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令和元年５月に開催しました第17回議会と語ろう会には 300名もの市民のみなさ

んに集まっていただいて感謝申し上げます。 

各会場では市民のみなさんの活発な意見が出ていて、私も参加したある会場では、 

終了後に、「こんな面白い取組をしているとは知らなかった！」という参加者から

の感想も直にいただきうれしく思いました。 

議会と語ろう会は市民のみなさんの多様な意見を議会に反映しようとする取組で

あるとともに、各地域での様々な課題を議会が知る貴重な機会ともなっています。 

単に個々の議員活動ではなく、「議会として」地域の課題を理解し、議論しなが

ら課題解決の政策を考えていく、そのような場づくりを目指しています。 

各会場で出た意見は班会議や班長会議、さらには常任委員会での議論を行い、単

に質問して市行政の考え方を聞くだけでなく、「議会としてどうするか」を意思決

定し、市民のみなさんへ回答するよう心がけています。 

ただ、意見がまとまるまでに時間を要するものやさらなる調査を行わないといけ 

ないものもありますので、それはまた今後に報告させてもらうことをご了承願いま

す。 

市議会は住民代表機関といわれるように、市民のみなさんとともにあります。 

市議会と市民は分離されるものではなく、一体のものでなくてはなりません。 

今後も私たち西脇市議会議員一同はそのことを胸に活動して参りたいと考えてい

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

令和元年７月 

西脇市議会 議長 

林 晴信 
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第17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自治会のみなさんのところ

へ伺い、議会の活動報告とひざを交えての意見交換会を開催しています。第17回議会報告

会は、４班編成で１つの班が５自治会を担当し、毎晩のように、どこかの会場で開催させ

ていただきました。 

報告会で出された意見や提案を持ち帰り、①班ごとにまとめ ②班長は担当した５町の

まとめを班長会議に持ち寄り ③班長会議では出された課題等を精査し、各常任委員会に

分け ④各常任委員会では担当課に事業経過や事実確認の調査をし 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。

貴重なご意見をありがとうございました。 

ぜひご一読いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

第17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 
 

 今回の議会と語ろう会で出された、市民のみなさんからの意見や提案の中から班長会議

で次の５件にしぼり、文教民生・総務産業常任委員会で担当課に確認し、議論しました。 

 なお、予算常任委員会の分は、昨年９月に開催した予算決算常任委員会において、市行

政に申し入れた２件について、６月定例会で途中経過報告を受けたものです。 

 

＜文教民生常任委員会＞ 
 

⑴ 重春グラウンドの安全確保について 

  Ｑ 重春グラウンドの南側に溝があり、ソフトボール大会で２年前に溝に落ちる事故

があった。その折には概要について市に報告し、溝にふたができないか要望してい

る。しかし、まだ現状のままであり安全確保の方策を検討してほしい。 

  Ａ 市としては現状を維持し、現在は使用申請時にコーンあるいはコーンバーを設置

し、コーン内でのプレーを禁止する旨の条件を付けて許可しています。ふた以外に

も安全対策上の課題があり、完璧を期するためには溝とグラウンドとの境に高い金

網の設置が必要となり、かなりの費用が必要となります。できるならば、市内の他

のグラウンド（例えば、城山グラウンド等）での開催も検討してくださるようお願

いします。 

 

＜総務産業常任委員会＞ 
 

⑴ 天神池の整備について 

Ｑ 天神池にグラウンド・ゴルフ場や散策路設置の計画があるが、この計画は現在ど
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のようになっているのか。 

Ａ グラウンド・ゴルフ場は地元と協議し、２コースとし、トイレや休憩所等につい

ては現在調整中です。散策路は、天神池周辺を予定しており、これも地元と調整中

です。 

Ｑ 報告会では、住民からは高規格化の４面を希望しているが。 

Ａ 地元とは２面で調整しています。 

 

⑵ 野尾谷川堤防の改修について 

Ｑ 木製パラペット（黒田庄町西澤地内）は、臨時的な対策と理解している。一方、 

黒田庄町石原地内の堤防はコンクリートで整備されているが、同様の改修は行わな 

いのか。現状のままで良いと考えているのか。 

Ａ 木製パラペット部分は約１㎞、上流部のコンクリート提は 500ｍでありますが、 

まずは木製部分の 140ｍを改修します。その後、下流の整備が終了すれば堤防の上 

部の幅が３ｍの完成堤を計画しています。 

 

⑶ 市内共聴テレビについて 

Ｑ  テレビの共聴施設が老朽化し、その更新が急がれるが、このことは、市内共聴テ 

レビ受信地域全体の問題であると認識している。現状をどのように把握し、今後ど 

のように対応する予定か。 

Ａ  共聴設備の部品の在庫が少なくなり、後継機はありますが、受注生産です。加入 

世帯も減少し、組合の存続も課題となっているのは認識しています。市としても対 

応を検討しています。 

 

⑷ 観光案内看板について 

Ｑ  本年末に国道 175号西脇北バイパスの一部供用が予定されているが、これに合わ 

せて、西脇公園やその周辺の観光資源等へ誘導する道路看板をどのように設置する 

予定か。 

Ａ  国道 175号バイパスの下り口に西脇公園等の名称が入る看板を国に要望していき 

ます。もし国が設置できない場合は、道路占用許可を取り、市が設置することも検 

討します。 

 

＜予算常任委員会＞ 
 

⑴ 河川環境整備（河川愛護）事業のあり方について 

   昨年９月に議会からの申し入れを受け、各地区区長会を訪問し、意向調査を実施し、 

現状と課題・要望を確認しました。高齢化や人口減少による作業人員の確保が困難で 

あること、農業者の減少による草刈機等の機材不足、作業に不慣れな住民の増加に伴 

うけがの危険性が増したことなどにより、地区によって内容に差はありますが、作業 

範囲の縮小や簡素化、県や市の事業として実施してほしいことが、地元からの要望で 

した。ただし、本年度については、河川整備事業を引き続き実施していただくことを 
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了解していただきました。 

   市行政としては、まちづくり活動の一環として、地域の河川を愛し守る河川環境整

備に今後も継続して取り組んでいただきたいと考えており、今後、事業のあり方につ

いては作業内容の見直し、作業負担の軽減を検討し継続できる手法を各地区と協議・

調整していきます。 

⑵ 災害時の避難所等のあり方について 

   自主防災会の活動内容に関するアンケート調査を平成30年度に実施しました。その 

結果は「地区防災計画作成マニュアル」に取り入れていきます。６月から各地区で地 

区防災計画の作成について説明を行っています。 

   一時避難所等への誘導の際の責任については、災害時、対策本部からの要請を受け 

自主防災会が行う避難誘導は市の責任において実施しているものであり、自主防災会 

の避難誘導実施者の負傷は消防団員と同様に公務災害補償の対象となります。しかし、 

避難者の補償については、現状では個人が加入される生命保険、医療保険によるもの 

だけになります。 

   今後、起こりうる大規模災害による長期の避難生活に備え、指定避難所に新たに冷 

暖房設備を設置することについては、使用頻度、設置経費、ランニングコストの面か 

ら、現在のところ困難です。冷暖房設備の必要な季節の避難所の対応については、冷 

暖房設備が整っている施設を利用して対応します。また、冷暖房設備の未設置施設の 

利用を余儀なくされた場合には、スポットクーラー、ストーブ等の冷暖房機器での対 

応を考えています。冷暖房機器等の機材の安全確保のためホームセンター（㈱ナフコ、 

㈱ジュンテンドー、㈱コメリ）と災害時における物資供給の協定を締結しました。 
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第17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  

 

自治会 上王子町 

開催日時 令和元年５月10日(金)  19：30～21：00 

開催場所 上王子町公会堂 

参加人数 男性７人  女性１人  計 ８人 

 

★１部（議会報告）の意見・提案 

 ・特になし。 

 

★２部（意見交換会）の意見・提案 

① 防災行政無線のデジタル化について 

  ・アナログ方式とデジタル方式ではどのような違いがあるのか。 

   ⇒アナログは、基本的にノイズ混じりで、肉声のような音質です。しかしデジタル 

の場合は信号を圧縮しているので、少ない電波でより効率的に情報を伝えること 

ができるため、よりクリアな音質で聴くことができます。また電波の通信距離に 

関しても、デジタル方式の電波の方が、直進性に優れているので、同じ出力であ 

ってもアナログよりも遠くまで届きます。 

 

② 子午線マラソンと新人高校駅伝について 

・マラソンは方々で開催されている。このへんで存続の意義を検討すべきではないか。 

「駅伝と言えば西脇工業」とのネームバリューがあせない内に、もっと高校駅伝に 

力を注ぐべきではないか。子午線マラソンと新人高校駅伝があり、盛り上げる方向 

性としては良いが、競技を一つに絞るなど検討すべきである。テレビ中継など新人 

高校駅伝を盛り上げる取組に期待する。 

  ⇒ＪＲ鍛冶屋線跡地の市原～羽安間は今年度に開通するので、開通記念を合わせて 

新人高校駅伝のテレビでの放映を予定しています。 

 

③ 河川の草刈りについて 

・上王子町は全戸（９戸）で河川の草刈りを行っている。間もなく高齢化等により、 

ままならない状況となる。草刈りの負担は、何とかならないか。 

⇒行政も把握しています。区長会が窓口となり行政と協議することが必要と思いま 

す。議会としても行政に申し入れており、行政は区長会と協議し、今年度中に結 

論を出す予定です。 

⇒６月の予算常任委員会で取り上げ、議論しました。（３ページ参照） 

 

④ その他の意見 

・「イチゴ」は多くの有名な産地があり、もっと特色を持った作物等への取組が必要 

である。 

・企業誘致に雇用が伴っていない。 

・進出した企業が運営している「ベリーベリーファーム」を活用すべきではないか。 

・合山町と比べ上王子町内のパイパス（県道）の舗装が悪く凹凸、水溜りがある。 
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自治会 前島町 

開催日時 令和元年５月12日(日)  19：30～21：00 

開催場所 前島町公民館 

参加人数 男性６人  女性３人  計 ９人 

 

★１部（議会報告）の意見・提案 

 ・特になし。 

 

★２部（意見交換会）の意見・提案 

① 日野地区の今後について 

・日野地区が北部と南部に分かれて、まとまりが悪い。 

⇒行政が主体となっては助けてくれません。地元の取組があってこそ行政の援助が 

入ります。 

・日野地区だけが取り残されている気がする。 

⇒区長会を中心に地区でもっと頑張ってほしい。 

・日野幼稚園跡はどうなるのか。 

⇒現在のところは、まだ決まっていません。 

 

② 若者の定住について 

・市内在住の学生（保育士志望）が、加東市や小野市へ出ていっている。 

⇒就職フェアに加え、市外に就職する学生の考えなどを真剣に調査研究する必要が 

あると思います。 

 

③ 杉原川の堤防強化について 

・楽寿園の前の河川に堆積している岩を取り除いたので川の流れが変わったため、水

害が心配だ。 

⇒杉原川は県の管轄になりますが、市の方にも伝えておきます。 

（工務課：市行政に要望書を出してください。県にその状況を報告します。） 

 

④ 通学路の安全について 

・登校時間に通学路をスピードを出してショートカットして通過する車があり、子ど 

もたちにとって非常に危険である。 

⇒区長から市の防災安全課に要望書を出してください。 

 

