
総務文教常任委員会所管分

場所又は団体 大分類 中分類 市民意見 議会としての考え方及び対応

商工会館 若者定住 雇用の場の確保 大学誘致などは

山崎東中体育館 若者定住 雇用の場の確保
森林大学校卒業後の就職は絶対確保すべき。市役所で林業専門職をつく
る。

センターいちのみや 若者定住 公共交通 通勤で姫路や加古川などに通えるように交通手段を充実すべき。

センターちくさ 若者定住 公共交通 田舎は不便（交通手段）若者が嫌がる。

防災センター・
山東・商工会

若者定住 公共交通 公共交通のあり方。通勤・通学に利用できるダイヤの見直しが必要。

センターいちの
みや

その他 公共交通 コミバス（乗りたいけど乗り方がわからない。帰りが不安）

センターいちの
みや

その他 公共交通 コミバス（利用が少ない。無駄ではないか）

センターいちの
みや

その他 公共交通 山崎ＩＣ駐車場はよかった。

センターちくさ その他 公共交通
コミバスについて、データが出ているが、あまりにも利用者が少ない。議
員はどう思っているのか。

山崎東中体育館 その他 公共交通
コミュニティバスの利益を上げる気があるのか、通勤・通学中心に考える
のが良い

山崎東中体育館 その他 公共交通 人口減対策には公共交通の充実や病院の整備が必要

山崎東中体育館 その他 公共交通
公共交通の利用方法、運行日など課題が多く広がりがない。民間に振って
いく方法はどうか。

消費者協会 その他 公共交通 公共交通の確保。現状の利用者は？

センターちくさ その他 公共交通 コミバスに議員は乗ったのか（利用してみてより良い方策を）

消費者協会 その他 公共交通 コミバスのダイヤの改正を求める（時間がかかりすぎ）

消費者協会 その他 公共交通
議員さんたちコミバスを利用していますか。バス利用者の意見箱を置くの
はどうですか。

商工会館 若者定住 子育て支援
学費や給食費など子どもに係わるお金は議会ではどの様に話しあわれてい
ますか。

山南・波賀・一北 若者定住 子育て支援 保育園は，公立でも出来るように求める。

消費者協会 若者定住 子育て支援 こども園は納得のいく説明が必要

消費者協会 若者定住 子育て支援 少子化対策、医療補助、保育料など具体策は

消費者協会 若者定住 子育て支援 子育て充実支援、保育料の負担軽減・医療費助成が必要

センターちくさ 若者定住 子育て支援
市のＨＰは解りにくい。深く調べて見ないと解らないので、助成制度が理
解できない。

センターちくさ 若者定住 定住支援
交流人口増＝定住人口増にはならない。それよりも現在の定住者にもっと
税金を投入すべきである。

山崎東中体育館 若者定住 定住支援 若者の定住戦略は考えているのか。

商工会館 若者定住 定住支援
人口増加へのプランはありますか、若者の定住に向けた具体的な行動をさ
れてますか

商工会館 若者定住 定住支援 収入が少ないので結婚できない

センターちくさ 若者定住 定住支援
苦し紛れの愚案・愚策でその場しのぎの不誠実な対応をしない（収入の確
保を明確にして欲しい）

消費者協会 若者定住 定住支援 若者が住みたくなるようなまちづくりを。魅力あるまちづくりを。

消費者協会 若者定住 定住支援 若者が担い手になる様な工夫のある政策ができていないのでは。

消費者協会 若者定住 定住支援 若い家族だけで住めるような環境づくりを考えて欲しい。

消費者協会 若者定住 定住支援 河東での新築家屋は、一宮・波賀・千種から移動してるだけではないか。

消費者協会 若者定住 定住支援 古民家対策が人口増につながっているのか。

センターいちのみや 若者定住 定住支援
森林大学の誘致で若者の居住はどうなるのか。空き家利用の場合、協議費
などはどうなるのか、心配。

センターちくさ 若者定住 定住支援
欧米では田舎の風景はきれいである。生きていけないから都会へ出て行く
が都会にも田舎に住みたい人もいる。

センターいちのみや 若者定住 定住支援
若者の交流の場を仕掛ける。　地域の伝統文化の継承も大切だが、若者志
向の尊重を

センターいちのみや 若者定住 定住支援 農業支援や地域の歓迎ムードが重要と感じている。（移住者の感想）

センターいちのみや 若者定住 定住支援
宍粟市の良い所（水、野菜が美味しい、自然環境が豊かなど）の発信力が
弱い

山崎東中体育館 若者定住 定住支援
定住については何処も同じ状況、最大の気がかりは市のアピールをどうす
