
班 開催場所 所管委員会等 項目 出された意見・提言等 議会報告会での回答 委員会での対応

1班 高梁
（文化交流館）

総務文教 市税
　職員の負担を減らすために、第三者機関への回収機構を
別に設けて税金を積極的に回収してはどうか。

　検討させていただく。 　市独自で徴収が困難なものについては、岡山県市町村税
整理組合へ委託し、徴収が行われている。

1班 高梁
（文化交流館）

総務文教 図書館
　駅の3階、4階に図書館的なものをつくることは決定です
か。

　イメージ図として上がってきている。 　新図書館の位置は、備中高梁駅前の複合施設内とされ、
今後基本設計、実施設計を経て具体的内容が議会にも示さ
れる。

1班 高梁
（文化交流館）

総務文教 図書館

　中央図書館的な機能の図書館に関しては場所は未定で
あって、それを建てるのか、それとも複合施設の上をそれに
するのかは分からないということなのか。

　分からない。 　新図書館の位置は、備中高梁駅前の複合施設内とされ、
今後基本設計、実施設計を経て具体的内容が議会にも示さ
れる。

1班 高梁
（文化交流館）

総務文教 図書館

　ワークショップの結果をホームページに掲載するという話
だったが、まだ私たちへのバックがない。アンケートの結果も
返ってきていない。利用する交通機関に関するアンケートも
あったと思うが、議員さんたちは見ているのか。（執行部から
の回答がない）

　交通手段は、徒歩が199名、自転車が260名、バイクが5
名、自家用車が1,060名、バスが65名、電車が12名だった。
アンケートの回答者は1,622名だった。（執行部へ伝える）

　報告会での回答のとおり

1班 高梁
（文化交流館）

総務文教 図書館
　2回目のアンケート結果から考えると、駐車場を多く活用で
きる場所が適当と考えてもいいのではないか。

　便利になることで、電車やバスを利用して図書館を利用す
る方がふえるのではないかと思っている。

　報告会での回答のとおり

1班 高梁
（文化交流館）

総務文教 図書館

　どんな人が電車を使って図書館に来ると考えているのか。 　電車を一番利用しているのは、高校生、大学生だと思う。
それと周辺部からJRを利用するためにバスで来て、ちょっと
寄ってみようと思う人は確実にふえるのではないかと思う。

　電車は、高校生、大学生、通勤者が多く利用していると考
える。また、ＪＲを利用するためにバスで来て寄ってみようと
思う人もふえるのではないかと考える。

1班 高梁
（文化交流館）

総務文教 図書館

　なぜ今の資料館の後に本格的な中央図書館をつくろうとい
う話にまとまらなかったのか。

　今の駅をバリアフリー化する際になくなる機能を備北バス
ターミナル一帯へ移すことになっている。そこに図書機能を
持った図書館を建てるという計画である。

　高梁中央図書館建設計画策定委員会において、建設候補
地は高梁バスセンター及び文化センター駐車場とされた。

1班 高梁
（文化交流館）

総務文教 図書館
　駅前に図書館を持ってきて本当に活性化するのか。もっと
市の活性化についてどんどん提案すべきではないか。

　図書館については図書機能を持ったものを賑わい施設の
中に入れたいという説明になっている。

　いただいた意見は執行部にも伝え、図書館機能、運営等
についての議論の参考とさせていただく。

1班 高梁
（文化交流館）

総務文教 図書館

　議員さんの話では別途図書館があって、あそこは賑わい
施設として勧めるということだが、行政そのものはあそこを図
書館と決めてその方針のもとに進めているのではいか。

　そういう意見があったということについては、議会で論議さ
せていただく。

　新図書館の位置は、備中高梁駅前の複合施設内とされて
いる。

1班 高梁
（文化交流館）

総務文教 人口問題

　10年先には高梁市の人口が2万5,000人になるという報道
がある。市は3万3,000人で絵を描いていると思うが、人口が
減ることを根底において考えていかなければダメだと思う。

　今後検討させていただく。 　人口減少は本市にとって大きな課題である。産業の育成、
定住対策など、さまざまな視点から議会全体で議論していき
たい。

1班 高梁
（文化交流館）

総務文教 図書館

　市民の立場から見て、これは確かに図書館だというものが
できるのか。人が集まりやすい本だけを置いて、学術的な古
書は今の図書館に置くというように二重になる可能性もあ
る。そうなってもやむを得ないと考えているのか。

