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平成２3 年 12 月高梁市議会 （定例）
主な内容
●１２月定例会 ・ 主な議案 ‥‥‥‥‥ ２
●一般質問 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３ ～１0
●委員会報告のあらまし ‥‥‥‥‥‥ １1
●お知らせ ・ 編集後記 ‥‥‥‥‥‥‥１２

「とんど焼き」とは、
小正月（こしょうがつ＝１月 15 日）の行事で、
正月の松飾り・注連縄 ( しめなわ )・書き初めなどを家々から持ち
寄り、一箇所に積み上げて燃やし、残り火でお餅を焼いて食べる
というもので１月 15 日前後に全国各地で行われます。
「とんど焼き」の火にあたり、焼いたお餅を食べれば、その１年
間健康でいられるなどの言い伝えもあり、無病息災（むびょうそ
くさい）
・五穀豊穣（ごこくほうじょう）を祈る年中行事です。
備中町平川地区の「とんど焼き」は、コミュニティ活動の一環
として 15 年前に復活し、今では、同地区の冬の風物詩であり地域
行事として定着しています。

市政の ここが聞きたい ！

●高梁地域事務組合規約の変

どを総合的に考えるなら受け入

み処理施設の能力、経費負担な

舞金（市負担分３４２０万円）

となった消防団員の遺族への見

予算、東日本大震災により犠牲

単市道路改良事業の

関連の災害復旧事業、

拡充予算や台風
号

３
( ００万円）などの

策として、各地域に器具、備品

０万円）によるコミュニティ施

合い体制づくり事業（約１６０

げる減額予算や岡山県地域支え

例給与を平均０．２３％引き下

院勧告に基づき、市の職員の月

５千円を追加するもので、人事
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更について

れはやむを得ないという意見も

などが含まれています。
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吉備中央町のうち加茂川町

ありましたが、採決の結果、賛

全会一致で可決しました。

を整備するための予算などで、

区域の一般ごみの処理を高梁
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●原発からの撤退を求める意見

3

の増額が含まれているが、この

長 江 和 幸

た。

１３

・ 地域コミュニティの維持について
・ 産廃処分場計画について
・ 教育行政について
・ 備中やすらぎの里多目的広場について
・ 市長と子どもの座談会について
・ 高梁市総合文化祭について

合規約を改正するものです。

宮 田 好 夫

書提出を求める請願書（請願第

１２

・ 高梁市のビジョン、 方向性について
・ 高梁市の地域再生 ・ 産業振興について

事業は市が行うべきものではな

大 森 一 生

●平成 年度高梁市一般会計補

１１

質疑では合併協議会の経過

柳 井 正 昭

４号）
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いとの考えから反対意見が出さ

川 上 博 司
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正予算（第３号）

９
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もあり、今まで処理してきた

宮 田 公 人

９月議会で継続審査としてい

８

・ 市長の政治姿勢について
・ 地域医療の取り組み方について
・ 川上中学校の耐震工事について
・ 教育行政について
・ セニアカー購入、 バッテリー交換補助金創設について
・ 単市農機具購入補助金の創設について
・ 消防団活動における団員の安全確保対策について
・ 朝霧温泉 「ゆ ・ ら ・ ら」 の、 これまでの経過と今後の課題について
・ 介護保険制度改定に向けた取り組みについて
・ 不育症治療の助成について
・ 人口減少の歯止め対策について
・ 災害時の職員配置と地域局機能について
・ 災害時における市道等の管理について
・ 重要施策の経過と結果及び今後の方向とその対策について

れましたが、採決の結果、賛成

妹 尾 直 言

今年度一般会計に３億６８

７

・ 教育行政について
・ 産業振興と行政施策について

岡山市が受け入れができなく

小 林 重 樹

た原水爆禁止高梁地区協議会か

６

多数で原案どおり可決しまし

植 田 二 郎

１４万１千円を追加するもの

５

なったため、高梁市へ持ってく

難 波 英 夫

ら提出された請願で、採決の結

４

た。

三 上 孝 子

で、 住 宅 リ フ ォ ー ム事業費補

３

・ 農業振興の施策について
・ 定住対策について
・ 安心できる介護保険制度について
・ 障害者福祉について
・ 国に対し継続及び制度化を求めること
・ 安全 ・ 安心なくらしを求めて
・ 市長の政治姿勢について
・ 国の悪政に市長の見解を明らかにし、 国に対して反対を申し入れること
・ 備中高梁駅バリアフリー化 ・ 駅前広場整備事業について
・ 本市の農林業の振興について
・ 地域の活性化について
・ 東日本大震災に対する諸課題について
・ 農業振興について
・ 平成 24 年度の予算編成について

