
No 班
開催
場所

項　　　目 所管委員会 意見・提言等 議会報告会での回答 委員会での対応

1
４
班

高梁 野良ネコ対策 市民生活

有害鳥獣のように野良ネコ対策についても取り上げてほし
い。

一度は請願が出たが、県との兼ね合いを考慮して継続審
議になったあと不採択になった。市民への迷惑防止条例
の中に入れて取り組んではどうかという意見もあったが、
それだけでは対応できない。今度とも継続して取り組んで
いく課題だと思っている。議会としても働きかけをしていき
たい。

市へ意見として伝えます。

2
４
班

高梁 病児保育 市民生活

ほとんどの若い母親が働いている。子供が病気になった時
に世話をしてくれる病児保育をしてくれるところがないので、
伝染病などになると母親が長期に仕事を休まなければなら
ない。これは大変な障害になっているのではないか。成羽
病院でそういったことができないのか。

昔一般質問でもあげたことがあるが、文科省と厚労省で
管轄が違う中でなかなか取り入れてもらえなかった。今は
幼保一元化になるので、そういう方向性になればいいと思
う。持ち帰って検討させていただく。

市へ意見として伝えます。
病後児保育については、現在検討中です。

3
２
班

宇治 有害鳥獣対策 産業経済
吉備中央町で猪肉の加工処理ができるが、本市ではどう
か。

執行部に伝える。 市へ意見として伝えます。

4
２
班

宇治 観光振興 産業経済

地域に定住者をふやすための具体例について、現在市内
の観光が十分に周知されていない。観光拠点が線でつな
がっていない。高梁市に移住している人の実例をもっとたく
さん紹介すべき。

本市の魅力のあるところを市が大いに発信するよう、議員
として取り組みたい。

市へ意見として伝えます。

5
２
班

宇治 空き家対策 市民生活
空家提供者に助成金を出して、提供を促進するべきではな
いか。

議会として取り組む。 さまざまな新しい制度を活用していただきたい。市へ意見と
しても伝えます。

6
２
班

宇治 空き家対策 市民生活

空き家バンクの質、量とも不十分。家族で住める住宅を建
設してほしい。

空き家補修の助成金もある。こういうものも利用してもらい
たいし、住宅建設については建設費助成がある。定住対
策課にもご相談していただきたい。

さまざまな新しい制度を活用していただきたい。市へ意見と
しても伝えます。

7
２
班

宇治 定住対策 市民生活
県外からの移住者が宇治町では30名を超えている。建物
修繕には補助があるが、庭等周辺整備にも補助金を出して
ほしい。

執行部に提案したい。 さまざまな新しい制度を活用していただきたい。市へ意見と
しても伝えます。

8
２
班

宇治 バイオマス 産業経済

宇治財産区から市に移管した山林が１８０町歩ある。真庭
市でバイオマス発電をしているが、そこへの燃料供給やシ
イタケづくりの原木の供給などパイロット事業として取り組
むべきではないか。

雑木の活用は十分研究させてもらって、前へ進むように
取り組みたい。

市へ意見として伝えます。

9
２
班

宇治 農業振興 産業経済

地域活性化について、高梁市は空気も水もきれい。このよ
うな環境で採れた米をブランドとして売り出す考えはあるの
か。若者の就農のためにも必要ではないか。

大切な考え方である。農協と協議はしているが、具体的な
取り組みはできていない。我々としても研究し執行部に提
案していきたい。

市へ意見として伝えます。

10
２
班

宇治 竹の利活用 産業経済
竹の利用への取り組みはどうなっているか。 議会からも提案してきたし、市も竹パウダーの活用などに

ついて現在取り組んでいる。ただ、効率、コストの面で問
題がある。

市へ意見として伝えます。
必要に応じ委員会で調査、議論します。

11
２
班

宇治 新規就農 産業経済
若者が就農、起業する際に無担保融資できるような仕組み
をつくるべきではないか。

市は起業支援の策を設けており、本年度は新分野参入の
ための設備整備の補助がある。資金面での補助も提案し
ていきたい。

市へ意見として伝えます。

12
２
班

宇治 婚活 市民生活
全国発信、テレビを活用した婚活をすべきでないか。 研究させていただき、市に提案したい。 市へ意見として伝えます。

委員会としても他市の取り組み等調査、研究していきます。

13
２
班

宇治 農業振興 産業経済

コメの買い取り価格が安くて、就農の魅力がない。小規模
の農家に向けて農機具購入の補助をしてもらえないか。補
助率を上げてほしい。兼業農家同士だとお互い土日に作業
するので農機具の共同利用ができない。