るのか

山崎東中体育館 若者定住 定住支援 定住に必要な新・中古住宅の取得補助が必要

防災センター・
山東・商工会

若者定住 定住支援
農地バンクを活用した人口増への取り組み。最初は年齢が高くても、その
後に若者が来る場合がある。

消費者協会 若者定住 定住支援 空き家バンク（職業・家・畑）の活用と充実を求める

山崎東中体育館 若者定住 定住支援 都会からの移住を望むなら、入村費の見直しが必要。

山南・波賀・一北 若者定住 定住支援 地域に世話人を多く作る。(リーダー必要)

山南・波賀・一北 若者定住 定住支援 もっとたくさんの方の意見を聞き、考えてはどうか。

防災センター・
山東・商工会

若者定住 定住支援 若者が家に戻るような方策はないものか。

　森林大学校誘致により林業従事者として、宍粟市に残ってもらえるよう環境
を整え、若者の働く場を確保する必要があります。若者の働く場が確保できる
よう市に対して要請してまいります。なお、森林組合や地元林業関係者が、就
職の受け皿になるよう積極的に協力すると言われています。議会としてもバッ
クアップしていきます。

　少子高齢化が急速に進む中、将来に向けて市民の足となる公共交通の整備、
充実は、議会としても最重要課題と考えています。誰もが利用しやすく、安定
的な利用者の確保には、通勤、通学に利用できるダイヤの改正が必要と考えま
す。利益優先ではいかないが、持続可能なものにするため、播磨科学公園都市
圏域定住自立圏、播磨連携中枢都市圏とも連携を図りながら、将来に向けて、
より良い制度となるよう提案していきます。

　義務教育における子育て施策は、重要であります。なかでも若者の定住促進
を図る上においても重要なポイントであると考えます。特に進学時の制服等が
高額であり家計を圧迫していることは聞いています。しかし、給食費に関して
は、財政面から考えて無償化は難しい課題であると考えますが、生活保護世帯
等に支援策が講じられています。なお、制度の周知については、解りやすいも
のとするよう市に求めていきます。
　いづれにしましても、可能なかぎり子育て支援で若者の住みやすいまちを目
指すことを市と協議、また、要望していきます。

　若者、定住人口増には、インフラ、雇用、子育てしやすい環境が求められま
す。なかでも仕事の確保が最重要課題であると痛感しておりますが、市内で企
業誘致などで働く場を確保することには、市としても努力はしているが、あま
り成果は現れていません。たつの市、姫路市へ職場を求めざるを得ない状況で
す。
　そこで通勤等の助成や３世代同居者への助成など具体的な定住対策を提案し
てきました。また、市内外の若者が起業する支援も大事であり、商店街の活性
化に寄与するものであることから、引き続き若者の定住のために市に提案して
いきます。

　移住者が何を求めているのか。移住した人が宍粟にどんな魅力を感じ定住さ
れているのか。これらの情報をすばやくキャッチし、次につなげていく必要が
あります。それには、宍粟市のすばらしい自然環境やそこに住む人の温かさや
受け入れ体制等、様々な形で媒体を駆使して働きかける。更に移住体験などを
通じて宍粟のすばらしさを体験してもらい移住を促進することも重要であると
思います。
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総務文教常任委員会所管分

場所又は団体 大分類 中分類 市民意見 議会としての考え方及び対応

センターちくさ 若者定住 定住支援 コンビニが少ない

商工会館 若者定住 定住支援 若者の集まる所・遊ぶ所が少ない、社交場が無い

山南・波賀・一北 若者定住 定住支援 田舎には古い考え方が根付いている。

センターいちの
みや

若者定住 定住支援 若者が集える場所を造る（ホール、音楽もあり話し合える場所）

センターいちの
みや

若者定住 定住支援 若者は田舎の付き合いがわずらわしい。

センターいちのみや その他 定住支援 空き家対策としては、台風などの時に被害情報を行政に伝えるしかない。

センターいちのみや その他 定住支援 空き家情報に田、畑もついているという情報も載せてほしい。

センターいちのみや その他 定住支援 別荘的に住んでもらうのは困る。

センターいちのみや その他 定住支援
以前は都会で生活していた人が６０代でリタイヤすれば、田舎に帰ってき
たが、それが無くなっているため、家をリホームすることがない。