るというのでは、納得できな

内 田 大 治

果、不採択となりました。

２

）

田 中 広 二

（

１

・ 市長の政治姿勢を問う
・ 成年後見制度について
・ 市有財産の活用について

●平成 年度高梁市一般会計補

質 問 事 項

助金（６００万円）や高校生バ

議員名

いという反対意見がある一方、

発言順

正予算（第４号）

掲載している各議員の記事は、質問者自らが作成したものです。

ス通学費補助金（３７０万円）

１２月定例議会では、１２月９日・１２日・1 ３日の３日間にわたり、
1 ３名の議員がそれぞれの視点・観点から一般質問を行いました。

吉備中央町の立場や現行のご

一般質問

平成 年 月

１２月定例議会・一般質問の概要

平成 23 年 12 月高梁市議会（定例）は、12 月 5 日から 22 日までの 18
日間の会期で開催され、平成 23 年度一般会計補正予算など議案 26 件と請願
1 件を審議し、市長提出の議案 26 件のすべてを可決しました。
なお、継続審査としていた、請願 1 件は不採択としました。
また、9 日から 13 日に行われた一般
質問では、議員 13 名が 41 項目にわたっ
て質問しました。

今

2

反対を！

よう求めたい

市長 旭川荘との協議が
中断している。福祉関係
の活用を前提として、早
急に協議を再開したい。
成年後見制度について
田中 来年 月の改正福
祉法の施行を控える中
で、本市の対応を問う。
市民生活部長 本市は市
民後見人の養成に 人の
応募があり、岡山県の中
で 市町が参加している
中の、 市として取り組
んでいる。
市有財産の活用について
田中 普通財産は市の行
放置されている旧坂本小学校校舎

あった。人口減少の要因
を十分分析して、定住促
進対策を行うことが喫緊
の課題である。現在、さ
まざまな定住対策が行わ
れているが、自然減、社
会減等を見据え、中・長
期的、抜本的な施策が必
要ではないか。
市長 定住対策は、市の
最も重要な課題であると
考えている。来年度は、
市内の空き家を募って、
移住希望者に情報提供す
る取り組みを強化して行
いたい。

2
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できないが、順次処分を
行う。

政に有効に活用するため
管理処分されるべきでは
な い か。ま た、
現状の把握は
できているの
か。
総務部長 行
財政改革の中
で処分するべ
き物は実態を
調 査 し、 老 朽
化した建物は
順次計画的に
撤 去 し た い。
予算の関係で
一度には決着

て、ベンガラ、備中漆の
活用等で大学と早急に協
議したい。
田中 南あわじ市に開学
の吉備国際大学農学部に
ついて説明を求める。
市長 正式には新聞記事
で初めて知ったことであ
る。農学部の設置につい
ては正式な場での協議要
請はなかった。
旭川荘との関わりについ
て
田中 成羽高校跡地利用
について現在の状況を問
う。
情報収集し、確認し対策
を取るべきではないか。
市として対応する姿勢を
示してほしい。
市長 産業としての農
業、生きがいとしての農
業に分けて施策を考え
る。それぞれの課題につ
いて、平成 年度以降、
高梁市農業再生協議会へ
諮り施策を考え、農家に
方向を示していく。
定住対策について
内田 昨年実施の国勢調
査結果で、本市は人口減
少率が県下最高の ％で

活用して引き上げをしな
いことを求める。県の基
金返還額、市の基金積立
額はいくらか。
市民生活部長 県からの
返 還 額 は、 ４ ０ ０ ０ 万
円、 市 の 基 金 積 立 額 は
億５０００万円であ
る。全額を保険料軽減に
投入できないが、大幅な
引き上
げにな
らない
よう活
用した
い。

市長の政治姿勢を問う
吉備国際大学との関わり
について
田中 イングリッシュ
ヴィレッジ構想の顛末に
ついて、高梁版としてど
のように取り組むのか。
方向性と具体的なこれま
での経過を問う。
市 長 本 年 度、 イ ン グ
リッシュキャンプ多文化
交流の取り組みで英語教
育の推進を図りたい。
田中 美術修復村構想の
行方はどうか。
市長 定住を第一義とし

一番高い本市で、安心し
て住み続けるために介護
保険事業予算が増えるの
は当り前である。第 期
改定に向けた方針を問
う。
市長 高梁の抱える介護
の状況、高齢化の状況を
思うと高梁独自の計画に
もなると思う。市民が安
心できる形に持っていき
たい。
三上 保険料、利用料が
引き上げられるのではと
心配している。積み立て
られている基金を最大限

と取り組みを示してい
る。本市においても、農
業に対する方針、重要施
策等を示すべきではない
か。

い中、今の素案について
地域局、市民センター単
位で説明会をしてはどう
か。
市民生活部長 困難であ
る。
三上 高齢者、市民が安
心して、施設であれ在宅
であれ必要なサービスが
受けられる体制づくりが
必要ではないか。
市民生活部長 介護保険
制度の基本を守りなが
ら、高梁なりの計画を考
えたい。
三上 県内で高齢化率が

