第１回高梁市議会議会報告会での意見・提言等に対する対応取りまとめ表

班 開催場所 所管委員会等
4班

高梁

総務文教

項目

出された意見・提言等
議会報告会での回答
現在の図書館へのニーズと対応策について説明がなく、建設 全員協議会の中で図書館については議論した。
位置や駐車場などの入り口論議が目立っている。
3月議会までの期間も短かく、どうあるべきかという議論は少
高梁中央図書館 高梁市としてどのような図書館を目指すのか。
なかった。
議会基本条例を策定する際にその場ですぐに答えが出ない
ことがあった。
事後報告を求めたが何の対応もないが、今日もこういうことに
なるのか。

委員会等での対応結果
委員会としても重要課題と認識しており、ご意見は市に伝え、
委員会としても行政の動向等も見極めながら、議論を重ねる。

今回の報告会については、議会だよりで今後のスケジュール
をお知らせし、詳細についてはホームページへ掲載する。

4班

高梁

議会活性化

議会基本条例

4班

高梁

議会活性化

議会報告会

4班

高梁

議会活性化

議会基本条例

総務文教

今からの検討はできないのか。
駐車場の確保という点では今の図書館も簡単に駐車できる状 ご意見として承り、市へ伝え、委員会としても今後必要に応じ
現在地は環境の良い場所であり、綺麗に整備すれば駐車場
況にない。
協議していく。
高梁中央図書館
も何とかなると思う。
ご意見として持ち帰らせていただく。

総務文教

図書館の場所については市長の発言でリセットされたと理解
現段階では、2案の中で議論することとしている。今後検討し
しかけたが、2案で絞った形での議論ということだ。この辺はど
たい。
高梁中央図書館
のようになるのか。

この報告会での意見をどのように取り扱うのか。

4班

4班

4班

4班

4班

4班

4班

高梁

高梁

高梁

高梁

高梁

高梁

高梁

総務文教

総務文教

総務文教

産業経済

総務文教

議会活性化委員会で議会基本条例の運営規則はつくってい
るのか。

冒頭、予算が厳しい時代という説明があった。 無駄を省いて
あるものを有効に使うという発想が必要ではないか。
高梁中央図書館

いただいた意見は、報告書を作成し議長に報告し議会活性化
特別委員会で仕分けをし個別対応する。
現時点ではガイドラインで運用している。

提言として受け止めさせていただく。

個別対応する。

現時点ではガイドラインで運用していき、今後検討していく。

ご意見として承り、市へ伝え、委員会としても今後必要に応じ
協議していく。
必要に応じ委員会で調査、議論する。

入り口論ばかりになっているが、ニーズの把握が大切ではな
担当委員会も、議会も、図書館の現状についての調査はでき 委員会としても重要課題と認識しており、ご意見は市に伝え、
いか。
ていない。
委員会としても行政の動向等も見極めながら、議論を重ねる。
図書館が新しくなったから来るのではなく、場所が便利だから
高梁中央図書館 利用するのでもない。
中身の本がきちっとそろっているから利用しようとするのだと
思う、そうした基本的な図書館のあり方について具体的な検証
はできているのか。
中身をどうするのかということが見えてこないので、その辺の
議会としての対応策については、全員協議会の中で、関係当 委員会としても重要課題と認識しており、ご意見は市に伝え、
議論を今後どのように考えて進めていくのか。
事者からの意見聴取や、分館を含めた図書館司書の意見聴取 委員会としても行政の動向等も見極めながら、議論を重ねる。
高梁中央図書館
など、個々の意見が出された。そもそも論で、何がしたいのかと
いう指摘については持ち帰り検討したい。

駅前周辺整備

歩道がないため、駅前の商店の前を通る大型車が危険であ
ご意見のように再度検討していきたい。
る。市が実施した懇談会で指摘したが検討すると言って帰えら
駅舎については、取り壊すということになっており、それとの関
れたままだ。
連でバスセンターに図書館を建てるという計画になっている。
その辺について議会はどう考えるのか。
駅前広場整備についてはもう少し議会でも検討してもらいた
い。

人口統計では高梁市の人口は42％減少すれば、2万人を切
人口減少が進むことは確かだと考える。
る。
駅舎については、バリアフリーについても考えながら計画がな
人口減少の中でこの流れは止まらないと考えるが、そういう されている。
高梁中央図書館 中で、多額の投資をするということについて議会は費用対効果 駅前混雑の解消方法についても議会の中で議論があり検証
をどう考えているのか。
しながら対応したい。
費用対効果についてはきちっとした計算はしていない。