⑤ 消防団の今後について 

・操法大会をなくせば、新入団員が増えるのではないか。 

・消防団員不足が深刻で、消防団の部の統廃合が必要ではないか。 

・消防団員の定数をどう減らすのか。 

・今年から日野地区で消防のあり方（部の統廃合）を検討する。 

・若い人が消防団に入らない。 

⇒消防団本部や市ではなく、まずは地域で議論し結論を出すべきと考えます。 

 

⑥ 高齢化対策について 

・デマンドバスを、もっと早くスタートできないか。 

⇒新庁舎の完成を起点とする計画です。まだ時間があるので、使い勝手のよい・便 

利なデマンドにするために地域で議論することが必要です。 
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・免許返納したあと、返納者への支援をしてほしい 

⇒デマンドバスを計画中です。返納者への特典も検討中です。 

 

⑦ その他の意見 

・若い人の地元への定着率が低い。就職できる企業が少ない。 

・町内の付き合い（溝普請等の村行事）が、煩わしい。 

 

 

自治会 西嶋 

開催日時 令和元年５月16日(木)   19：30～21：00 

開催場所 西嶋公民館 

参加人数 男性９人  女性２人  計 11人 

 

★１部（議会報告）の意見・提案 

 ・特になし。 

 

★２部（意見交換会）の意見・提案 

① 企業誘致について 

・企業誘致して人口を増やす対策はないか。 

⇒上比延の工業団地は完売しました。広い土地がないか工業用地になる土地を調査 

しています。 

 

② 調整区域について 

・卓球教室を行いたいが、西嶋は市街化調整区域であるため、卓球場を建てるにはど 

うすれば良いか。 

⇒西嶋で、土地利用計画を立て、県の特別指定区域制度を活用する方法があります。 

市の担当課が相談にのってくれます。ただし、どこでも区域設定できるものでは 

ありません。 

 

③ 農地について 

  ・農地の管理は、70歳を超える方にお願いしているので、10年先が心配である。 

  ⇒営農組合や津万地区の中で農業の担い手をつくっていく必要があります。 

 

④ あじさい園の維持管理について 

・あじさい園は、人手がないので草引きなどの管理が大変であり、西脇北高校、西脇 

工業高校の生徒に来てもらい草引き等手伝ってもらっている。さらに、ボランティ 

アで世話をしてくれる人にも声をかけている。 

・高校生の活動やボランティアの募集等、あじさい園の活動を市広報紙などでＰＲし 

てもらいたい。 

⇒西脇市としてもあじさい園の活動に助成をしており、西脇市観光協会も支援をし 

ています。 

⇒地域の高齢化が進み、まつりやイベントの継続が市内のどこでも困難になってき 

ています。 

 

⑤ その他の意見 

・調整区域なので外からの人が家を建てられない＝人口が増えない。 
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・予算を分割せずに子育て支援に一極集中すればよい。 

・働き手が少なくなり、70歳定年になってきている。また、外国人労働者が増えてき 

ている。 

・衣類や靴を買うところが西脇にはない。 

・西嶋の空き家は、１件だけである。 

・国道 175号バイパスが整備されてきているが、高架で津万郷が分断され津万地区の 

発展につながらないのではないかと心配している。ただし、広域のことを考えると、 

反対できない。道の駅は、今まで以上に賑わうと思われる。 

 

 

自治会 市原町 

開催日時 令和元年５月18日(土)    19：30～21：05 

開催場所 市原町集落センター 

参加人数 男性10人  女性２人  計 12人 

 

★１部（議会報告）の意見・提案 

 ・特になし。 

 

★２部（意見交換会）の意見・提案 

① 交通問題について 

・鍛冶屋線跡地が開通と同時に市原郵便局前の信号がなくなる。安全面を考えて存続 

すべき。 

⇒２～３年前に議員が交通量調査を実施した時（通勤時間帯）は、県道中安田市原 

線からの信号待ちで１回に付き５～10台位でしたが、新しい道ができると通行量 

は減ると予想されます。 

・高齢者や移動困難者の交通手段の確保についての考えは。（気軽に外出できる対策 

をせよ） 

⇒令和３年から事前予約によるデマンドバスを運行し、自宅近くから目的地に行け 

るよう公共交通の改善が図られます。 

 

② 防災関係について 

・市原町の避難場所である日野体育センターは遠い。一時避難所として使用する市原 

町集落センターへの避難誘導などを考えてほしい。 

⇒現在のところ指定避難所は日野体育センターです。万が一避難勧告となれば、速 

やかに指定避難所に移動してください。 

・市原町は、道路が堤防の役割をしている。大水の度に田んぼ等が浸水する。 

⇒杉原川は県所管で、県へ要望をしてもらい、市も町と共同で浸水対策を進めてい 

くべきだと考えます。 

（工務課：平成24年頃に杉原川水辺空間整備計画が立てられ、堤防ではなく竹林等 

の整備による保全計画となりました。） 

 

③ 空き家について 

・空き屋の維持管理､腐朽崩壊含めて今後の空き家をどのように考えるか。 

⇒現状は持ち主の意向が最優先されます。維持していくのも、解体するのも費用が 

発生します。建物の状態によっては、高齢者が集えるような「きずなカフェ」を 

地域で検討してはと考えます。 
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④ まち並み（環境）について 

・古い街路樹によって道路や歩道が傷んでいる。（老朽化した桜・根が盛り上がった 

歩道） 

⇒伐採となると街路樹の所有者（県または市）の許可がいります。指摘のあった旧 

ＪＲ市原駅前の対応は実施します。 

 

⑤ 交通対策について 

・集落の中をスピード超過など危険な車が通るので防犯カメラを設置したい。 

⇒区長さんを通じて市へ要望書を提出してください。 

 

⑥ その他の意見 

・西脇市の市の花はしばざくら、市の木は桜なのに、ここはという所がない。特にし 

ばざくらについては各家庭など、街中で植えることなどをすべきである。 

・西脇市は、北緯35度・東経 135度が交差する場所である。このようにクロスする場 

 所は、日本のどこをさがしてもない。これをもっと生かすべき。 

 

 

自治会 野村町５区 

開催日時 令和元年５月22日(水)  19：30～21：00 

開催場所 ５区集会所 

参加人数 男性７人  女性３人  計 10人 

 

★１部（議会報告）の意見・提案 

・西脇市の借金はいくらか。 

⇒平成31年度末（令和２年３月末）で約 496億円です。下水道の償還金が大きな割合 

 を占めています。 

・借金の増加について（年々、どの程度の増加があるのか。） 

  ⇒平成30年度末と平成31年度末では、２億円の増加が見込まれます。 

 

★２部（意見交換会）の意見・提案 

① まちづくり計画について 

・西脇市の市の花は「しばざくら」であるが、市内にはあまり植えられていないし、 

 野村町でも「しばざくら通り」という名前があるのに、そこでも植えられていない。 

⇒植えることになれば、初期費用は市が負担しますが、維持管理は地元自治会で行 

う必要があります。 

・野村地区は、野村町まちづくり計画再編会議が組織されていて、過去に何度も計画 

書が作られているが、紙に書かれているだけで一向に前に進まない。 

⇒どこまでやるかという費用対効果の問題でもあるので、できない事も多くありま 

す。 

・まちに魅力がない。 

⇒魅力ある食文化をつくるなど検討しています。 

 

② まちの賑わいの問題について 

・大型商業施設が欲しい。これが一番の問題 

⇒カナート撤退後に進出がなかったように難しい問題です。 
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・昔、ダイエーが西脇に進出したとき、西脇市商業連合会は、こぞって反対した経緯 

から、もっと連合会が頑張らないといけないと思うが今はそんな元気がない。 

⇒売り場面積は、西脇市は三木市の次に広い。中間支援機構なども立ち上がってい 

るのでそういう所を活用して戦略的な攻め方も考えていく必要があります。 

 

③ 外国人との付き合いの問題について 

・外国人を多く見かけるようになったが、どう付き合っていけば良いのか悩む。 

・外国人に市の広報等を配ろうか思案中である。 

⇒西脇市には約 600人の外国人登録があります。４月からの入国管理法の緩和拡大 

 により、さらに増加することも予想されます。行政においても今後の課題だと認 

 識していますので、一度市に相談されてはどうでしょうか。 

 

④ 防災行政無線について 

・16億円の予算だと一人当たり４万円になる。そんな予算があるなら一人に１台携帯 

端末を配るなどもっと別の形の通信手段があるのではないか。 

⇒防災行政無線はＮＴＴの通信設備が地震等で不通になった場合を想定しています。 

・そんな事態だと家も崩壊しているのではないか。 

⇒そのような事態でも屋外子局は生きています。これは、災害が起こる可能性に対 

して行政がどこまで市民の安全確保のために対応するのかという問題です。 

 

 

■第２班 担当議員：村井公平・浅田康子・東野敏弘  

 

自治会 鹿野町 

開催日時 令和元年５月８日(水) 19：30～21：15 

開催場所 鹿野町公民館 

参加人数 男性35人  女性８人  計 43人 

 

★１部（議会報告）の意見・提案 

① コンパクトシティについて 
・総合計画にはコンパクトシティの推進が掲げられているが、比延地区などは取り残 

される不安がある。 

  ⇒デマンドバスでの公共交通の充実等で、地域間格差が広がらないような対策を検討

しています。 

 

 ② 給食費について  

・給食費が値上げになったが、他の支出を抑えて給食費に充てるべきでなかったか。 

  ⇒西脇市では材料費だけを給食費として徴収しています。今回、国による給食の摂 

取基準カロリーが変更になり、その基準を満たすためには給食費を上げざるを得 

なかったと判断しました。 

 

③ 市街化調整区域について  

・鹿野町は市街化調整区域に入っているため家が建てられないことがあり、土地の有 

効利用ができない。 

⇒町で特別指定区域制度の取組に住民合意ができれば対応できますが、どこでも建 
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 てられるということではありません。 

 

★２部（意見交換会）の意見・提案 

① 学校・教育について 

・学童保育が楽しくなくて行きたくないという子どもがいる。受け入れ体制などちゃ 

んとしてくれているだろうか心配 

⇒受け入れはしっかり行っていると思います。指導員の研修も行ってもらうよう市 

行政に伝えます。 

・地域から学校はなくさないでほしい。 

⇒児童数が減少しており今からの検討になります。 

・学校区選択の自由化（小中学校が自由に選べる）は。 

⇒双葉小学校は特認校として校区外から児童を受け入れていますが、現在では他の 

学校での校区外からの入学については、特別な事情がある場合、検討協議され入 

学が許可されると聞いています。 

 

② 買い物について 

・免許返納後のことを考えると不安。コープの個配はあるが、やはり自分でお店に行 

って選びながら買い物がしたい。 

⇒令和３年から、デマンドバスが走ることになっていますので、もう少し待ってく 

ださい。 

・双葉小学校スクールバスを大型にすれば、市外からでももっと多くの児童が来るよ 

うになるのではないか。 

⇒もともと、保護者が送迎することが前提で始まった「小規模特認校」である点。 

双葉小学校のみ送迎バスがあることに対して異論もあります。 

 

