
 

 

平成２８年度 
 

市民と議会をつなぐ意見交換会 

報 告 書 
 

    開 催 日 平成 28 年 9 月 3日（土） 

   開 催 会 場 芸術文化センター ポポロ 

 

開催内容 

○ 議会の仕組み・役割について 

○ 各委員会からの報告 

報告テーマ 

 総務財務委員会 

厚生文教委員会 

経済建設委員会 

新斎場建設調査特別委員会 

  駅前東館跡地活用調査特別委員会 

庁舎整備調査特別委員会 

築城 450 年事業調査特別委員会 

 

 議会広報特別委員会 

 

○ 意見交換会 

 

 

 

 

 

 

公共施設マネジメント 

子育て支援 

本郷地区産業団地（仮称）整備事業 

新斎場建設事業 

駅前東館跡地活用調査特別委員会における調査 

新庁舎建設 ～基本設計～ 

築城 450 年事業調査特別委員会の設置理由と 

中間報告 

議会をもっと知ってもらうために 

 

テーマ：まちづくりについて 

 

 

三 原 市 議 会 



開 催 日

開催場所 参加人数

質疑応答

新消防署の建設に伴い，緊急出動車
両とポポロへの来場者の車両が混雑
するのではないか。

質　問　・　意　見　等 答　　　　　弁

質　問　・　意　見　等

以前よりも駐車場が狭くなってい
る。今後，想定される事案につい
て，理事者側とも協議を重ねてい
く。

答　　　　　弁

本郷産業団地ができるなら，本郷イ
ンターから産業団地まで弾丸道路を
通せば良いのではないか。

貴重な意見とし受け止める。

質疑応答

質疑応答

        市民と議会をつなぐ意見交換会 報告書

午後 ２ 時　　から　午後 ４ 時

 　テーマ 【　まちづくりについて　】

【意見交換会】　　　

【議会報告】（厚生文教委員会）

芸術文化センターポポロ 118人

出席議員

平成２８年　９月　３日 (土)

       ２５名（２名 病欠）

質　問　・　意　見　等 答　　　　　弁

船木小学校の跡地活用について

・誰がどういう形で跡地活用を進め
  ているのか分からない。
・地域（船木）で意見を言う場がな
　い。
・地域（船木）の声を聞いていただ
　きたい。
・今の組織を壊して，新しい組織を
　作っていただきたい。
・「将来の夢を語る会」を開催して
　はどうか。

本郷産業団地について，道路は高坂
まで抜けるのか。

グラウンドと体育館及び子育て支援
については，暫定的ではあるが，現
状での運営が決まっている。
校舎の活用について，跡地活用委員
会で地域から集めたアンケートの意
見に基づき，協議している段階であ
る。
本日のご意見はしっかり受け止め,今
後の体制等も含め前向きに協議して
いきたい。

道路は県道三原本郷線となり，高坂
まで抜ける。

【議会報告】（経済建設委員会）



質疑応答

新庁舎の建設費用の財源と坪当たり
の単価はいくらかかるのか。

国の補助である合併特例債が７割，
本市の大規模事業債が３割で賄う。
また，１平方メートル当たり４２万
５千円で，他市と比較してもほぼ変
わらない。

議員立法の実績は。

実績数は把握していないが，議員の
提案はなくても，議会での質問案件
が理事者側によって条例の制定につ
ながるという例もある。

なぜ，隆景公と呼ばないのか。

小早川隆景公とすると，呼びにくい
ことも一因と思われる。しかしなが
ら，公を尊称として呼び掛けること
は必要と考える。改めて検討し報告
する。

新斎場では葬儀はできるのか。
基本的には葬儀はできないが，直葬
や初七日等はできるよう検討してい
る。

本年６月２１日の午前１１時から午
後５時の間，騒音の調査をした。そ
の際には出入口のシャッターを閉め
た状態で調査したが，問題なしで
あった。（設計上は常時閉めての使
用となっているため）
今後，ポポロの運営と緊急車両の出
動時のあり方については，十分な協
議を重ね，議会としても注視してい
く。

