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第 16 回議会報告会「議会と語ろう会」へ多くの市民のみなさんのご参加をたまわりあり

がとうございました。 

各会場では非常に活発な意見交換が行われ、多くの意見・提案を市議会へいただきました。

私たちはその多くの意見について担当班及び担当の常任委員会で調査、議論したものをこの

報告書にまとめております。もちろん、すぐには結論が出ず、引き続きの調査研究が必要と

したものもありますが、それらについても後日、議会だより等を通じてみなさんにご報告さ

せていただきます。 

全国を見てみますと、議会報告会が上手く機能していないところが多く、西脇市議会のよ

うに活発にできているところは少数のようです。これも各地区区長・町内会長様の温かいご

協力と参加のみなさんの熱意のたまものと感謝しているところです。 

アンケートの結果を見ても、「自治会単位の報告会の開催について」という項目では 79％

の方が「良かった」という回答で、「必要が無い」は、わずか約１％だけでした。いただい

たコメントを見ましても「２年に１度といわず１年に１度は来てほしい」という内容のもの

がいくつか見られました。大変嬉しい声で、励みになり、更なる「やる気の源」となってお

ります。ただ現在の年 40 会場の開催ペースを増やすことは難しいと思いますが、しばらく

はこのペースをキープし、余裕が出てくれば検討したいと考えていますのでご理解ください。 

本来、市議会と市民は対立関係にあるものではなく、一体であるべきもので、市民のみな

さんのご意見や思いをどう市政に反映していくかが、住民代表機関である市議会の大きな役

割のひとつでもあります。引き続き、西脇市議会は「市民の声」を活かした市政運営を実現

すべく鋭意努力してまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

平成 31年 １月        

西脇市議会議長 林 晴信 
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第16回議会報告会「議会と語ろう会」報告書作成に当たって… 
 

 私たち西脇市議会は、年に２回、５月に20自治会、11月に20自治会の皆さんのところへ出 

向き、議会の活動報告と膝を交えての意見交換会を開催しています。第16回議会報告会は、 

21自治会に出向かせていただきました。 

 報告会で出されたご意見やご提案を持ち帰り、①班ごとにまとめます ②班長は担当した

４町のまとめを班長会議に持ち寄ります ③班長会議では出された課題等を精査し、常任委

員会に分けます ④常任委員会では担当課で事業経過や事実確認の調査をします ⑤課題

の回答や継続して調査が必要なことなどは「議会だより」で報告します。 以上のように取

り扱い、それを集約して報告書にまとめました。 

 また、報告書には参加者のみなさんのアンケート結果やご感想も併せて掲載しています。 

ぜひご一読いただきますようお願い申し上げます。 

 ご協力、ありがとうございました。 

 

第16回議会報告会「議会と語ろう会」 

班長会議でのまとめと常任委員会での確認・調査 
 

＜総務産業常任委員会＞ 
 

 ⑴ 企業誘致について 

  Ｑ 直ちに企業誘致できる候補地はあるのか。 

  Ａ 働く場の確保は必要である。候補地は山麓の開発可能な場所をベースに考えていま 

    す。水尾町のゴルフ場開発予定地だったところも候補地の一つと言えます。 

 ⑵ 浄化センターについて 

  Ｑ 公共下水等に統合され、役割を終える浄化センターの建物及び用地の今後の活用に 

    ついて（特に岡崎上王子地区浄化センターについて、地元で使用できるようにして

ほしいとの要望が出ている。） 

  Ａ 補助金等の適正化法を踏まえて、払い下げや活用については地元調整を行い検討し 

    ます。 

 ⑶ 特定空家について 

  Ｑ 特定空家に対する市の考え方について 

    （特定空家を早急に撤去する手法があるのか。） 

  Ａ 所有者による撤去をお願いしています。所有者不明はなく、特定空家30戸のうち16

戸は除却しています。黒田庄地区の火災建物跡は建物ではないため空き家に該当し

ません。 

    ※ 総務産業常任委員会として、空き家対策のフローチャートや火災建物が特定 
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     空家の対象となるのか、他市の対応状況等を調査することを決定しました。 

 ⑷ 童子山公園リニューアル整備計画について 

  Ｑ 計画全体像及び進捗状況の周知について 

     （西脇区以外には情報共有されていない。） 

  Ａ 西脇区に構想案が示されています。議会にも報告してもらいます。 

 ⑸ 西脇市出身者のネットワーク構築について 

  Ｑ 他市町に転出した人材をデータ化し、西脇市についての情報を提供できるネットワ 

    ークの構築について 

  Ａ 広報、ふるさと納税、企業誘致、西脇市の魅力等の発信にデータベース化を検討し 

    ます。 

 ⑹ 岸久後橋について 

  Ｑ 歩行者の安全確保について 

    市に提出されている要望書の取扱いの確認（歩行者専用の橋設置の考え方） 

  Ａ 歩道、歩道橋設置は困難です。横断歩道設置も橋の歩道設置が条件となります。安 

    全対策として注意標識等の設置を検討します。 

 ⑺ 土地利用について 

  Ｑ 農業振興地域の指定や市街化調整区域を緩和し、土地利用しやすくすることは可能 

    か。 

  Ａ 現行の特別指定区域制度での対応を考えています。農家住宅の転売等の方法につい 

    ては県と調整します。都市計画区域の変更は考えていません。 

 

＜文教民生常任委員会＞ 
 

 ⑴ 医療費助成について 

  Ｑ 幼児・児童へのインフルエンザ予防接種助成の対象年齢を拡大してほしい。 

  Ａ 多可町のように中学３年生まで拡大すると約 1,000万円の負担増となります。当面 

    の拡大は考えておらず、現行（平成27年４月１日生まれから４歳未満まで乳幼児法 

    定外接種券： 2,000円×３枚）の制度を継続してこれを広めていきます。 

  Ｑ 乳がん検診受診の助成の拡大について 

     乳がん検診受診の助成を30歳から対象とできないか。 

  Ａ り患率、検査の方法、被ばくの問題、健診を受けるメリット・デメリット等を総合 

    的に研究した「がん検診指針」では40歳以上が適当とされています。今後もこの方 

    向で実施します。30歳代の方には健診受診の啓発に努めていきます。 

  Ｑ 高校３年生まで医療費を無償化してほしい。その際、所得制限も外してほしい。 

  Ａ 今のところ対象年齢の拡大は考えていません。理由として、①中学３年生まで無償 

    （所得制限なし）にした場合、年間 1,200万円、高校３年生まで無償（所得制限な 

    し）にした場合 4,400万円の財政負担増となるため ②他の医療費助成とのバラン 

    スが崩れるため ③医療費増の懸念があるため などがあげられます。 
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    ＜医療費無償化について、委員会で今後調査研究します＞ 

 ⑵ スポーツ振興について（卓球を市民スポーツにするための取り組みについて） 

  Ｑ オリパラのホストタウンになったこともあり、盛り上げるためにも、卓球をもっと 

    西脇市の市民スポーツにする必要があるのではないか。 

  Ａ 卓球を広める取り組みを色々と研究しています。今後、卓球と健康についての講演 

    会や多くの皆さんの交流ができるような大会を考えていきます。また、公民館に卓 

    球台を設置することも、現在調整しています。 

 ⑶ 消防団について（昼間消防力の向上策について） 

  Ｑ 西脇市では昼間消防力の低下をどう認識し、どういう手立てを打つのか。また、機 

    能別分団創設の必要性はないか。 

  Ａ 昼間消防力の不足は大きな問題であり、消防団員の確保は各分団で苦労されており、 

    統合も視野に入れて地元自治会にも協力を求めています。また、市職員による機能 

    別分団の創設の必要性も以前から研究しており、費用を発生させない方法として、 

    すでに西脇市消防団員として活動している市職員に対して、勤務時間中は「市役所 

    隊」として、市内の火災等の出動ができるように検討することとしています。 

 ⑷ 幼児教育について（こども園における幼児教育の充実について） 

  Ｑ 現在のこども園では幼児教育ができていない。西脇幼稚園のような広い所で伸び伸 

    び遊ばせるなど、幼児教育の充実を図ってほしい。 

  Ａ 幼児教育・保育カリキュラムをもとに、幼児教育センターによる研修や訪問指導、 

    園の自然環境を活用した教育も行っています。 

    ＜幼児教育のあり方について、委員会で今後調査研究します＞ 

    こども園における幼児教育の充実については、公立幼稚園教育の取り組みを認定こ 

    ども園にできるだけ早く取り入れ質の高い教育を提供するよう、昨年６月に教育委 

    員会に申し入れを行いました。また、西脇市認定こども園経営協会からの陳情を受 

    け、昨年12月に市長に対して、保育教諭等の処遇改善の申し入れを行いました。 

 ⑸ 運転免許証返納について（高齢者の運転免許証返納者に対する特典の付与について） 

  Ｑ 警察や市が推進する免許証返納者に対して、市独自の特典を与えるべきではないか。 

  Ａ 現在は県が実施している免許返納者に対する優遇措置でありますバス料金割引、宿 

    泊温泉券、商品割引などの特典を受け入れられるよう啓発しています。市独自の特 

    典は、今後の検討課題といたします。 

 

＜予算決算常任委員会＞ 
 

 ⑴ 河川環境整備事業（河川愛護）の在り方について 

   担当課では、現在、各地区の河川環境整備事業（河川愛護）の現状について情報を収 

   集しています。今後、区長会と話し合い、来年度に向けて方向付けを行う予定です。 

   ３月定例会時に再度、議会にも報告してもらいます。 

 ⑵ 災害時の避難所等の在り方について 
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   市の要請に基づく自治会役員の避難誘導は、公務災害補償の対象となりますが、避難 

   者の事故は、公務災害補償の対象となりません。その取扱いは今後検討します。 

   また、体育館等の避難所の冷暖房設備については、スポットクーラーの対応等を考え 

   ていきます。 

 ⑶ 日野体育センター・コミセンのトイレの洋式化について 

   日野体育センター横のコミセンのクーラー設置は、すでに予算化しています。トイレ 

   の洋式化は今後の検討としています。ただ、コミセンの耐震診断が済んでいませんの 

   で、まずはコミセンの耐震診断を早急に行い、今後も指定避難所として位置付けられ 

   るかどうかを確認すべきであると本委員会から指摘しています。 

 