1

今後、執行部の説明を受け、委員会でも再検討していく。

必要に応じ委員会で調査、議論する。

班 開催場所 所管委員会等
４班

高梁

総務文教

項目

出された意見・提言等
今後、対費用効果について議論してもらえるのか。

高梁中央図書館
図書館については2案の中で考え直すという前提で予算を認
めたと認識している。
町並みの景観にどのように配慮するのか具体性がない。
駐車場の整備についても、あの狭いところでどう対応するの
か。
高梁中央図書館 複合施設についても、何を複合するのか具体的な記述がな
い。
図書館の成長、変化に対応できる施設についても具体的な内
容がわからない。
これらのことについて、議会は具体的な議論を進めてほしい。

議会報告会での回答
市役所内部、あるいは個々の議員の中では把握はしている
人もいると思う。今後、検討していくことが議会の務めである。
ご指摘のとおり、十分な議論ができていない点がある。
今の意見を参考にさせていただきながら議論を進めたい。

委員会等での対応結果
必要に応じ委員会で調査、議論する。

委員会としても重要課題と認識しており、ご意見は市に伝え、
委員会としても行政の動向等も見極めながら、議論を重ねる。

4班

高梁

総務文教

2班

有漢

総務文教

新中央図書館は、駐車場や利便性の確保など、行きたくなる 市長は建設場所等を市民の意見を聞きながら慎重に決めて
ご意見として承り、市へ伝え、委員会としても今後必要に応じ
いくとの見解を表明した。
協議していく。
高梁中央図書館 ような図書館にしてほしい。

総務文教

図書館職員数が増加すると思われるが、武雄市のアウトソー 行財政改革に逆行しないよう、意見を参考に議会で議論して
委員会としても重要課題と認識しており、ご意見は市に伝え、
シングの例などを見習って、効率的な運営を求める。
いく。
委員会としても行政の動向等も見極めながら、議論を重ねる。
高梁中央図書館

2班

有漢

定住対策を進めてほしい。定住や結婚の世話人を設けるな
ど、地域の実情を知っている人材を使ってもらいたい。

さまざまな定住対策はあるが、周辺地域対策については今後 各地から選出された18名の結婚推進委員が活動しており、有
も議会で議論させていただく。
漢地域には2名が配置されている。中身については、議会でも
検討し実のある形にしていきたい。
予算がついているので、議会からも早急に進めるよう強く申し
入れる。

2班

有漢

市民生活

定住対策

2班

有漢

市民生活

地域活性化

有漢地域にも地域おこし協力隊員が配置されるとのことだ
が、いつになるのか。

有漢地域でも限界集落があり、若者の施設を考える余地はな 限界集落の支援、身の回りや買い物などの生活サポートは重 限界集落の生活サポートについては、現状各地域によってさ
い。限界集落の支援制度を考えてもらいたい。身の回りや買い 要なことと考えているので、持ち帰って検討させていただきた
まざまであり、どのような形で支援をしていくかを検討していく。
物などの生活サポートを考えてもらいたい
い。

2班

有漢

市民生活

地域福祉

2班

有漢

市へ要望

現中央図書館の施設を改修して、有漢社会教育センターにあ
高梁中央図書館 る綱島梁川の資料を保管してほしい。

2班

4班

４班

4班

有漢

成羽

成羽

成羽

市へ要望

総務文教

総務文教

総務文教

その他

要望として持ち帰る。

特に複数年度にわたる事業について、担当者が異動になると 内示が出る前に異動についてお知らせすることはできない
きには事前に教えてもらえないと地元の対応ができない。
が、引き継ぎをきちんとすることを申し入れておく。

本年度１名が計画されている。

検討していくべきだと考えている→6月定例会一般質問で執
行部からの答弁。
市へ意見として伝える。

駅前ならば駐車場の問題、騒音の問題などがある。
図書館の問題は駐車場などで議会でも議論があった。持ち帰 ご意見として承り、市へ伝え、委員会としても今後必要に応じ
また車の時代なのでそこを考えるならば、便利の悪い地方か り議論したい。
協議していく。
らでも利用できるような方法を考えてはどうか。
図書館については駅前のバスセンターに建設し、バスセン
高梁中央図書館 駐車場の問題について考えるのならば、福祉センターなどを ターと兼ねたような図書館となる。トイレなども含めて複合施設
駐車場にして現在地に建てかえてはどうか。
となる。
また、職員駐車場を利用して建てられないのか。

通学問題

福地方面から中学校へ通学している生徒が横一列で登校し
ており、自動車が通れず、また歩行者が通れない。こういうこと
について議論してほしい。

議会からも伝える。

市へ意見として伝える。

朝夕のラッシュの現状を見れば駅の改修は理解できる。しか
教育委員会の考えは、図書館に大勢の人が入ってもらいたい ご意見として承り、市へ伝え、委員会としても今後必要に応じ
し、駅前に図書館と駐車場をつくってどうするのか。
ということが基本になっている。
協議していく。
高梁中央図書館
場所については、市長が再度考えるということとなったので議
論ができるという状況である。