　図書機能の主になる部分については、これから皆さんの意
見を聞くという話になっている。

　いただいた意見は執行部にも伝え、図書館機能、運営等
についての議論の参考とさせていただく。

1班 高梁
（文化交流館）

総務文教 図書館

　高梁に文化ゾーンがあるなら、図書館はそこに建てるべき
だろうと思っている。それについては、議会でしっかり議論し
ていただきたい。巨額の費用を投資してつくるのだから、誰
もが納得するような図書館をつくってほしい。

　貴重なご意見ありがとうございます。 　新図書館の位置は、備中高梁駅前の複合施設内とされ、
今後基本設計、実施設計を経て具体的内容が議会にも示さ
れる。

1班 高梁
（文化交流館）

総務文教 図書館

　駅前の3店舗が動けば、駅前の開発はガラッと変わるので
はないか。車の出入りを考えても今の備北バスのところは危
険なので、あそこに図書館をつくるのは反対です。

　貴重なご意見ありがとうございます。 　新図書館の位置は、備中高梁駅前の複合施設内とされて
いる。安全面については今後議論していく。

1班 高梁
（文化交流館）

総務文教 人材育成 　時々市役所にお邪魔するが、市の職員が挨拶をしない。 　執行部に意見として伝える。 　いただいた意見は執行部に伝える。

第２回 高梁市議会議会報告会での意見・提言等に対する対応とりまとめ表
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班 開催場所 所管委員会等 項目 出された意見・提言等 議会報告会での回答 委員会での対応

1班 高梁
（文化交流館）

総務文教 図書館

　図書館で本を借りて帰ろうと思ったら、裏の駐車場まで運
ばなくてはいけない。利便性をもう少し考えた方がよいので
はないか。

　利便性を考えたうえで駅前という意見が出ている。安全面
については今後も考えていく。

　いただいた意見は執行部にも伝える。

1班 高梁
（文化交流館）

総務文教 図書館
　乗用車で利用する場合、移動距離が長くなると思うが。 　皆様の意見を参考にさせていただきながら、結論を出した

いと思っている。
　いただいた意見は執行部にも伝える。

1班 高梁
（文化交流館）

総務文教 図書館

　図書館は面積を広くとって、駐車場もあったほうがいいの
ではないか。

　ご意見として承る。 　新図書館の位置は、備中高梁駅前の複合施設内とされ、
今後基本設計、実施設計を経て具体的内容が議会にも示さ
れる。

1班 高梁
（文化交流館）

市民生活
市の補助金
（まちづくり）

　お盆の協賛事業をした際、ペットボトルのお茶は経費として
認められなかった。市民が一生懸命汗を流しているのだか
ら、そのくらいは認めてもいいのではないか。

　お伺いしておく。（要望） 　ご意見として承り、市（担当課）へ伝えます。

3班 高梁
（ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ）

総務文教 市税

　不納欠損額はどうなっているのか、税の滞納については
きっちり収納して市民のために使ってほしい。

　執行部へ伝える。 　平成２４年度一般会計決算における不納欠損額は９４９万
円余りで、その９９、９％が市税である。税の公平性は、税制
の基本であり、収納状況についてチェックをしていく。

3班 高梁
（ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ）

総務文教 財政

　合併した市町村には交付税がついている。延長されるらし
いが、どのくらいついてくるのか。旧町部分はどうなるのか。

　合併特例債は発行期限が５年間延長されている。また、交
付税は本市にとって重要な財源であり、国の動向を注視し
必要に応じ議論していきたい。

3班 高梁
（ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ）

総務文教
産業経済

図書館
駅周辺整備

　「広報たかはし」には、駅西側のロータリーを進め、賑わい
の施設に図書館を建設すると書いているがどうか。

　議会としては決定されていない。12月にグランドデザインの
中で提案される。

　新図書館の位置は、備中高梁駅前の複合施設内とされ、
今後基本設計、実施設計を経て具体的内容が議会にも示さ
れる。

3班 高梁
（ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ）

総務文教 図書館
　図書館の予算はどのようになっているのか。場所は決まっ
ているのか。

　3月議会で基本設計費5,000万円が可決されているだけで、
議会では図書館の場所はバスセンターの位置で議決してい
ない。

　新図書館の位置は、備中高梁駅前の複合施設内とされ、
今後基本設計、実施設計を経て具体的内容が議会にも示さ
れる。

3班 高梁
（ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ）

総務文教 図書館

　設計費として5,000万円が出ているが、どのように使われて
いるのか。市民を代表とする議会が監視し、5,000万円の内
容を報告せよと言うべき。

　議会で議決している。執行部が決め、議会には情報は出
ていない。

　新図書館の位置は、備中高梁駅前の複合施設内とされ、
今後基本設計、実施設計を経て具体的内容が議会にも示さ
れる。

3班 高梁
（ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ）

総務文教 図書館

　中央図書館という名前は消えて、賑わいとかカフェとかいう
が、本格的図書館にはならないのか。

　中央図書館かどうかは二転三転し混乱してはいるが、中央
図書館として進められている。小林先生は賑わいの施設、
駅前の複合施設としてすすめられ、中央図書館機能はでき
ないと言われた。

