
○平成30年11月実施 議会報告・意見交換会実施報告書取りまとめ表

班
会　場
参加者数

番
号

項目 意見・提言・要望 回答
所管
委員会

委員会での検討結果

１班 御殿山集会所 1
市道の管理に
ついて

市道の陥没がある。危険なので
早急の対応を。高校生の自転車
など転倒事故に繋がるので、早
めに。

担当課に報告し修理するよう求
める。

総務産建 処理済み。

（10人）

2
行政改革につ
いて

人口に対して職員数が多いので
は。

平成17年の合併当初より、退職
と採用抑制により２割は削減し
ている。ご意見として承る。

総務産建

3 地域づくり

集会所運営補助金について
　冬季に水道管破裂で修理代が
必要となる。利用者数が少ない
ので運営が大変で補助はないの
か。

ご意見として承る。 総務産建

4 地域づくり

防犯連絡所看板について
　この看板が空き家と思われる
ところにかかっているが、どこ
が管理しているのか。取り外し
てもよいのか。

ご意見として承る。
空き家とはいえ、勝手には対応
できない。担当課に報告する。

総務産建

5 地域づくり

敬老会について
　車の便がないので出席できな
い人がいる。全体の対象者が多
いので地域ごとに集会所などで
実施した場合弁当が出るのか。

地域で相談してみて下さい。新
見の婦人会でも依頼すれば作っ
てもらえるのではないか。

総務産建

6 地域づくり
市内行事を掲載したカレンダー
を作製してみてはどうか。

ご意見として承る。 総務産建

7 地域づくり
城山公園に古木があり視界が悪
い。

ご意見として承る。 総務産建

1



2
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会　場
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番
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項目 意見・提言・要望 回答
所管
委員会

委員会での検討結果

8 地域づくり
告知放送を2回放送できないか。
また、お悔みの放送を市街地で
もしてほしい

ご意見として承る。 総務産建

9 地域づくり 市報は白黒でもよいのでは。
印刷会社も安い値段で対応して
くれている。

総務産建

10 地域づくり
地域の集会所の改修、解体費に
助成はでるのか。

執行部に報告し、回答します。 総務産建

企画政策課に調査したところ
「集会所の改修や修繕等につ
きましては「地域の集会に使用
する公会堂施設整備費補助
金」（※別添１参照）による助成
がありますが、解体費に対す
る助成はありません。」との回
答がありました。

11 企業誘致

工業団地の新工場について
　現在どのような状況か。
新見インターから矢崎方面の道
路混雑について市の対応は。

当初の開業予定よりも1年程度遅
れる見通しである。
執行部に伝え、回答する。

総務産建

商工観光課及び建設課に調
査したところ
「商工観光課：県営西方工
業団地につきましては、２
社の立地が決定し、平成３
０年３月に立地協定調印式
を行っています。２社とも
に、本年（Ｈ31）夏頃、工
場建設に着手し、平成３２
年度中の操業開始を目指し
ていると伺っております。
建設課：長年の懸案であり
ました辻田ｶﾞｰﾄ下拡幅が完
了しました。現在、改良の
計画はございません。」と
の回答がありました。



班
会　場
参加者数

番
号

項目 意見・提言・要望 回答
所管
委員会

委員会での検討結果

12 防災

避難時の避難場所について
　適切なところを指示してほし
い。また、土のう袋を作る際、
砂を詰めすぎて役に立たなかっ
た。

防災計画の見直しが行われるの
で執行部に指摘したい。
土のう袋については、ご意見と
して承る。

総務産建

13
公共交通につ
いて

ら・くるっと運行拡大について
　買い物弱者が多く、竜頭まで
の運行拡大を2月23日に322名の
署名を添えて請願したがその後
どのようになっているのか。

議員としても執行部に改善を求
めています。また、公共交通会
議でもら・くるっとの件は、議
題になっているようです。請願
については、行政と協議して、
回答します。

文教福祉

請願への回答は、生活環境
課から行っています。
公共交通については、委員
会で引き続き調査研究して
まいります。

14 地域づくり

買い物、病院通いについて
　高齢者が多く困っている方も
いる。週1、2回であれば自家用
車を運転してもよいが、何か方
法はあるのか。

地域づくり交付金制度もありま
す。まずは、地域の実情を行政
に相談することがよいのではな
いか。協働推進課にお尋ねする
ことをお薦めします。

文教福祉

15 地域づくり
ごみ袋は、小さいものがよい。
一枚あたりの単価が安いものが
よい。新見市は高い。

持ち手付のものは執行部で検討
中です。ご意見として承る。

文教福祉

熊野総合セン
ター

16 簡易水道
簡易水道の施設が老朽化してい
るが、今後どうするのか。

上水道との統合と併せて現在検
討中。施設の更新は、対応して
いく方向になる。

総務産建

（19人）
17 地域づくり 防犯灯を設置できないか。

15000円の補助は出るが、先ずは
地元で相談してみてほしい。

総務産建

18 人口減少問題
市内に限界集落はどれくらいあ
るか。

後日調査の上、回答を送付しま
す。

総務産建

企画政策課に調査したところ
「集落の半数以上が65歳以上
で占められている集落は、市
内８３０集落のうち３３２集落で
す。(H30.12.28現在：住民基本
台帳)」との回答がありました。
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班
会　場
参加者数

番
号

項目 意見・提言・要望 回答
所管
委員会

委員会での検討結果

19 地域づくり
熊野総合センターの光熱費は、
30万ほど掛かるが、助成しても
らえないか。

執行部に伝えます。 総務産建

20 市道・県道 法曽の道路の拡幅について 執行部に伝えます。 総務産建

21 千屋牛の増頭
小さい畜産家のことを考えてい
ない補助金制度ではないか。

優良牛の増頭について制度設計
したものだ。

総務産建

22 千屋牛の増頭
牛については、議員はどう考え
る。

千屋牛も大切だが、神郷には竹
の谷の蔓牛がある。これも重要
と考える。

総務産建

23 人口問題
地元に残り働いている人には、
補助金がない。若い人には、支
援金が必要ではないか。

地元に残り活躍する人に重点を
置くべきと考える。一般質問で
も住宅改修補助金の上乗せなど
を求めている。また、看護・介
護の資格をとり、市内の医療機
関などに勤務することも人口問
題を考える手立てとなるのでは
と考える。