＜議会運営委員会＞ 
 

   嶋青年団のメンバーから、「若者の声を聞く取り組みを行ってほしい」との提案を受 

   け、その方法等について協議しました。 

   若者の意見を聞く場はもちろん必要ですが、若者だけでなく、さらに女性の声も聞く 

   場の検討が必要ではないかとの意見がありました。 

   まずは若者の意見を聞くことに関して、広報広聴特別委員会で具体的な手法を協議し 

   ます。 
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第16回 議会報告会「議会と語ろう会」で出された意見・提案 
 

■第１班 担当議員：岡崎義樹、寺北建樹、近藤文博 
 

開催町・自治会 住吉町 

開催日時 11月６日（火） 19時30分～ 

開催場所 住吉桃源郷 

参加人数 男性：11人 / 女性：３人 / 計：14人 

 

★第１部：議会報告の意見・提案 

 特になし 

 

★第２部：意見交換会の意見・提案 

 ○交通対策（公共交通について・交通と買い物） 

 ・土曜日・日曜日にバスが通らない。運転免許がないためバスでしか出かけられない。 

  土曜日・日曜日に２便だけでも運行してほしい。 

 ⇒平成33年（2021年）にデマンドバスを運行します。事前予約して自宅近くまで行く方法 

  であり現在より改善すると考えています。 

 〇避難所について 

 ・住吉町としては公民館、住吉桃源郷、双葉小学校を一時的避難所に考えている。 

 ⇒この課題については、町としてどのように対応するかを検討していただき、市へも一時 

  避難所について検討を促す必要があります。住吉桃源郷に一時的に集まり、その後一緒 

  に比延小学校に行くことも検討されれば良いと考えます。 

 〇医療について 

 ・幼児、児童へのインフルエンザ予防接種を無料化できないのか。実施している市もある。 

 ⇒平成27年４月１日以降生まれの方で西脇市に住所を有する方に、乳幼児法定外予防接種 

  費助成事業の中で 2,000円の助成券を３枚交付しています。６歳の誕生日まで使用でき 

  るものです。無料化は財政負担が大きいため難しいと考えます。 

 〇県道西脇篠山線の整備 

 ・住吉町から篠山市へ行く県道36号線（比延峠）を２車線にしてほしい。 

 ・西脇篠山線を基幹線として開発することで、篠山市からの観光客を呼び込むことが可能 

  になる。 

 ○獣害対策に対する要望 

 ・特区を作り、近隣２～３人で有害鳥獣を捕獲できるようにする。（既得権である猟師の 

  免許がなくても獲れたらかなりの対策になるのではないか） 

 ・猟友会メンバーが高齢化のため、公務員が鉄砲をもって狩りをする。 

 ・シカ柵設置の地元負担をなくす。 

 ○空き家で地域活性化の提案 

 ・空き家を活用し外部から人の呼べる場所づくりを行う。 

 ・アメリカから日本に帰って来る日本人家族が、双葉小学校に子どもを通わせたい、西脇 
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  市に移住したいと希望している。空き家活用事例をつくることで、眠っている空き家の 

  掘り起こしに繋がる。 

 ・住吉町には２軒の空き家バンク登録があり、その内１軒をコミュニティの場にするべく

ボランティアで修繕している。12月８日に交流の場を開催予定 

 

 

開催町・自治会 富吉南町 

開催日時 11月９日（金） 19時30分～ 

開催場所 富吉南町公民館 

参加人数 男性：15人 / 女性：５人 / 計：20人 

 

★第１部：議会報告の意見・提案 

 ・防犯カメラやＬＥＤ照明灯などの設置は西脇市が一番遅い。加東市や加西市などが設置  

した後ではなく、もっと早く設置等の取り組みをしてほしい。 

 ⇒西脇市が設置しないのではなく、地域からの声が少ないためです。実際に各町からの要 

  望等の意見が本当に少ない状況です。また、設置すれば、電気代は地域が払う形になり 

  ます。設置数にも制限があると考えます。 

 ・河川整備事業について、草刈り作業の斜面の角度がきつく危険。夏の暑い時期と寒い時  

期の年２回行っているがもっと気候の良い時期にすれば良いのではないか。 

 ⇒議会として、河川整備事業を今後も継続していくために、区長会としっかり話し合うこ 

  とを提案しています。 

 ・周辺跡地利用及び道路整備に関連して、しばざくら通り周辺はきれいに整備されている  

が、市役所やみどり園等が移転した後はどうなるのか。跡地について考えているのか。 

 ⇒跡地利用については、今後、地域の方との話し合いがあると思われます。 

 ・岡之山美術館の修復工事をするとのことだが、横尾さんの名前を出すと個人へのお金が  

動くのか。 

 ⇒一切入りません。市立の美術館であり横尾忠則美術館ではありません。 

 

★第２部：意見交換会の意見・提案 

 ○災害対応について 

 ・トイレが和式で、避難した高齢者が用を足しにくい。 

⇒耐震診断が未実施ですので、診断後に洋式トイレ化も含めて整えていく方向で調整しま

す。 

 ○道路整備について 

 ・県道津万井西田線は交通量が多く道路も傷んでおり、大型車が通るとガタガタと大きな

音がする。早急に対応してほしい。 

 ⇒町の区長さんを通じて要望してください。 

 ・国道 427号線の富田町バス停留所付近の歩道が狭くバスを待つ場所がない。改善してほ 

しい。 
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 ⇒春日橋から北側については、南側と同じ道路と歩道が整備される予定です 

 〇跡地、空き地の利用について 

 ・日野ヶ丘団地（市住跡地）の跡地の利活用、富吉南町の団地跡へ草刈りは税金の無駄遣 

  いである。用地を活用してほしい。また、健康ランド跡地利用も考えてほしい。 

 ⇒市の所有地ではないので回答できません。 

 〇学校・子どもに関する要望 

 ・通学路の整備（フェンスの整備を要望しているが教育委員会が動いてくれない。子ども 

に関連することはすぐに行うべき） 

 ・老朽化した日野小学校のプールの問題 

 ・日野幼稚園の跡地の草刈 

 〇みどり園について 

 ・廃炉解体までの維持管理は大丈夫なのか。 

 ・みどり園移転後の跡地利用、民間へ売却すると聴いたが反対である。 

 ・みどり園の沿線道の悪臭（パッカーの臭い） 

 ○その他の意見 

 ・地元の子どもが地元のこども園に入れない。 

 ・シカ、イノシシによる畑への被害（区長から市へ害獣防護柵設置を要望している。） 

 ・民家のブロック塀の撤去を市がすべき 

 ・溝の整備をしてほしい。 

 ・市の活性化と地区の活性化の両立 

 

 

開催町・自治会 仲之町 

開催日時 11月14日（水） 19時00分～ 

開催場所 センティア西脇 

参加人数 男性：９人 / 女性：３人 / 計：12人 

 

★第１部：議会報告の意見・提案 

 ・市債（借金）が510億円あるが市の財政は大丈夫なのか。 

 ⇒例えば学校を１つ建てると50年間や30年間使用しますので、一定の期間内償却するとい 

  う考えになります。どこの自治体も必ず借金しながら事業を行います。なお、西脇市の 

  将来負担比率は15.1％で健全な位置にあります。 

 ・西脇市の将来人口・税収・借金の予測はあるのか。 

 ⇒将来人口は、国の外郭機関が予測した数字ですが、市の税収や市債の予測はありません。 

  今言えますのは、西脇市公共施設整備計画では、今後30年間で公共施設の延べ床面積を 

  40％減らすこととしており、将来の公共施設の維持費を人口動向に応じて減らしていこ 

  うと努力しています。 

 ・童子山公園のリニューアルは補助金がないとできないのか。 

 ⇒自治体が行う事業の多くが補助金で行われています。西脇市も同様で、ほとんど補助金 
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  を使って行っています。 

 

★第２部：意見交換会の意見・提案 

 〇みらいえについての提案 

 ・みらいえに人が集まっているが、維持管理費が相当掛かっているのではないか。 

 ・市立図書館は、県立図書館や大学図書館と連携すべき。また、市民にレファレンスする 

  ことをＰＲすべきである。 

 ・みらいえから遠い所には、図書を身近に感じてもらうために「図書館バス」を走らせて 

  はどうか？ 

 〇南北道の整備促進について 

 ・現在、県は東西道改修に力を入れているが南北道にも力を入れてもらいたい。市道にし 

て、２車線化はできないのか。 

 ・南北道の２車線化は、まちの活性化につながるので早くしてほしい。 

 ・南北道は車がスピードを出して走るので、非常に危ない。制限時速を守らせる工夫（路

側や路面への表記など）をお願いする。 

 〇西脇独自の教育について 

 ・都市部から若い子育て世代の移住を考えるのであれば、森のようちえんやフリースクー 

ル等、独自の子育てを支援すべきではないか。 

 ・教育を行おうとしている若者を支援する必要がある。 

 ・教育の西脇を打ち出し、西脇市独自の教育を展開してほしい。 

 ・外国との交流を図り、子どもたちに外国文化や語学を教えてほしい。 

 〇ＪＲ加古川線に関する提案 

 ・西脇に人を呼び込もうとすれば新西脇駅までの料金を安くする必要がある。また、新西 

脇駅を案内する標識がほしい。 

 〇空き家対策について 

 ・空き家が多く街の景観に悪影響である。また、空地に草が茂り荒れている。何とかなら 

ないか。 

 ⇒どちらも持ち主に対応してもらうことが大原則となります。しかし、事情によりそれが 

  できなく危険な状況になった場合などは、市で対応することもあり得ます。 

 〇高齢者対策についての提案 

 ・高齢者が活動する場の提供 

 ・認知症を減らす取り組み 

 〇異業種への転換 

 ・西脇市は地場産業のにおいが強い。もっと異業種への切り替えを進めるべきである。 

 〇防犯・安全について 

 ・暗い場所への電灯や防犯カメラを設置してほしい場所がある。 

 ⇒まずは、町や区を通じて市に要望を出してください。 
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開催町・自治会 黒田庄町岡 

開催日時 11月15日（木） 19時30分～ 

開催場所 岡あいあいセンター 

参加人数 男性：10人 / 女性：０人 / 計：10人 

 