③ 病院・医療について 

・西脇病院の小児科医が少ないということは分かるが、救急のたびに加古川に行け！ 

では、子育て世代が安心して暮らせるまちにはならないと思う。 

⇒２名では常時の救急対応は難しい。時間外救急は、輪番制で行っていますが小児 

科医を含め周産期医療の医師不足は全国的な課題です。 

・お昼の11時前に救急で自分の車で西脇病院に行ったが、「紹介状が必要です」等で 

診療拒否された。仕方ないので、救急車を呼ぶと、大山病院に搬送された。おかし 

いのではないか。 

⇒診療拒否は医師法違反（医師法第19条「診療に従事する医師は、診察治療の求め 

があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」）にな 

るので、何かしらの特別な事由があってのことだと思いますが、診療拒否に該当 

するようなことがないように、もう一度申し入れておきます。 

 

④ 企業誘致について 

・企業誘致に力を入れるべき。働く場の確保を。 

⇒今年度、新しい企業誘致候補地の調査をしているところです。ただし、造成費や 

時期の問題等もあるので、今後どうなるのかは不透明です。 

・創業企業や中小企業対策にもっと補助金を検討すべき。 

⇒現在も対策として補助金を出しています。 
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⑤ 交通・道路の課題について 

・鹿野大橋に自転車歩行者道の整備をしてほしい。 

⇒以前からたびたび指摘されていますが、現在のところ計画はないそうです。 

・ガソリンスタンド東のＳ字カーブ付近の通行が危険である。 

⇒県道であり県も危険性は十分承知していますので、地権者にも根気強く要望して 

いきます。 

・鹿野大橋から中郷橋への堤防沿いの道の整備。今でも通行量が多く危ない状態だ。 

庁舎ができるとさらに交通量が増え、危険が増す。庁舎ができるまでに整備すべき。 

⇒交通規制を含め検討する必要があります。 

・免許証を返納すればタクシー券を配布するなど返納のメリットを検討すべき。 

・息子夫婦と一緒に暮らしており、所得制限でタクシー券がもらえない。昼間は高齢 

者１人になり外出が不便になる。所得制限をはずしてほしい。 

⇒福祉タクシー券については見直しも行っており、より使いやすいように改善して 

います。免許証返納者への対応は、検討していきたいと考えます。  

・子どもの通学路の安全のために、歩道やグリーンベルト等の整備を。 

⇒具体的に場所を特定して区長さんから要望書を出してください。 

 

⑥ 高齢者対策について 

・グラウンド・ゴルフの愛好家が多いが西脇には中途半端な施設ばかりである。グラ 

ウンド・ゴルフ専用の施設をつくるべきである。つくれば人が集まる。 

・高齢者が集まる施設が必要と思う。 

⇒西脇市もグラウンド・ゴルフ愛好家が大変多いので、検討する必要があります。 

・高齢者の保険料が高い 

⇒高齢化に伴い医療費が多くなっており現状ではやむを得ないと思います。 

 

⑦ 子育て施策について 

・人口を増やすことが一番だ。そのためにも若い人に住んでもらう施策を。 

・子育て支援が必要 

・若い人を増やすためには、保育の無償化が大事 

⇒西脇市は、他市に負けないように、国に先がけ４歳児・５歳児の保育料を無償化 

するなど子育て支援に力を入れています。 

 

⑧ 空き家対策について  

・地区ごとに空き家撤去の担当者（交渉人）を配置して、建物所有者との話し合いや 

解体等を積極的に進めるべき。 

⇒担当課は所有者と交渉しており成果も上がってはいますが、解体まで時間がかか 

る仕事なので苦労しています。 

・空き家対策は個人の責任とせず、行政も援助してほしい。 

⇒現在は国、県等の助成措置は危険空家の解体だけで、これも手続きが複雑なので 

代執行は行っていません。 

 

⑨ 大学誘致について 

・大学を誘致すればどうか。 

⇒市長は「ものづくり大学」の構想を持っています。 

      かつて、北高校を介護大学・専門学校に、という構想もありましたが実現してい 

    ません。要は若者があちこち歩き回る、うろうろする町が活況を呈することにな
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ります。 

 

⑩ 小水力発電について 

・町営の発電所（小水力）への助成は。 

⇒国等の助成は確かあったように思います。非常に面白い取組になると思いますの 

で、推進すべきだと思います。 

※西脇市では平成26年３月にマナビータで九州大学大学院工学研究院の島谷教授が 

講師となり「地域のための小水力発電」という講座を開催 

 

⑪ 医療技術者への支援について 

・医療系に進む高校生・大学生への支援、西脇在住の人が西脇病院で医療技術者とし 

て働いてもらえるような支援策が必要なのではないか。 

⇒西脇市では播磨看護学校で学ぶ学生に対する支援や助産師免許取得を目指す看護 

師への支援はしています。それ以外の医療技術者養成に関する支援はありません。 

 

⑫ その他の意見 

・日本へそ公園の整備と活性化（播磨中央公園に匹敵するくらいに） 

・城山公園の整備 

・何でも買える総合スーパーが必要。比延地区には、スーパーやコンビニが一つもな 

い。 

・西脇市に住んでいると気付かないが神戸市に住んでいる友人が、空気がいい、山が 

きれい、川があって良い所だと言っていた。 

・肉フェスを復活してほしい。   

・農業後継者の育成 

・獣害対策への補助金の増額 

・太陽光発電等に対する環境保全策を。 

  

 

自治会 平野町 

開催日時 令和元年５月11日(土)   19：30～21：00 

開催場所 平野町公会堂 

参加人数 男性11人  女性１人  計 12人 

 

★１部（議会報告）の意見・提案 

 ・特になし。 

  

★２部（意見交換会）の意見・提案          
① 野間川廃河川の活用について 

・喫茶カリンカからみぎわ橋にかけての廃河川に草が覆い茂り、環境が悪い。この土 

地の環境整備と工場用地として利用できないか。 

⇒まずは、町から市に要望してください。企業誘致の候補地として利用できないか、 

担当課には伝えます。隣接の日本運送やアサヒペンと並んで適地になると思いま 

す。 

・町内の排水路が旧河川と野間川への流れ込みに不具合がある。（現地見てほしい） 

⇒５月14日、工務課職員と区長と町役員１名とで現地調査を行いました。結果、町 

から要望書を市へ提出していただき、市から社土木多可事務所へ改修工事を要望 
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していきます。 

・みぎわ橋左岸の大門池を廃池申請しているが進捗がない。（現地見てほしい） 

    ⇒５月20日、ため池を廃止するには水が溜らなくする工事が必要であり、市の担当 

課とよく協議をしてほしいと区長に回答し了解を得ました。 

 

② 防犯灯の設置について 

  ・町内が暗く、数年前に要望し設置したがもっと増やしたい。市全体として防犯灯の 

設置を進めるべきだ。 

⇒年間予算の中で順次設置しているため、すぐにとはいかないかもしれません。自 

治会全体・区長会としてどのくらいの数が必要なのかをまとめていただき、その 

数によっては議会として予算増を申し入れることができます。 

    

③ 大阪等への通勤対策について 

・高速バスで大阪に通勤している人がいるが、便数が少ない。また、バス停近くに無 

料駐車場が必要 

⇒バスだけでなく、ＪＲにしても新三田や篠山口から通われている方がおられます。 

無料の駐車場については、新庁舎では神姫バス利用対策として無料のパークアン 

ドライド用駐車場を考えています。 

 

④ 免許証返納について 

・高齢者の事故が増えているが、免許証返納した後の病院等への交通手段の確保が必 

 要 

⇒新庁舎完成と合わせてデマンドバスを導入し、予約があれば送迎するシステムに 

なります。 

   

⑤ 消防団員不足について 

・若い子が地元へ帰ってこないので、現12人かろうじて定員確保しているが、人員不 

足で困っている。 

⇒どうしてもだめならば他の部との統合を考えられてはどうですか。 

 

⑥ その他の意見 

・若い人が親と一緒に暮らさない。 

・高齢者だけの世帯や空き家も増えている。 

・平野町を住みよい町にする事が大事 

・健康グループの立ち上げによる、おりひめ体操・ヨガへの参加者が増えてきた。 

・通学路の歩道に草が生えている、対処してほしい。 

・調整区域内での子どもたちの住居に対する支援策として新築、永住を進めるために 

10年位の固定資産税免除をしてほしい。 
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自治会 寺内 

開催日時 令和元年５月13日(月)   19：30～21：00 

開催場所 寺内公民館 

参加人数 男性15人  女性０人  計 15人 

 

★１部（議会報告）の意見・提案 

① 認定こども園の運営について 

・こども園は今、保育士の争奪戦となっていると思う。当初は調整していたが今は園 

によってバラツキがある。保育料が無償になった分、市から補助金は出ているのか。 

また、運営費は大丈夫か。 

⇒西脇市では昨年から４歳児・５歳児の保育料が無償になりました。この分は10月 

から国の補助が出ます。認定こども園は地区立の６園を含めて８園ありますが、 

よい人材の確保のため市も応援しながら進めています。 

 

② 斎場について 

・総合計画の中に斎場のことについて触れられているのか。 

⇒総合計画の中では斎場のことについては触れられていません。 

  
★２部（意見交換会）の意見・提案 

① 公共交通について 

・公共交通をもっと充実して欲しい。 

・高齢者による事故が増えており、運転免許証の返納も大切だが、そのためにも公共 

交通の充実を望む。 

⇒令和３年の新庁舎が完成するタイミングで、公共交通バスの運行を見直す計画で 

す。具体的には市の中心部は循環型のバスの運行を行い、市の周辺部からはデマ 

ンドバスを運行します。デマンドバスは予約制となり、予約した時間に自宅近く 

から乗車できるようになるので利便性は高まります。 

   

② 天神池の活用について 

・斎場建設を同意した条件に、天神池の有効活用が含まれていたはずである。公式の 

大会ができる高規格のグラウンド・ゴルフ場４面の整備を進めてもらいたい。 

・天神池のまわりを遊歩道にするはずであったが計画されているのかも確認してもら 

いたい。 

⇒どのような条件になっていたかは確認します。グラウンド・ゴルフ場の整備は進 

める計画となっていると思いますが、面数や規格等については調べます。 

⇒６月の総務産業常任委員会で取り上げ、議論しました。（２ページ参照） 

  

③ 災害対策について 

・斎場の上は特別災害指定地域になっているが、昨年の豪雨のときには土砂や流木が 

墓の近くまで押し寄せてきて危険を感じた。対策工事を早くやってほしい。 

⇒県の工事となりますが、担当課に確認したところ、土砂災害特別警戒区域に指定 

されており、対策としては、移転するか防護壁を設置するかであると聞きました。 

防護壁設置は大きな工事となり、また、地元負担もあるので市の担当課とよく相 

談してください。 
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④ 鳥獣柵について 

・鳥獣被害の関係について、猪も多いが、最近では鹿による被害が多くなっている。 

鹿柵はできないか。最近ではスクールゾーンでも頻繁に出没している。 

⇒以前に津万地区区長会で、鹿柵は設置しないと決められていますので津万地区で 

はどこも設置されていません。必要なら要望書を出してください。 

 

⑤ 商業施設について 

・市内に大型スーパーがなくなり、今後どのようになるのか。 

⇒カナートのような大型スーパーは期待できないと思います。 

  

⑥ 西脇中学校校舎の外壁について 

・西脇中学校の校舎南面の外壁がはく離している。既に外壁の一部が落下している状 

況にあり緊急の対策が必要である。 

⇒現地を調査し教育委員会に報告します。 

   教育総務課：直ちに教育委員会に報告したところ、来年度予算で修繕を行うとの回

答を得ています。 

 