総務産建

24 水道事業
簡易水道と上水道が統合すれ
ば、料金は高くなるのではない
か。

現在、新見市水道事業審議会で
協議している。料金の差がない
ように協議していきたい。

総務産建

25 防災
くさまやの前の河川のしゅんせ
つをすべきではないか。

くさまやの前のところは入って
いないが、長屋、井倉洞につい
ては県が着手している。

総務産建

26 地域づくり
コンパクトシティとはどういう
ことか。

病院、役所、買い物など小さな
エリアで用事が済ませるよう行
政機能の効率化と住居の都市部
への移転を促す考え。

総務産建



班
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番
号

項目 意見・提言・要望 回答
所管
委員会

委員会での検討結果

27 漆の山
漆の山はどうするのか。年2回
は、草刈をするべきではない
か。

執行部に伝える。 総務産建

28 行政改革
市税が高くなるばかり、職員給
与は高くなるがなぜか。公務員
はなぜボーナスが出るのか。

人事院勧告で給与は上がる。条
例で支給することになってい
る。

総務産建

29 行政改革
市民センターによく分る人を配
置すべきでは。

住民サービスの向上に資する基
礎素養は必要だ。意見として執
行部に伝える。

総務産建

30 地域づくり

動物の火葬場を設置してほし
い。哲多の大椿寺では、20キロ6
万円で火葬しているが、市で設
置できないか。

他市では、設置しているところ
もあるということだが、執行部
に伝え、回答する。

文教福祉

生活環境課に調査したとこ
ろ「今のところ設置予定は
ありません。」との回答が
ありました。

31 公共交通

ら・くるっとは、防災公園で休
憩しているが、井倉まで伸ばせ
ば観光客も増えるのではない
か。

公共交通会議で議論している。
現行は、都市計画区域内の運行
なので、会議での検討による。

文教福祉

32 議会改革
議員の報酬についてどう考える
のか。税金である。また、どん
な考えで立候補したのか。

報酬は、規定で決まっている。
地元はもとより、新見市全体を
よくしようと立候補している。

改革会議

33 議会改革 議員の定数は。
現在、定数等特別委員会で検討
している。

改革会議

大佐公民館
上刑部分館

　（5人）

34
新見市版地域
共生社会

市民の誰もが理解できるような
ものとあるが、大学から遠いと
ころでは、大学や学生の交流や
助言などは程遠いのではない
か。地域ケア会議を年2回してい
るが、今までと変わらない。

ご指摘のとおり、場所によって
は、移動手段などがないところ
など厳しいことも予想される
が、積極的に来てもらうよう呼
びかけは続けるべきと考える。

総務産建
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班
会　場
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番
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項目 意見・提言・要望 回答
所管
委員会

委員会での検討結果

35
新見市版地域
共生社会

地域担当職員の活動内容がわか
らない。積極的に関わることを
のぞむ。

小地域ケア会議などに出席し、
地域課題の掘り起こしを行うと
ともに、地域運営組織の設立に
助力することと聞いている。

総務産建

36 大佐ダム
サイレンの運用に関し、避難指
示が出る前にダムの状況につい
て具体的に放送してほしい。

県管理のダムの運用規程は、30
年も前のものと聞いている。議
会として市長に、県に改善を求
めるよう申し入れている。ま
た、災害を受けての十分な検証
が行われるよう議会としても調
査中。

総務産建

37 災害

(近所からの又聞きですが）裏山
の谷がつえて、土砂が出た場
合、１軒だけでは補助は出ない
のでしょうか。2戸以上でないと
だめだと聞いたのですが。

民家への流入土砂の撤去費用に
ついて、環境省の事業でみてく
れますが、お尋ねのケースが、
当てはまるかは不明です。まず
は、ご本人が大佐支局に相談さ
れることがよいのでは。

総務産建

38 要望書の処理

昨年の10月16日に市長宛、上刑
部分館横の河川改修についての
要望書を提出している。いまだ
に返事もないがどうなっている
のか。

災害の発生が、多くなっている
と実感します。不安な状況お察
しします。ご批判を受け止め、
執行部に報告し、回答します。

総務産建

建設課に調査したところ
「回答ができていないこと
は申し訳ございません。早
期の実施は難しいですが、
検討してまいります。」と
の回答がありました。

39
災害時の議員
の対応

7月の豪雨、24号台風、災害に
あったが、議員は、この状況を
全部把握しているのか。

被災された方々の状況は、それ
ぞれの議員が現地に赴くなりし
て、実態を把握しています。た
だ、どうしても地元の割合が高
くなりがちで、市内全域を見る
ことはできていません。しかし
ながら、適宜、対応はしており
ますのでご理解をいただきた
い。

総務産建



班
会　場
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番
号

項目 意見・提言・要望 回答
所管
委員会

委員会での検討結果

40 公共施設

市役所など公共施設のトイレ内
の荷物掛けを下の位置に付けて
ほしい。高齢者は、高いところ
では手が届かない。

トイレでのご不自由理解しま
す。ご要望として承り、執行部
に伝えます。

総務産建

41 空き家対策
空き家のトタン屋根が飛んだ。
持ち主が不明のところは、市で
対処できないか。

特定空き家の制度もある。支局
に尋ねてみて下さい。

総務産建

哲多新砥公民
館

　（1人）

42
新見市版地域
共生社会

池田市長のいう協働のまちづく
りとは、具体的にどうされるの
かよくわからない。

すべての住民が地域の抱える課
題を自分ごととして認識し、主
体として積極的に活動し、地域
運営組織の一員として地域づく
りに参加することを目的として
いる。そこに大学の持つ知見を
活用することで新見市独自の協
働のまちづくりを目指すもので
ある。

総務産建

43
新見市版地域
共生社会

地区社協が中心になってやって
いるが、あまり変化がない。ま
た、地域担当職員が来ても発言
がない。

現在は、小地域ケア会議などに
出席して、それぞれの地域課題
の掘り起こしを進めている状況
である。住民からも課題を積極
的に指摘すれば、発言も促せる
のではないか。