山崎東中体育館 その他 定住支援 人口減対策として、シニア世代のUターンIターンの促進

商工会館 その他 定住支援 空き家対策に宍粟の木材、森林を生かして欲しい

消費者協会 その他 定住支援 空き家の活用方法は考えているか？

山崎西中校区 その他 定住支援 定年後に里帰りできるシステムがきっかけづくりになるのでは

消費者協会 その他 財政健全化 市の財政をとても心配している。借金はどれぐらいあるのか？

消費者協会 その他 財政健全化 自主財源も少ないし、交付税も減る。市の将来は大丈夫なのか

山崎西中校区 その他 財政健全化 平成33年に赤字になる。何を削っていくのか。住民サービスか。

センターちくさ その他 財政健全化 プールの65歳以上の無料は再考しては。

商工会館 その他 職員の資質向上 役場職員は人口減に対して意識はあるのか

消費者協会 その他 職員の資質向上 職員さんはもっと勉強して欲しい

消費者協会 その他 職員の資質向上 専門的な技術者がもっと居て欲しい

消費者協会 その他 職員の資質向上 2～3年の人事異動で継続性がない

消費者協会 その他 職員の資質向上 地域の事業に参加されているか？

山南・波賀・一北 その他 職員の資質向上 市役所の窓口の誤りで、謝罪がなかった。

センターちくさ その他 職員の資質向上
こども園周辺整備時の河川道路の交通はひどかった（道路整備・外灯は早
めにして欲しい）

センターちくさ その他 組織機構 市役所本庁機能の分散

センターちくさ その他 組織機構 市民局機能の強化

センターちくさ その他 組織機構 千種市民局は人手不足では（問題点の窓口となっていない）

アンケート
千種

その他 組織機構
市の施設・国見の森は休館日には留守電で対応すべき。月曜日が祝日の場
合の火曜の休館は理解できない。

センターちくさ その他 地域づくり 専門家の活用（アピール方法）

センターちくさ その他 地域づくり
ネガティブな雰囲気では人が集まらない。祭りの雰囲気を大切にして欲し
い

防災センター その他 地域づくり げんき元気大作戦事業をもっと使いやすい方法に、不用額が多すぎる

防災センター その他 地域づくり 各種補助金をもっと使いやすい方法にして欲しい

防災センター その他 地域づくり 旧山崎町内の交通違反が多すぎる、バリケードも無視している

山崎東中体育館 その他 地域づくり
北部に現市政はお金を入れている、南部への資金導入が福元市政では少な
い

防災センター・
山東・商工会

その他 地域づくり スポーツの拠点がない。

商工会館 その他 地域づくり 地域資産を若者にもっと知って欲しいし、使って欲しい

商工会館 その他 地域づくり スポーツ立国への挑戦

商工会館 その他 地域づくり ４町の経済格差をどの様に思われます

商工会館 その他 地域づくり 文化的な活動に対する支援策は

消費者協会 その他 地域づくり ふるさと納税の効果は？

消費者協会 その他 地域づくり 旧町意識が根強い。地域のよさは残すべきだが、連携も必要ではないか

山南・波賀・一北 その他 地域づくり 地域に残る魅力はあるのか。

山南・波賀・一北 その他 地域づくり 空き地の雑草は、近所迷惑。

山南・波賀・一北 その他 地域づくり ふるさと納税については、地域指定は出来ないものか。

アンケート
商工会

その他 地域づくり 波賀音水湖へのマスターズ誘致

山崎東中体育館 その他 防災 災害時の対応の備えを

山崎東中体育館 その他 防災 地域防災について、地震・豪雨対策を県と市の共同システムで行うべき。

商工会館 その他 防災 地域防災についてもっと考えるべきである

　受け入れに対しての政策として空き家の利活用は大切であります。しかし、
空き家が若い人に望まれているのか。どのような環境が移住に結びつくのかを
調査する必要があります。また、移住者を地域がどう迎えるのかが大きな課題
となっています。古民家への案内時や移住体験ツアーなどに際して、行政も間
に入って地域の人との関わりあいについて十分説明し、一方で地域の人に事前
に十分話し合い、歓迎ムードを作ることが移住の決め手につながると思いま
す。
　また、若者の定住のためには雇用の確保は大前提ですが、若者が魅力を感じ
るまちとするため、若者がまちづくりへ参画するしくみを提案していきます。

　当市の財政は、自主財源も少なく、交付税に頼ってきましたが、今後、交付
税が一本算定となり、合併特例債もなくなってきます。将来を見据えた計画的
な財政運営が求められます。施設整備にあたっても優先順位をつけ、人口が減
少しても住民サービスの低下につながらないよう求めていきます。効果の見込
めない事業の見直しを求めていくとともに、雇用の創出につながる政策を検討
するよう求めていきます。