★第１部：議会報告の意見・提案 

 ・一般会計は２年間黒字だが市債は増えている。その原因は何か。 

 ⇒行政は事業をする時、国や県の補助金や市債を財源に実施します。その際、市債（借金） 

  の返済が可能かチェックしています。どこの自治体も借金はゼロではありません。 

 ・このままでいると西脇市は破たんしないのか。 

 ⇒西脇市では、立地適正化計画や都市計画マスタープラン等を策定しています。今メイン 

  としている立地適正化計画は、散らばっている施設や人を集約させ、様々な機能を集め 

  ることにより人口も集中させようとするものです。そうした人口集積を見ながら、一方 

  で維持コストをどう削減していくかがこれからの課題だと考えます。 

 ・借金は将来的に交付税が返ってくるのか。 

 ⇒一般会計の全体の借金は 201億円で、その内地方交付税等で140億円が返ってくるため 

  61億円が実際の市の負担になります。 

 ・ブロック塀の倒壊は40年前にも問題となっていた。 

 ⇒建築基準法で高さが 120㎝以上の場合、袖壁を作る必要がありますがが、十分な検査が 

  行われずに設置されています。大阪府北部地震の例のように倒壊する恐れがありますの 

  で必要となりました。 

 

★第２部：意見交換会の意見・提案 

 〇公共交通について（ＪＲ含む） 

 ・高齢者の移動手段が乏しく心配である。 

 ⇒新庁舎が完成するタイミングで、現在のコミュニティバスを一新する計画です。具体的 

  には、事前に予約を行い、自宅近く（ゴミステーションなどの目印となる場所）まで、 

  10人乗りワゴン車で移送する予定です。 

 〇若者の働く場の確保について要望 

 ・黒田庄町岡地区には、市内のアパート住まいの若い人が転居してくれている。しかし、 

  町全体としては人口が減少し集落運営に課題が出てくる。また、農業の担い手不足も心 

  配である。大学卒業後帰って働ける職場を創出してほしい。 

 〇空き家対策について 

 ・空き家が点在する。地主と建物の１階と２階でそれぞれ持ち主が違う建物があり、地元 

  では手の打ちようがなく困っている。 

 〇農業用水の確保についての要望 

 ・今度進出してくる酒蔵からの地下水を、渇水期に農業用水として分けてもらいたい。 

 〇避難所についての提案 

 ・指定避難所の楠丘小学校より岡あいあいランドの方が高い位置にあり安全。ここを指定 
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  避難所にした方がいいのではないか。 

 〇鳥獣対策についての要望 

 ・フォルクスガーデンの周りに柵があるが隙間があり、隙間から川を伝って川の内側に出 

  て来れる。隙間をふさぐなどの対策をしてほしい。ふれあいスタジアムも同様である。 

  市の施設なのでもっと協力してもらいたい。 

 ・狩猟期間外の狩猟許可は、猟銃の免許の人はもらい易く、ワナの免許のない人はダメだ 

  ったりする。また、10人などのグループだと許可が出やすかったりする。被害が多いの 

  だから許可の基準の緩和をお願いする。 

 〇観光整備についての提案 

 ・走るまちを作るため、大規模な合宿設備を整備してほしい。 

 ・ランニングしやすい道路整備をしてほしい。 

 ・カルチャーセンターがカビ臭い。 

 ⇒オリンピック・パラリンピックホストタウンとして１億円をかけて改修する予定です。 

 

 
■第２班 担当議員：村井公平、浅田康子、東野敏弘 

開催町・自治会 嶋 

開催日時 11月７日（水） 19時30分～ 

開催場所 嶋多目的集会所 

参加人数 男性：17人 / 女性：０人 / 計：17人 

 

★第１部：議会報告の意見・提案 

 ・岡之山美術館は維持費がかかるので入館者を増やす努力をしてほしい。 

 ⇒横尾忠則現代美術館（神戸市・原田の森美術館併設）には横尾忠則画伯の作品が展示さ 

  れ賑わっています。美術に関わる人達の評価が高く来館者も多いと思われます。 

 ・ブロック塀の補助額が１件20万円では少ないと思う。 

 ⇒個人の財産の改修に多額の補助を出すことは困難です。 

 ・嶋の指定避難所は西脇小学校であるが、シルバー人材センターではだめなのか。 

 ⇒市として責任の持てる場所である必要があります。一時避難所としてなら可能性はある 

  と思われます。 

 

★第２部：意見交換会の意見・提案 

 〇土地の活用について 

 ・家も建てられないため、農業振興地域の指定と市街化調整区域の指定を外してほしい。 

 ・休耕田の利活用を考える。 

 ⇒具体的な計画がないと県の承諾が得られない。また、市街化区域になれば固定資産税が 

  上がるため、住民全体の合意を得るのに苦労されている事例が多いようです。 

 ・農地の傷んだ田や畔の改良方法を教えてほしい。 

 ⇒土地改良区を通して要望するのが本筋であり、交渉もし易いと思われます。 
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 〇企業誘致・雇用問題について 

 ・地元雇用の促進のため企業誘致を進めてほしい。できれば大企業に来てほしい。 

 ・子どもがＵターンして働ける場を創出してほしい。 

 ・雇用の創出が必要 

 ⇒企業が来てもオートメーション化、ＡＩ化するため雇用は少ないと思われます。 

 ・企業支援の充実 

 〇観光誘客について 

 ・寺内ランプができるので道の駅を拡張して誘客を図る。駐車場が狭いのが問題だ。 

 ・イチゴ観光に力を入れ、バスツアーが来るようにする。そのために道路環境の整備を 

 〇防災対策について 

 ・シルバー人材センターを一時避難所として活用したい。 

 ⇒可能性はあると思われますが、市が所有する建物でなはなく、農協やシルバー人材セン 

  ターとの調整が必要となります。 

 〇若者の意見を取り上げる取組について 

 ・嶋には青年団(10人)があり若者の声を聞く取り組みをしてほしい。 

 ＜広報広聴特別委員会で具体的な手法を協議します＞ 
 
 

開催町・自治会 岡崎町 

開催日時 11月９日（金） 19時30分～ 

開催場所 芳田の里ふれあい館 

参加人数 男性：11人 / 女性：２人 / 計：13人 

 
★第１部：議会報告の意見・提案 

 特になし 

 

★第２部：意見交換会の意見・提案 

 〇避難所について 

 ・芳田地区には指定避難所がない。 

 ・こども園は避難所にならないのか。 

 ⇒一時避難所として園の同意が得られれば可能だと思われます。 

 ・芳田地区に指定避難所を設置するならふれあい館の移転が必要 

 ・ふれあい館は老朽化し、土砂災害警戒区域にも入っている。活性化の拠点であり、避難 

  所としての要件を満たす場所へのコミセン設置を要望する。 

 〇防犯・安全(子どもの安全な登下校)について 

 ・平野町の「喫茶カリンカ」から明楽寺町の二ケ坂までの道が暗いので、防犯灯や外灯を 

  もっと増やしてほしい。特に八坂町から出会町までの通学路も暗い。防犯カメラも必要 

  である。 
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 ⇒防犯灯・外灯・防犯カメラ設置の要望は、区長を通じて市に要望してください。ただし、 

  地元負担が伴うものもあります。 

 ・水尾町からの子どもの通学路として水尾橋詰に信号機の設置を要望している。 

 〇河川環境整備事業について 

 ・高齢化とともに河川愛護の草刈作業の負担が増えている。現状では継続が困難である。 

 ⇒議会からも委託料を増やすなど、今後の方向を検討すべきと申し入れを行っています。 

 〇公共交通について 

 ・高齢になり運転免許証を返納したときが不安であるので公共交通の便を良くしてほしい。 

 ○集落排水浄化センターの活用について 

 ・集落排水の公共下水道へのつなぎ込みにより、集落排水浄化センターが役割を終えるの 

  で地元で活用できないか。 

 ＜委員会で確認：町として活用される場合は協議し検討します＞ 

 

 

開催町・自治会 黒田庄町門柳 

開催日時 11月16日（金） 19時30分～ 

開催場所 門柳分館 

参加人数 男性：13人 / 女性：１人 / 計：14人 

 

★第１部：議会報告の意見・提案 

 ・市役所新庁舎はいつ頃完成なのか。 

 ⇒旧カナート建物を解体し、更地にして一定の嵩上げをして今から約２年半後の2021年３ 

  月に完成予定です。 

 ・現在の市役所はどうなるのか。また、土地は市の所有なのか。 

 ⇒新庁舎が完成すると、庁舎、市民会館、マナビータ、第２庁舎を更地にして現在では売 

  却する方向で考えています。 

 

★第２部：意見交換会の意見・提案 

 〇播州織についての提案 

 ・常時アンテナショップを設置する。 

 ・発信はやはり東京(市外)からすべきである。 

 〇観光誘客についての提案 

 ・道の駅の来客数が年間42万人ならもっと活用すべきである。例えば、ツアー観光の１つ 

  として考える。 

 〇子どもの通学の安全について(現在、小学生７人、中学生５人) 

 ・バイパス(県道)が暗いので防犯灯をつけてほしい。(中学生の自転車通学) 

 ⇒距離的に近くてもバイパスを通っての自転車通学のほうが、危険度が高くなるのではな
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いかと思われます 

 ・楠丘小学校まで５㎞あるので見守り隊を組織してほしい。 

 〇若者定住の提案 

 ・新築住宅への助成、地元業者を利用した場合の助成 

 ・茜が丘の宅地の値段を下げ若者の新築補助をしてほしい。 

 〇その他 

 ・ふれあいスタジアムとテニス場利用申し込みと支払手続きの簡略化を考えてほしい。 

 ・門柳は冬雪が降ると除雪が必要とある。除雪車で除雪してほしい。 

 ＜担当確認：通行に支障がある降雪時は県道なので県が業者に委託し除雪しています＞ 
 
 

開催町・自治会 野村町４区 

開催日時 11月17日（土） 19時30分～ 

開催場所 奥野公民館 

参加人数 男性：13人 / 女性：６人 / 計：19人 

 

★第１部：議会報告の意見・提案 

 ・防犯カメラは現在市内で何台設置しているのか。 

 ⇒市内に現在11台設置しています。 

 