総務産建

44 災害
仙石谷の県道の災害復旧は、い
つになるのか。新砥地域の住民
は、大変不便をしている。

現在、災害査定中で具体的にい
つということは申し上げれな
い。住民生活の支障は、十分理
解している、執行部に確認して
回答する。

総務産建

建設課に調査したところ
「ご不便をおかけしてお
り、申し訳ありません。2月
1日に国の災害査定が終了し
ました。早期工事発注に努
めます。」との回答があり
ました。
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班
会　場
参加者数

番
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項目 意見・提言・要望 回答
所管
委員会

委員会での検討結果

45 災害

7月災害で農業用水路の被害が多
く出た。今日、測量に来ていた
が、水路の修理費がかなり掛か
る。市からの補助金だけでは足
らず、個人負担がかなりいる。
耕作を放棄しようかと言う者も
おり、何かよい方法はないか。

農業用水路の被害については、
今回かなりあがっている。他の
地域でも負担金については、頭
を悩ましている。各水利組合で
の話し合いになると考えるが、
結局、耕作を続けるものの負担
が増えざるを得ないのではない
か。

総務産建

２班
西方ふれあい
センター

46 下水道料金等
公共下水道の受益者負担金が、
土地に対してなされるのはおか
しいのではないか。

公共下水道を整備するにあた
り、人数や面積の議論がなされ
たが、現行の制度に決定され
た。ご理解いただきたい。

総務産建

（1人）

47
河川の土砂浚
渫

早急に河川のしゅんせつ工事に
取り組むべきではないか。

議会としても早急な河川のしゅ
んせつ工事を求めている。その
ため、土砂の捨て場確保に努め
ている現状である。

総務産建

48
道路の拡張及
び電柱の撤去

新見駅北の備北粉化工業株式会
社までの道路は、大型トラック
が頻繁に通行し危険である。

これまで、議会としても同地区
の道路改良を求めてきたが、実
現できないでいる。今後も根気
強く求めていきたい。

総務産建

49
新見市の道路
事情

新見市は全体に道路事情が悪
く、汚い。

検討課題の一つである。 総務産建

豊永ピオーネ
交流館

　（19人）

50 ２９年度決算

２９年度決算で、７億区円余り
は基金積み立て、１億３７００
万円余りは、繰越金となってい
るが、残り７億円あまりは、ど
うなっているのか。

３０年度の繰越金となる。 総務産建
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番
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委員会

委員会での検討結果

51 ２９年度決算
農林水産費が他の自治体に比べ
て少ないのではないか。

笠岡市は干拓関連、真庭市はバ
イオマス関連などの予算措置が
大きいと考えられる。本市は、
総額はさほど大きいとは言えな
いが、住民一人当たりの決算額
は多い。

総務産建

52 ２９年度決算 総務費が多いのはなぜか。

南庁舎の建設、情報通信ネット
ワーク及び映像放送系機器更新
事業の予算措置のため多くなっ
ている。

総務産建

53 移住者支援

他の自治体から移住者を確保し
たいのなら、無償で土地や山林
を提供するなど、思い切った施
策を実施する必要があるのでは
ないか。

特に豊永・草間地区は、新規就
農者が多く、就農の支援も実施
されているが、ご指摘のような
思い切った施策も必要に思われ
る。また、圃場に隣接する作業
場や住居の提供なども重要な検
討課題としていきたい。

総務産建

54 副市長の職務
副市長の職務が十分果たされて
いるのか。

その職責を果たすべく頑張って
いる。地域に出向く機会が少な
いかもしれない。

総務産建

55 消火栓の移動

現在、消火栓が県道の走行車線
(轍部分)に設置されているた
め、消火栓の蓋が開かない状態
である。火災等が発生した場合
の安全が確保できない。移動で
きないか。

重要な課題であるので、早急に
関係機関に連絡し、対処した
い。

総務産建

56 豊永財産区
豊永財産区の基金１０００万円
余りを、公共のために使用でき
るようにできないか。

萬歳財産区ではできるので、規
約の変更も含め、総務課と相談
したい。

総務産建

9
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班
会　場
参加者数

番
号

項目 意見・提言・要望 回答
所管
委員会

委員会での検討結果

57
水道・電気・
情報等のイン
フラ

水道・電気・情報等のインフラ
については、ぜひ守ってほし
い。

災害発生時のインフラ確保の重
要性は、市としても議会として
も十分認識している。意見とし
て承る。

総務産建

58 告知放送機器
告知放送機器を移動したり、配
線を移動する場合の、料金が高
いのではないか。

こうした場合、市が半額補助し
ているが、確かに若干高いかも
しれない。意見として承る。

総務産建

59 廃校舎の活用
廃校舎が多いが、市はもっと責
任を持ってその活用を考えてほ
しい。

重要な課題である。市では、イ
ンターネット等で市内外の事業
者や団体等にその活用を求める
べく、情報発信を行っている
が、なかなか良い結果に至って
いないのが現状である。

文教福祉

60
足見地区の公
共交通

足見地区の公共交通について、
もう少し改善が図れないか。

ご意見として承る。 文教福祉

大佐公民館
田治部分館

61
新見市版地域
共生社会の構
築

生活支援コーディネーターや地
域担当職員の役割は。

各地域の抱えている課題や必要
な生活支援等について把握し、
地域と行政の架け橋といった役
割を担う。

総務産建

（9人）

62 災害対応

災害対応が遅すぎると感じる
が。２次災害の恐れがある。基
金を取り崩してでも、必要な災
害対応をしてもらいたい。ま
た、市民に対応の進捗状況を広
報する必要があるのではない
か。

影響の大きい公共的なインフラ
から災害対応をしている。市民
の皆さんに迷惑をかけないよう
努力しているが、市内全域に７
００以上の復旧しなければなら
ない箇所がある。現在、査定中
である箇所が多い。ご指摘のよ
うに、市民に対しては、進捗状
況を広報していく必要がある。