⑦ その他の意見 

・庁舎周辺に若い人が住む方法 

・買い物をする所がない。市外で買い物をする。 

・バイパスの部分供用となれば、多くの車が道の駅などに来ると思われるので、車の 

導線対策が必要 

・北はりまエコミュージアム（道の駅）に大型遊具を設置してはどうか。 

・西脇多可広域斎場「やすらぎ苑」への案内標識を増設すべき。 

・西脇病院 循環器科の充実を図ってほしい。 

・学校の先生の働き方改革をお願いしたい。 

・小中学校においては働き方改革に取り組んでいる。 

・小中学校のプールが老朽化している。計画的な更新を望む。 

・国道 175号「寺内北」交差点（西脇篠山線と交差／緯度橋に至る）に歩道がない。 

特に日本へそ公園でのイベントに際し交差点を渡る歩行者が多く、歩道のないこと 

が危険に感じる。 

 

 

自治会 黒田庄町西澤 

開催日時 令和元年５月15日(水)   19：30～21：00 

開催場所 西澤会館 

参加人数 男性10人  女性４人  計 14人 

 

★１部（議会報告）の意見・提案 

 ・特になし。 

  

★２部（意見交換会）の意見・提案 

① 交通安全について 

・集落の農業道路について、大型車が通行するため非常に危険度が高く、通行規制や 

スピード規制ができないか。また大型車に起因すると思われるが、道路が非常に凸 

凹になり通行に支障をきたしている。 
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⇒区長さんから市へ要望書を出して下さい。 

 

② 防災・安全について 

・災害時の避難場所を加古川の右岸に検討してほしい。 

・野尾谷川の本改修と幹線排水路にポンプを設置してほしい。 

⇒事情はよく分かりますが、野尾谷川のパラペットが木製のままであるように、加 

古川下流の整備が優先されていると聞いています。 

⇒６月の総務産業常任委員会で取り上げ、議論しました。（３ページ参照） 

 

③ 企業誘致について 

・市内には職場が少なく、企業誘致を加速させるべきだが、誘致場所がないのが課題 

だ。 

⇒今年度、新しい企業誘致候補地の調査をしているところです。ただし、造成費や 

時期の問題等もあるので、今後どうなるのかは不透明です。 

 

④ 新市庁舎に関連して 

・新庁舎等は、人口減少と特に生産人口が減少し税収減を考慮すると無駄遣いである。 

むしろ、子育て世代や若者にもっと投資をすべきであり、若者世代に魅力ある街づ 

くりが必要である。 

⇒現庁舎は耐震性が無く、築後50年が経過し危険であるため建て替えることとしま 

 した。また、報告したとおり、子ども子育て支援もいろいろと行っています。 

 

⑤ 介護予防について 

・高齢者が集える場所が欲しい。また、健康増進のため空き建物を利活用できれば良 

い。 

⇒近くで実施されているところもあり、町内で検討し市へも相談してください。 

 

⑥ 共聴テレビ対策について 

・テレビ共聴施設が老朽化して、まともに視聴できない。改修にはばく大な費用が掛 

かり、積立金（約 300万円）では間に合わない。西澤だけでなく、黒田庄地区全体 

の課題である。行政の補助をお願いしたい。 

⇒６月の総務産業常任委員会で取り上げ、議論しました。（３ページ参照） 

 

⑦ 高齢者対策について 

・高齢化によって自動車の運転ができなくなれば、買い物も病院も行けない。将来が 

不安 

⇒２年後の新庁舎完成と同時に、運転免許証を返納した人や自動車に乗れない人の 

ための交通手段を確保するためデマンドバスを運行する取組を進めています。 

 

⑧ 河川愛護について 

・河川愛護（加古川堤防の草刈り等）への参加者が高齢化している。 

⇒西澤だけでなく、全市的な問題になっています。議会としても対応策を申し入れ 

 ています。   

 

⑨ その他の意見 

・野尾谷川の堤防のかさ上げを喫緊の課題として要望したい。現在の仮の姿では常に 
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不安を感じている。県土木に緊急要望を出したい。 

・集落内のメイン道路に街灯が少ない。通学路の防犯カメラ。 

・子どもが地元に住みたがらない。          

・地域維持に費用が掛かりすぎる（協議費、隣保費等）。出役が多すぎる。近くに働 

く場所がない。 

 

 

自治会 戎町 

開催日時 令和元年５月17日(金)   19：30～21：00 

開催場所 戎町公民館 

参加人数 男性６人  女性12人  計 18人 

 

★１部（議会報告）の意見・提案 

① 放課後児童クラブについて 

・放課後児童クラブについて、双葉小、芳田小以外はどうなるのか。 

⇒１年生から６年生までの全学年が放課後児童クラブの対象になります。 

 

② 防災行政無線について 

・防災行政無線のアナログ方式からデジタル方式への変更理由は。 

⇒通信機器のシステムが変更となり、音声がクリアで聞き取りやすくなります。更 

新費用は、２カ年計画で約16億円となります。 

 

★２部（意見交換会）の意見・提案 

① 西脇のＰＲについて 

  ・西脇市は市のＰＲが不足している。もっと西脇ならではのＰＲをして、観光振興を

図る。マラソン大会にしても、後発の小野市に負けている。 

・西脇市の「へそ」をもっとＰＲしてほしい。 

   ⇒シティプロモーションビデオ等でＰＲしていますが、さらに努力します。 

 

② 生活・買い物について 

  ・ヒロタがなくなり食料品等の買い物が不便である。シャッター街を活用するなどし

てお店を誘致してほしい。ヒロタの廃業で隣町との人の流れも変わってしまい、そ

の上周辺地域が街灯もなく暗くなってしまった。 

  ・国民年金の範囲で利用できる高齢者の施設を検討すべきでは。 

  ・カナートのような大きな店はいらないが、近くに少し大きめのショッピングセンタ 

ーがほしい。 

   ⇒市として、カナート跡地にショッピングセンターの誘致に努力しましたが、誘致

に至りませんでした。客数が見込めないことが大きな理由と考えられますが、新

庁舎建設に伴い一般的なスーパーマーケットの誘致を検討しています。 

   

③ お祭り・イベント開催について 

  ・市内のお祭りの時期が集中しており、もっと時期を分散して開催してほしい。そう 

すれば西脇に訪れる観光客も増える可能性もあり、また、子どもたちの帰省の機会 

増にもつながる。 

・織物まつりの開催時期について（イベント・花火）別々の時期にしては。また、開 

催日を固定する方が良いのではないか。 
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⇒以前にも５月開催をしましたが賛否両論あり現在に至っています。 

 

④ 南北道路問題について 

・コープこうべに行く場合、南北道路を歩いて行くが、自動車の通行で危険を感じる。 

  ・南北道路には歩道がないので、歩くのは怖い。 

  ・防災上においても道路拡幅の必要性がある。 

  ・南北道路は、以前に20年以上はかかると聞いたが、車の交通量が多く早期着工して

ほしい。 

・南北道路について、今となっては拡幅工事は不要である。 

⇒南北道路は県道であり、県が方針を固めるようにすることが一番の課題ですが、

西脇市としてどのようにしていくのかを検討します。そのため、今年の予算で今

後どうのようにしていけばよいのかを調査する費用を計上しています。市役所か

らコープこうべまでの道路が、重春橋まで続くことになるので大規模な計画にな

ります。現在は、調査費が予算付けされていますので、後は調査を受けて最終決

定の段階となります。 

  

⑤ 空き家問題について 

・空き家問題が深刻だが、台風などでの空き家の災害対策や、空き家に草が生い茂り 

環境上問題がある。管理はどのようにしているのか。 

⇒市としては、個人の持ち物ですので所有者に連絡を取り管理徹底を要請していま 

す。 

   

⑥ 新庁舎建設問題について 

・新市役所建設は多大な借金をしてまで建設する必要はあるのか。 

・子どもに大きな借金を残すのは良くない。 

⇒現庁舎は耐震上問題があること、建設後約50年が経過しており改築の必要性があ 

ること等を考えると合併特例債という有利な財源が活用できるこの時期に建設す 

るのが望ましいと考えました。  
 

⑦ 西脇公園野球場について 

・現在、西脇公園野球場で野球をしているが、硬式野球対応する施設にすれば誘客が 

図られ西脇市を活性化できるのではないか。 

⇒フェンスを高くするとか、観覧席を整備改修すれば硬式野球に使用できると聞い 

ていますが、現在では計画はなく今後の検討課題となります。 

 
⑧ その他の意見 

・国道 175号バイパスの開通後、通り過ぎられないような魅力ある街づくりが必要 

・黒田庄町門柳に建設予定の新酒蔵の九平治の販路は、ＪＡ以外でも扱えるようにす 

べきである。 

・市の施設をネーミングライツして活性化を図っては。 

・近所付き合いが希薄になり、その結果、訃報も伝わらず、新規に引越ししてきた人 

の情報もないので不安である。コミュニケーション不足の解消が望まれる。 

・仲之町付近のシャッター商店街を「昭和の香るまち」にしてほしい。 
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■第３班 担当議員：高瀬 洋、村岡栄紀、吉井敏恭 
  

自治会 野村町６区 

開催日時 令和元年５月15日(水)  19：30～21：00 

開催場所 緑風台集会所 

参加人数 男性17人  女性２人  計 19人 

 

★１部（議会報告）の意見・提案 

① 学力向上について 

・西脇市の中学２年生の全国学力調査の結果はどうなっているのか。 

・危機感を持って、中学２年生の学力のレベルをもっともっと上げないといけない。

加西市の県立高校では、昔11クラスだったのが今３クラスになってしまっている。

教育は一番大事だと思う。いい指導者を集めてレベルを上げてください。 

   ⇒西脇市では中学３年生で全国統一学力調査を行っていますが、結果は兵庫県内で

は下の方で、全国平均との比較では若干下の方です。西脇市では小学６年生で算

数と国語、中学３年生で数学と国語の全国学力調査を行っています。 

 

② 保育園の認可について 

  ・ひよこ保育園だけなぜ認可されないのか。素晴らしい先生に恵まれた本当にいい保

育園なのに。 

   ⇒認可申請する段階で市内の保育園の同意が得られなかったからです。 

 

★２部（意見交換会）の意見・提案 

① 人口増への施策について 

  ・地場産業である播州織は大事である。旧来住家住宅周辺にデザイナーを集約してま

ちづくりをしてはどうか。 

  ・ＰＲ不足だと思う。多様な人に呼びかけてしっかりＰＲしないといけない 

   ⇒今、中心市街地では、空き家だったところが少しずつ開いてきています。昨年、

播州織博覧会というイベントが開催され、 5,000人の人が来てくれました。その

時に興味を持ってくれた若者などが、一人、また一人と空き家をオープンさせて

くれているようです。この流れがさらに続くよう見守りたい。 

  

② 公共交通について 

  ・買い物が大変になってきた。コミバスが通っているから時間を見て乗るが、帰りが 

大変 

   ⇒新庁舎ができるころに合わせて、令和３年に事前予約制のデマンドバスになりま 

す。 

    