★第２部：意見交換会の意見・提案 

 〇高齢者の憩いの場づくりについて 

 ・奥野公民館や空き家を利用してカフェを開設し、高齢者の憩いの場づくりをしたい。 

 ⇒支援は致しますが、地域としてお世話いただく組織を設置してください。 

 〇道路の整備について 

 ・野村４区内に家がどんどん建っているが、道の舗装が十分でない。 

 ・西脇高校と西脇南中学校の間の道路整備をしてほしい。 

  ＜担当確認：市道ではありませんが市が管理していますので調査します＞ 

 〇防犯・安全について 

 ・通学路に防犯カメラを設置してほしい。 

 ・現在、子どもの見守り隊が頑張ってくれているが後継者不足が問題である。 

 〇企業誘致・働く場の確保について 

 ・西脇市は工業団地の開発が他市町に比べ遅れている。もっと積極的に取り組むべきであ 

  る。 

 〇健康についての提案 

 ・乳がん検診の受診料を30歳代も無料にしてほしい。 

 〇スポーツ施設の充実についての要望 

 ・近隣市にあるようなジムを整備してほしい。 
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■第３班 担当議員：高瀬 洋、林 晴信、村岡栄紀 

開催町・自治会 富吉上町 

開催日時 11月６日（火） 19時30分～ 

開催場所 富吉上町公民館 

参加人数 男性：12人 / 女性：３人 / 計：15人 

 

★第１部：議会報告の意見・提案 

 ・市民病院に行くのに開業医の紹介状がいるが開業医が少ない。開業医を増やす政策が取 

  れないか。 

 ⇒開業医は西脇市に住んでいない人も多い状況です。子どもの教育や進学にも関係してい 

  るのではないかと思われます。また、税金を使って医者の助成をしても良いのかの議論 

  も必要です。（開業医は民間事業者で、公務員たる公立病院勤務医とは違うため） 

 

★第２部：意見交換会の意見・提案 

 ○立地適正化計画について 

 ・立地適正化計画はどうなっているのか。 

 ⇒今後人口減となり公共施設の老朽化に伴い、公共施設等総合管理計画では今後30年間で 

  40％削減を目標としている。また、点在している人口を集中的に集め、暮らしに必要な 

  サービス施設の立地適正化を図っていきます。 

 ○子育て支援について 

 ・子育て支援を手厚く、小野市は所得に関係なく高校まで医療費を無償化にしている。 

 ⇒高校までの医療費の無償化か、０才から３才までの保育料の無償化か、どちらが良いか 

  考える必要があります。両方を実現は財政面から見て難しいと考えます。 

 ○新庁舎の浸水対策・防災について 

 ・新庁舎は浸水しないのか。川が氾濫したらどうなるのか。 

 ⇒平成16年の水害以降、激特事業等により河川掘削や砂利の除去、橋脚の削減等により、 

  当時と同等規模の降水量でも 2.6ｍ水位は下がると市行政は試算しています。 

 ○公共交通・高齢者対策ついて 

 ・公共交通バスを町内に入れるようにしてほしい。 

 ⇒例えば市内のゴミステーションなどを集合場所にして、デマンドバスで迎えに来てくれ 

  るような手法を考えています。 

 ・高齢者の交通事故が多い。免許証自主返納に対する支援と移動手段の確保を 

 ⇒デマンドタクシーの導入や福祉タクシー券の発行などの今後の対応を検討します。 

 ○都市計画について 

 ・西脇では新規起業や新規に立地する企業の申請が難しい。規制緩和を考えてほしい。 

 ⇒市街化区域に変更すると、関係のない民家の人の固定資産税が上がります。住民の合意 

  も必要となります。 

 ・コンパクトシティ計画は市街地と周辺部との公平さに欠ける。 

 ⇒市街化調整区域は農地優先。調整区域を外せば固定資産税は高くなります。今までの農 

  地政策を考える必要があります。 
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 ○産業振興、雇用について 

 ・ショッピングセンターの誘致は無理なのか。 

 ⇒雇用の確保は必要だと考えています。８年間で 100人程度しか地元雇用がありませんが、 

  何人かでも雇用できる企業誘致を進めています。ショッピングセンターの誘致は、西脇 

  では経営が成り立たないと考えており難しいと考えます。 

 ○空き家対策について 

 ・空き家が増えている。倒壊する空き家もある。 

 ⇒市も対策を講じています。使える空き家は空家バンクへの登録を推進しています。倒壊 

しそうな空き家は、持ち主が対応することが一番ですが、市と調整をお願いします。ま

た、特定空家（危険空家）に対する市の考え方を市民にもお知らせし、市民がどう対処

すれば良いのか分るような方法を検討するよう、総務産業常任委員会で議論し申し入れ

ています。 

 

 

開催町・自治会 大垣内 

開催日時 11月８日（木） 19時30分～ 

開催場所 大垣内公民館 

参加人数 男性：11人 / 女性：０人 / 計：11人 

 

★第１部：議会報告の意見・提案 

 ・河川環境整備事業の県からの補助金を他に回していると聞いている。 

 ⇒県からの補助対象は杉原川や加古川など河川整備と河川公園に対して 650万円です。市  

も同額の 650万円を支出し、合計 1,300万円で事業を行っています。この内、 1,000万

円を各地区に割り振り住民の手による河川整備を、300万円を市が直轄で杉原川や小苗

などの河川公園（水辺公園）、行政界（杉原川・野間川）の整備を行っています。従っ

て、補助金を他に回している事実はありません。 

 ・避難所が西脇小学校から比延小学校に変わったがその旨の報告がない。加古川を渡るこ 

とは危険にも思う。なぜ変わったのか。 

 ⇒土砂災害警戒地区でなくなったため、距離が近い比延小学校に変わりました。 

 ・あじさい祭りスタッフを６年もやっているが、ＰＲの方法や看板等の設置が少なく不満 

に思っている。 

 

★第２部：意見交換会の意見・提案 

 ○防災について 

 ・河川の維持管理は注意が必要、護岸が荒れかけている。 

 ・地区内の内水対策を充実してほしい。 

  （蒲江のたまり水が大垣内にまで流れてきて、内水被害の心配がある。） 

 ・昨年新設された水門の説明がない。なぜか。 

 ⇒水門を含め排水路などの「水の説明会」を大垣内で行うよう市行政に申し入れました。 

 ・加古川の洪水対策は河床の切り下げが第一で堤防のかさ上げはだめである。 
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 ・緯度橋の上下流の河川改修をすると上流部の黒田庄町大伏・西澤・福地等の水害も解消 

  される。 

 ○観光について 

 ・観光マップが他市に比べて劣っている。 

 ・案内看板の設置（行政の返事は良いが６年間待ってもまだ設置されない。約束したこと 

  は守るべきである。） 

 ○祭り等市のイベントについて 

 ・織物まつりの花火について企業の宣伝はできないのか。 

 ・会場を分けて花火を上げても効果が今ひとつである。１か所で盛大にすべき。 

 ・へそマラソン参加選手への対応が悪い。着替えや休憩等の場所を提供できないのか。 

 ○医療福祉について 

 ・妊婦の医療費が高い、調査してほしい。 

 ⇒平成30年（2018年）４月から「妊婦加算」という制度が採られています。３割負担の場 

  合、初診220円、再診の場合は110円を上乗せで支払わなければなりません。この制度は 

  産科医不足解消に向けた周産期医療の充実を目的に作られた制度です。国による制度改 

  正により全国で適用されています。西脇病院だけが特別というものではありません。 

 

 

開催町・自治会 山手町 

開催日時 11月20日（火） 19時00分～ 

開催場所 山手町公民館 

参加人数 男性：９人 / 女性：１人 / 計：10人 

 

★第１部：議会報告の意見・提案 

 ・町内にブロック塀を既に撤去した家がある。 

 ⇒申請の方法等、個別に相談に応じます。 

★第２部：意見交換会の意見・提案 

 ○防犯カメラについて 

 ・童子山の旧図書館付近に防犯カメラを設置しほしい。（特に通学路） 

 ・豊川町と話し合ったり西脇区に上げたりして、連携すべきではないか。 

 ⇒西脇区で優先順位等を調整してください。 

 ・生活文化総合センターの周辺の道路は豊川町の子どもの通学路になっており、豊川町か 

  ら防犯カメラ設置の要望が出されていたが、場所が山手町だったためそのままになって 

  いた。 

 ⇒西脇区で優先順位等を調整してください。 

 〇童子山公園のリニューアル 

 ・既に計画策定されている「童子山リニューアル計画」の詳細をもっと市民に公表すべき。 

  （童子山リニューアル計画の見える化を！） 

 ⇒童子山公園リニューアル計画全体像を見える化するよう総務産業常任委員会で議論し、 
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  市行政へ申し入れました。 

 ・公園内にウォーキングコースをつくる。 

 ⇒ウォーキングコースは今の計画に入っています。説明会を開催するよう要望しています。 

 ○防災無線について 

 ・録音機能が付いていることを知らない人も多い。録音機能をもっと使いやすくすべき。 

 ・市や町や警察など、様々なところが放送の発信者になっているが、どこからの放送なの 

  かわかりやすくするため、メロディーで使い分けをしてほしい。 

 ・聴覚障害者の方にも配慮したものにすべき 

 〇卓球について 

 ・市民でもっと卓球を盛り上げるべき。 

 ・ゆかたを着てスリッパをラケットにして卓球をする。 

 ⇒卓球を市民スポーツにするための取り組みを進めるよう、文教民生常任委員会で議論し 

  市行政へ申し入れました。 

 ○ウォークについて 

 ・西脇区で疏水や古い街並みの風情を感じながら路地裏ウォーキングをする。 

 ○西脇市全体の活性化について 

 ・西脇市出身の有名人の作品や写真等を集めた博物館（ギャラリー） 

 ・西脇市の最盛期を再現するようなもの 

 ・次回「播博」では商店街の空き家を使い、歩行者天国にしたい。 

 

 

開催町・自治会 黒田庄町大伏 

開催日時 11月21日（水） 19時30分～ 

開催場所 大伏公民館 

参加人数 男性：９人 / 女性：０人 / 計：９人 

 

★第１部：議会報告の意見・提案 

 特になし 

 