総務産建



班
会　場
参加者数

番
号

項目 意見・提言・要望 回答
所管
委員会

委員会での検討結果

63
クアオルト事
業

クアオルト事業はあまり効果が
出ていないのではないか。

確かに利用者の固定や参加人数
が拡大していない状況だ。市民
の健康増進にもう少し工夫が必
要かもしれない。

総務産建

64
大佐スマート
インターの活
用等

大佐スマートインターの時間延
長はできないか。また、災害対
応で、ＳＡのトラック等の利用
が多くなっているが、ＳＡの利
用促進や新見市のＰＲに活用で
きないか。

利用促進協議会が、地域の要望
として声をあげないと前に進ま
ない。意見として承る。

総務産建

65 固定資産税

固定資産税の評価替えについて
執行部から報告があったか。宅
地の固定資産税は、路線価を反
映しているが、田畑や山が下
がっていないのはおかしいので
はないか。

ご指摘の点については、調査し
てみたい。

総務産建

税務課に調査したところ
「平成30年度の固定資産税
の評価替えにおける土地の
評価額の見直し結果は、次
のとおりです。宅地の評価
額は、前年度より下がって
います。田・畑・山林の評
価額は、固定資産評価基準
の定めるところにより、知
事が算定することとされて
いる田、畑、山林の平成30
年度提示平均価額が、前年
度比100％であるため、前年
度と同額との結果となって
います。」との回答があり
ました。

哲多宮河内郷
土文化館
　（6人）

66 一般質問
執行部の「検討する」という答
弁について、もっと突っ込んだ
再質問が必要ではないか。

議員としての資質向上に努め、
行政を質していきたい。意見と
して承る。

総務産建

11
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班
会　場
参加者数

番
号

項目 意見・提言・要望 回答
所管
委員会

委員会での検討結果

67
地下資源（石
灰）の活用

石灰が本市の基幹産業である
が、この地下資源を活かす研究
所等の誘致はできないか。

貴重なご意見として承る。 総務産建

68 議員への相談
山を整備するなどの課題を持っ
たとき、どの議員に相談すれば
よいか分からない。

議員は市政全般について議会で
行政を質している。それぞれ
培った専門分野もあるので、議
会だより等を参考に気軽に相談
をかけていただきたい。

総務産建

69
新見市版地域
共生社会の構
築

大学を活かした新見市版地域共
生社会の構築がよく分からな
い。

持続可能なまちづくりを進める
上で、大学の知見や人材を活か
すということ。また、学生数増
による経済効果も期待される。

総務産建

70 国土調査
哲多支局管内では、国土調査が
十分でないが、どうなっている
のか。

哲多地区は、平成８年からの国
調着手で、他地区に遅れてい
る。現在、国の予算が削減され
ているので、動向を見ながら取
り組むことになる。

総務産建

71 市職員の採用
市の職員を地元採用はできない
のか。

現在、地方自治体の職員採用に
ついては、各自治体のみでは、
その事務を行えないシステムに
なっている。ご理解いただきた
い。

総務産建

72
髙校の全国公
募及び公立大
入試の地元枠

新見髙校を存続するための全国
公募はどうなっているか。ま
た、公立大に地元生徒を増やせ
ないか。

全国公募の方向で準備が進めら
れているが、寮については県の
整備が望めない状況である。ま
た、公立大は、３学科に各５
名、計１５名の地元枠が設けら
れる予定だ。

総務産建



班
会　場
参加者数

番
号

項目 意見・提言・要望 回答
所管
委員会

委員会での検討結果

73 家庭教育

人口減少を食い止めるために
も、地元の良さをもっと知らせ
る教育を充実させる必要があ
る。また、この点に関して、親
を育てることも必要に思われる
が。

昨年度から、にいみ未来づくり
会議による、本市の良さや課題
をテーマにした出前講座が市内
の小中髙校で実施されるなど、
ふるさと新見を愛する事業が始
まっている。学校においても、
塩から子育成事業に取り組むな
ど、官民をあげて取り組んでい
る。

文教福祉

74
看護学生の補
助金

看護学生の補助金はどうなって
いるのか。

看護学生を対象とした補助金
は、卒業後地元医療機関に４年
間勤務することを条件に、月１
０万円が補助されている。

文教福祉

３班 足立会館 75 災害復旧
豪雨災害の被災個所の復旧が遅
い。早く直してほしい。

査定が終わり次第着手している
がいましばらく時間がかかる。
ご理解いただきたい。

総務産建

（18人）

76 災害復旧
芋原から吉川への道の復旧はい
つになるか。

進捗状況を調べて返事を返す。 総務産建

建設課に調査したところ
「ご不便をおかけしてお
り、申し訳ありません。2月
1日に国の災害査定が終了し
ました。今後は、工事発注
の準備を進め、来年度早々
に工事発注する予定として
おります。」との回答があ
りました。

77 災害復旧

水源にしていた池に砂が入りま
た雨の時は水があふれ困ってい
る。県道の水路もつまり排水が
悪い。

職員に現場を見に来てもらうよ
う伝える。

総務産建

78
水路の維持管
理

木の葉が多く水路の中のマスに
たまりパイプも詰まっている。

職員に現場を見に来てもらうよ
う伝える。

総務産建

13
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班
会　場
参加者数

番
号

項目 意見・提言・要望 回答
所管
委員会

委員会での検討結果

79 災害復旧 野呂の石崖が崩落している。
職員に現場を見に来てもらうよ
う伝える。

総務産建

80
県道の維持管
理

日南線の草刈りにムラがあるが
なぜか。きれいに刈ってほし
い。

執行部から県へ丁寧に草刈りを
するよう伝えてもらう。

総務産建

81
林道の維持管
理

田曽から朝間は夏に草が茂って
いる．今後の維持管理の方向性
は。

調査して返事をする。 総務産建

建設課に調査したところ
「木々にならないように、
隔年で業者委託により草刈
りを行っています。地元道
路愛護会で草刈りなど管理
していただいている路線以
外については、今後、検討
してまいりたい。」との回
答がありました。