難波 備中高梁駅バリア
フリー化をまず先に行
い、高齢者や障害者が安
心して利用できる安全な
駅とすることを優先し、
駅前広場整備について
は、今後の東側駅前整備
との関連を考慮しつつ慎
重に研究・検討をして市
民合意を図るべきではな
いか。
総務部長 駅のバリアフ
リー化と駅前広場整備は
切り離して考えたい。

産業経済部長 国のプラ
ンに基づき、さまざまな
施策を行っている。そし
て、高梁市に合った農業
と組み合わせ、地域の農
業に取り組んでいる。
内田 「ＴＰＰ交渉参加
に向けて関係国との協議
に入る」との政府方針に
より、農家は大きな影響
を受けるといわれる。農
業に対し、不安が拡大し
ている。県では「政策推
進会議」を開いている。
市として国・県の決定を
待つのではなく積極的に

護認定者の介護サービス
について、今までどおり
の「介護予防事業」とす
るのか、それとも「日常
生活支援事業」とするの
か、市町村の判断による
となっているが、従来の
やり方を踏襲し、本人の
決定権を認めること。
市民生活部長 本人の意
向を踏まえ決定する考え
方を持っている。
三上
月の広報紙に概
要説明が載っているが、
「私の老後はどうなるの
か」と心配される方も多
れば申し入れをする。

難波 ＴＰＰへの参加
は、市民を幸
せにすること
はありませ
ん。今、大 事
な時です。明
確な反対表明
と国へ反対を
申し入れるこ
と。
市長 中山間
地域の農業に
配慮のある方
策が示されな
い限り反対の
立場だ。

農業振興の施策について
内田 本市は、農業を基
幹産業として位置づけ、
さまざまな施策を推進し
ているが、国・県の施策
を推進する
のみで市独
自のビジョ
ンや施策が
見えない。
県 で は
「 おかやま
農林水産プ
ラン 」を策
定 し、 県 と
しての方針

介護保険制度について
三上 介護保険制度がス
タートして 年。保険料
の引き上げは続き、その
上年金からの天引き。一
方、施設入所待ちは三百
数十人と一向に解消され
ません。安心して利用で
きる介護保険となるよう
求める。
市民生活部長 来年の第
５期事業計画に向け市民
アンケートをとり、現在
計画策定に取り掛かって
いる、
その中で考えたい。
三上 要支援１、２の介
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11

と
難波「税と社会保障の一
体改革」で社会保障制度
を切り崩し、消費税は増
税するという政府の方針
にキッパリ反対をするこ
と。
政策統括監 適正な社会
保障制度の構築と、財源
確保により住民が納得で
きる制度となるよう求め
たい。
市長 この財源はこう使
うといいながら他に転用
することはルール違反
だ。そのようなことがあ

地域の農業を守る

21

市長の政治姿勢について
難波 あと カ月の任期
中に取り組む最重点課題
は何か。３年前の市長選
でのマニフェスト「がん
ばろう高梁」の政策は実
現されているのか。
市長 高梁市を改革する
気持ちは変わってない。
残り ヵ月での重点は定
住政策である。平成 年
度予算で方向性を出した
い。
国の悪政に対する見解を
明らかにするとともに、
国に反対を申し入れるこ
10

英語教育の推進を図りたい
努める

答 多文化交流の取り組みで、
答 最重要課題として取り組む
答 大幅な引き上げにならないよう
答 住民が納得できる制度となる

田中広二 議員
内田大治 議員
三上孝子 議員
難波英夫 議員

の課題ではないか

イングリッシュヴィ
レッジ構想について
保険料 ・ 利用料の引き上げ
ストップを！

問
問 定住促進対策は喫緊
問 安心できる介護保険制度に
問 国の悪政にキッパリ

岡山県の「２１おかやま農林水産プラン」

6

1

4

4

幼稚園給食スタートに向
けて
宮田 幼稚園での給食ス
タートに向けて聞き取り

一貫した筋の通った行政
運営をすべきである
妹尾 駅前広場の整備と
駅の橋上改札整備と駅の
バリアフリー化整備につ
いて、９月議会では、多
くの議員から問題点を指
摘されたにもかかわら
ず、 月までは断固行う
と言明しておいて、 月
議会の冒頭には、とりあ
えずバリアフリー化だけ
を行うと言ったり、その
他多くの施策について
も、方針がコロコロ変わ
って一貫性がない。高梁

小林 消費の落ち込み
は、近年特にひどく、そ
の要因としてリーマンシ
ョック以降の景気の落ち
込み、急激な円高による
輸出産業への打撃などが
上げられる。そして、本
市における最大の原因は
人口減少である。
そこで、消費活動の活
性化に向け、行政が取り
組む施策として、まず学
生マンションの空室対策
を考えるべきではない
か。
今、学生マンションの