③ 市の水道・ガス・下水道について 

・水道料金が高いのではないか。 

⇒黒田庄地区の水道水は、高度膜処理による水道水を供給している事から料金に差 

がありましたが、西脇市の水道水も紫外線による滅菌処理水を供給できるように 

なったことで、料金を統一しています。しかし、料金は県内でも高めです。これ 

以上の値上げはしないよう、県水の利用による、水道設備の最適化に努力してい 

ます。 
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④ 柳川酒店横の交差点について 

  ・柳川酒店横の交差点は、西脇高校横からと西脇工業北からの車の量が多くスピード 

も出す。通学路となっているので危険だ。信号は設置できないのか。 

   ⇒他の区からも聞いていますし、以前から野村町としても要望が出ていますが、警

察(公安)としては、今のところ設置予定はないようです。まずは、ドライバーの

安全運転を呼び掛ける注意標識などの設置を市の交通対策担当に伝えますが、野

村町区長から防災安全課に要望書を提出してください。 

 

⑤ 西脇市駅南（野村第二踏切横）の廃屋について 

  ・市駅のすぐ近くにあるので、景観が悪い。対策が必要。 

   ⇒土地・建物の持ち主と地域で調整していただき、市から対処依頼文を出すケース

もありますので、建築住宅課と相談してください。 

 

 ⑥ その他の意見 

  ・国道 175号のバイパスができた後、通過のまちになってしまう。高架にしたのは大 

きな間違いだ。 

  ・教育は 100％指導者である。素晴らしい指導者を５人揃えれば良くなる。 

 ・楽しい駅だと人が来る。ＪＲの駅でパンを売ったりしたらどうだ。 

  ・公民館を建て替えたい。積み立てはしているが足りない。 

・幹線道路（公民館南側）沿いの街路樹（池周辺のケヤキ・クスノキ）、伸びすぎた 

枝をせん定してほしい。 

・西脇市の調整区域の規制がきつい。緩和すべきである。 

 ・カナートなど、若い子が遊ぶところがない。 

・若者を呼び込む施策として、例えば西脇で結婚したらアパートの保証金を補助した

らどうか。 

・西脇に住むことを条件に、古民家や町屋をリフォームする補助金を出したらどうか。 

旭マーケットはおもしろい。 

 ・西脇高校や西脇工業の生徒は通学で大変な目にあっている。通学のバスをつくって 

あげるべき。もしくは、交通費の負担が大きいので、交通費の補助をしてあげるべ 

き。 

 

 

自治会 合山町 

開催日時 令和元年５月18日（土） 19：30～21：00 

開催場所 合山町公民館 

参加人数 男性16人  女性０人  計 16人 

 

★１部（議会報告）の意見・提案 
 ・特になし。 

 

★２部（意見交換会）の意見・提案 

① 共聴組合の維持について 

  ・テレビ視聴に共聴組合が設置されているが、維持費等の負担が大きい。部品もない 

と聞く。電波の届く地域はアンテナ代だけで済む。テレビ視聴に差があるのなら、 

行政の責任として対応すべき。 

   ⇒６月の総務産業常任委員会で取り上げ、議論しました。（３ページ参照） 
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 ② 野間川の草刈りについて 

  ・河川愛護の草刈りが高齢化で対応できなくなってきている。補助金だけでなく、今 

後の対応は行政がすべきだ。 

   ⇒各町から人手不足等の指摘を受けています。議会からも補助金の増額と今後の方

向について検討するよう申し入れていますので、その結果を待ってください。芳

田地区は、まちづくりの観点から本当にきれいに刈っていただいています。 

   ⇒６月の予算常任委員会で取り上げ、議論しました。（３ページ参照） 

 

③ 馬事公苑関連の補助金について 

  ・馬事公苑関連の補助金が市に入っているが、地元への還元がないのではないか。 

   ⇒最近は、県から毎年 250万円の補助があり、芳田地区の防犯灯や道路整備に使用 

されています。 

 

④ 県道等の街灯(道路照明)について 

・喫茶カリンカから明楽寺までの県道に街灯があるが、電柱間の間隔が広く２本に１ 

本では暗い。通学生の防犯・安全からも各電柱につけるべき。 

⇒通学路は市で必要な街灯の設置をしていますが、それ以外は各地区からの要望に 

よって市と各地区で調整しています。一度要望を出していただいて設置の可否や 

地元負担等について市と話し合ってください。 

 

⑤ 防犯カメラについて 

・通学路など、公共的な場所に防犯カメラを設置する場合でも、地元負担が1／3必要 

だが、防犯対策は市がすべきもの。地元負担は必要ない。 

   ⇒過去に問題があった場所等には、市でカメラの設置をしていますが、それ以外は 

各地区からの要望によって原則、県と市と地元が1／3ずつ負担しています。一度 

要望を出していただいて設置の可否や地元負担等について市と話し合ってくださ 

い。 

 

⑥ 公共交通について 

・芳田から病院や買い物に行くのに不便である。片道 3,000円以上かかる。 

⇒新庁舎の完成に合わせて、新庁舎－アピカ－西脇市駅を結ぶルートは巡回バスを 

運行し、それ以外の地域は予約制によるデマンドバスを予定しています。家の近 

くのごみステーションなどに迎えに来て、帰りも送っていく方式になります。料 

金は未定ですが、低料金を考えています。具体的な内容が決まればお知らせしま 

す。 

 

⑦ 芳田地区の公共施設について 

・芳田地区の公共施設は、ふれあい館以外、グラウンドもない。コンビニや自販機も 

ない。他地区と差がありすぎる。 

⇒市民生活を送る上で、他地区と差がありすぎてはならないという思いは理解でき 

ます。区長会や芳田地区まちづくりで何が必要かを検討し提案してください。行 

政が建設し、民間などが運営する公設民営のコンビニも全国にはあります。 

 

⑧ 鹿柵の助成について 

  ・合山町には鹿柵がない。50戸では負担が大きいので、地元負担を下げて欲しい。 

   ⇒平成27年９月議会の決算特別委員会で鹿柵のことの議論があり、これまで地元負 
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担15％でやってきているので後から設置する分の負担率を下げることは難しいと 

いう見解です。 

 

⑨ その他の意見 

  ・働く場所がない。 

  ・農地の維持が大変である。 

  ・市街化調整区域の規制緩和によって、宅地としての税収増を見込んではどうか。 

 

 

自治会 西田町 

開催日時 令和元年５月19日(日)  19：30～21：00 

開催場所 西田町公民館 

参加人数 男性12人  女性０人  計 12人 

 

★１部（議会報告）の意見・提案 

 ・特になし。 

 

★２部（意見交換会）の意見・提案 

 ① 子どもの遊び場が欲しい 

・子どもを連れて行って遊べる広場が欲しい。小野のひまわり公園はにぎわっている。 

   ⇒みらいえには子どもの遊び場あり、多くの親子連れが来ています。身近な所でと

いうのは難しいと思います。 

 

 ② コミュニティバス・デマンド交通について 

・日野地区はコミュニティバスが通っていない。高齢者の交通の便、免許返納対策と 

してコミュニティバスが必要 

   ⇒令和３年の新庁舎完成に合わせて、新庁舎－アピカ－西脇市駅の周回ルートはバ

スで運行し、それ以外は、予約をすれば家の近くのごみステーションなどに迎え

に来て希望先まで運ぶ低料金のデマンドバスを導入し、交通弱者に対応します。 

  ・公共交通は走ってほしい所を走っていない。デマンドバスが走るとのことだが、変

わった外見のバスを走らせてはどうか。 

 ・免許証を返納したら恩恵を与えることを考えてほしい。 

   ⇒デマンドバスになった場合、今よりもずいぶんと便利になります。実施後は毎年 

見直しをして、より市民が使いやすいようにしていくことになっています。また、 

免許証返納者に対する支援策については市の方でも検討しています。 

 

③ 観光地について 

・これといった観光地がない。田空の42万人は事実か。何に人気があるのか。 

⇒市内には、有名な観光地はありませんが、道の駅には年間42万人来ています。 

イチゴやアジサイ園など、少しずつでも来ていただけるよう、観光誘客を進めて 

います。 

 

④ 土産・名物について 

・土産に持っていけるこれといったものがない。多可町はクワムラのチキンハムがあ 

り、喜ばれる。 
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   ⇒へそまんじゅうやへそせんべいなどの菓子が主となっています。黒田庄牛や金ゴ

マなどを使った加工品は必要かもしれません。 

 

⑤ 新庁舎について 

・新庁舎のＶＲなど観たくない。新庁舎は日野地区からは遠くなる。太陽光や地中熱 

などの省エネは取り入れているのか。浸水した場所だ。かさ上げに多額の費用が掛 

かる。 

   ２年前は現庁舎より新庁舎の方が安価だといったが、高くなっている。 

⇒少し遠くなりますがご理解ください。太陽光は採り入れますが地中熱は採用しま 

せん。平成16年に浸水した場所ですが、河床掘削などによって、その当時と同じ 

雨量なら浸水しないと説明がありました。 

 

⑥ 調整区域の規制緩和みついて 

  ・調整区域のため、自由に家や工場が建てられない。規制を緩和し、地場産関連外で

も建てられるようにしないと人が来ない。 

⇒調整区域は、農業振興が主体であり、農振農用地には農業用倉庫など農業関連し 

 か建てられません。特別指定区域制度で地縁者住宅や土地利用計画の策定で、あ 

 る程度の弾力的な土地利用は可能ですが、地域の皆さんによる土地利用計画づく 

 りが必要です。 

 

⑦ 井戸水の利用について 

・川から水を汲み上げたり、県水に頼らなくても井戸水の利用で水道水は賄える。市 

ガスも安い値段で売ってしまった。 

⇒将来に向け浄水場の統合や施設管理計画を立てて水道事業を行っています。 

 

⑧ 都麻の郷グラウンドのナイター設備について 

・都麻の郷グラウンドの利用増にナイター設備を。 

⇒設置する考えはありません。 

 

⑨ パチンコ店横市有地のグラウンド・ゴルフ場利用について 

・今のままならグラウンド・ゴルフ場にしたら地域の人が使える。 

⇒健康ランド跡地及び市有地に地域振興のための工場等が建設できるよう、現在県 

と調整しています。 

 

⑩ 商業施策について  

  ・ＬＩＮＥの「 300億円あげちゃうキャンペーン」で１人千円もらえるが、その受け 

皿となる機械を持ったお店が西脇市にはない。消費の拡大につながるため議員が率 

先して使ってほしい。また、観光協会に行って促進を申し入れた。 

⇒観光協会を通じての推進が一番の課題だと思います。議員は先進的な機械にはな 

かなかついていけていませんが、このような取組があることは認識し他市事例等、 

研究します。 

 

⑪ 国道 175号について 

  ・国道 175号バイパスは高架道路で西脇は通過点になりかねない。日野地区に誘導す

るような方策（例えば看板設置）を検討してほしい。  

   ⇒他市町からの訪問者を増やす意味からも、西脇市の魅力を発信する施策が検討さ
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れています。また、新たな看板設置なども検討課題と考えます。 

 

⑫ 企業誘致について 

 ・働けるところがあり、住むところがあれば若い人は帰ってくる。企業誘致を進めて 

ほしい。 

  ⇒今年、企業誘致できる場所の調査を行います。西田町の市有地も候補の一つにな

っています。  

 