82
水道事業の統
合

簡水と上水の統合について、料
金、維持管理の方法などはどう
なるのか。

現在検討中。来年７月をめどに
方針が示される。ご心配の声を
執行部へ伝える。

総務産建

83 水質環境
西川の魚が減ったのはダムがで
きたせいではないか。

ダムについての資料を後日送付
する。

総務産建

総務課に調査したところ
「ダムの影響については、
市では分かりません。」と
の回答がありました。

84 公共交通
伯備線にＤ－５１を走らせるな
ど伯備線を残す工夫が必要なの
ではないか。

ご意見として承る。 総務産建

85 企業誘致
企業誘致をして経済の活性化を
求める。

誘致した２社の操業が延期され
た。現在その他に誘致できる土
地を探している。ご意見として
承る。

総務産建



班
会　場
参加者数

番
号

項目 意見・提言・要望 回答
所管
委員会

委員会での検討結果

86 地域医療
一か所で複数の診療科目がある
市民病院を求める。

ご意見があったことは執行部に
伝えるが、現実は市民病院の開
設は不可能である。

文教福祉

87 公共交通
交通の便が悪い。ら・くるっと
は足立まで回れないか。

ら・くるっとは市街地を回るこ
とを目的としている。地域で移
送支援をしていただければ助成
される。

文教福祉

88 地域医療

足立診療所は豪雨災害以来仮設
で診療している。交通の便も悪
く街まで出にくい。足立診療所
の設置を求める。

執行部に伝える。 文教福祉

市民課に調査したところ
「足立診療所の診療業務に
ついては、診療所倒壊後も
足立会館で「足立診療所巡
回診療」として、神代診療
所金森医師により、引き続
き行っております。平成２
９年度の診療日あたりの利
用者数は、約５人となって
おり、今後利用者数が増え
る事は見込めないと考えて
おります。この現状を踏ま
え、市としましては、当面
現在の診療体制を継続して
いくこととし、新しく足立
診療所を建設することにつ
いては、考えておりませ
ん。
　なお、神代診療所金森医
師も、市の方針に理解を示
された上で、当面現在の診
療体制を継続していくこと
で、了解を得ておりま
す。」との回答がありまし
た。

15
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班
会　場
参加者数

番
号

項目 意見・提言・要望 回答
所管
委員会

委員会での検討結果

旧下熊谷小学
校

89 災害復旧
豪雨災害の被災個所の復旧が遅
い。早く直してほしい。

査定が終わり次第着手している
がいましばらく時間がかかる。
ご理解いただきたい。

総務産建

（8人）

90 災害復旧
熊谷川の土砂の撤去が遅い。部
分的にしか見てくれない。

査定が終わり次第着手している
がいましばらく時間がかかる。
ご理解いただきたい。

総務産建

91 災害復旧
復旧の進捗について地元に説明
がない。取り組んでいるのかわ
からない。

査定が終わり次第着手している
がいましばらく時間がかかる。
ご理解いただきたい。

総務産建

92 災害復旧

熊谷川の井堰は設計が悪い。川
の曲がりがおかしいので一方に
砂がたまり毎年川を浚える必要
がある。県にやり直しを求めた
い。

地元で協議して市から県へ要請
してもらう必要がある。時間は
かかるが話は出してみる。

総務産建

建設課に調査したところ
「場所を教えていただけれ
ば県に伝えます。」との回
答がありました。

93 災害対応

災害の時要望を集約するのは誰
か。市と交渉するのは誰かルー
ルを作るべき。地区ごとにまと
めて市へ伝え交渉すると良いと
思う。

ご意見として承る。 総務産建

94 事業発注

うるさく言うとしてくれる。う
るさく言わないと後回しにされ
ていると思う。順番はどうやっ
て決めているのか不審に思う。

ご意見として承る。 総務産建

95
新見駅西エリ
ア開発

新見駅西エリアを市が買って後
は民間に丸投げ。公営住宅は民
業圧迫になるからしないといわ
れた。駅西エリアの計画はどう
なっているか。

議会に示された計画を説明し
た。

総務産建



班
会　場
参加者数

番
号

項目 意見・提言・要望 回答
所管
委員会

委員会での検討結果

96
新見駅西エリ
ア開発

高校の学生数が減っているのに
計画通り入居者が確保できるの
か。民間アパートにも空き部屋
が多い。コンビニ開店には委託
金がかかる。駅前は国道から離
れていて集客も見込めない。西
エリアの計画には不安がある。

ご意見として承る。 総務産建

97
新見駅西エリ
ア開発

子どもが育ちやすい環境を作っ
たり、今ある求人に労働力をつ
なげることが必要なのに、それ
をしないで駅前に住居を作った
りコンビニを作ったりするのは
おかしい。コンビニを作ると今
あるコンビニは営業を続けられ
なくなりそうなのに商工会議所
もそれを止めないのもおかし
い。

ご意見として承る。 総務産建

98
大学を活かし
たまちづくり

大学を活かしたまちづくりは難
しいのではないか。

ご意見として承る。 総務産建

99 地域共生社会

地域にリーダーがいないと進ま
ない。次世代を育てることも必
要。「皆さんと共に」と言われ
てもどうしていいか戸惑う。

まずモデル地区を決めて取り組
むと良いと思う。今は行政がす
べてできる時代ではない。自助
共助の時代。住んでいる人の意
識を変える必要がある。

総務産建

100
水道事業の統
合

簡水と上水の統合について、料
金、維持管理の方法などはどう
なるのか。

現在検討中。来年７月をめどに
方針が示される。ご心配の声を
執行部へ伝える。

総務産建

17
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班
会　場
参加者数

番
号

項目 意見・提言・要望 回答
所管
委員会

委員会での検討結果

101
旧下熊谷小学
校の遊具

旧小学校の遊具がそのままに
なっている。危険なものもあり
使用禁止だが、小さい子どもは
使いたがる。旧小学校の遊具使
えないのなら児童公園は整備で
きないか。

執行部へ伝える。 文教福祉

教育総務課に調査したとこ
ろ「旧下熊谷小学校の遊具
で使用禁止のものはありま
せんが、廃校施設の遊具に
関しては点検を行い、危険
性が疑われるものについて
は撤去するなど、適正な管
理に努めております。」と
の回答がありました。