今後のエネルギー政策の
あり方について
植田
月 日に発生し
た地震と津波の事故で、
福島原発では大量の放射
性物質が放出され、多く
の人々の健康・農業・漁
業などに膨大な影響を及
ぼしている。政府は１
あたりの発電コストを、
原子力
は ～
円か
かると
いう一
方、学

調査を開始されている
が、来年度に向けどのよ
うな対応を取るのか。
教育長 保護者が希望さ

市をどのような方向にも
っていくのか、しっかり
した理念のもとに筋の通
った行政運営をすべきで
ある。
市長 日本政策投資銀行
のシンクタンクにお願い
して、都市マスタープラ
ンを策定し、総合的な観
点から駅の整備等は考え
たい。
高齢者住宅による地域医
療への取り組みに支援を
妹尾 過疎高齢化社会に
おいて、地域医療はます
ます重要な課題である。

空室率が ％を超え、オ
ーナーさんは身銭を削り
ローンの支払いに充てら
れており、生活を切り詰
めている。マンションに
かかる固定資産税の空室
率による減免は考えられ
ないか。
総務部長 学生マンショ
ンは学生の増加に対して
住居の確保の観点から援
助してきたところであ
り、平成 年度において
この制度は終了する。
この支援は、市の誘導
策として促進したのは事

者達の試算では 円 銭
で、事故のリスクを含め
ればその 倍以上になる
と指摘している。またそ
こで働く人たちは大量の
放射能を浴びている。危
険な原子力政策を中止す
るよう国に働きかけるべ
きだ。加えて微量の放射
能を含んだ「瓦礫」の処
理が問題となっているが
市内には受け入れないよ
うにされたい。さらに、
食品の汚染には警戒し、
特に子どもを守る観点か
ら学校給食現場に放射能

れて、小学校に隣接する
５園で実施したい。最終
的に教育委員会として
は、市内全園で幼稚園給
食に取り組む。
セニアカー購入・バッテ
リー交換に補助対策を
宮田 高梁地域公共交通
会議は、平成 年度を目
途に市全体の交通施策の
あり方を示すとしている
が、 そ れ ま で の 間、 福
祉・医療バスなどの恩恵
を受けられない地域につ
いては、期限を区切って
セニアカーの購入やバッ

特に川上・備中地域にお
いては、住み続けるため
に、医療体制の整備は欠
かせないものであり、現
在は旭川荘による指定管
理という形態で支えられ
ている。
医療を医療機関だけに
頼るのではなく、民間組
織（ＮＰＯ）も立ち上が
り地域の医療を守ろうと
行動している。この動き
に対して行政としてどの
ように取り組む用意があ
るのか。
市長 地域医療は大変大

実であり、多くのマンシ
ョン所有者が今の状況を
危惧しておられることも
認識している。
今後どの方向に持って
いくのがいいのか、心配
されている方々と面談を
行い、意見交換をしたと
ころである。その中で新
しい観点から世帯向けに
改造する、または、ほか
の用途に有効活用するな
ど、そういった意味での
支援ができないか、現在
検討しているところであ
る。

測定器を購入するべきだ。
市長 人間がコントロー
ルできない危険な原発依
存度を縮小し、自然エネ
ルギーへの転換を図るよ
う求めていきたい。また
政府から「瓦礫」の受け
入れの打診があったが、
受け入れできないと回答
した。今後、市として放
射能物質の市内持ち込み
を拒否する対策を取りた
い。
教育次長 文部科学省は
都道府県に対して放射能
測定機器を購入する場

幼稚園のお弁当
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水素爆発した 3 号機
（提供：東京電力）

テリー交換について補助
を行うべきではないか。
市民生活部長 この補助
制度は、始めれば途中で
打ち切ることが大変難し
い問題であり、介護保険
制度と絡めて導入へ向け
ての検討をさせていただ
きたい。
消防団活動における団員
の安全確保対策について
宮田 山間地捜索におい
て団員が自身の現在位置
を確認するための手段と
して、ＧＰＳ、コンパス
等の機材を装備する必要

事であり、最善の努力を
し取り組んでいこうと考
えている。
川上中学校は現在地で維
持すべきである。
妹尾 過疎高齢化社会が
進む中、世代をつないで
築き、守り、伝統文化に
支えられてきた地域社会
（コミュニティ）の重要
な位置を占めている川上
中学校を移転するのはコ
ミュニティを崩壊させる
ことになる。
教育長 川上中学校は耐
震上、非常に危ない状態

合、その２分の１を補助
するという制度をつくっ
ており、その制度を活用
して平成 年度購入の方
向である。
植田 高梁市は農業を基
幹産業として位置づけて
取り組んでいるが、人口
の維持・拡大の視点から
も休耕地や空き家を利用
した取り組みを全国にＰ
Ｒし、さらに生きがいと
して営む農業支援の観点
からも鳥獣被害対策に本
腰を入れると同時に、個
人向け耕作機械等に対す