2

班 開催場所 所管委員会等

4班

4班

4班

成羽

成羽

成羽

総務文教

総務文教

総務文教

項目

出された意見・提言等
駅前につくれば人がたくさん来るというのはどうか。
駅前は図書館をつくる環境ではない。教育委員会ももう少し
高梁中央図書館 考え直さなければならないのではないか。教育長にも考えてほ
しいと思う。
高梁市の旧市街地に、都市計画のストーリーはないのか。
5年後、10年後の高梁市のグランドデザインはどうなるのか。
そういうグランドビジョンがない中で議論が進められているの
で、執行部も議会も十分な説明や議論ができないのではない
高梁中央図書館 か。
どういう市街地計画の中でこの図書館が必要なのかというこ
とを議論すべきではないか。

学力向上

議会報告会での回答

委員会等での対応結果
ご意見として承り、市へ伝え、委員会としても今後必要に応じ
協議していく。

個々の議員はそれぞれの考えを持っている。しかし、この会
委員会としても重要課題と認識しており、ご意見は市に伝え、
は議会としてこのような対応をしたという報告の場であり、議会 委員会としても行政の動向等も見極めながら、議論を重ねる。
が今後どうするのかというご意見をいただく場でもある。そうい
う中で、個々の議員の意見を、議会の中でどのように集約して
いくかについて考えなければならない。そういう意味で、皆さん
と意見交換をさせていただき、しっかり承り、聞きっぱなしでな
く、報告書を作成して返答するものは返答する。ホームページ
なども利用してお答えしていきたい。

今日、小学校・中学校で全国統一テストが行われた。岡山県
岡山県の学力低下について議会や委員会での発言はある。
ご意見として承り、市へ伝え、委員会としても今後必要に応じ
としても学力向上について取り組んでいる中で、高梁市は平均 学力向上については異議を唱える議員はいないが、方法論に 協議していく。
にもいかない。
ついてはさまざまな意見がある。
いじめ問題などでは、議会での質問を聞くことがあるが、学力 学力向上については教育委員会に申し入れたい。
向上について質問する議員は少ないのではないか。こういうこ
とについて、どう対応しているのか。
他の市町村と比べて、市の対応も遅ければ他市の議会と比
較して市議会の追求がぬるいのではないか。
総社、新見など平均点の高い所は対応を急いで頑張ってい
る。
平均以下の高梁には、前向きにアピールするものがない。
議会が一致団結して議論してほしい。

入学時、自分たちの世代の、1年生は4時間授業が半年ぐらい ご意見として承り、市へ伝え、委員会としても今後必要に応じ
だが、今は5時間がある。土曜日授業については、枠はあるが 協議していく。
継続的な実施ではない。
現実を見るとき、時間枠は決定的に少ないと感じている。
時間枠の問題、学力の問題、サポートのためのマンパワーの
問題、財政出動の問題などいただいた意見を参考にしながら、
他市や全国的な動向も含めて研究したい。

4班

成羽

総務文教

学力向上

1班

川上

議会活性化

議会報告会

1班

川上

総務文教

川上中学校

川上中学校耐震工事の問題が忘れられているのではない
か。

改めて教育委員会から提案があるだろう。

教育委員会の動向を見ながら委員会としても対応する。

定年組が山林の仕事ができる訓練場所をつくってもいいので
はないか。

今後の参考にさせていただく。

市へ意見として伝える。

9月議会が終わった時点でまた報告して欲しい。

持ち帰って議論する。

委員会としては、年2回の方向でやっていきたいが、報告会の
中身については協議していく。

1班

川上

産業経済

山林活用

備中

総務文教

図書館が駅前に建設されると駐車場もなく交通量が多いので
高梁中央図書館 子どもにとって危険ではないか。

駐車場は駅東側や新庁舎にある。

3班

ご意見として承り、市へ伝え、委員会としても今後必要に応じ
協議していく。

議員間で討議する。

ご意見として承り、市へ伝え、委員会としても今後必要に応じ
協議していく。

3班

備中

総務文教

図書館の内容について時間をかけて議論してほしい。現在地
を利用できないか。
高梁中央図書館

3班

備中

市へ要望

市政

3班

備中

議会活性化

議会報告会

「お年寄り見守り隊」「まちづくり応援隊」などつくれないか。

担当課に伝える。

今日の報告会をどのように反映させるのか。

皆さんの意見を今後の活動に生かしたい。

3

要望として市へ伝える。
議会だよりでお知らせし、詳細についてはホームページへ掲
載する。

