長への報告にとどまっ
ています。
　持ち帰り検討します。

　市庁舎屋上の消防サイレンが昔
あったが，緊急情報としてはサイレ
ンが一番みやすいのではないか。人
の命にかかわる問題なので簡単に廃
止しないでもらいたい。

　現在消防団員へは，携帯電話によ
る連絡が行われています。今後は家
庭へのＦＭ放送も視野に入れた，取
り組みが進められています。

－ 12 －



開催日

開催場所

萩由美子 児玉敬三 亀山弘道 陶　範昭 中村芳雄

荒井静彦 仁ノ岡範之

班　　長 報 告 書

司　　会 受　　付

答 弁 者 資料説明者

書　　記 パソコン

欠席議員 　　無

参加者数 （議員2人含む）

報告内容

　　三原市立須波小学校会議室

午後７時　から　午後　８時00分

陶　範昭

役割担当

質疑応答

　

　①　議会の仕組み
　②　平成２６年度予算概要

質　問　　　意　見　等 答　　　　　弁

議会報告会　報告書

　地域に出向いての報告会の目的は
何か。
　今後の議会報告会は予算決定の後
だけなのか，議会のたびごとなの
か， どのようにするつもりか。

　市政懇談会だと勘違いをして参加
した。議会の仕組みは初歩的な内容
だったので不満である。広報や議会
だよりで議会活動についてはよく
知っているつもりだ。他の地域の様
子を聞きたい。今回は何回めなの
か。

　

　

仁ノ岡範之

中村芳雄　荒井静彦

児玉敬三　亀山弘道

亀山弘道

事務局

萩由美子

萩由美子

担当班
及び名簿

Ｃ班　　 

平成　26年　8月　26日 (　火　)

13人　

【報告会】

　議会の活性化を目指しています。
市民の皆さんに議会活動について
知って頂くことも目的です。
　意見交換をどうするか，どの時期
にするかなど，今回の結果を総括し
て検討いたします。

　この会場で７会場目です。私たち
は，前回ポポロで行い２２名の参加
者がありました。町内会放送がな
い，アピールが足りないという意見
も頂きました。反省を生かして次回
を検討します。
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【意見交換会】

質疑応答

質　問　　　意　見　等 答　　　　　弁

　庁舎建て替えについて庁舎整備検
討委員会を作って検討しているよう
だが，有識者に頼り切っているよう
に感じる。市民に選ばれた議員とし
て議会で責任を持って決めてほし
い。

　議会は庁舎整備調査特別委員会を
作っており，市長の提案を受けて調
査　研究を進めています。

　どのように政務活動費の情報公開
をしているか。

　議会だよりで広報しています。
　三原市の場合は１人当たり年間30
万円を，会派の活動に使っていま
す。
　事務局には２５年度実績報告をい
つでも見れるように準備していま
す。事務局においでください。