　職員の資質向上については、更なる充実を求め、接遇に関しても市民の立場
に立った対応を求めていきます。また、職員研修の充実と専門職や技術職の配
置は、適材適所の配置についても求めていきます。
　地域の活性化には、市民局の強化が求められます。本庁、市民局のあり方に
ついては、議会としても検証していきます。

　まちづくりの助成として、げんき元気大作戦事業がありますが、申請のハー
ドルが高く、あまり利用されていません。今後は市民参画の様々な事業につい
て支援できる制度の創設を提案していきます。

　ふるさと納税については、今後の推移を見ながら効果についても検証してい
きます。

　各４町毎に地域の特色や伝統を活かし、地域の良さを残しながら、ひとつの
宍粟を推進していくには、市民同士の交流の輪が広がるイベントづくりなどが
必要であると思います。

　山崎断層を抱え、台風災害を経験した地域として、災害時には自助、共助、
公助のほか、互助が求められています。地域で助け合う関係を日頃から培う必
要があります。
　議会としては、防災対策の充実と地域の防災力を高める制度を提案していき
ます。
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民生生活常任委員会所管分

場所又は団体 大分類 中分類 市民意見 議会としての考え方及び対応

山南・波賀・一北 若者定住 雇用の場の確保 介護師・医師・看護士の確保のための支援。 奨学金制度、資格取得支援策の充実について提案していきます。

商工会館 若者定住 子育て支援 医療費の無料化を高校卒業までに

消費者協会 若者定住 子育て支援 少子化対策、医療補助、保育料など具体策は

消費者協会 若者定住 子育て支援 子育て充実支援、保育料の負担軽減・医療費助成が必要

山南・波賀・一北 若者定住 子育て支援
子育て支援。(医療の無料化と総合病院の充実。住宅支援)通学
路の整備

センターちくさ 若者定住 子育て支援
市のＨＰは解りにくい。深く調べて見ないと解らないので、助
成制度が理解できない。

助成制度がわかりやすく伝わるよう、利用者目線による市のHPの充実について提
案していきます。

センターいちのみや 若者定住 子育て支援 産婦人科の充実、医療費助成など

センターいちのみや 若者定住 子育て支援 移住後の医療や外出などの移動の充実

商工会館 若者定住 子育て支援 子育てしやすい環境を

商工会館 若者定住 子育て支援 小児科の充実 病児・病後児保育も含め、充実策を提案していきます。

センターちくさ 若者定住 子育て支援 子育てがしやすいまちにすべき。

山南・波賀・一北 若者定住 子育て支援 少子化対策の充実を求める。

消費者協会 若者定住 子育て支援 安心して子育てのできる地域づくり

センターちくさ 若者定住 子育て支援 子育て応援施策（祝金制度）の充実

センターちくさ 若者定住 子育て支援
若い女性、親子がランチタイムをゆっくり過ごせる所を求めて
いる

消費者協会 若者定住 子育て支援
元気なお年寄りのために生きがいが感じられる取組みが欲しい
（子ども食堂）助成が欲しい。

消費者協会 若者定住 子育て支援 子ども食堂を実施しては。

商工会館 若者定住 子育て支援 出生率を上げる対策は

商工会館 若者定住 子育て支援 子育て支援など宍粟市は頑張っている、もっとPRを

センターちくさ 若者定住 子育て支援 20代、30代へのアンケートや懇談会

センターちくさ 若者定住 子育て支援 子育て施策？　現状は無策である。

山崎西中校区 その他 意見・質問・要望
総合病院の駐車場が満車の場合、道路が渋滞する。北駐車場の
案内は？

駐車場拡張後の状況を確認し、必要があれば案内の充実を提案していきます。

商工会館 その他 地域づくり 高齢者の方々が元気に働くための制度はありますか

山南・波賀・一北 その他 地域づくり 元気な高齢者を増やせ。

山崎東中体育館 その他 財政健全化 国保赤字はどうするのか。若者の負担増に繋がる。

消費者協会 その他 財政健全化 税金の滞納の解消を

山崎西中校区 その他 組織機構 国保のしくみを移動市役所等で市民に周知するべき

シルバー人材センターがあります。また、ボランティアなど地域貢献の機会は各所
にあります。
また、介護予防の制度、事業の周知と充実を提案していきます。

生活再建型の債権回収を提案しています。また、社会教育などでの納税者教育、健
康寿命の伸長も含め、医療費抑制策について提案を続けます。

医療費助成の枠拡大など、子育て世代の経済的負担の軽減策について、検討、提案
していきます。

総合病院の産婦人科への受診がしやすくなるよう、環境整備（待合室の充実、移動
手段の確保など）について提案していきます。

子育て世代のニーズを把握し、その対策、支援策を公助、共助の両面から充実させ
るよう働きかけます。また、子育て世代の自主的、主体的な活動への支援策につい
ても提案していきます。