★第２部：意見交換会の意見・提案 

 ○特産品の開発とＰＲ 

 ・滋賀県日野町では地ビールを生産して、その収益で次の特産品開発に当てている。西脇 

  市でも、特産品開発を行うべきではないか。 

 ⇒黒田庄地区に酒蔵を誘致し地元の山田錦を使ったお酒の生産ができるようになり、将来 

  的には関連する製品の生産や観光への相乗効果も期待できます。 

 ○播州織について 

 ・播州織の若手デザイナーが多く来ているが、成功しているのか。 

 ・西脇市はＰＲが下手だと思う。 

 ・播州織は、最終製品にできない弱点がある。 

 ○企業誘致について 
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 ・若者に残ってもらうためにも企業誘致が大切である。 

 ・西脇市は土地の利用規制が厳しいので、土地利用ができやすいようにすることが大切 

である。 

 ・研修所的な施設を伴った企業に来てもらうことができればよい。 

 ○河川愛護について 

 ・加古川堤防が国道 175号になっているので交通量が多く、堤防の草刈りが危険な状態 

 ・草刈りに従事している人が高齢化しておりこの先どうなるのか心配している。 

 ・河川整備事業を継続していくのは、お金を増額することでは解決できない。 

 ・高齢化が進み、急傾斜な堤防は刈れないところがある。刈りにくい急傾斜は行政が行い、 

  それ以外は地元がするという方法も考えられるのではないか。 

 ○避難所について 

 ・指定避難所が遠くて困っている。避難所へ行くルートを考えてほしい。 

 ・指定避難所の日野体育センターは、避難所として活用できる整備をしてほしい。 

 ⇒市にエアコンの設置等の検討を申し入れました。 

 ○黒田庄町大伏自治会の活性化 

 ・地域での活動の現状は、いきいきサロンやとんど程度しか行っていない。 

 ・自治会活動を中心になってやる人がいない。 

 ・大伏活性化のため住民が集まれるイベントを１つでもつくる必要がある。そこからコ 

ミュニケーションが始まる。 

 ○消防団員不足について 

 ・消防団員が昼間にいない。出動時に消防車が出ない恐れもある。 

 ・協力員も地元には少ない。 

 ⇒文教民生常任委員会で議論し、昼間消防力をどう向上させるか検討するよう市行政に申 

  し入れました。 

 ・火事の消火には河川の水を使用するが、冬は水量が少ないので対応に苦慮している。消 

火栓はどうなっているのか。 

 ・災害時の要援護者対策が必要である。 

 

 
■第４班 担当議員：村井正信、中川正則、美土路祐子 

開催町・自治会 野村町３区 

開催日時 11月７日（水） 19時30分～ 

開催場所 野村町公民館 

参加人数 男性：20人 / 女性：４人 / 計：24人 

 

★第１部：議会報告の意見・提案 

 ・西脇市駅改修事業からは将来の都市計画が見えない。西脇市の玄関がこの程度しか整備 

  できないのか。 

 ⇒総合計画の中にどのような位置付けがされるかによって決まってきます。改修事業は市 

  の提案を議会が承認しています。全額市の負担となるため、現時点での提案を了承した 

  ものです。 
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★第２部：意見交換会の意見・提案 

 ・遊具を備えた公園を身近に整備してほしい。事故の心配もあるのでメンテナンスをしっ 

  かりとしてほしい。 

 ⇒どの場所にどのような遊具がほしいのか示していただきたい。今ある遊具はしっかりと 

  メンテナンスしています。 

 ・野村町に０歳児から預かってもらえる施設を 

 ⇒現在重春地区には春日こども園、どれみこども園があります。各園との兼ね合いもあり 

  新設は困難です。 

 ・中学校入学の際、自転車や制服等にかなりの費用がかかるため援助してほしい。 

 ⇒入学準備金制度があり、平成29年４月に改善され、準備金が中学生は23,550円から 

  47,400円に引き上げられました。引き続き改善に向けた検討をしたいと考えています。 

 ・通学路の充実に関し、西脇市駅から自転車等による通学路が非常に危険を感じる。 

 ・市内の高校の無償化を行えば、若い人の移住が期待できる。 

 ⇒旧制度では公立高校に通う生徒は無条件に授業料が無料でしたが、2014年４月からの新 

  制度で所得制限が設けられ無償化の対象とならない家庭もあります。西脇市独自で高校 

  授業料無償化にすることは困難です。 

 ・給食費が高い。 

 ⇒西脇市の給食費は小学校低学年が 216円、同高学年が 231円、中学校が 262円です。こ 

  の額は、北播磨５市の中では２番目の安さです 

 ・高校３年生まで医療費の無料化を 

 ⇒高校３年生までの医療費無料で 3,000万円の増となるため、市として現在のところ無償 

  化は考えていません。 

 ・インフルエンザの予防接種に補助を 

 ⇒インフルエンザの予防接種の助成は平成27年度から始まり、平成27年４月１日以降に生 

  まれた子どもから５歳になるまでが対象となります。 

 ○防災・防犯について 

 ・大規模災害が起きるかもしれない。心配だ。 

 ⇒千年に一度の災害を想定して、どのように避難するかの認識が必要です。高齢者、障害 

  者の方をどのように避難してもらうのか、自主防災会の充実も重要です。 

 ・防犯灯をセブンイレブン跡（野村町）から芳田への道路に設置すべき 

 ⇒防犯灯の設置は自治会長を通じて区長へ要望してください。 

 ・野村公園駐車場に防犯カメラを 

 ⇒自治会長を通じて区長から市へ要望してください。担当課へは伝えます。 

 ・医師会館前の歩道が歩きにくい。 

 ⇒段差があり、現在のところこれ以上の改善は困難です。 

 ・織物まつりの総合市民センターでの行事を充実してほしい 

 ⇒昔を懐かしまれる声をよく聞きます。担当課も充実に向けて検討しています。 

 ・観光協会での世帯会費の廃止、一般社団法人化、事務局を外部に設置すべき 

 ⇒観光協会事務局を外部にという意見は今までから聞いており、議会でも議論をしたこと 

  があります。しかし、現状では困難とのことで現在に至っています。世帯会費について 
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  は観光協会内でのことですので、議会としては関われません。 

 ・ファッションショーの製品を実用化して積極的に取り組む。 

 ・企業のユニフォーム作成・織物まつりに先染め素材の浴衣を使用する。 

 ⇒西脇病院スタッフの制服の生地は播州織の素材を使用しています。また、地元の銀行で 

  は夏の期間に浴衣を着用されています。 

 ・ゴミステーションの管理が不徹底でネットやシートがすぐ破れる。 

 ⇒管理は地元ですので検討してください。ネット等はみどり園でも販売しています。 

 ・市役所の開庁時間を午前7時30分とし、夕方も午後7時までに延長すれば便利である。 

 ⇒火曜日は夜は午後７時まで開庁し、休日も予約をすれば住民票等の交付が受けられます。 

  早朝は今後の課題として検討します。 

 ・パチンコ店はこれ以上いらない。 

 ⇒開業を阻止することはできませんが、西脇市では反対運動などでパチンコ店は無理だと 

  いうイメージ付けが重要です。 

 ・パチンコの客も災害時に避難所で受け入れるのか。何百人も来るが 

 ⇒和田町のパチンコ店を例にとれば、避難所は重春小学校です。入りきれない場合は南中 

  学校も開けることになります。避難者として受け入れされます。 

 

 

開催町・自治会 日野町 

開催日時 11月13日（火） 19時30分～ 

開催場所 日野町公民館 

参加人数 男性：10人 / 女性：１人 / 計：11人 

 

★第１部：議会報告の意見・提案 

 ・「浦池汚泥の除去」について要望する。 

 ⇒平成31年度予算で対応する予定です。 

 ・災害時の避難所のあり方（高齢者や要介護者の避難）について、障害者や高齢者を対象 

  にした福祉避難所について考えてほしい。連れていけない。 

 ⇒避難所の環境整備については、公共施設等総合管理計画を踏まえて検討されます。 

 ・防犯カメラの設置について 

 ⇒自治会からの要望によって設置しています。 

 ・議員は平易な言葉で説明してほしい。 

 ⇒説明にはできるだけ専門用語を使わないように努めます。 

 

★第２部：意見交換会の意見・提案 

 ・消防団員のなり手が不足している。なんとか定員を維持しているが、相当の年齢になっ 

  ても退団できない団員がいる。消防団の合併も考える必要がある。 

 ⇒分団長会議では団員確保が主な課題で、合併の話は出ていません。合併の話はまず自治 

  会同士で話し合うことが重要です。 
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 ・デマンド型の公共交通を早く走らせてほしい。 

 ⇒2018年度（平成30年度）に具体的な事業計画を作成しています。 

 ・路線バスが走らない時間帯や路線バスが行かない場所へのデマンドバス交通を検討すべ

き。 

 ⇒2019年度（平31年度）：事業者・国との実施に向けた調整 

  2020年度（平32年度）：お知らせ期間 

  2021年度（平33年度）：４月以降に実施 

 ・まちづくりの構想が市民に見えにくい。 

 ・町が誇る文化財や風景等をＰＲしてはどうか 

 ⇒今後具体的にどのようにすればできるか検討します。 

 ・市の花「しばざくら」の公園がほしい。 

 ⇒現在、しばざくらは日本へそ公園のテラドームに至る階段の法面と下戸田信号付近に植 

  えられています。 

 ・林道の不法投棄に苦慮している。 

 ⇒他の町では定期的な不法投棄見守り活動が行われ、当初沢山あった不法投棄も大分少な 

  くなっています。地域での不法投棄見守り活動が必要ではないでしょうか。 

 

開催町・自治会 水尾町 

開催日時 11月14日（水） 19時30分～ 

開催場所 水尾町公民館 

参加人数 男性：18人 / 女性：３人 / 計：21人 

 

★第１部：議会報告の意見・提案 

 特になし 

 