102 民具
旧小学校に民具がある。なんと
か保管できないか。

ご意見として承る。 文教福祉

103 避難指示

上熊谷の市民センターまで避難
するよう放送があった。危険
だったのになぜ市民センターに
避難するよう指示したのか。

今回の災害対応では反省点が出
ている。それを受けて災害時の
避難指示を見直すよう取り組ん
でいる。災害時には安全を確保
できるよう日頃から地域で考え
ていく必要がある。今回の避難
指示の問題点については執行部
へ伝える。

総務産建

総務課に調査したところ
「夕方から夜間にかけての
避難勧告であったことか
ら、公民館など場所が分か
りやすく、収容人数の多い
避難所を優先的に開設しま
した。今後は、災害の状況
や施設の状況、避難者数な
どを考慮した安全な場所で
の避難所の開設に努めま
す。」との回答がありまし
た。

神郷公民館
高瀬分館

　（8人）

104
地域共生社会
構築

地域担当職員は何をしてくれる
のか。地元に入って事務的なこ
とをしてくれると助かると思
う。

地域担当職員は小地域ケア会議
に出席している段階。早く何で
も話せる間柄になって困りごと
を遠慮なく言い合い、地域担当
職員にどういった支援をしてほ
しいと具体的に指示するのが良
いのではないか。

総務産建



班
会　場
参加者数

番
号

項目 意見・提言・要望 回答
所管
委員会

委員会での検討結果

105 災害対応

市内全域に避難指示が出たが、
市民全員が入れるだけの避難所
があるとは思えない。避難所の
見直しをするべき。

現在見直しをしている。執行部
へ伝える。

総務産建

106
地域共生社会
構築

共生社会のパンフレットには大
変良いことが書いてあるが具体
的なことは何も載っていない。
具体的には予算で示されるの
か。

予算にいくらか反映されてきて
いる。

総務産建

107
公立大学４大
化

大学と市民のつながりをどう
作っていくのか。

４大化の条件に地域との交流が
ある。今までもある程度はでき
ているが、学生の移動手段がな
い。

総務産建

108 林業振興

林業を活性化し山が資源になる
ようにしてほしい。大工の技術
復活はどうか、また高校に林業
や環境を教える科があってもよ
いのではないか。若い世代に林
業に関心を持ってほしい。

高校へ林業コースを設けるなど
特色を出す必要がある。提言と
して承る。

総務産建

109 ふるさと納税 ふるさと納税はいくらか。 数字を答弁 総務産建

110
バイオマス発
電

バイオマス発電とは。
杉ヒノキの未利用材を年間4万ト
ン使っていく。運搬に経費が掛
かる。

総務産建

111
バイオマス給
湯

バイオマス給湯とは。
神郷と千屋の温泉にバイオマス
ボイラを設置する。

総務産建

112 簡易水道事業
神郷の簡易水道は敷設替えをし
ているのか。インフラ老朽化を
心配している。

石綿管なので交換している。 総務産建
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班
会　場
参加者数

番
号

項目 意見・提言・要望 回答
所管
委員会

委員会での検討結果

113 林業振興

建築様式が変わり林業ではもう
からなくなった。人工林の手入
れをしないと災害につながる。
保安林と言いながら放置されて
危険である。かえって広葉樹林
の方が災害に強い。山を適正に
管理し防災に努めてほしい。

ご意見として承る。 総務産建

114 地域医療
救急指定病院の受け入れが拒否
される。

執行部と医師会は協議している
が難しい。執行部へ伝える。

文教福祉

115 地域医療
ドクターヘリの夜間運行の検討
は進んでいるのか。

ドクターヘリではなく消防防災
ヘリを活用する方向で検討して
いるが、医師・看護師を乗せて
現地に向かうとロスタイムが生
じる。真庭・美作と一緒に協議
会を設置して取り組んでいる。
夜間飛行は技術的に難しい。

文教福祉

116 地域医療 市民病院はできないか。

その考えはない。他市の市民病
院は赤字、運営は難しい。ただ
し4病院が協力するなら行政も力
を貸すことができるだろう。

文教福祉

117
若者の政治参
加

18歳から選挙権があるのだから
若い人から意見をもらうような
仕組みを作ってはどうか。

現在子ども条例を作成中でその
中にこども会議の開催がうたわ
れている。子供たちからの意見
をいただける場になると思う。
子供条例の施行に期待してほし
い。

文教福祉

118 障がい者支援 新見市の障がい者施策は。 資料を送付する。 文教福祉



班
会　場
参加者数

番
号

項目 意見・提言・要望 回答
所管
委員会

委員会での検討結果

哲西本区生活
改善センター

119 災害復旧
仙石谷の復旧はまだか。バス
ルートに影響が出ているので早
く直してほしい。

県が対応しているのか市が対応
しているのかわからないので調
べて早期復旧を求めていく。

総務産建

建設課に調査したところ
「ご不便をおかけしてお
り、申し訳ありません。2月
1日に国の災害査定が終了し
ました。早期工事発注に努
めます。」との回答があり
ました。

（17人）

120 水道審議会

審議会が開かれているが一般市
民ばかり集まってよい審議がで
きるのか。それで承認されたら
市民を交えて協議したことにな
るのはおかしいと思う。審議会
の在り方に疑問を感じる。

審議員の方々は一般市民だが大
変熱心に取り組んでいる。良い
判断をしようと説明をしっかり
聞いてくださっている。審議会
の在り方についてはご意見とし
て承る。

総務産建

121
公立大学4大
化

学生の住むところは足りるの
か。空き家対策として学生に活
用してはどうか。

駅前西エリアを整備する計画が
ある。空き家活用についてはご
意見として承る。

総務産建

企画政策課に調査したところ
「新見公立大学の４大化にあ
たり、４年後には現在より学生
が２８０人程度増える見込みで
す。現在の市街地における民
間アパートの整備状況を見て
も不足する懸念があります。こ
のため、JR新見駅隣接地で民
間活力による学生住宅の整備
を計画しています。」との回答
がありました。