があるのではないか。
消防長 ＧＰＳ、コンパ
スの装備については消防
本部としても必要なもの
と認識しており、導入に
向けて前向きに検討して
いきたい。
宮田 これからこの地域
の消防団活動を考えてい
く上で、捜索活動に関し
て、ある程度のガイドラ
インが必要と考えるが、
消防長の見解を問う。
消防長 今後、団と団本
部の中で、どうあるべき
かを煮詰めていきたい。

にあり、耐震工事をしな
ければならない。生徒に
とって一番良い方向を考
えていくことで、まだ結
論は出していない。

る助成を考えるべきでは
ないのか。
産業経済部長
ターン
等、県の施策に合せ取り
組む。また、生きがいと
して営なまれている農家
への支援も検討したい。
植田 平成 年度の予算
編成については、市民生
活を支援することを基本
理念とし主要施策を決定
し、積極財政を講じられ
たい。
市長 地方債活用も含め
知恵を出し財政運営に努
めたい。
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総合的な観点から考えたい
を実施する

答 平成２４年度予算で取り組む
答 支援のあり方を検討していく
答 都市マスタープランを策定し、
答 来年度から、 ５幼稚園で給食

植田二郎 議員
小林重樹 議員
妹尾直言 議員
宮田公人 議員

問 給食現場に放射能

測定器を！

学生マンションの
空き部屋対策を！
問

駅前広場の整備と駅
の橋上改札、 バリア
フリー化整備について
問

幼稚園での給食
スタートに向けた
対応は？
問

10

70

24

24

I

川上中学校校舎全景

総務部長 来
年度に向け見
直しを検討し
ている地域防
災計画、市の
防災計画の中
で体制整備を
進めていきた
い。
市道管理につ
いて
柳井 道路の
側溝に枯れ木
や落ち葉が大
量 に か か り、
側溝をあふれ

都会生活に疲れた高齢者
の心をつかむような 人
｢
生の最終章は、ぜひとも
高梁へお越しください ｣
という高齢者移住促進プ
ロジェクトを計画して実
行していくべきではない
か。
また、地元大学生を中
心に福祉施設などの就職
優遇策、婚活対策を実施
すべきではないか。
市長 高齢者の移住につ
いては、住まいの確保が
第一と考えている。
空き家、空きマンショ

コミュニティの力が必要
である。
大森 市民の力、コミュ
ニティを結集するには、
行政が身近に感じられな
ければならない。
ならば、
そのような六千平方メー
トルを超える大きな新庁
舎を建てるのではなく、
現在の大きさか、もしく
は少し大きいものにし、
その代わりに旧川上郡内
に分庁舎もしくは支庁舎
的な機能を持たせたもの
を設置し、そこに副市長
的な人員を配置し、より

た水は道路や農地または
山の斜面を土石流となっ
て流れて、それが想定外
の被害につながってい
る。時期と場所を前もっ
て決め、業者へ委託する
方法、あるいは地域住民
が自らの生活エリアを自
らの手で管理し安全・安
心の生活環境を維持す
る、こういった制度を検
討実施できないか。
産業経済部長 定期的な
パトロール等を前向きに
検討したい。

ンの対策については平成
年度中に制度設計を考
えたい。また学生アパー
トの高齢者向け住宅
への改造などの条件
整備についても検討
していきたい。
大学生の市内への
就 職 促 進 と し て は、
順正高等看護専門学
校に新設される介護
福祉学科の入学促進
及び介護福祉士の養
成に応えるため、平
成 年度より看護師
と同様の介護福祉士

地域に密着した施策を展
開するほうが、持続可能
性のあるまちづくりにつ
ながるのではないか。
市長 その考えは、地域
の二極化につながり、行
政の一体化にはつながら
ない。
そういった考えより、
もっと身近なところで行
政を感じていただける施
策の方が重要である。

人口減少や少子高齢化等
が進む周辺地域の疲弊と
閉塞感への対策について
柳井 市長は、市政懇談
会、まちづくり委員会で
出された、市民の意見や
声をどのような形で行政
施策に反映させているの
か。
政策統括監 懇談会等で
いただいた意見、要望、
提案等については、担当
課で検討し、すぐ対応で
きるもの、長期的に検討
するものに分け市政に反
映している。

※この産廃処分場の計画地
は吉備中央町ですが、計画
地を囲むように佐与谷川が
高梁側に流れ、有漢川を経
由し高梁川へ合流していま
す。全国の事例にあるよう
に、処分場に有害物質が混
入したなら、下流域に暮ら
す高梁市民に対して甚大な
被害が発生することになり
ます。

養成奨学金制度を設け、
市内への就職促進を図っ
ていきたい。

平方メートルを超える市
庁舎が必要なのか、必要
でないのかといったこと
に関しての、公の議論が
必要ではないのか。
市長 これは標準的な数
字であり、
将来の職員数、
市民サービスの需要に対
応している。また、新庁
舎はシンボル的なもので
あり、
防災の拠点となる。
市民の満足度を何で計る
かといえば、
個々で違う。
行政は全てに対応できな
い。我々職員も市民であ
る。それには市民の力、