市民の中に「こども食堂」について実際に取り組みたいという機運が高まってきて
います。その活動を支援するよう提案していきます。

出会い、結婚、出産、子育てなどそれぞれのライフステージにあった効果的な支援
策を検討、提案していきます。

まずは「おでかけ市議会」制度の活用を呼びかけます。今後は、世代別議会報告会
などを検討していきます。
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産業建設常任委員会所管分

場所又は団体 大分類 中分類 市民意見 議会としての考え方及び対応

センターちくさ 若者定住 企業家支援 起業者への勉強会を実施できないか

センターちくさ 若者定住 企業家支援
起業支援の方法やセミナーの機会が、起業を考えている人に伝わっていな
い。

商工会館 若者定住 企業家支援 市内業者着工の新・中古住宅の取得に対して助成制度が欲しい

商工会館 若者定住 企業家支援 市内業者の優遇が少ない

消費者協会 若者定住 企業家支援 起業家支援のＰＲが十分でない。起業家支援の推進（具体策は？）

センターいちのみや 若者定住 基盤整備 Ｒ29号バイパス整備（通勤圏を高砂、加古川まで拡大できる時間短縮を）

山崎東中体育館 若者定住 基盤整備 交通の利便性の向上、県道たつの山崎線の改良、姫路方面の通勤を便利に

センターいちのみや 若者定住 雇用の場の確保
市内では働ける会社が少ない。住所を宍粟市において働いてほしいが通勤
がしんどくなり、帰ってこなくなっている。

センターちくさ 若者定住 雇用の場の確保 千種に働く場が必要

センターいちのみや 若者定住 雇用の場の確保 雇用の場を増やす。企業誘致

防災センター 若者定住 雇用の場の確保 働き場所がない

防災センター 若者定住 雇用の場の確保 企業誘致の特区を創れ

山崎東中体育館 若者定住 雇用の場の確保 企業誘致の特区を創れ

山崎東中体育館 若者定住 雇用の場の確保 働き場所が一番。財政の悪い所の負けか。

商工会館 若者定住 雇用の場の確保 企業誘致・雇用の創出についての状況は

山崎東中体育館 若者定住 雇用の場の確保 若者の定住には企業誘致が一番である。

商工会館 若者定住 雇用の場の確保 宍粟市は医療機関が多いため、製薬会社の子会社等を誘致すべき。

山南・波賀・一北 若者定住 雇用の場の確保
働く場の確保。(若者のニーズを調査すべきではないのか。若者にとって魅
力ある職場の確保。)工業団地の設定

山南・波賀・一北 若者定住 雇用の場の確保
高学歴の若者が帰ってこない。(上位100人が市外の高校へ行く。宍粟市の
高校の存続が危ぶまれる。)