⑬ 防災対策について 

・毎年水害を想定した防災訓練を実施している。防災組織マニュアルはもっと簡単に 

してほしい。 

   ⇒現在のところ簡易版は予定していません。 

  ・日野体育センターが指定避難所になっているが、もう少し居心地の良い環境にして 

ほしい。 

   ⇒指定避難所の環境については、議会としても課題としており、例えば日野体育セ

ンタートイレの洋式化の具体化、夏場に移動式冷房機の設置などの改善を求めて

います。 

   ⇒６月の予算常任委員会で取り上げ、議論しました。（４ページ参照） 

 

⑭ その他の意見 

・観光協会のパンフレットに駐車場マークを入れた方がよい。 

・市はファッション都市構想に力を入れているが、地元の繊維産業と遠い存在になっ 

ている。 

 

 

自治会 黒田庄町小苗 

開催日時 令和元年5月23日（木） 19：30～21：00 

開催場所 小苗公民館 

参加人数 男性13人  女性１人  計 14人 

 

★１部（議会報告）の意見・提案 

 ・特になし。 

 

★２部（意見交換会）の意見・提案 

 ① 共聴アンテナの維持管理について 

・高齢者にとってテレビは不可欠である。加古川の対岸にある山頂の共聴アンテナか 

ら船町橋の橋脚を渡りケーブルが黒田庄町小苗に届いている。維持管理が難しく、 

ブースター等の製造が中止される等、いままでどおりの共聴システムに頼るつもり 

はない。小苗としては、光回線への切り替えを最善の策と考え、光ケーブルの敷設 

をすすめている。しかしＪＲ加古川線の東側への敷設については、ＪＲの理解が得 

られないことから、（小苗58戸の内、ＪＲ加古川線の東側にあたる）12戸について 

は光ケーブルがとどいていない。西脇市からＪＲに交渉して了解を取り付けてほし 

い。（事業費等、補助金の要求はない） 

  ⇒６月の総務産業常任委員会で取り上げ、議論しました。（３ページ参照） 
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  ⇒担当課に確認したところ、これまでも数回、小苗地区とは対応の検討をしている 

とのことでした。インターネットＴＶは無線も考えられますが、引き続き地元と 

調整し対策を検討しますとの回答をもらっています。 

 

② 空き家について 

・大きな工場と住宅が競売物件として空き家となっており、大変困っている。解体費 

用だけでも 1,000万円を下らないと言われている。解体費用の市補助金として 200 

万円があると聞いているが、それではとても足りない。 

 ⇒市として直接解体し、後で権利者に費用を請求する仕組みをつくるとともに、予 

算も確保していますが、いろいろな影響を考えて、まだ執行されていません。ま 

た、解体費用は補助金ではありません。一度、建築住宅課に相談してください。 

  

③ 中心市街地について 

  ・市内に大型商業施設がないが、新庁舎・交流施設で集客や活性化が図れるのか。 

   ⇒新庁舎・交流施設は、コミバス等の起点であり、医師会館も併設され、健康交流

の場としての利用も計画されています。西脇病院にも近く、新庁舎・交流施設を

中心に集客や、活性化を図っていきます。 

  

④ 学校の統廃合、小中一貫校について 

  ・児童・生徒数の減少や小中一貫校について、今後どうなるのか。 

・学校の統廃合は将来やむを得ないと思うが、統廃合だけでなく、残す方策も検討す 

べきでありかつ西脇多可に４校ある高校の存立も視野に入れた検討が必要である。 

   ⇒パワーポイントでも説明のとおり、本年度、学校学習環境規模適正化事業が実施 

されます。原案はありませんが、学校施設の統廃合など将来を見据えた学習環境 

規模を検討します。検討した結果に基づき、存続すべき施設の長寿命化等が図ら 

れることとなります。桜丘小学校と楠丘小学校、黒田庄中学校についても、検討 

することになります。 

 

⑤ 西脇のまちづくりについて  

  ・市は大学等と連携をとって丹波篠山市や丹波市のように、まちおこしを積極的にす

べき。 

⇒県立大・関学等と連携しています。 

・行政のやっていることはマイナンバーにしても学校の問題にしても全て二番せんじ

で後手を踏んでいる。もっと先進的に西脇ブランドの向上をすべきである。 

⇒現在そのためにシティプロモーションを実施しています。 

 

 ⑥ 公共交通について 

  ・「つくしバス」は、あると便利ではあるが、利用者は少ない。 

   ⇒令和３年、新庁舎・交流施設の完成を目途にデマンドバスの検討を進めていきま

す。 

 

 ⑦ 西脇病院について 

・西脇病院の経営は大丈夫か。 

   ⇒診療科の充実（医師の派遣）、看護師の確保に努力しています。 
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 ⑧ 婚活推進について 

 ・58戸の村で、10人余りの独身男性がいる。婚活推進の手立てはないか。 

 ⇒市としても市民グループに婚活支援を委託していますので利用してください。 

 

⑨ アパート家賃について 

・西脇市は、加東市と比較して、民間アパートの家賃・敷金・礼金が高いので、若者
の流出が多いのではないか。 

 ⇒実態は把握していませんが、特に高いとは認識していません。流出の原因は、も
っとほかのところにあるのではないかと考えます。 

 

⑩ その他の意見 

  ・黒田庄町小苗は西脇市の北端にあり丹波市と隣接している。少子高齢化による中心

市街地の計画は必要と考えるが、黒田庄町小苗のように中心から離れたところが、

どのようになっていく計画なのか示してほしい。 

  ・市行政は、ＡＩ等の活用を推進し、生まれた余剰人材を未来に向けた施策に投入す
べきである。市の行政はもっと20年後30年後を見据えた人材育成をすべきである。 

・高齢者が多く（高齢化率45％ 老人会83人）さらなる支援が必要。現在実施してい 
 る夢カフェの開催を増やすなどの支援をしてほしい。 
 
 

自治会 蒲江 

開催日時 令和元年５月24日(金)  19：30～21：00 

開催場所 蒲江公民館 

参加人数 男性10人  女性２人  計 12人         

 

★１部（議会報告）の意見・提案 

 ① 新庁舎について 

・新庁舎の建設費が最初59億円であったが、70億円になり81億円になっているが市民 

は何も知らされていない。20億円も増えているのに議員は何も言わなかったのか。 

   ⇒最初の予定にはなかった健康ゾーンの棟が増えました。健康でいるための施設も

でき面積も増えていますが実質、市の負担額は増えないよう計画しています。 

  ・少子化になるのに、広げていく施策が正しいのか、納得できない。 

   ⇒新庁舎や市民交流施設を中心に周辺を「賑わいのあるまち」に変えていこうとい

う展望があり、議会もその展望を受入れ未来に向け努力しようと考えました。 

 

 ② 障害者グループホームについて 

  ・障害者グループホームの宿泊施設がない自治体は県下で２市だけである。西脇市は

今年の予算で 500万円がついた。土地、建物は民間のものである。施設が足りない。

議員の中で障害者グループホームについて話が出ているのか。 

⇒市内には現在、障害者グループホームが一つも無い状況なので、まず今回の助成 

により障害者グループホームを開設していただき、その運用状況を踏まえ検討し 

ていきます。 

・設立は民間だけでやっている。自力でやっている。市にお願いしたいのは、定数 

（10人）が欠けたとき市が保証してほしい。 

⇒常任委員会で検討していきます。 
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★２部（意見交換会）の意見・提案 

① 高齢者対策について 

・家族と同居していても昼間は一人になる。一人暮らしの高齢者と同じ支援が（お昼 

ご飯の支給や集まる場所）必要である。 

⇒自宅近くで集まれる場所を増やすため、行政がそういう事業者を支援する取組を 

している事例もあります。 

 

② 公共交通について 

・いくらよい施設が出来ても車に乗れない高齢者はどのような手段で行くのか。 

⇒デマンドバスが計画されています。 

 

③ 天神池の開発について 

  ・天神池の開発では、グラウンド・ゴルフ場（２面）の整備、遊歩道の整備が行われ 

ると言っていたがどうなっているのか。 

   ⇒６月の総務産業常任委員会で取り上げ、議論しました。（２ページ参照） 
 

④ その他の意見 

・税金は、同じように払っているのに、中心市街地ばかり整備されている。 

  ・人にお金をかける、人材育成が大事 

  ・土地利用型、農業の人材確保が必要。スイーツファクトリーでは、限界がある。放 

棄地はすぐに増える。 

  ・公共施設に駐車場が少ない。 

  ・ゴルフやマラソン等のスポーツの合宿所の整備を行い、合宿の誘致を積極的に行っ 

てはどうか。 

  ・西脇は、播州織に頼り過ぎているのでは。 

・公式ユーチューブにコメントが書けないのはなぜか。 

・企業誘致が叫ばれているが、大企業の誘致は無理である。 

・利用者の目線に立って、施設が作られていないのではないか。 

  ・津万地区の内水対策が必要である。新庁舎の建設場所は、平成16年の水害を受けた 

ところであるが、新庁舎のＤＶＤで安全性をＰＲすべきではないか。 

  ・指定避難所である西脇小学校までの避難経路は、危険なところが多く問題である。 

・災害時、市行政は自治会に丸投げしているように感じる。 

 

 

■第４班 担当議員：村井正信、中川正則、坂部武美、美土路祐子 
 

自治会 新合山 

開催日時 令和元年５月７日(火) 11：45～12：15 

開催場所 西脇馬事公苑管理棟会議室 

参加人数 男性27人  女性０人  計 27人 

 

★１部（議会報告）の意見・提案 

 ① 道路・通学路整備について 

・市道合山３号線の歩道は、山側に設置されているので、木の枝がかぶさってきてい 

るのと、足元の草が伸びていて、自転車通学の中学生・高校生が大変不自由してい 
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る。何とかならないか。  

⇒年に１回は草刈りをしています。要望を受け、担当課では出来るだけ早めに草刈 

りをし、人が通るのに支障がないようにするとのことです。また、山からの木の 

繁茂については、競走馬を運ぶ運搬車の車高が高いこともあり、自動車や自転車 

の通行に支障がないようにできるだけ早く伐採をするとのことです。  

・新合山と出会町の小学生の通学路となっている市道合山出会線に防犯灯を設置して 

ほしい。  

⇒前にも出ている要望です。合山町の同意が必要で、また、電気代をだれ（合山町 

か新合山町もしくは西脇市）が負担するのかといった問題があると考えます。 

 

★２部（意見交換会）の意見・提案 

 ・特になし。 

 

 

自治会 中本町 

開催日時 令和元年５月９日(木)  19：30～21：00 

開催場所 中本町公民館 

参加人数 男性７人  女性１人  計 ８人 

 

★１部（議会報告）の意見・提案 
① 市の業務の情報化について 

  ・市のＯＡ化は遅れているように感じる。紙ベースの手続きが多い。最新のコンピュ

ータを使っているのか。 

   ⇒新庁舎建設に合わせて、ＯＡ化を進めているので遅れていることはありません。 

  ・電子入札などをやっている自治体もある。西脇は未だに紙ベースであったり、媒体

（フロッピー）渡しであったりする。 

   ⇒電子入札の費用としては、システム構築等の当初費用に 330万円とランニングコ

ストに毎年 140万円程度が必要になります。費用対効果を考えて当面は導入しま

せん。 

 

② 沖田井堰のポンプアップについて 

  ・現在、工事が進められているが、完成後には現在の自然取水からポンプアップに変

わる。ポンプの電気料金が年間 300万円で、西脇区10町で分担すると１町あたり30

万円となる。最初の20（実際は15）年間は全額補助があるが、その後は無くなると

説明を受けた。町の負担軽減はできないのか。 

   ⇒20（実際は15）年以降についてはまだ決まったわけではありません。 

 