川上 妊娠はするものの
流産・死産を繰り返す女
性への不育症の周知と相
談体制について、本市で
はどのように対応してい
くのか。
他市の先進地の事例を
参考に、不育症治療費の
一部を助成すべきではな
いか。

れを上げることが、地域
が持つ資産を生かした
「まちづくり」につなが
ると考える。
大森 景気低迷、急速な
人口減少、少子・高齢化
が進み、地域を取り巻く
状況は、非常に厳しい状
況にある。また、平成の
合併後の調査で、中心地
より離れれば離れるほど
人口減少率が大きくなっ
ているというデータもあ
る。
そのような状況の中、
今の倍の新庁舎が建設さ
れようとしている。六千

ることから、総社市にあ
る県の水道企業団から給
水を受けている自治体へ
も働きかけを強める。

副市長 特に相談日は設
置してないが、保健師が
日常業務の中で行ってい
る。
治療費の助成について
は、本市における実情を
把握し、不妊治療支援事
業の拡充によって新年度
より対応していきたい。
川上 高梁市は、自然豊
かで空気がきれいで、災
害の少ない安全・安心の
まちである。そして何よ
りも、福祉施設、医療機
関が充実している。人口
減少の歯止め対策として

近藤市政の三年間を振り
返って
大森 平成の大合併は、
この高梁市にとってどう
だったのか。
市長 合併して七年が経
過したが、今の高梁市の
現状を良かったのか、悪
かったのかといえば、今
の姿があるべき姿である
と思う。
大森 市長になられて、
何を変えようとされたの
か。
市長 職員のモチベーシ
ョンが低下していた。そ

リスクは何ら変わらない
と考える。よって市とし
ても、この産廃処分場建
設に反対である。
宮田 下流域住民で組織
する
「佐与谷川を守る会」
では、今後県や吉備中央
町を初め、高梁川流域の
自治体へ建設反対の要請
行動を行う予定である。
市としても同様の行動を
お願いしたい。
市長 今までも機会ある
ごとに関係する首長に話
をしている。計画地から
出る水は高梁川に合流す

災害時における地域局の
職員配置について
柳井 この問題は既に市
の防災計画の中で検討さ
れ、職員配置等も決定さ
れていることは承知して
いるが、災害時の実態を
見たときに一抹の不安を
感じているという市民の
声が私には強く心に残る
ことになった。災害時の
対応として、それぞれの
地元に精通した職員が、
地元で対応するような指
令は出せないか。

産廃問題について
宮田 吉備中央町に計画
された安定型の産廃処分
場は、浸透水の放流場所
を川の上流へ変更した事
前計画書が県に提出され
ているが、市はどのよう
に受け止めているのか。
市民生活部長 変更点は
処分場から出る浸透水を
ポンプで佐与谷川の上流
へ送った後、排水するよ
うになっているが、水の
浄化設備が設置されない
安定型処分場において
は、下流域の環境汚染の

24
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向け住宅への改造など検討していく

建設に反対する

台風によって増水した島木川

答 住まいの確保について学生アパートの高齢者
答 防災計画見直しの中で体制づくり
を進める
答 今の姿があるべき姿である
答 関係する自治体と連携して

川上博司 議員
柳井正昭 議員
大森一生 議員
宮田好夫 議員

促進を進めるべきで
はないか
の職員対応は？
ついて

問 市外の高齢者の移住
問 災害時における地域局
問 合併後の高梁の現状に

産廃処分場問題に
ついて
問

吉備国際大学は、まちのシンボル

た、旧城南高校川上校地の農業試験研究施設

総務文教委員会 の
審議のあらまし
議案第 号
平
｢ 成 年度高梁市一般
会計補正予算 第
( ３号 )｣
委員 備中高梁駅東の
元仮庁舎跡地の駐車場整
備に関わる施設整備費補
助金について詳しい説明
を求める。
◆執行部 今回、駅東の

よってこの請願は採択す

らの撤退が求められる。

は、 年を待たずに順次

充てられる基金について

も、個人、団体の表彰に

市が受け入れる

◆執行部 高梁

いるのか。

確立されていな

替エネルギーが

際的な立場や代

置かれている国

り、合併後 年間は旧自

活かした様々なものがあ

ついては、地域の特性を

とした地域づくり基金に

◆執行部 旧市町を対象

いていると、あらかじめ

でのこれまでの答弁を聞

委員 執行部の本会議

ている。

ていただくよう協議をし

標に準じて早期に策定し

ていないが、高梁市の目

の変更について

｣

は、この計画は策定され

立場で考えていく必要が
あるのではないか。

にのって合宿施設や硬式
野球に対応できる外野
フェンスやナイター設備
を備えたグラウンドに改
修をしてはどうか。
教育次長 本市ではス
ポーツ施設を資源ととら
え合同合宿や交流合宿を
推進している。本市の体
育施設の有効な活用も見
込まれる。多目的広場の
管理についても統一して
考えていく。