★第２部：意見交換会の意見・提案 

 ・芳田地区出身の藤原崇太郎さん（柔道）、幌村 尚さん（水泳）が東京オリンピック候 

  補に決まることを期待している。西脇市ももっとＰＲすべきではないか。 

 ⇒市のフェイスブックや広報紙では大会等がある都度掲載しています。 

 ・買物等に関係する移動手段として、デマンド型交通の導入に期待している。 

 ⇒2018年度（平成30年度）に具体的な事業計画作成しています。 

 ・路線バスが走らない時間帯や路線バスが行かない場所へのデマンドバス交通を検討 

 ⇒2019年度（平31年度）：事業者・国との実施に向けた調整 

  2020年度（平32年度）：お知らせ期間 

  2021年度（平33年度）：４月以降に実施 

 ・コンビニがない地域である。市営（市の助成による）コンビニを検討してほしい。 

 ・町内に週３日営業しているふれあい直売所があるが、充実させるための助成等の手段 

を講じてほしい。 

 ⇒市営のコンビニはできません。ふれあい直売所への助成について、運営助成はできませ 
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  んが、平成26年に直売所をリニューアルされた時の補助金を県と市が出しています。 

 ・河川堤防の草刈りを年２回実施している。水尾町では高齢化や参加してくれる若手の経 

  験不足（刈払機も使用したことがない等）から事業の継続が困難となりつつある。 

 ⇒この課題は全市的な課題であり、12月議会でも取り上げ、自治会と市が話し合いをして 

  現状把握と今後の方策を検討してもらうようにしています。 

 ・水尾町のゴルフ場予定地跡はものすごく広く企業誘致には最適だと思う。 

 ⇒企業誘致の新しい用地を山麓の開発可能な場所を中心に検討したいと考えます。水尾町 

  の山を開発する場合、進入路の造成、水路の設置等の費用が必要となります。 

 ・通学路の交通量が多く危険である。 

 ⇒落方水尾橋の延長線上の堤防に小学校通学路用に信号ができる予定です。森川建具屋さ 

  ん近くの信号については現在地元と西脇警察署で調整中です。 

 ・指定避難所は南中学校で芳田地区からは遠い場所となっている。ふれあい館に代わるコ

ミセンを子ども園の近くに建てれば指定避難所になる。 

 ⇒こども園も「千年に一度の想定」では50㎝浸水します。芳田地区に指定避難所を設置す 

  るとした場合、ふれあい館の移転が必要となります。こども園の近くに建設するなら、 

  こども園より50㎝高くする必要があります。グラウンドも近くにできれば良いと思いま 

  すが、いずれにしろ地区での合意が必要です。 

 ・西脇の名物を作る。来訪者に食事もしてもらいお金を落としてもらう。 

 ⇒ローストビーフも名物の１つにしています。黒田庄和牛が食べられる店も必要です。 

 ・パンフレットで帰りの際は立ち寄れる店を案内している。 

 ・芳田小学校体育館の屋根が錆びている。 

 ⇒屋根は教育委員会に伝えます。学校園整備計画があります。 

 ・市が自慢できる他市に先駆けた子育て支援策を 

 ⇒子育て支援策はいくつか行っていますが、３歳児の保育料は無料ではありません。 

 ・少子化対策が進められているが給料が安いので結婚できない人が多い。 

 ⇒子育て支援と関連します。正職員としての雇用確保として企業誘致もその１つです。今 

  後も進めていきたいと考えます。 

 ・水尾町も空き家が増えている。空き家バンクに登録して２軒が売れた。 

 ⇒空き家対策はどの地区でも大きな課題となっています。今後も増える傾向にあります。 

  倒壊の危険のある空き家は、市も精力的に持ち主と話し合いを持ち、 103軒あった危険 

  空家は11月現在で59軒になっています。 

 ・農地を売ろうとしても農家にしか売れない。緩和が必要。住宅建設も関係者しか建てら

れない。 

 ⇒農地転売は法律上の問題があります。住宅の建設は特別指定区域制度の活用しかありま 

  せん。 
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開催町・自治会 豊川町 

開催日時 11月16日（金） 19時30分～ 

開催場所 豊川町公民館 

参加人数 男性：９人 / 女性：８人 / 計：17人 

 

★第１部：議会報告の意見・提案 

 特になし 

 

★第２部：意見交換会の意見・提案 

 〇子育て対策、就学前教育問題等 

 ・現在のこども園の状況は幼児教育ができていない。西脇幼稚園のような広いところで伸

び伸び遊ばせるなど、幼児教育の充実をしてほしい。 

 ⇒現在文教民生常任委員会で取り組んでいます。 

 ・子育てママたちと市との話し合いの場がない。私たちの思いが届かない。 

 ⇒議会と子育てママたちとの懇談会を開催してはいかがでしょうか。 

 ・高校までの医療費の無償化を 

 ⇒高校３年生までの医療費無料で 3,000万円の増となり、市として、現在のところ無償化 

  は考えていません。 

 〇まちの活性化について 

 ・イベントの企画 

 ・播州織のテキスタイルコンテストの開催 

 ・播州織を使ったスタイル画コンテスト 

 ⇒現在繊維業界で検討中です。 

 ・トータス松本のコンサートを今の市民会館で開く。 

 ⇒現在予定はありません。 

 ・古い建物や風景を活用した企画、フォトコンテストなどの開催 

 ・レトロモダンな西脇市をもっとアピールする。 

 ⇒今後の検討課題です。 

 〇防災情報について 

 ・聴覚障害の人に対する防災情報の連絡手段を考えてほしい。 

 ⇒メール登録し、防災行政無線と同じ情報をテキストで見ることができるようになってい 

  ます。(防災行政無線の端末にライトを付けてチカチカさせて注意を促す)。 

 〇その他 

 ・子育て家庭に２人乗り自転車をレンタルしてくれる市がある。（加西市も実施している 

  のではないか。） 

 ⇒今後の課題と捉えます。加西市に問い合わせましたが実施されていません。 

 ・かかりつけ医と西脇病院の連携が悪すぎる。 

 ⇒主治医（かかりつけ医）と病院が連携し、診断書を総合的に見て患者さんに説明されて 

  います。 
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 ・湧泉場の沖田井堰の撤去後は水位が下がるのでポンプの設置が必要と聞く。10年間は市

で持つが、その後は西脇区で維持管理をしないといけないと聞いた。年間 300万円必要

だと聞いている。 

 ⇒杉原川の河床を約 230㎝掘削し、固定井堰を変更してポンプ設置します。このような場 

  合、県が通常10年間保障します。沖田井堰の場合、下戸田の農業水利利用と西脇区の消 

  防水利を保障するものとなります。今後の方向性については、現在西脇区と下戸田と調 

  整しています。 

 ・童子山公園の整備について 

 ⇒平成28年に作成された童子山リニューアル計画に基づき進めていきます。その第１歩と 

  して、来年度、勤労福祉センターを取り壊し駐車場に整備します。 

 ・旧図書館の前に防犯カメラを設置してほしい。 

 ⇒山手町の地域になりますので山手町町内会長さんに西脇区の中で検討していただくよ

う伝えています。 

 ・カルチャーセンターのプレイルームは保護者同伴でないと利用できない。基準が厳しく

利用低下につながるのではないか。検討してほしい。 

 ⇒来年の４月からあいあいランドの場所が旧図書館跡に変わりますので、市はそれに向け 

  て対応を検討しています。 

 

 

開催町・自治会 谷町 

開催日時 11月18日（日） 19時00分～ 

開催場所 谷町公民館 

参加人数 男性：５人 / 女性：０人 / 計：５人 

 

★第１部：議会報告の意見・提案 

 特になし 

 

★第２部：意見交換会の意見・提案 

 ・市民会館での映画をもっと若い人を対象にした内容にすべき 

 ⇒市民会館で映画を企画し上映している市民団体がありますのでご意見を伝えます。 

 ・高校生にアイデアを募集する。 

 ⇒現在、西脇市議会では「高校生版議会報告会」を実施し、高校生の声を施策に反映する 

  ように努めています。 

 ・イチゴ、ローストビーフに続く新たな特産品（１年中とれる農産品）を作る。 

 ・黒田庄牛は今までの苦労が実ったものであり、これからは全国誌に載るような飲食店を 

  広げるべき 

 ⇒現在、担当課も検討しています。 

 ・広い土地を必要としない研究開発部門の企業誘致に切り替えるべき 

 ・「西脇市は災害が少ない町・安全な町」を前面に内ち出し、企業が西脇市に来たいと思 
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  えるようなＰＲをする。 

 ⇒担当課では、日本立地センターに登録し、情報収集と具体的な相談を行い、企業誘致に 

  努力しています。兵庫県の兵庫神戸サポートセンターにも登録し、企業からの問い合わ 

  せもあります。 

 ・西脇市に移住する若い夫婦へ家を無料で貸す。また１軒につき 100万円を補助する。 

 ・空き家を壊して安い住宅を若者用に建てる。 

 ⇒空き家改修をした場合の補助金制度がありますが、上記の様な制度は検討していません。 

 ・他市へ転出した人材をデータ化し、常に西脇市に係る情報を交換できるシステムを構築 

  すべき。 

 ⇒県では平成31年度に県外県民制度を取り入れる予定です。県の制度によってどのような 

  情報を伝えられるのか確認して西脇市の対応を検討します。 

 ・「に」でネット検索すれば「西脇」がトップに出るようアクセス数を増やすために職員 

  が毎日、全員検索してはどうか。 

 ⇒市役所内のパソコンで西脇市の検索を沢山してもサーバーとしては大まかに言えば１ 

  台での出力となるため影響力は少ないとのことです。１日数10万単位のアクセスが必要 

  で、数百人が自宅で１日 1,000回程度「西脇市」と検索すれば影響力があるだろうと 

  思われます。 

 ・多可町は獣害が少なくなっているが西脇市はまだまだ多い。更なる対策が必要である。 

  農作物被害だけではなく、人的被害や交通被害も念頭に置いてほしい。 

 ⇒西脇市でも出荷する農作物への獣被害は数年間の単位で着実に減少しています。 

 

 
■第５班 担当議員：岩崎貞則、坂部武美、吉井敏恭 

開催町・自治会 津万 

開催日時 11月８日（木） 19時00分～ 

開催場所 津万コミュニティーセンター 

参加人数 男性：10人 / 女性：１人 / 計：11人 

 

★第１部：議会報告の意見・提案 

 特になし 

 