市議会のチェックとは，どのように
なされているのか。

予算・決算・補正予算案等につい
て，すべて審査しチェックをしてい
る。

新斎場建設反対の声があるが，その
方向性は。

高坂地域では了解済みである。久井
町の中野・土取・坂井原地区で反対
があるので，理事者側が地域での説
明会を実施している。

山陽自動車道が降雪などで不通に
なった場合，新斎場への交通手段
は。

三原本郷線を経由して行く。

新庁舎は南海トラフ地震や津波に対
応できるのか。また，情報機器や機
械設備など浸水への配慮は。

１階床は，最高潮位３.２メートルま
では浸からない設計である。
また，機械設備等の重要設備は最上
階に設置する。

城跡の堀端に公園や遊歩道を整備中
であるが，転落防止柵の高さはどの
くらいか。

詳細は把握していないので，後日報
告する。

新斎場の今後のスケジュールは。
現在，実施設計中で今年度中に完
了。
平成３０年８月完工予定である。

新消防署の緊急出動車両のサイレン
音が，ポポロへ影響するのでは。



要　望

要　望

インバウンドを活用した三原市の活性化については，三原市を拠点として，
国内外の来訪者との体験交流や農水産物の売上などの経済効果が見込まれ
る。
そのためには簡易宿泊施設が必要となるので，閉校後の校舎の利活用が肝要
と考える。公共施設の効率的な削減とメリハリの効いた活用策を要望する。

町内会組織を見直すべき。特に，町内会長の輪番制は問題がある。また，市
民の声や地域の状況を汲み取り，議員と議会は協議を重ねて理事者側に上
げ，行政に反映してほしい。まちづくりについて，今一度考え直すべきでは
ないか。

質疑応答

職員の苦情を受けた担当課は，回答
や再発防止策などを書面に残してい
るのか。

理事者側で何らかの対応をし，書面
も残して管理しているものと思う。
また，具体的な対応策については確
認のうえ報告する。

広報みはらにある「市民の声」に，
職員の窓口での対応に対する苦情が
掲載されているが，議員は関心があ
るのか。そのことについて，どのよ
うな対応をしているのか。

市長や窓口に対して直接介入はせ
ず，平素から，気づいたことや情報
などは逐一担当課に伝えている。



常任委員会

◎七川　義明 ○正田　洋一 安藤　志保 児玉　敬三 徳重　政時

伊藤　勝也 松浦　良一 中重　伸夫 分野　達見

◎荒井　静彦 ○岡　　富雄 平本　英司 亀山　弘道 新元　　昭

岡本　純祥 小西　眞人 寺田　元子

◎高木　武子 ○萩　由美子 政平　智春 陶　範昭 加村　博志

谷杉　義隆 中村　芳雄 力田　忠七 仁ノ岡　範之

特別委員会

◎加村　博志 ○新元　　昭 児玉　敬三 岡　　富雄 伊藤　勝也

亀山　弘道 高木　武子 岡本　純祥 分野　達見 小西　眞人

七川　義明 寺田　元子 力田　忠七

◎小西　眞人 ○安藤　志保 平本　英司 正田　洋一 萩　由美子

徳重　政時 新元　　昭 高木　武子 陶　範昭 荒井　静彦

分野　達見 力田　忠七

◎仁ノ岡 範之 ○政平　智春 児玉　敬三 岡　　富雄 伊藤　勝也

亀山　弘道 松浦　良一 加村　博志 谷杉　義隆 中重　伸夫

岡本　純祥 七川　義明 寺田　元子

◎荒井　静彦 ○萩　由美子 平本　英司 正田　洋一 安藤　志保

徳重　政時 政平　智春 松浦　良一 陶　範昭 谷杉　義隆

中重　伸夫 中村　芳雄 仁ノ岡　範之

◎正田　洋一 ○伊藤　勝也 児玉　敬三 岡　　富雄 亀山　弘道

寺田　元子 力田　忠七

築城450年事業
調査特別委員会

議会広報
特別委員会

三原市議会 委員表

　　　　　　　　　　    平成28年9月1日現在

◎:委員長　○:副委員長

◎:委員長　○:副委員長

新斎場建設調査
特別委員会

総務財務委員会

厚生文教委員会

経済建設委員会

駅前東館跡地
活用調査

特別委員会

庁舎整備調査
特別委員会