平成２３年１１月２４日（木）～２５日（金）
１. 高知県四万十市…新庁舎建設について
２. 愛媛県西予市…新庁舎建設について
考えている。

ていないため、難しいと

理する能力を持ち合わせ

の施設では受け入れて処

し尿については、現在

であると考えている。

選定していくことが必要

を平等な目で見て適地を

が必要な場合には、地域

務は均等であり、更新等

としてやっている以上責

ついては、一部事務組合

◆執行部 最終処分場に

く考えはあるのか。

は、し尿も受け入れてい

ことになれば、将来的に

今回ごみを受け入れる

●新庁舎建設調査特別委員会

よる最小限の対応を考え
る。
備中やすらぎの里多目的
広場について
長江 多目的広場は既存
の施設であり、現在、備
中地域局の職員が管理し
ている。職員数も年々減
員され、十分な整備がで
きていない。スポーツは
まちおこしや交流人口の
増加にもつながり、経済
効果も期待できる。知事
はスポーツ振興の県条例
を制定し、スポーツ立県
を宣言している。追い風

し、概ね２年間、市民の
べきだ。

協議は行われて

方に駐車場として利用

ということでは

いては、高梁市では昨年

いる。ごみの減量化につ

なったと考えて

り、 本 来 の 姿 に

くのが基本であ

共同処理してい

を一体となって

として対象業務

組合の構成団体

な く、 一 部 事 務

対象を全市へ広げている

してもらうための初期

労者褒賞基金条例

高
｢ 梁市産業奨励及び功

議案第 号

ところである。

投資分の補助金として
１５０万円を計上してい
る。
料金については、でき
るだけ低料金で利用がで

｣

委員 この条例は、旧
高梁市内が対象だったも

きるように協議してい
る。

うことであるが、今回の

のを全域に拡充するとい
条例制定に至る経緯など

請願第４号
原
｢ 発からの撤退を求め

について詳しい説明を求

る意見書提出を求める請
願書

市民生活委員会 の
審議のあらまし

い状況下で、原

治体で活用するというこ

加茂川町分のごみを受け

委員 将来的に一般廃

める。

発からの撤退だ

とが合併協議会で確認さ

入れるという流れが感じ

棄物最終処分場をどこに

委員 日本の

けを求めるのは

れていた。このたびの基

られる。合理的に広域的

するのかという問題につ

｣

度
一
｢ 般廃棄物処理計
画 を
｣ 策定し、今後 年

いかがなもの

金については、旧市内と

な処理を行っていくとい

いては、お互いが対等な

間の削減目標を定めてい

か。

言わず市全域へ広めて、

う視点が必要ではないの

議案第 号

委員 福島原

一体感を持った行政推進

か。
ごみの減量化に向けて

る。吉備中央町において

発の事故で、原

のためならということ

高
｢ 梁地域事務組合規約

発の持つ重大な

で、ご遺族の了解をいた

平成２３年１１月９日（水）～１０日（木）
１. 福岡県田川市…議会運営について（予算の増額
補正可決に至る経緯について）
２. 福岡県春日市…議会運営について（定例会の運
営について）

長江 湯野小学校、平川
小学校が富家小学校と統
合しても児童数と学級数
の推移でみると、複式学
級が学年によっては回避
できない。
教員を加配、増員して
単式学級を実現すべきで
はないか。
教育長 県教育委員会へ
統合に対しての教員の加
配、複式学級の解消を強
く要望し、単式学級を実
現するよう努力する。ま
た、市教育委員会として
も非常勤講師等の配置に

平成２３年１０月２６日（水）～２７日（木）
１. 佐賀県武雄市…電子図書サービスなどについて
２. 佐賀県伊万里市…伊万里市民図書館について

置となり、学校運営にも
影響がある。
学校統合のメリット
は、このようなデメリッ
トを解消することができ
る。

●総務文教委員会

吉備中央町との

平成２３年１０月２０日（木）～２１日（金）
１. 京都府亀岡市…中山間地域等直接支払制度事業
について
２. 兵庫県篠山市…観光まちづくり戦略について

教育行政について
長江 過小規模の学校統
合はなぜ必要か。子ども
の目線に立って、そのメ
リットを聞く。
教育長 過小規模校は
個々に応じたきめ細かな
指導が行われやすいメ
リットもあるが、児童数
が少ないため、相互に切
磋琢磨する機会が生活
面・学習面で少ない。グ
ループでの学習や集団で
行う運動競技の経験がで
きない。また、教頭、養
護教諭、事務職員が未配