　須波小の耐震工事はどうなってい
るか？聞くところによると請け負う
業者がないとか聞く。いつ地震があ
るかもわからないのに早くやっても
らいたい。

　後ほど調べて報告します。
　【入札不調のため】

　今日の議会報告会の案内が広報８
月号に載っていない。広報で案内す
べきだ。また，町内会放送を使って
案内してほしい。
　参加して勉強になった。

　次の報告会開催に向けての検討課
題とします。
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開催日

開催場所

中重　伸夫 力田　忠七 岡本　純祥 加村　博志 住田　誠

正田　洋一

班　　長 報 告 書

司　　会 受　　付

答 弁 者 資料説明者

書　　記 パソコン

欠席議員

参加者数 内議員数３人

報告内容

議会報告会　報告書
平成２６年８月２７日 (水) 午後７時　から　午後　８時３０分

三原第五中学校　図書室

担当班
及び名簿

Ｄ班 

役割担当

中重伸夫 正田洋一

住田誠 岡本純祥

力田忠七／岡本純祥 正田洋一

住田誠／正田洋一 正田洋一

0人

１６人　

【報告会】
　①　議会の仕組み
　②　平成２６年度予算概要

質疑応答

質　問　・　意　見　等 答　　　　　弁

質問なし

－ 15 －



【意見交換会】

質疑応答

質　問　・　意　見　等 答　　　　　弁

　広島市の土砂災害を受けて，大雨
の際，沼田川，天井川の草木が茂っ
ており，水の流れを阻害する可能性
が高い，その伐採を要望する。

　市の担当部署を経由して，県に要
望します。

　空き家対策において，所有者が分
からない，連絡が取れるところにい
ない場合，家屋崩壊や倒木などの対
応について困っている。

　市民相談窓口に連絡をいただけれ
ば，市の担当部署へ連絡するように
なっています。事案ごとにご相談い
ただきたい。

　白竜湖のダム放流について，県の
管理だと思うが，以前，タイミング
を誤って渇水となったことがある。
放流の管理をきちんと行ってほし
い。

　要望として承ります。

　三原の水道水源の沼田川上流椋梨
川水系では，農業地域が広がってい
るが，水道水においては，残留農薬
が流れ込んでいないか？

　三原の水道水は，緩速濾過，薬品
投与を行い，残留農薬は検出されて
いません。検査チェック済みです。

－ 16 －



開催日

開催場所

平本　英司 岡　富雄 伊藤　勝也 松浦　良一 谷杉　義隆

小西　眞人 七川　義明

班　　長 報 告 書

司　　会 受　　付

答 弁 者 資料説明者

書　　記 パソコン

欠席議員

参加者数

報告内容

議会報告会　報告書

　今日まで１回も報告会が出来なかった
のは。

　タイトルが堅すぎる。もう少しレベル
を上げてやって頂きたい。

　議会傍聴手続きで傍聴に行っても空席
が多い・魅力がない・迫力が足らない。

伊藤　勝也

小西　眞人

平本英司・谷杉義隆

谷杉　義隆

山際・菊田

平本　英司

平本　英司

担当班
及び名簿

A 班 

平成 26 年　8 月 27 日 (水)

18人　

幸崎コミュニティセンター

午後７時　から　午後8時30分

松浦　良一

役割担当

質疑応答

　①　議会の仕組み
　②　平成２６年度予算概要

質　問　・　意　見　等 答　　　　　弁

【報告会】

　議員個々では実施してきましたが，平
成２３年１２月議会で議会基本条例を制
定し，議会として実施していくもので
す。

　アンケートの提出を頂き，内容を検討
して今後に活かしていきます。

　議会としても勉強していきます。
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　保健所・法務局・消防通信等が尾道市
である。三原市が消滅するのではない
か。

　国の機関で止むを得ない部分もありま
すが，しっかりとした対応が必要であっ
たと反省しています。

【意見交換会】

　報告資料は出席者に対して出す資料で
はない。
　議会報告は地元に関する議題があった
方がいい。
　放課後児童クラブ・猪駆除等他の方法
を考えないといけないのでは。

　検討課題といたします。

　安全・安心と言いながら内部機能の十
分なチェック機能が果たされているのか
疑問と思う。

　例外の事もあり担当部局に申し添えま
す。

　報告会の資料は見にくい。
　当地の問題を１つでも入れてほしい。
　やり方を変えるべき。

　懇談会や座談会としてのやり方もあ
り，議会内で意見集約したいと考えま
す。

質　問　・　意　見　等 答　　　　　弁

質疑応答

　報告会の在り方・地元議員がいない，
前もって出席議員名簿を知らすべきで，
議員がテーマを決めて発表する方法も考
えるべきではないか。

　個人や会派の意見は述べない旨申し合
わせになっています。議員配分は常任委
員会・議会運営委員会の正副委員長を充
てそのもとに議員を振り分けています。
反省会等で協議・検討します。
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開催日

開催場所

高木　武子 德重　政時 安藤　志保 政平　智春 新元　　昭

梅本　秀明 寺田　元子

班　　長 報 告 書

司　　会 受　　付

答 弁 者 資料説明者

書　　記 パソコン

欠席議員

参加者数 内議員数８人

報告内容

議会報告会　報告書
2014年8月29日 午後７時から8時30分

大和勤労福祉センター

担当班
及び名簿

Ｂ

役割担当

高木　武子 寺田　元子

德重　政時 德重　政時

全　　員 安藤　志保

寺田　元子 安藤　志保

　議会は理事者の提案どおりなの
か。

　支所長公募を議会は認めなかった
経緯があります。
　国保では予算修正案が出されたり
しています。

　空港からトンネルで支所までつ
なぐ道路はどうなっているか。
　また歩道のない道へ歩道をつけ
るなどしてもらいたい

　現状では難しいとのことです。
　国道に歩道がなく危険な箇所に
は，当面は側溝の改修などで対応を
してもらっています。

９７人　

【報告会】

　①　議会の仕組み
　②　平成２６年度予算概要

質疑応答

質　問　・　意　見　等 答　　　　　弁

　三原市議会への請願には押印が
必要なのはなぜか。
　新庁舎は合併特例債を使うとい
うが、国保税、介護保険税も合併
して上がり大変だ。

　市議会会議規則で押印が必要と定
められています。
　庁舎整備は議会特別委員会で調査
し、１２月ごろまでに方向性を出し
ます。

　地域支援員の選任方法や活動記
録などどうなっているのか。

　公募したが応募の人数は，わかっ
ていません。
　地域事情に詳しい人、特性を熟知
している人を選び、調査研究を実施
し，任期は１年，３年間更新できま
す。

　雇用促進住宅が空いているが，
市はどんな展望を持っているの
か。

　雇用促進住宅問題の今後のありか
たについては，今後の住宅政策の一
環ととらえています。
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【意見交換会】
質疑応答

質　問　・　意　見　等 答　　　　　弁

　合併して大きな街になったので
庁舎は新しくして決着をつけても
らいたい。

　市においては庁舎整備検討委員
会，議会においては庁舎整備調査特
別委員会において検討が行われてい
ます。

　農業問題が深刻だ。後継者がい
ない農家は倒れるのではないか。
　後継者の育成には合併特例債を
使ってでもやってもらいたい。

　４割台の自給率や農地の集約化な
ど，課題が山積しており，議会でも
充分な審査が必要だととらえてい
る。
　後継者については法人などもあ
り、市も支援しています。

　薬草づくりは合併特例債で工場
をつくってやるのか。

　特例債ではやっていません。
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