　中央という言葉にはとらわれない。市内全体の図書環境が
整えられる中核の図書館機能を持ったものとすると説明を受
けている。

3班 高梁
（ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ）

総務文教 図書館

　駅前での図書館は場所が狭い。箱部分の計画ばかり話さ
れていて図書館の内容を論議していない。ワークショップで
の意見が生かされてない。夢のある図書館にしてほしい。

　意見として伺う。 　いただいた意見は執行部にも伝え、図書館機能、運営等
についての議論の参考とさせていただく。

3班 高梁
（ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ）

総務文教
産業経済

図書館
駅周辺整備

　複合施設のことで日経新聞に出ていた。図書館機能、複合
施設に賛成だ。賑わいをつくってほしい。コンパクトシティを
進めてほしい。

　意見として伺う。 　いただいた意見は執行部にも伝える。

3班 高梁
（ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ）

総務文教 図書館
　図書館についてはいろいろあるが、駅前に建設するのは
安全と環境の面から見て反対。

　意見として伺う。 　新図書館の位置は、備中高梁駅前の複合施設内とされ、
今後基本設計、実施設計を経て具体的内容が議会にも示さ
れる。

3班 高梁
（ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ）

総務文教
産業経済

図書館
駅周辺整備

　「広報たかはし」には、駅西側のロータリーを進め、賑わい
の施設に図書館を建設すると書いているがどうか。

　議会としては決定されていない。12月にグランドデザインの
中で提案される。

　委員会としては対応をしかねる。

3班 高梁
（ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ）

産業経済 駅バリアフリー化

　駅のバリアフリー化が原点だが、それがこんなに大きな話
になっている。バリアフリーの説明がない。

　意見として伺う。 　市へ意見として伝える。
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班 開催場所 所管委員会等 項目 出された意見・提言等 議会報告会での回答 委員会での対応

3班 高梁
（ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ）

産業経済 駅周辺整備
　駅前開発の経済効果について、何が良くなるのかをきちん
と説明してほしい。

　意見として伺う。 　市へ意見として伝える。

3班 高梁
（ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ）

総務文教
産業経済

図書館
駅周辺整備

　複合施設のことで日経新聞にでていた。図書館機能、複合
施設に賛成だ。賑わいをつくってほしい。コンパクトシティを
進めてほしい。

　意見として伺う。 　貴重な意見として承る。

3班 高梁
（ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ）

産業経済 駅バリアフリー化
　バリアフリーということであれば、今の下りホームへは１階
から入れるようになっているのを残してほしい。

　意見として伺う。 　市へ意見として伝える。

3班 高梁
（ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ）

議会活性化 議会報告会
　議会報告会で出された意見への回答を出してほしい。委員
会で検討すると言われるのなら検討結果をのせてほしい。

　市のホームページにある程度は載せている。 　市のホームページに載せる時期を、会場でお知らせする。

3班 高梁
（ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ）

議会広報 議会広報
　議会だよりでは、委員長報告などに対して賛否を○×で表
記しているが、賛成・反対の理由を載せてほしい。

　賛成討論、反対討論で意見があったものを記事にもり込
む。

1班 有漢 総務文教 図書館

　有漢にある綱島梁川さんの史料は、有漢社会教育セン
ターに積み上げたような状態になっている。収容できる場所
をぜひ考えてほしい。

　そういうものはきちっとしていかなくてはいけないと考えて
いる。

　いただいた意見は執行部にも伝える。

1班 有漢 総務文教 図書館
　ゆったりした敷地がとれないから、構造物が複数階にな
る。図書館は広くゆったりしたところに建てるのが理想ではな
いか。

　ご意見として承り、議会で検討させていただく。 　新図書館の位置は、備中高梁駅前の複合施設内とされ、
今後基本設計、実施設計を経て具体的内容が議会にも示さ
れる。

1班 有漢 総務文教 「ゆ・ら・ら」

　「ゆ・ら・ら」の維持費が高くついている。老朽化した施設の
維持についてどういった考えを持っているのか。313号線の
出口のところに倒れそうな家がある。同じように利用していな
い行政の施設は、何らかの処置をしていくべきではないか。