122
市の将来ビ
ジョン

新見市の将来ビジョンについて
の考え方を尋ねる。

各議員答弁 総務産建

123 人口減少
人口減少の原因は何もしなかっ
たから。ふるさと納税やA級グル
メなどもPRが下手。

ご意見として執行部へ伝える。 総務産建
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班
会　場
参加者数

番
号

項目 意見・提言・要望 回答
所管
委員会

委員会での検討結果

124 市営斎場

明月苑の和室は夜間休日に借用
申請をすることができない。夜
間や土日休日でも使えるように
してほしい。

執行部へ伝え調査し、対応を求
める。

文教福祉

生活環境課に調査したとこ
ろ「明月苑の借用は市役所
での申請となります。申請
は夜間休日も借用申請でき
ます。市役所でご相談くだ
さい。」との回答がありま
した。

125
看護学生奨学
支援金

看護学生奨学支援金の財源は大
丈夫か。

大丈夫。医師会からも寄付をも
らっている。

文教福祉 　

126 決算説明資料
決算説明資料のグラフにも%を入
れてほしい。

ご指摘承る。今後に活かす。 改革会議

127 決算説明資料
議員一人当たりの人数に事務局
は入っているのか。

入っている。 改革会議

128 一般質問
もっと迫力のある一般質問にし
てほしい。

ご意見として承る。 改革会議

129 一般質問

執行部の答弁者に対して「あな
た」と言う議員がいるが、議場
での発言としてはいかがなもの
かと思う。

ご意見として承り議員で共有す
る。

改革会議

４班 唐松公民館 130 上水道
草間台の水道施設の、かさ上げ
をすれば唐松側に水が来るよう
になるのでは。

施設部分の２．５メートル嵩上
げで影響は、少ない。

総務産建

（5人）
131 ダム管理

ダム管理で、洪水対策として事
前放流は出来ないか？

議会、市、県、国と協議してい
る。

総務産建

132 職員定数
職員定数管理について、２０～
２５年後の人口対比は。

合併後２０％削減している。 総務産建



班
会　場
参加者数

番
号

項目 意見・提言・要望 回答
所管
委員会

委員会での検討結果

133 情報
下水道管に敷設した光ファイ
バーを利用した情報通信は(水道
メーター検針等）。

市に確認する。 総務産建

情報管理課及び上水道課に
調査したところ「下水道管
に敷設した光ファイバーを
利用して、約４５０件の水
道メーターの自動検針を
行っている。」との回答が
ありました。

134 市政
新見市の第一の(市政）行政の重
点項目は。

説明した。 総務産建

135 農林 農林業の予算が少ないが。
市議会としても執行部に要請し
ている。

総務産建

136 Iターン
移住者が１組来たが、市の職員
は訪問しない。

執行部へ伝える。 総務産建

137 自主防災
７月豪雨で避難したとき、自主
防災組織の内部連絡がうまく取
れていない。

執行部へ伝える。 総務産建

138 公民館
唐松公民館を改築してほしい
（台所が二階にあり高齢化で不
便）。

執行部へ伝える。 文教福祉

139 高齢化
１人暮らしの高齢者が居住する
が、災害時が心配。

近くの民生委員に相談しては。 文教福祉

花見公会堂 140 大学
新見駅西エリア開発や地域推進
センター建設の話は急に出たの
か。

総合振興計画にはなかった。 総務産建

（6人）

141 就職支援
転入者に出る２０万円の支援金
を、住所を置いていて帰った人
にも支援して下さい。

執行部へ伝える。 総務産建

142 木育事業 木育事業の推進を。 執行部へ伝える。 総務産建
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班
会　場
参加者数