★第２部：意見交換会の意見・提案 

 〇避難所に関して 

 ・ペットを避難所に連れていけない。 

 ⇒避難所へペットを連れて行くことは今後の課題です。ペットを嫌う人もおられます。 

 ・嶋に「避難所は比延小学校」という看板があるのは紛らわしい。 

 〇加古川河川整備事業について 

 ・河川内の土砂と木々の撤去、堤防の強化、川代ダムの放流を事前に行う。 

 ⇒土砂撤去等は県も考えてもらっています。 
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 ・側面の草刈りは高齢者では困難である。委託料を増額してほしい。 

 ⇒河川愛護は市へ申し入れています。まもなく結論が出されると思われます。 

 ・堤防の草刈りの範囲が広い。土手に竹やぶがあって作業するのに苦労している。 

 〇通学路の安全確認 

 ・津万から西脇小学校までの通学路には危険な箇所が多い。（国道 175号をわたる八日町 

  の信号までの山沿い） 

 ⇒現地確認をしましたが、外灯は５機ありますが木の枝や葉が邪魔をして暗く、伐採が必 

  要です。担当課に伝えます。 

 〇空き家対策について 

 ・西脇染色跡の解体は早くしてほしいがアスベストや解体時の騒音が心配である。 

 ⇒都市住宅課に相談してください。 

 〇西脇病院について 

 ・西脇病院に対する意見を言える「意見箱」がどこにあるのか分かりにくい。 

 ⇒病院側に伝えます。 

 ・医師を確保して病院経営を良くしてほしい。 

 〇その他 

 ・㈱カナダ倉庫北側の水路石垣が崩れている。 

 ⇒水路の石垣の現場確認を行い担当課へ伝えます。 

 ・堤防の修理はできているが安全か。 

 ・加古川は国の管轄ではないのか。 

 ・今から５年～10年後には人手がなくなる。 

 ・津万の墓地へ行く市道が傷んでおり修理してほしい。 

 ・農業の跡取りがいない。専業で暮らせたら良いが田んぼが小さすぎる。 

 ・買い物に行くところがない。 

  ＜担当班の考え方＞ 

 ・ペットを家族同然とされている方にとっては深刻な問題であり検討すべきと考えます。 

 ・河川整備は各自治会とも高齢化が進み、将来的に業者委託しないとできなくなる課題で 

  す。今後十分考慮すべきだと考えます。 

 ・通学路については、国道を横断しなければならない、八日町周辺は暗くて危険箇所があ 

  るため、早急に現地を確認します。 

 

 

開催町・自治会 中畑町 

開催日時 11月12日（月） 19時00分～ 

開催場所 中畑町公民館 

参加人数 男性：14人 / 女性：０人 / 計：14人 

 

★第１部：議会報告の意見・提案 

 特になし 
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★第２部：意見交換会の意見・提案 

 〇市道への要望 

 ・光洋機械産業前に樹木がかぶさっている箇所がありため剪定してほしい。 

 ⇒個人の所有地ですが、樹木までの高さが 4.1ｍありますので問題はないと判断します。 

 ・光洋機械産業付近の岸久後橋の歩道橋の確保と安全対策を考えてほしい。 

 ⇒現地調査を行いました。車両及び歩行者、通学生が相当数ありましたので、調査結果を 

  担当課に報告しました。 

 〇観光について 

 ・ホタルまつりの事業主体を行政で面倒を見てほしい。地元では手一杯でできない。 

 ・ホタルの期間中は道路が混む。駐車場を設けてシャトルバス運行などができないものか、 

  また駐車場もトイレもない。 

 ・ホタルまつりを行っても地元にお金が入らず潤わない。それでまつりの面倒だけ見るこ 

  とはできない。 

 ・西林寺の登山客はそれなりにおられる。もっとＰＲできないか。 

 ・中畑林間ファミリー園のコテージは結構人気がある。料金は１泊 2,040円だが、もっと 

  値上げできると思う。検討してほしい。 

 〇空き家について 

 ・空き家及び将来の空き家候補（予想が付く居宅）の活用を考えてもらいたい。 

 ・空き家が増加している。２～３軒は補修が必要だが、今のところ大半は所有者が明確で 

  すぐにも使えるが、賃貸や売却の意向がない。 

 ⇒空き家対策はどの地域でも課題となっています。空き家バンク登録をして売れれば良い 

  のですが、一方で倒壊空き家も出てきます。 

 〇企業について 

 ・中畑工場公園進出企業と地域コミュニティとの交流が希薄 

 ・活性化には企業誘致が必要だが、誘致しても雇用人数が少ないのが課題 

 〇道路整備について 

 ・県道西脇篠山線の上比延地区の拡幅、篠山線に抜ける峠道のトンネル化 

 〇その他 

 ・災害時の避難所が遠い。消防団・自主防災会の見直しが必要 

 ⇒一時避難をどこにするか、その後、比延小学校までどのように誘導するかなど、町や消 

  防、自主防災会で協議していただきたい。 

 ・独身男性が多い。何とかならないか。 

 ・へそのまちをもっとＰＲ 

 ・子どもの数が減り、学校の統廃合などが今後の課題 

 ⇒双葉小学校の特性は地元の要望でもあり維持したいと考えます。しかし、今後は統廃合 

  が課題として出てくると思われます。 

 ・住吉神社の長堂の整備（四間間口は他にはない。）芝居小屋で茅葺屋根の葺き替えには 

   3,000万円かかる。 

 ・畑谷川に堆積している土砂を撤去してほしい。以前は県が行っていた。続き区間もして

もらいたい。 
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  ⇒担当課に伝えます。 

 ・おりひめバスを有効活用して双葉小学校の児童をもっと増やすべきである。 

  ＜担当班の考え方＞ 

 ・光洋機械産業付近の岸久後橋付近の交通調査によって現地確認をして担当課に伝えま 

す。 

 ・中畑のホタルまつりは年間３万人の来訪があり、西脇市の観光として十分に役立ってい  

ます。 

 ・西脇市の活性化には企業誘致が必要だと考えます。市内の適地を調査し、引き続き企業 

誘致を進めていくべきだと考えます。 

 ・空き家については、どの地域でも問題になっていますので、行政でしっかりとした対策 

を講じていくべきだと思います。 

 ・各地区の課題である避難所問題も含めて自主防災会の見直しも徹底すべきだと考えます。 

 

 

開催町・自治会 板波町 

開催日時 11月15日（木） 19時30分～ 

開催場所 板波町公民館 

参加人数 男性：14人 / 女性：０人 / 計：14人 

 

★第１部：議会報告の意見・提案 

 特になし 

★第２部：意見交換会の意見・提案 

 〇河川愛護について 

 ・面積が広くて「ハンマーナイフ」が必要だが、購入するのに約60万円いるので補助金を 

出してもらえないか。 

 ・市の計算方法は距離でなく、面積＋難易度で算定すべきだ(斜面は非常に刈りにくい) 

 ・加古川の堆石土砂が増えている。 

 ・河川の草刈りの町での実施は年齢的にも無理がきている、続けにくい。 

 ⇒河川愛護については各地区で深刻な問題となっていますので、西脇市議会から市行政へ 

  対応策を検討するよう申し入れをしています。 

 〇祭り・イベントについて 

 ・織物まつりの花火など、分散してどれも中途半端だ。 

 ・11月の日曜日などイベントが重なり過ぎている。情報を共有し、イベントを統合してほ

しい。縦割りの弊害を感じる。(今年の10月28日のみらいえ、しばざくら商店街、きら

ら商店街、セントラルカーニバルの４会場を連携した方法はとても良かったのではない

か) 

 〇交通について 

 ・免許自主返納者に対して市独自の割引特典を付けてもらえないか。 

 ⇒高齢者の交通事故が多発している中、免許返納については警察、市も返納を推し進めて 
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  います。今回、文教民生常任委員会で調査していきます。 

 〇規制緩和について 

 ・高松町に工場団地造成を 

 ・働く場の確保をするためにも農振や調整区域規制の解除を 

 ・調整区域のため田舎へは帰ってこない。空き家も増加している。 

 〇農業について 

 ・新規就農者に手厚い支援をしてほしい。 

 ・農業機械購入の際、上限50万円の市の補助があるが、それでは機械も買えない。増額し 

てほしい。 

 ・農業をする人を育成しないと放棄田が増える。 

 〇高齢者対策について 

 ・高齢者が置き去りにされていく。 

 ・高齢者の見守りが必要 

 ・高齢者の一人暮らし、高齢者世帯、老老介護が目立つ。板波町旭ケ丘地域の対策として、 

緊急の際、近くの住民が宅内へ入れる工夫を考えている。 

 〇少子化、若者の定住について 

 ・市は少子化対策の為の助成が少ない。また、支援内容も知れ渡っていない。子ども、子 

  育てのサポート（支援金）を企業や市も充実させてほしい。 

 ⇒３歳児の保育料無料や高校生まで医療費無料の自治体もあり、市も検討しています。 

 ・市内に就職する場がないから、高学歴の若者が板波町に帰ってこない。 

 ・リタイア後でも良いので帰ってきてほしい。 

 ・ネットを活用した在宅ワークで定住する世帯もある。 

 〇防犯カメラについて 

 ・重国橋（歩行者専用）あたりに高校生がたむろしている。そこは通学路でもあり防犯の 

  面からカメラを設置してはと思う。市で持つか地区で持つかの判断が難しい。 

 ⇒カメラ設置には、地元負担も必要ですが、今回のケースは判断が難しいと思われますの 

  で、担当課に伝えます。 

 〇その他 

 ・外灯が少ない。増やしてほしい。 

 ・タクシー券や医療助成などの所得要件をなくすべき（所得要件は利用者の悪用もあった 

りする） 

 ・限界隣保の出現の問題（隣保の再編の事例を紹介してほしい。） 

 ・太陽光発電は山を削ってまでして設置すべきではない。 

  ＜担当班の考え方＞ 

 ・板波町は、加古川堤防の草刈りがしにくい場所が特に多くあります。しかも高齢者も多 

  くおられますので、河川愛護については、市行政に対策を講じるよう申し入れを行って 

  います。 

 ・若者が出て行ったら都会で就職をして帰ってこない。したがって高齢者が増える一方と

なりますので、今後の高齢者対策をしっかりと考えていく必要があります。 

 ・祭りやイベントは、一か所で集中すべきであり、今回のみらいえ、しばざくら商店街、 
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  きらら商店街、セントカーニバルの４か所の会場を同時に実施したことは良かったと判 