だいた。

●産業経済委員会

地域づくり基金の中で

平成２３年１０月１９日（水）～２０日（木）
１. 佐賀県小城市…地域公共交通について
２. 佐賀県嬉野市…地域公共交通総合連携計画について

地域住民とともに（有漢中学校運動会）

管外視察報告

産業経済委員会 の
審議のあらまし

わる問題であり、原発か

になった。これは命に関

成羽ＧＰセンターで説明を聞く委員

危険性が明らか

10

元仮庁舎跡の市有地を高
梁市観光協会へ貸し出

●市民生活委員会
10

97

94

産業経済委員会は、11 月 22 日 ( 火 ) 成羽町

委 員 会 報 告

ゲル種子の製造及び農業機械の組み立てにつ

10
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いて関係者から説明を受けました。
駅東に整備された駐車場

●議会運営委員会
10

とアグリテクノ矢崎 ( 株 ) 備中工場を視察し、

答 県教委へ強く要望する
羽ＧＰセンターの施設内を見学しました。ま

長江和幸 議員
下日名に企業誘致した成羽ポートリー ( 株 ) 成

統合小学校の教員
の加配、 増員を
問

常任委員会管内視察報告
23 98

クリーンセンターのごみ焼却処理施設

ホットな話題
ＦＣ高梁吉備国際大学シャルムは、第２０回全日
本大学女子サッカー選手権大会（全日本インカレ）
において、３位という素晴らしい成績を収めました。
今回、まちのホットな話題として、高梁という名
前を全国に発信するＦＣ高梁吉備国際大学シャルム
の太田監督に寄稿していただきました。

選手権大会 準決勝
（平成 24 年 1 月 3 日 ： 東京西が丘サッカー場）
吉備国際大学 １対１ 日本体育大学
ＰＫ
１－４

ようこそ高梁市へ

☆１０月１８日
☆１０月２１日
☆１１月 ９ 日
☆１１月１７日

本市の行政調査のため、 次の市、
町議会が来庁されました。

準決勝 PK 合戦の末、涙した。2011 年は、
チャレンジリーグの優勝、国体 3 位の悔しさ、
全日本女子選手権でライバル高槻に快勝、な
でしこリーグ浦和に 3 － 4 の善戦とこの 1
年でチームは段階的に成長してきた。集大成
であるこのインカレで、1 人 1 人が力を発揮
して吉備大らしい献身的なサッカーを表現し
てくれた。そして観戦に来られた 1500 人
を魅了した。
試合終了直後、そのまま 3 位銅メダル表
彰式記念撮影に臨んだ。泣き崩れず、悔し涙
をこらえながらも、これが最後の大きな大会
だった 4 年生の尾山と池田が気持ちを切り替
えて笑顔を見せると、周りの選手たちもそれ
に呼応して、全員がカメラに向かって微笑ん
だ。最後は笑って帰ろう。そう聞こえるシー
ンが、とても清々しかった。
2012 年はインカレの悔しさを胸に、「な
でしこリーグ昇格」そして悲願の「インカレ
初優勝」に向けて前進して行きます。
2011 年、地域の皆様には大変お世話にな
りました。今後も FC 高梁の活動にご支援と
ご鞭撻の程、よろしくお願い致します。
FC 高梁吉備国際大学シャルム
監督 太田真司

富山県高岡市
長野県塩尻市
愛媛県久万高原町
愛媛県大洲市

歴史まちづくりの取り組みについて
高梁市観光タクシー運行補助事業について
榮農王国 ｢ 山光園 ｣ について
定住促進事業について

博司

【議会広報調査特別委員会】

川上

公人

記

委 員 長

宮田

孝子

後

副委員長

三上

重樹

集

員

小林

仲一

編

によると「振（しん）
」で、その意味は草木

委

員

森田

大治

今年の十二支は辰ですが、
「漢書 律暦志」

が盛んに成長し形が整った状態を表すと解

委

員

内田

釈されています。過去の出来事では１９６４

委

員

好夫

年の東海道新幹線開通・東京オリンピック

委

宮田

開催、１９８８年には瀬戸大橋開通・青函ト

員

☆ご意見はこちらまで

高梁市議会事務局

高梁市松原通２０４３
℡０８６６ ２-１ ０
-２７６

委

ンネル開業など大型事業の完成や、２０００

年にはシドニーオリンピック女子マラソン

で高橋尚子が金メダル、白川英樹氏がノー

ベル化学賞受賞など明るい出来事がありま

した。今年は振の年になるよう願いながら、

好夫

議会だよりも創刊して３年目、振を目指し

て努力していきます。
宮田

寄付行為等の
禁止について
公職選挙法により、 政治家が選挙区内で寄
付行為等を行うことは禁止されています。 こ
のため、 市議会議員はお中元 ・ お歳暮など
を贈ったり、 地域の行事に差し入れや祝儀を
出すことはできません。 選挙区内に暑中見舞
いや年賀状を出すことも禁止されています。
また市民から市議会議員に対して、 寄付を
出すよう勧めたり、 要求したりすることも禁止さ
れています。
皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いしま
す。

高梁市議会だより
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