６分の１ではあるが、補助制度を設けている。中山間地域
等直接支払制度でも農機具共同利用ができる。小規模の
農家の支援についてはこれからも考えていきたい。

市へ意見として伝えます。
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14
３
班

玉川 観光振興 産業経済
地域の名所名物がある。下切には四国も大山も見える場
所があるが、アクセスが悪いので生かせる方法を考えてほ
しい。

考えたい。 市へ意見として伝えます。

15
３
班

玉川 地域活性化 産業経済
市長が来られた時、旧180号を駐車場にするとおっしゃった
が、どうなったのか。

出入りが危ないということで、警察が認めてくれないと聞
いている。

市へ意見として伝えます。地域に対しては十分な説明を行
うよう求めます。

16
３
班

玉川 地域活性化 産業経済

橋が新しくなったが、駅に行こうとすると両サイド200mとな
る。最終電車で帰って歩いて帰ってこれるかということだ。
そういう現状に住民は困っている。いつまで我慢すればい
いのか。議会の中で意見を出してほしい。

いただいた意見については、聞きっぱなしにはしない。 市へ意見として伝えます。地域に対しては十分な説明を行
うよう求めます。

17
３
班

玉川 地域活性化 産業経済

玉川工業団地の残りの部分の売却は決定しているのか。
東伸運輸が進出したが、玉川の人が雇用されていない。以
前は空き地でグランドゴルフを行っていたが、今は広瀬に
行っている。結果、グランドゴルフに行く人が減った。東伸が
買わないなら、グランドゴルフ場として使わせてほしいの
で、購入するかどうか確認して返答をお願いしたい。

確認して市民センターへ回答する。 市へ意見として伝えます。

18
１
班

高倉 福祉バス 市民生活
高倉町内へ福祉バス運行を。 執行部に伝える。 市へ意見として伝えます。

19
１
班

高倉 議会報告会 活性化特別

報告会の回数をふやしてほしい。 意見として持ち帰る。 これまで、議会報告会は中学校区単位で年2回開催してき
ました。実施回数については議会報告会のあり方も含めて
協議していきます。

20
１
班

高倉 有害鳥獣対策 産業経済

カワウの対策はどうなっているのか。検討されているのか。 ウの駆除は保護との関係で難しいと聞いている。対策に
ついては把握していないので持ち帰る。

市へ意見として伝えます。市内一斉の対策を求めます。
必要に応じ委員会で調査、議論します。委員会として掘り下
げます。

21
１
班

高倉 福祉タクシー 市民生活

バス・タクシー券は配布されているが、外出困難者にメリット
がない。他の対策も必要では。

バス・タクシー券は高齢者の外出支援の目的で配布され
ている。外出困難者の対応については、国の介護制度が
改正され、市の役割が高まっているので議論していきた
い。

市へ意見として伝えます。
委員会としては、必要に応じ調査、議論していきます。

22
４
班

有漢 市職員 総務文教

今回の人事のことで、市の職員が観光協会に出向している
が、どういう理由なのか。

調べて地域局に回答を出しておく。 観光振興について、関係機関、団体と有機的な連携を図
り、一体的かつ積極的に事業を展開するためと説明を受け
ています。（既に回答を行っています）

23
４
班

有漢 市政 総務文教
合併10年をどう評価するのか、有漢風の回答を願う。 我々も知識不足なので、持ち帰って執行部に確認して答

える。
地域ごとに受け止め方はいろいろあると思うが、委員会とし
ては市全体として必要に応じ議論していきます。

24
３
班

成羽 通学 総務文教

合併後にどこの小学校に行ってもいいということだったが、
備中中学2年生で富家小学校のバスで通っている。水曜日
に迎えに行かない場合は5時50分で帰るが有料である。何
とかしてほしい。

実態を確認して研究する。後日返答する。 学区外通学の手続きを行ってのことだと考えます。必要に
応じて、教育委員会から説明いただく。

25
３
班

成羽 医療 市民生活

坂本の西江先生の診療所へ10名程度の患者さんが通って
いる。診療所が廃止になる予定と聞くが、市の方に話は届
いているか。成羽から先生を派遣してもらえないか。早急に
検討願いたい。

確認する。 市へ意見として伝えます。

26
２
班

川上 産業振興 産業経済

アグリテクノの取り組みについては、どのような成果が出て
いるのか。

領家のアグリテクノについては、フキの栽培、竹パウダー
について取り組んでいる。障害者の就労支援にも取り組
んでいる。はっきりした成果についてはまだわからない。
委託事業については委託費は出ているが、運営費の補
助まではしていない。もうしばらく待ってほしい。仁賀の施
設については調べてお答えする。

市へ意見として伝えます。事業内容を市民にわかりやすく
PRするよう求めます。
必要に応じ委員会で調査、議論します。