③ 電柱の建て替えについて 

  ・町内の道路が狭く、重ねて道路内にある関電・ＮＴＴ電柱が通行の妨げになってい 

る。 

   電柱の建て替えに際し、ぜひとも町（中本町）に声掛けをお願いしたい。町におい 

て建て替え予定地に隣接している民有地所有者の理解を得る努力をしたい。了解が 

得られれば民有地への建て替えに協力してほしい。 

   ⇒電柱の建立については、電力会社等から西脇市へ市道への建立要請があり、市は 

自治会とは関係なく道路占有許可を出しています。民有地に建立変更する場合は、 
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町と電力会社等で話し合いを持つ必要があります。 

 

★２部（意見交換会）の意見・提案 

 ① 企業誘致について 

  ・高松や津万に工業団地をつくって企業を誘致すべきである。国と交渉して農業振興

のための法律を変更するぐらいの行動が必要だと思う。 

   ⇒企業誘致については、市でも今年度に予算を確保して候補地の調査検討を行って

います。 

    農振の変更は簡単ではありません。 

 

 ② 市の税収について 

  ・西脇市は税収が少なく、だんだん住みにくくなるのではないか心配である。   

   ⇒地方交付税制度があり、税収の差で住みにくくなることはありません。 

 

 ③ 新庁舎の駐車場について 

  ・新庁舎での職員駐車場はどうなるのか。 

   ⇒場所を何処にするのか、有料･無料も含めてまだ決まっていません。 

 

 

自治会 坂本 

開催日時 令和元年５月12日(日) 19：30～21：00 

開催場所 坂本公民館 

参加人数 男性18人  女性３人  計 21人 

 

★１部（議会報告）の意見・提案 
 ・特になし。 
 

★２部（意見交換会）の意見・提案 

 ① 避難所への避難経路について 

  ・避難所に西脇小学校が指定されているが、避難経路が確保されていない。 

   ⇒いざという時に、スムーズに避難所へ移動する経路を地域の自主防災会等で確認

しておく必要があります。支援の必要な高齢者の把握も必要です。 

   

② 企業誘致と雇用、定住者の関係について 

  ・企業誘致を進め、地元に若者が帰ってくる受け皿になってほしい。 

   ⇒企業誘致の候補地を絞り調査を進めていますが、加東市、加西市のような大規模

な工業団地は確保できません。小規模でも来ていただける企業に働きかけていま

す。雇用面では何百人というのは無理かもしれませんが、たとえ何人でも地元雇

用につながれば若者が帰ってくるかもしれません。 

  ・津万平野に企業を誘致できないか。 

  ⇒農業振興との兼ね合いで難しいこともありますが、現在、市では市内の遊休地を

活用した企業誘致の可能性等について調査をしています。 

 

 ③ 坂本周辺施設の充実による観光集客について 

  ・２年程前、老木となった桜を伐採して駐車場をつくる話やプールがあった場所にテ
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ニスコートかグラウンド・ゴルフ場をつくる話を市から聞いたが、その後何も進展

がない。どうなっているのか。西脇公園のリニューアルは津万地区の住民の声を反

映したものにして欲しい。防犯カメラなども必要と考えている。 

   ⇒市の担当課に確認しますと、「平成28年11月28日に津万地区区長会で西脇公園の

計画についての説明を行いました。しかしながら、計画実施の財源が不十分であ

ることから平成29年10月２日に津万地区区長会で現状での実施は困難と申し上げ

た」とのことでした。 

  ・道の駅と西脇公園をつなぐことによって面的な集客を考えたい。そのためにも西脇

公園へのアクセス道路拡幅が必要である。 

   ⇒西脇公園への集客増をめざし、交通の流れを良くするための道路拡幅は、まず地

域での検討が必要です。特に道路拡幅は多大な費用が必要で、どこの道路を広げ

るのか、その場合、地元はどの程度協力できるのかが大切になります。 

  ・あじさいまつりを市の共催でできるようにしてほしい。現在、あじさいまつりには

約１万２千人の集客があり市のＰＲにも貢献している。 

   ⇒現在、各地区で開催されている祭りは地元主催となっており、市は補助金という

かたちで協力させてもらっています。  

    ・国道 175号には西脇公園への標識がほとんど無いに等しい状況である。西脇の冠が 

ついた西脇公園をもっと宣伝するためにも、分かりやすい看板の設置が必要である。 

   ⇒確かに国道には西脇公園の方向を示す小さい看板がある程度で、また西林寺入口 

の信号付近には西脇公園の看板は見当たりません。国道 175号バイパスが高架道 

路になると、通過交通となって、西脇市の魅力発信をしないと立ち寄らなくなる 

懸念があります。そのためにも西脇市全体としての対策を検討する必要があると 

考えます。 

   ⇒６月の総務産業常任委員会で取り上げ、議論しました。（３ページ参照） 

 

 ④ 天神池の埋め立て、グラウンド・ゴルフ場としての利用について 

  ・天神池を埋め立て、グラウンド・ゴルフ場として利用する計画に際しては、大会が

開催できる４面を確保してほしい。 

   ⇒６月の総務産業常任委員会で取り上げ、議論しました。（２ページ参照）。 

 

 ⑤ 農業の後継者について 

  ・農業の後継者がいない。将来に不安がある。 

   ⇒農業の後継者問題は深刻な課題です。農地の保存と併せて農業で生活するには何

ヘクタールも請け負わないと採算が合わないと聞きます。地区全体で考える必要

があると考えます。 

 

 ⑥ 公共交通の確保について 

・つくしバスが走るようになり、安心感は増したがまだ将来の移動の不安はある。 

   ⇒新庁舎の完成時に現在のコミバスは大幅に変わる計画です。市街化区域の循環ル

ートを走るバスと津万地区ではデマンドバスが走る予定です。低料金などが特徴

です。 

  ・移動への不安がなくならないと、免許証を返納する気持ちになれない。また、公共

交通バスの乗り方などの説明も必要である。 

   ⇒免許証の返納者には何か特典を付けることなども考えたいと思っています。バス

の乗り方が分からないという声は多いということもあり、市ではホームページで

乗り方の動画を載せていますのでご覧ください。 
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⑦ 地域計画の作成について 

・市の若手職員や大学生と一緒になって津万地区の活性化等について検討できる場を 

つくってほしい。 

⇒地区で地域計画の委員会等が開催されることがあり、要請があれば市としても参 

加するとのことです。 

・西脇は地理的に不利なので、南部の小野市や加東市ではなくて、多可町、丹波市や 

但馬地域など北部に目を向けて、広域として協力体制を築いていくべきだと思う。 

⇒多可町とは定住自立圏地域として行政課題を共有して事業を行っています。丹波 

市とは歴史的な関係が薄いため現在の段階では提携などは行っていません。今後 

の課題になってくると考えます。 

 

 

自治会 塚口町 

開催日時 令和元年５月14日(火)  19：30～21：00 

開催場所 塚口町公民館 

参加人数 男性６人  女性２人  計 ８人 

 

★１部（議会報告）の意見・提案 

・特になし。 

 

★２部（意見交換会）の意見・提案 

① 塚口町の課題について 

・消防団定員は14人だが、９人しかいない。10人いないと補助がもらえない。 

⇒西脇市全体の課題として団員不足のために統合の課題が出ていますが、自治会と 

消防団で話し合っていただくことが必要です。 

・２世帯住宅だが、防災無線の増設（１階と２階）はできないか。 

⇒玄関が１つであれば１台となっています。増設される場合、約２万円位が必要と 

なります。 

 

② 福祉タクシーについて 

・デマンド交通となっても、免許証返納できない。福祉タクシー券の充実をしてほし 

い。 

・タクシー券の数を西脇中心地と郊外の利用者を同数にするのはいかがなものか。利 

用者は西脇病院へのアクセスがほとんどで、市街地から遠い人については増やすべ 

き。  

・子ども世帯と同居しているとタクシー券がもらえない、昼間は１人住まいでありタ 

クシー券が必要 

⇒現在は、80歳以上で市民税非課税の高齢者には 500円券を30枚、１・２級などの 

障害者に対しては60枚を発行しており、チケットは１回に３枚まで利用できます。 

議会としても課題は認識しており、市街地から遠い場合や、昼間は１人住まいの 

高齢者のケースなどの課題について毎年改善に向けて取り組んでいます。 
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③ デマンドバスについて 

・デマンドバスとは。  

⇒デマンドバスでは、前日までの予約で近くの指定場所から乗り合いで目的地に行 

きます。市街地では１時間に１本の割合で右回りや左回りの循環バスを走らせる 

予定です。 

 

④ 道路について 

・道路のセンターラインが消えているところ、国道県道の側道付近の段差、通学路も 

含む道路の整備を年度末以外でも行ってほしい。特に塚口町は大型車の通行量が多 

いので、道路が傷みやすい。 

⇒県道は多可土木事務所の管理となっており順次対応しています。危険個所があれ 

ば区長さんを通じて申し入れて下さい。 

・町内の道路は直線でスピードを出しすぎの自動車が多い。高齢者が横断するには大 

変危険である。スピード違反規制の取り締まりをしてほしい。 

⇒スピード違反規制については市へ相談してください。なお、地元の方も対象にな 

るため、地元の合意を取って頂ければと考えます。 

・西脇・篠山線は長期的な展望では必要であり、道を広げてもらいたい。 

⇒西脇市側からのニーズはありますが、丹波篠山市からのニーズがない状態です。 

今年度西脇篠山線整備期成同盟会の取組を丹波篠山市と協議する予定です。 

 

⑤ 中畑町のホタルまつりについて 

・観光客の対応については開催する地元の負担が大きく後継者がいない状態でギブア 

ップ寸前である。行政のサポートが必要だと思う。 

⇒比延地区のええまち比也野里が観光客の対応をすることになっています。 

 

⑥ 議会報告会の実施時期について 

・５月の議会と語ろう会は農繁期と重なり参加する人が少なくなるので５月実施を変 

更してほしい。 

⇒日程の変更（５月を11月実施）は可能です。 

 

⑦ 鹿対策について 

・鹿対策として市の補助金で電気柵を設けたことがあったが、効果が薄い。鹿の捕獲 

にはおりのほうが効果があり全市的に広めてほしい。 

⇒猟友会に捕獲依頼していますが猟友会も人数的には充分とはいえず、おりは効果 

的とのことであり今後検討していきたいと考えます。 
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自治会 黒田庄町石原 

開催日時 令和元年５月23日(木)  19：30～21：00 

開催場所 石原公民館 

参加人数 男性11人  女性０人  計 11人  

 

★１部（議会報告）の意見・提案 

 ・特になし。 

 
★２部（意見交換会）の意見・提案 

① 共聴アンテナについて 

  ・アンテナが老朽化しているので、丸山から北の地域のテレビ放送が入りにくくなっ

ている。若い世代は光ファイバーなどパソコンで見るようになり、組織から抜けて

いき高齢者に負担がかかる。 

⇒西脇市ではこの課題について、区長さんを通じて現状把握のためのアンケートを 

実施しています。その結果を受けてどのように対応するかの方向性が出されると 

考えます。 

⇒６月の総務産業常任委員会で取り上げ、議論しました。（３ページ参照）。 

 