番
号

項目 意見・提言・要望 回答
所管
委員会

委員会での検討結果

143 災害
地震の激甚災害で自治体単位で
なく、震源地からの距離で指定
できないか。

確認する。 総務産建

総務課に調査したところ
「国の法律で自治体単位で
指定するようになっていま
す。」との回答がありまし
た。

144 公民館
千屋公民館の改築では、駐車場
を広く取ってほしい。

執行部へ伝える。 文教福祉

145 診療所
千屋診療所の改築をしてほし
い。

執行部へ伝える。 文教福祉

神郷公民館
油野分館

146 情報
石南花展望台では携帯電話がつ
ながらない客から苦情が出る、
対応してほしい。

執行部へ伝える。 総務産建

（6人）
147 情報

公共施設でフリーWI-FIの設置を
してほしい、災害時に困った。

執行部へ伝える。 総務産建

148 予算
基金からの繰り入れの主な事業
は。

主な事業を説明した。 総務産建

149 企業誘致
企業誘致の際は、従業員も５
０％位一緒に誘致を。

執行部へ伝える。 総務産建

150 労働者 外国人労働者の受け入れを。 執行部へ伝える。 総務産建

151 土木
河川や砂防ダムの土砂をしゅん
せつ撤去を。

執行部へ伝える。 総務産建

152 農林
農業災害の工事はいつ頃か、地
主に説明するように。

執行部へ伝える。 総務産建

153 消防
消防操法訓練大会が水出し操法
になるので水の確保が出来る訓
練場所の設置を。

執行部へ伝える。 総務産建



班
会　場
参加者数

番
号

項目 意見・提言・要望 回答
所管
委員会

委員会での検討結果

154 介護
介護保険の保険料は級によって
違うのか、介護２ｰ３の人に手が
掛かる。

ご意見として承る。 文教福祉

哲西三光生活
改善センター

155 共生社会
地域共生社会構築の地域担当職
員何人で、決まっているのか。

各地域５人で決まっている。 総務産建

（8人） 156 健康
クアオルト健康ウォーキング事
業の内容は、近くにコースを
造ってほしい。

４カ所の新コースは一年延期。 総務産建

157 標識
カントリーサインに、市の名物
やシンボルを使ったら。

執行部へ伝える。 総務産建

158 開発
新見駅周辺に行政機関や文化施
設の整備を(ホテルやレストラン
も）。

執行部へ伝える。 総務産建

159 開発
新見駅西エリア整備事業はどの
ようなものか。

事業説明をする。 総務産建

160 土木
来年の台風が来るまでに、河川
の浚渫を。

執行部へ伝える。 総務産建

161 防災
防災マップと避難所の見直し
を。

執行部へ伝える。 総務産建

162 土木
今年補修した国道マンホールの
近くに、まだ段差のあるマン
ホールがある。

執行部に伝える。 総務産建

163 健康
健康チャレンジポイント事業の
内容は。

健康作りに対するポイントを説
明。

文教福祉

164 こども条例 こども条例の進捗状況は。
来年５月５日施行に向けて調整
している。

文教福祉
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班
会　場
参加者数

番
号

項目 意見・提言・要望 回答
所管
委員会

委員会での検討結果

165 健康
学校において、がん教育・がん
検診受診率の向上などさらなる
取り組みを。

執行部へ伝える。 文教福祉

166 文化
田舎の歴史である民具を後世に
残す施設　の充実を。

研究会と支局で話を進めるよう
にアドバイスした。

文教福祉

167 議会
視察研修の成果が市民に伝わら
ない、広報をしっかりしてほし
い。

定例会や市議会だより等で行っ
ている。

改革会議

168 議会
全議員にタブレット端末を導入
し、ペーパーレス化を目指して
は。

議会への提言として承る。 改革会議

市役所南庁舎 169
都市計画マス
タープラン

都市計画マスタープラン策定事
業についての情報が示されてい
ない。

金谷バイパスの整備案を含めて
計画を見直すための検討をおこ
なっている。

総務産建

（10人）

170

映像放送等機
器更新事業・
情報通信ネッ
トワーク事業

映像放送等機器更新事業・情報
通信ネットワーク事業に関わる
計画や契約はどうなっているの
か。詳しい情報が示されていな
いので市民には分からない。

更新事業・通信事業ともに、契
約が１０年を迎えたため、契約
を更新した。それぞれの事業の
情報については、支局等で個別
に請求することもできる。議会
だより第２号にも記事として掲
載している。

総務産建

171 起業支援

創業支援セミナー等に出かけ起
業や兼業での働き方をを考えて
いる。人材バンクの取り組みや
林業との兼業ができる働き方を
考えてほしい。

企業や働き方については、商工
会や商工会議所でアドバイスを
受けることができる。

総務産建

172 森林振興
森林事業にしっかり予算を付け
てもらい、森林材をお金に換え
るシステム作りをしてほしい。

新規に始まるバイオマス発電で
は、未利用材を年間４万トン供
給することになっている。

総務産建



班
会　場
参加者数

番
号

項目 意見・提言・要望 回答
所管
委員会

委員会での検討結果

173
木材の有効利
用

真庭のバイオマスに向けて年間
７万トンの木材を供給している
と聞く。市内でもしっかり木材
が活用できるようにしてほし
い。

森林組合や県森連、哲西の津山
木材市場で製材用木材は扱って
いる。バイオマス用チップや製
品丸太、ナノファイバーなど木
材の新たな有効利用と需要の創
出が必要。ご意見として承る。

総務産建

174 雇用対策

新規参入された企業の社員募集
について採用人員が確保できな
かったが、どのような人員補充
計画を立てているのか。

新たに工業団地に誘致した２企
業の内、１企業は平成３１年度
に社員募集を開始し平成３２年
度から稼働する。働き手の確保
は大きな課題であるが、市内で
製造販売を行う大きな企業であ
り期待している。

総務産建

175
城山公園周辺
整備

城山公園周辺で、通行困難な箇
所や雑木林化して野生動物の住
みかとなっている法面あるが、
どうにかならないか。

公園は市有地であるが、その下
は民地になる。所有者の方にお
願いしている状況である。執行
部に調査を求める。

総務産建

都市整備課に調査したとこ
ろ「城山公園区域内につい
ては、定期的に草刈り等を
行い適正な管理に努めてい
ます。また、公園内に出没
する野生動物について、危
険性なものは箱わなによる
捕獲を実施していますが、
子供が多く利用する場所で
あるため、安全上、大規模
な駆除の実施は困難です。
なお、公園区域外の私有地
については個人の財産であ
るため、市で管理を行うこ
とはできません。」との回
答がありました。

176
公衆トイレ整
備

江道橋の近くにあるトイレの水
が出ない。夜間照明がつかな
い。どうにかならないか。

ご意見として執行部に伝える。 総務産建
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会　場
参加者数

番
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項目 意見・提言・要望 回答
所管
委員会

委員会での検討結果

177 災害復旧

７月豪雨災害と台風２４号災害
で被災した水田は４月から耕作
ができない。災害復旧の計画は
どのようになっているのか市民
に周知してほしい。

担当部署も来春までの復旧をめ
ざして頑張っており、現在順次
査定を行っている最中である。
件数も非常に多く、分担金の問
題もある。ご意見として執行部
に伝える。

総務産建

農林課に調査したところ、
「平成31年1月18日で農地・
農業用施設災害の査定が終
了した。今後順次工事発注
して行くこととなるが、経
験したことがない件数であ
るため、平成31年の耕作に
間に合わない農地が発生す
る。分担金の承諾などを含
め、申請農家にはこの内容
を説明しているところで
す。」との回答がありまし
た。

178
ピオーネ球場
活用

プロ野球の２軍３軍キャンプと
それに伴う興業をして活性化し
たらどうか。

ピオーネ球場は客席の区分けが
困難なので興業はできないと考
える。宿泊施設も限られるの
で、プロ野球キャンプ誘致も難
しい。ご意見として承る。

文教福祉

179
市議会議員定
数

議員定数についてどう考えるの
か。

勉強会を開いて学習している。
他市の状況も参考にし、あり方
を検討したうえでアンケートも
実施して、議会として結論を出
す。

改革会議

180
市議会議員選
挙

市議会議員選挙は無投票であっ
た。選挙がないと言うことは、
議員は市民の代表のように思え
ない。市民にとっていかがなも
のか。

選挙については、結果的にそう
なったのであり、市民の負託を
受けたことには変わりはない。
４年間頑張ります。

改革会議

181 市長選挙
旧市長派に大勢の議員がいた。
なぜ、その席に座っていたの
か。

誰を応援するかは個人の選択の
自由である。

改革会議