　「ゆ・ら・ら」については、倒すにも億の金がかかるというこ
とで利活用を考えている。今年中に検討委員会と議会から
出している提案を検討した意見が出てくると思うので、そのと
きに検討していきたい。

　執行部からは、「ゆ・ら・ら」の方向性を示すのには今しばら
く時間を要すると説明を受けている。方向性が示されるのを
受け、議論を進めていきたい。いただいた意見は今後の議
論の参考とさせていただく。

1班 有漢 総務文教 体育施設

　有漢の硬式野球の球場へ高校野球の予選を持ってくるこ
とができたら、練習試合に人が来て利用がふえるのではな
いか。スコアボードがないので、ぜひとも議会で進めていた
だきたい。

　有漢の公共施設のグラウンドについては、交流人口の増
加につながる施設なので、議会の中でも議論ができるものと
思っている。

　交流人口の増加は、市の重要施策となっている。いただい
た意見は執行部にも伝え、スポーツのための環境整備につ
いては議論していきたい。

1班 有漢 産業経済 都市ビジョン

　都市ビジョン（地域編）が提示されているが、周辺地域の振
興計画はどうしていくのか。今後サービス切り捨ての方向に
なっていくことを実感している。行政サービスをどこまで提供
するのか、しっかり当局へプッシュしてサービス向上につな
げてほしい。

　今後は議会としても周辺地域を充実した町にしなければと
思っている。

　市へ意見として伝える。

1班 有漢 産業経済 ＴＰＰ問題
　議会でもＴＰＰに反対するようお願いしてほしい。 　貴重な意見として伺う。 　委員会としては対応をしかねる。

1班 有漢 産業経済 河川工事

　郷谷川の工事をしてもらっているが、予算がないということ
で何度にも工事が分かれている。あと30ｍほどなので、一気
にやってほしい。

　どういう理由でそうなっているのか分からないが、お聞きし
ておく。

　市へ伝え、委員会としても今後必要に応じて協議していく。

2班 成羽 総務文教 「ゆ・ら・ら」

　「ゆ・ら・ら」は2回失敗しているので、やるとしたら議会提案
の①、②ではないか。

　執行部からは、「ゆ・ら・ら」の方向性を示すのには今しばら
く時間を要すると説明を受けている。方向性が示されるのを
受け、議論を進めていきたい。いただいた意見は今後の議
論の参考とさせていただく。

2班 成羽 産業経済 災害
　9月の災害について、早急な復旧を要望する。 　現在、国の査定中です。 　市へ意見として伝え、早急な工事を要望する。

2班 成羽 市民生活 空き家対策

　商工会も空き家等の調査をしているが、その活用について
は難しい課題がある。市はどのような取り組みを考えている
のか。

　議会としては、市民生活委員会が先進地の視察などを行
い、活用事例を調査している。これらを参考にしながら執行
部に提案したい。

　委員会としても重要課題と認識しており、ご意見は市（担当
課）に伝え、委員会としても行政の動向等を見極めながら、
議論を重ねていきたい。
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班 開催場所 所管委員会等 項目 出された意見・提言等 議会報告会での回答 委員会での対応

4班 備中 総務文教 スポーツ施設

　シャルムは笠岡でプレーしている。施設がないならばつくれ
ばいいのではないか。

　この件については意見交換のときに伺いたい。 　交流人口の増加は、市の重要施策となっている。いただい
た意見は執行部にも伝え、スポーツのための環境整備につ
いては議論していきたい。

4班 備中 市民生活 空き家対策

　市場町内会の会長をしている。空き家対策について聞きた
い。39戸中、7戸が空き家となっている。そのうちの1戸と連
絡がつかない。庭や軒下ぐらいの維持管理はしたいが管理
が難しくなっている。しかしどうにも連絡がつかない、市に確
認してもらえない。役所の方で対応してほしい。市場町内会
は認可地縁団体に入ったが、年登記の抹消が難しい。こうし
たことについて、市の方で補助をしてほしい。

　危険建物として市のほうに相談いただきたい。検討材料と
させていただいたい。空き家対策については、市民生活委
員会の視察で空き家対策を勉強するので、勉強してお返し
できることがあればお返ししたい。

　委員会としても重要課題と認識しており、ご意見は市（担当
課）に伝え、委員会としても行政の動向等を見極めながら、
議論を重ねていきたい。
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