② 空き家対策について 

  ・空き家の考えは。 

   ⇒市による空き家調査では市内には空き家が約１割強あり、特に倒壊の恐れのある

危険空き家については、所有者に解体を求めて対策を進めています。 

 

③ 高齢者の見守りについて 

  ・一人暮らしや高齢者家庭の見守りは。 

   ⇒民生委員さんと連絡を取り合って現状把握に努めています。また、クロネコヤマ

トと協定を結び月１回の配達の時に様子を聞き、西脇市へ報告を求めています。 

 

 ④ 獣害対策について   

  ・石原は周囲延長８㎞の内、 1.5㎞鹿柵が設置されている。鹿・猪の被害が多く困っ 

ている。 

   ⇒鹿柵の設置とともに、バッファゾーンを県に要望し、電気柵も考える必要がある 

のではないでしょうか。 

 

⑤ スポーツ施設の危険性について 

  ・重春グラウンドの周りに溝があり危険な状態であるが放置されている。改善してほ 

しい。 

   ⇒指摘の場所は危険個所として認識しており、大会などに使用する場合はコーンと 

ポールを備えてホームラン線を設定しています。溝ぶたについては課題になって 

いますが、重春グラウンドそのもののあり方などを基本的に考えたうえで、判断 

をしていくとのことです。 

議会としては、溝ぶたの必要性を検討します。 

   ⇒６月の文教民生常任委員会で取り上げ、議論しました。（２ページ参照） 

  ・施設の利用は市民は無料で、市外からは使用料をもらってもよいのではないか。 

   ⇒西脇市、加西市、加東市、多可町のグラウンドの使用については、広域定住自立

圏構想で、それぞれの市民･町民は同じ条件で使用することができる協定があり
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ますので、西脇市民が無料であれば広域定住自立圏内の市・町民に対して有料に

することはできません。 

 

⑥ 会議室の利用について 

  ・勤労福祉センターが使用できなくなり、新庁舎完成後マナビータ、健康づくりセン 

ターが無くなって今まで利用していた人がどこで会議するのか、場所はあるのか。 

   ⇒播磨内陸生活文化総合センター（旧図書館）を改築して会議室を確保しています。 

また、市民交流施設の会議室を使っていただく予定です。 

 

⑦ 幼稚園跡について 

・桜丘幼稚園跡は学童で使用しているが、幼稚園のグラウンドでは草が繁茂している。 

学校行事の時は道路に自動車が駐車している状態であり、グラウンドを駐車場にし 

てほしい。 

⇒運動会とマラソン大会時以外は、小学校の運動場を駐車場とすることで対応でき 

ています。運動会での駐車場確保について、幼稚園のグラウンドを駐車場とする 

のかについて検討するように担当課に伝えます。 

 

⑧ 加古川水域の水質検査について 

  ・加古川の水質検査については深いところを調べ、市の広報に結果を掲載してほしい。 

   ⇒加古川の水質検査は県で行っており、環境基準点である板波橋付近では毎月の検 

査、船町橋付近では年４回の検査を実施しています。採取水は国の基準が設定し 

てあり、水深の上から20％の個所の水を採取することになっています。この結果 

は県のホームページ「ひょうごの環境」から見ることができます。 

 

⑨ 避難所について 

  ・黒田庄地区の避難所が川東の黒田庄中学校であり、豪雨の際、加古川を渡ることが 

できない。タウンミーティングでは検討すると言っていたが未だに検討結果を聞い 

ていない。一時避難所は石原公民館を使いたい。 

   ⇒避難所の場所やあり方については他町からも意見が出されており、危険区域に避 

難所を設置しても良いのか等解決していかなければならない課題があります。 

 

⑩ 黒田庄の活性化について 

・第２次都市計画マスタープランの説明を昨年の10月に地区で聞いたが、西脇のまち 

なかにだけ人を集めようとする計画で、周辺が切り捨てられるのではと心配してい 

る。市は黒田庄などの周辺の地域は、地域自治協議会に任せておけばよいと考えて 

いるようにしか思えない。 

⇒都市計画マスタープランや立地適正化計画は、コンパクト＆ネットワークという 

コンセプトで、決して周辺を切り捨てるという計画ではありません。確かに、ま 

ちなかに居住誘導地域の設定はしていますが、周辺の地域とは公共交通などのネ 

ットワークでつなぎ、小さな拠点として守っていく考えです。また、地域自治協 

議会は、周辺部だけに作るものではなく、西脇市の８地区全域での結成を目指し 

ています。 

 

⑪ その他の意見 

・小学校の統廃合は、地域の衰退につながり、絶対に反対である。 

  ・若者が少なくなっており、村の作業がしにくい。 
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・空き家が増える。 

  ・外国人労働者が増えてきている。 

  ・集落内はもちろん生活道路の整備（舗装）を進めてほしい。 

・国道 175号バイパスの整備は、高規格ではなく平面交通で行ってほしい。 

・国道 175号の黒田庄北バイパスの路線計画について、市議会で委員会を作ったり、 

議論をしたりしてくれているのか。黒田庄の将来のことを考えて、今のうちに国に 

要望するなどしっかりやってほしい。 
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  第17回 議会報告会「議会と語ろう会」アンケート調査結果 

 
○対 象  20自治会 

〇参加人数 男性：253人 女性：47人  合計 300人 

〇年齢別  20代： ４人 30代：６人  40代：20人  50代：70人 

      60代：106人  70代：62人  80代：４人 その他：28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 ３３ 

2 インターネット中継を見たことがある ３０ 

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 ２１６ 

 

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 １２９ 

2 市議会ホームページ １４ 

3 防災行政無線 ２１ 

4 フェイスブック １ 

5 その他 １２１ 

 

Ｑ３ 議会報告について 

1 良かったと思う １９６ 

2 もっと工夫が必要 ５２ 

3 そもそも必要がない ５ 

4 その他 １９ 

 

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 １００ 

2 もっと議論を深めたいと思った ６４ 

3 意見交換が議会にどう活かされるのか興味を持った １０３ 

4 低調な議論だった ８ 

 

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 １９７ 

2 もっと工夫が必要 ５０ 

3 そもそも必要ない ８ 

 

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  １４３ 

3 全く読んでいない ３６ 
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Ｑ７ 興味のある記事はどれですか 

1 一般質問 ９１ 

2 賛成反対討論 ７４ 

3 委員会報告 ６０ 

4 まちの声 ９０ 

5 その他 １４ 

 

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 １７５ 

2 読みづらい ２０ 

3 その他 ５５ 

 

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 ２３ 

2 読みづらいので １３ 

3 記事がつまらない ８ 

4 その他 ３０ 

 

 

＜感想・意見＞ 
 
第１班 

 ・参加者を集めるのに町内会長が苦労されている。 

 ・次回から「みらいえ」でしてほしい。 

 ・初めて参加しましたが議員さんと話をすることがほぼないので良い機会だったと思います。 

・具体的にどのような事がこの報告会でなされたのかを、もっと知らせてもらいたい。 

 ・実のある会になったのではと思います。お疲れさまでした。 

 ・よかったと感じます、次回も来ます。 

 ・報告会の意見等が議会で生かされているか知りたい。 

 ・議員の方と話す機会がないので良いと思う。 

 

第２班 

 ・内容のある討論と思いました。前進して実行してください。 

 ・知らないことが多すぎて驚きました。無関心であることが一番ダメだと思いました。 

 ・市民との意見交換会をもっと増やしてほしい。北はりま医療センターに比べ、西脇病院のレ

ベルが低くなっていると感じられます。 

 ・有意義な会議であった。また、参加したいです。 

 ・議員さんが身近に感じられて良かった。いろいろな議員がいることが分かった。 

 ・買い物の意見が出ていましたが、現在、インターネットの普及で困らないのではないかと思

います。 

 ・こういう機会がたびたびありますように。市民の声を聞いて市民のために頑張っていただき
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たいです。西脇市が一番遅れています。 

 ・身近で意見交換ができて良かった。こういう機会を増やして欲しい。 

 ・アンケートが答えにくい。 

 ・事前に内容を案内してもらえたら、意見の持ち寄りもでき、時間を有効に使えたのではない

か。 

・意見交換しても、議会（議員）として受けて動くことがない。「要望したらいいとのこと」 

では、要望を出していくなら今回の議会（議員）への話をしても意味がない。 

 ・運転免許証返納者に対する特典について、さらなる充実化を図っていただきたい。高齢者に 

対する免許証返納について当該者を説得させる判断材料にもなる。 

・西脇市民のために、大変だと思いますが、よろしくお願いします。 

 ・意義深い集会で、良い意見交換会でした。 

 ・戎町は、南北道路の意見が多いように思えた。早くして。 

 ・本日の意見を取り入れ、よりよい街にしてください。 

 ・議員の皆様には、このようなご尽力、ありがとうございます。防災行政無線のデジタル化 

（文字での情報もあるようになる）は良かったと思います。 

 ・なかなかない機会なので良かったです。 

 ・各班ごとに、もう少し絞って討論したほうが良かった。 

 

第３班 

・身近に話が聞けて良かった。 

・グループワークで出席者から教育が大切との意見があり、最初は受入れられない内容と思い 

ましたが、西脇市で工業高校が全国的に知られる結果を出している。西脇高校も小野高校を 

凌駕する近畿圏でも優秀な高校にするのは良いと思う。 

・議員さんと話をするのは大変ためになる。 

・議会だよりを読みたくなる様にしてください。 

・集まった中で年齢差があれば意見がまとまらないように感じた。 

・ご苦労様でした。若者が結婚して家庭を持つことが最も大切な重要なことと感じる。 

・活発な意見交換ができた。個々の内容に傾聴頂いたことに感謝 

・今回の議会説明は分かりやすかった。 

・西脇の新しい方針が判るので良いと思う。現状も判る。小さな少数の声が見えて来ないよう 

に思う。 

・次回はもっと多くの人の参加を望む。 

・言い足りない事。西脇の公共施設の利用料の件。滝野のスポーツ施設に行った時、市外の人

は割り増しといわれました。西脇は、市内も市外も同じだったのですがどうですか。修理等

は西脇市民の税金から出ているのに疑問に思います。 

 

４班 

・貴重な体験をさせてもらいました。 

・このような話し合いは、今後も続けてほしい。移動販売車についての意見が出たことは注視 

すべきであると思った。 

・初めて参加させて頂きましたが、西脇の活性化について意見交換ができて良かったと思いま 

す。また議会の役割など聴くことができとても有意義な会議でした。坂本は自然な環境に恵 
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まれているのでもっともっと坂本をアピールしていきたいと思います。ありがとうございま 

した。 

・新しい元号に変わり、こういう場を設けたのはいいことだと思う。こういう会を設けたので 

あれば多少突拍子のない意見でも検討していただきたいと思う。現状維持では人が減る一方 

なので大きな改革をしない限り、大きく人口増は見込めないのではと感じました。 

・いろいろな話が出た中で、各個人の生活が守られ、ひいては西脇市全体が良くなるように思 

う。基本的には、家族の輪をもっと大切にし、小学校生もかなり少なくなってきているので、 

学校の近くに住まいできる住宅が必要であると思う。 

 

 

西 脇 市 議 会 

 

◆西脇市議会ＨＰ 

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

 

◆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.facebook.com/nishiwakigikai