  断しています。 

 ・防犯カメラについては、通学路も含め他町の子どもも含まれますので、市、地区、町の 

  負担方法を判断してもらいたいと考えます。 

 

 

開催町・自治会 黒田庄町福地 

開催日時 11月22日（木） 19時30分～ 

開催場所 福地集会所 

参加人数 男性：16人 / 女性：５人 / 計：21人 

 

★第１部：議会報告の意見・提案 

 特になし 

★第２部：意見交換会の意見・提案 

 〇コミバスについて 

 ・交通の便が悪いので車が必要、交通の便を良くしてほしい。コミバスの充実も 

 ・料金体系としては定額料金制にしてほしい。 

 ・高齢者はカードを持ち歩かないので、チケットを利用できるようにしてほしい。 

 ⇒市公共交通会議で議論されています。（デマンド交通について説明） 

 〇河川愛護について 

 ・加古川本流は広すぎるので黒田庄地区では刈込作業する距離が長い。 

 ・草刈り作業エリアにテトラポット等があるので作業が大変である。 

 ・竹やぶが成長しすぎて刈込作業がはかどらない。（まず竹を刈り込んでから本来の作業 

  となるので考えてほしい。） 

 〇浸水対策について 

 ・浸水対策として、可搬式のポンプ３～４台あるが本当に大丈夫なのか。 

 ・福地では上側と下側では浸水に対して策が違う。 

 ・河川掘削されたが今夏の長雨で越水した。ポンプがもう１基ほしい。 

 〇農業用水について 

 ・農業用水として加古川から取水しているが渇水期は取水口より下がるため、汲み上げる 

ことができない。そのため稲が枯れてしまった。 

 ⇒担当課に現地確認してもらいます。 

 ・福地には井堰がない。池も少なく水を溜められない。 

 ・水は川西側しか流れていないので、蒲江付近のように水を管理できるように考えてほし

い。 

 ・加古川に水中ポンプを沈めて水を入れている。 

 ・田んぼに水が来ないので酒米の出荷量が少ない。 

 〇安全安心なまちづくりについて 

 ・県道バイパス沿いの通学路（福地～上比延）が、夕方真っ暗で非常に危険である。 
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 ⇒地元から区長を通じて要望書をあげてください。 

 ・県道バイパス 294号線に県所有の空き地があり、公園化すると聞いていたが何もされず

草も伸び放題になっている。しっかり管理してほしい。 

 ⇒担当課に連絡します。 

 ・災害の際に対応できる人員がいない。現在、福地地区の消防団員は16人だが、地区外在

住者が６人の上、実際に昼間に動けるのは２人だけである。 

 ・集会所の前の道が暗いので外灯を設置してほしい。 

 〇その他 

 ・ＪＲ加古川線にＳＬ（蒸気機関車）を走らせてはどうか。（鉄道マニアがくるかもしれ

ない。） 

 ・西脇市は加東市よりも高齢者が多い。黒田庄地区にもみらいえのような施設を設け、教

育関係を整えてもらいたい。 

 ・福地は出る人が多く入って来る人が少ない。無指定地域であり、土地が比較的廉価なの

で宅地分譲してはどうか 

 ・高校生まで医療費助成を 

 ・映画館やボーリング場があれば 

 ・地区ごとの子ども食堂の開設 

 ・多子世帯への支援の充実 

  ＜担当班の考え方＞ 

 ・デマンド交通についての説明を受け、この地区も高齢化が進む中、公共交通の充実が待

たれ、早急に計画を立てるべきだと考えます。 

 ・河川愛護に関して、加古川は本流が広すぎるので草刈りにおいて大変ご苦労をなさって

おられ、さらに高齢化が進展すれば業者委託も一考だと思われます。 

 ・農業用水について、河川改修の結果、取水口より水かさが減り、水稲に影響が出ていま

す。担当課に現地を確認するよう伝えます。 

 ・県道バイパスが開通しましたが信号機がなく、道路照明もないところが多く、県管理の

土地も草が生え放題になっていますので、市行政を通じて県へ要望してもらいます。 

 ・信号機の設置は、待機場所がないため難しいと思われます。 
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第16回 議会報告会「議会と語ろう会」アンケート調査結果 

 
○対 象  21自治会 
〇参加人数 男性： 256人 女性：46人  合計 302人 
〇年齢別  20代：４人  30代：22人  40代：29人  50代：51人 
      60代：104人  70代：50人  80代：７人  その他：35人  
 
Ｑ１ 議会をご覧になったことがありますか 

1 本会議を傍聴したことがある ２４ 

2 インターネット中継を見たことがある ２７ 

3 傍聴もインターネット中継も両方見たことがある １０ 

4 両方見たことがない ２２５ 

 

Ｑ２ 今回の議会報告会を何で知りましたか 

1 議会報告会のチラシ １２０ 

2 市議会ホームページ １０ 

3 防災行政無線 ３１ 

4 フェイスブック ５ 

5 その他 １４４ 

 

Ｑ３ 議会報告について 

1 良かったと思う １９８  

2 もっと工夫が必要 ６５ 

3 そもそも必要がない ４ 

4 その他 １３ 

 

Ｑ４ 意見交換の部についてお尋ねいたします 

1 活発な意見交換ができて良かった １３１  

2 もっと議論を深めたいと思った ７５ 

3 意見交換が議会にどう活かされるのか興味を持った ８８ 

4 低調な議論だった ３ 

 

Ｑ５ 自治会単位での報告会開催について 

1 良かったと思う ２１４  

2 もっと工夫が必要 ５４ 

3 そもそも必要ない ３ 
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Ｑ６ 議会だよりを読んでいますか 

1 いつも読んでいる ９０  

2 ときどき読んでいる  １５４ 

3 全く読んでいない ３９ 

 

Ｑ７ 興味のある記事はどれですか 

1 一般質問 １０４ 

2 賛成反対討論 ６１ 

3 委員会報告 ７０ 

4 まちの声 ８５ 

5 その他 ２３ 

 

Ｑ８ 59号から横書きの議会だよりになりましたが、いかがですか 

1 読みやすい １８５  

2 読みづらい １５ 

3 その他 ５７ 

 

Ｑ９ 読んでいない方は読んでいない理由をお聞かせください 

1 議会に興味が無いので ３０  

2 読みづらいので １１ 

3 記事がつまらない ８ 

4 その他 ３１ 

 

 

＜感想・意見＞ 
 
第１班 

・初めての参加でした。なかなか興味がないので足が遠のきます。グループ討議で少し理解ができたよ 

 うです。 

・何をするにも事前にアンケートをとるのが良い。 

・大変良かった。 

・もっと信頼される議員になってもらいたい。 

・良いうわさが流れるように頑張ってほしい。 

・汗をかく活動を求めたい。 

・今回の活動は大変良い。今後も続けてほしい。 

・担当班と支援班の議員さんが出席していたことで町内の声を聞いてもらえて良かったと思う。 

第２班 

・議会活動で全国一と聞きうれしく思います。さらに頑張ってください。  

・議員先生と話して少しは議会が身近になり大変よかったと思います。 

・参加して良かったです。議員さんに出会えてうれしかったです。 

・若干、時間が少なかったがこういった議論は時に必要と思う。 
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・税金の見直し 

・子どもに対する助成を増額してほしい。 

・堅苦しい感じになると思ったけど和気あいあいとした感じでよかったと思う。紙ではなかなか読まな 

 いけど、わかりやすい言葉で説明してもらって良かったです。 

・地区ごと⇒自治会ごと Ｇｏｏｄ 

・議員さんと言うと敷居が高いイメージでしたが思いのほか話しやすいと感じた。 

・意外とおもしろかったです。地元を見つめなおす良い機会になりました。 

・西脇市の活性化という議論の中で悪い点ばかりの掘り起こしで残念だった。良い点を出し合いそれを

さらに発展していくような話し合いがしたかった。 

・初めて出席して勉強になりました。 

第３班 

・議員の方も親しみやすく良かったです。議員さん同士の横のつながりも良さそうだし、チームワーク 

 よし。期待しています。 

・３人が出席とありましたが、６人も出席してくださったのは訳があるのでしょうか。 

・出席者が少なく申し訳ないと思います。青少年、若年層との意見交換も必要では 

・市民のため活躍してください。 

・議会の市議を身近に感じることができる機会となった。 

・勉強になりました。 

・各年代の人、女性の意見等、幅広く意見を言え、聞けるようにする工夫が必要ではないかと思う。 

・大伏集落でもイベントを考えなければいけないと思い直した。 

・開かれた議会づくりに取り組んでいらっしゃることが良く分かった。このまま続けていただきたい。 

第４班 

・職員の方々の意見（未来の西脇市のすがた）をもっと市民に見えるようにお願いします。 

 市民がワクワクするようにお願いします。 

・言いたいことが言えて良かったです。 

・意見が言える時間が短い。 

・ご多忙な中、ありがとうございました。 

・全国１位おめでとう。これからも西脇市のために頑張ってください。 

・芳田地区の発展をよろしくお願いします。 

・意見交換の時間が思ったより短かったが、話しやすい雰囲気で良かった。 

・近年、子育てに関しては良くなりいいなと思います。私の時は今のようなことがなかったので 

・初めて参加しましたが参考になりました。 

第５班 

・地域の生の意見を言える機会があって良かった。 

・少子化は難しいことがわかった。 

・10年後が恐い。 

・今後も市民とともによろしくお願いします。 
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西 脇 市 議 会 

 

◆西脇市議会ＨＰ 

http://www.city.nishiwaki.lg.jp/kakukanogoannai/gikaijimukyoku/indexht

ml 

 

◆西脇市議会フェイスブックページ 

http://www.facebook.com/nishiwakigikai 

 

◆西脇市議会事務局 

〒677-8511 

西脇市郷瀬町605番地 

 TEL：0795（22）3111 内線302 

 FAX：0795（22）4301 

 Mail:gikai@city.nishiwaki.lg.jp 

http://www.city.nishiwaki.lg.jp/kakukanogoannai/gikaijimukyoku/indexhtml
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/kakukanogoannai/gikaijimukyoku/indexhtml
http://www.facebook.com/nishiwakigikai