センターいちの
みや

若者定住 雇用の場の確保 工業団地の造成

センターいちの
みや

若者定住 雇用の場の確保 公営企業の誘致（刑務所、自衛隊などがあっていいのでは）

センターちくさ 若者定住 雇用の場の確保 働く場をつくって欲しい。

消費者協会 若者定住 雇用の場の確保
森林大学は良かった。他に競輪学校や動物のしつけをする学校などを誘致
する。

消費者協会 若者定住 雇用の場の確保
山崎に住んでもらおうと思うけど働くところがない（高校学歴の人は仕事
がない）

消費者協会 若者定住 雇用の場の確保 企業誘致が必要。

センターいちのみや 若者定住 雇用の場の確保 市内企業の育成や支援（他市の企業より給料・退職金が低い）

防災センター・
山東・商工会

若者定住 雇用の場の確保 企業を支援することで企業が若者を雇用する。

消費者協会 若者定住 雇用の場の確保 雇用の確保、勤めやすい環境をつくること

消費者協会 若者定住 雇用の場の確保 若者が望む様な働き口があるのか？

消費者協会 若者定住 雇用の場の確保 なぜ、若者が山崎に出て行くのか。

消費者協会 若者定住 雇用の場の確保 収入が少ないので結婚できない

消費者協会 若者定住 雇用の場の確保 企業の情報発信の推進は？詳しく知りたい。

山南・波賀・一北 若者定住 雇用の場の確保 大学生へのアピール不足。

センターちくさ 若者定住 雇用の場の確保 企業誘致でなく、姫路市などとの連携を深めてほしい。

防災センター 若者定住 雇用の場の確保 若者は自分の意志どおりの仕事しかしない

防災センター 若者定住 雇用の場の確保 若者の考え方がわからない

山崎東中体育館 若者定住 雇用の場の確保 人口流出の具体策は検討されているのか

アンケート
商工会

若者定住 雇用の場の確保
色々な意見を言える場が必要。北部地域の衰退が気になるので何とかなり
ませんか？

センターいちのみや 若者定住 雇用の場の確保
農業特区（農地転用の自由化を望む）により、住宅地や工業用地の確保を
すべき。特に、北部の耕作放棄地対策として

山崎東中体育館 若者定住 雇用の場の確保 森林大学校の終業後の就職先を検討しているのか

消費者協会 若者定住 雇用の場の確保 森林大学校。それを生かした仕事をつくることが必要

消費者協会 若者定住 雇用の場の確保 森林大学生の地元への就職を可能にすべき

山南・波賀・一北 若者定住 雇用の場の確保 農林業での働く場(6次産業化)地産地消

センターいちの
みや

若者定住 雇用の場の確保 農地の集積で農業の企業化

消費者協会 若者定住 雇用の場の確保 農業を専業とする人にもっと補助をするべき

消費者協会 若者定住 雇用の場の確保
宍粟市の特性である農林業で若者が家族で暮らせるようにできる対策を急
ぐべき（農業助成金の創設）

センターいちの
みや

若者定住 雇用の場の確保 森林事業で働く人を増やす（森林大学は良かった）

　創業塾など創業、起業の支援などについて、情報が広く伝わっていない状況が
見受けられます。起業者への支援内容の充実と共に広報にも力を入れ、多くの受
講者、相談者を受け入れ起業につながるよう提案していきます。

　道路事情が市外への通勤に不便であることは間違いありません。若者の定住を
進めるためにも、道路整備が進められるよう市長へ求めていきます。

　現在、市では企業誘致に向けた助成制度は、近隣に劣らないものがあります
が、大きな企業の進出とはなっておりません。このような厳しい状況ではありま
すが、あらかじめ企業誘致の候補地を選定しておく必要はあると考えます。
　また、社会情勢を考えると、雇用人数が多い企業誘致に限定せず、中小規模の
企業誘致や起業化支援などで雇用の場を確保し、若者が夢を持って暮らせるまち
を目指して雇用対策や定住施策を提案していきます。

　引き続き宍粟の特性を活かし、農業・林業の分野で視点を変えた事業が展開で
きないか研究していきます。
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産業建設常任委員会所管分

場所又は団体 大分類 中分類 市民意見 議会としての考え方及び対応

山南・波賀・一北 若者定住 定住支援 市営住宅増設を山崎町にてしてもらいたい。

センターいちの
みや

若者定住 定住支援 住宅の確保（県・市営住宅、民間住宅）

センターいちのみや 若者定住 定住支援 若者への住宅支援が必要

防災センター その他 観光振興 観光ガイドの充実を図れ

商工会館 その他 観光振興 特区制度で活性化（観光・農業・その他）

商工会館 その他 観光振興
観光スポットがあっても、お金を落としてもらえない。駐車場の不足。地
域資源を生かしていない。

消費者協会 その他 観光振興 観光、森林セラピー、氷ノ山ツーリズムに充てた予算の効果は？

センターちくさ その他 観光振興 登山道の整備（シルバー人材センター）を再開できなか。

センターちくさ その他 観光振興
50名山登山道の整備（ルートの明確化：15ｍ毎にリボン表示、丸太の階段
の整備）

センターちくさ その他 地域づくり 集客の強化

センターちくさ その他 地域づくり 地域循環の政策を求める

防災センター その他 地域づくり 市内の祭り事が同じ日に集中している、市内で連携して出来ないか

防災センター その他 地域づくり 日本酒発祥の地をもっと活かせ

商工会館 その他 地域づくり 宍粟ブランドの発掘

山崎西中校区 その他 地域づくり 地域でまわるお金のシステムづくりを考えるべき。

山崎東中体育館 その他 基盤整備 南北の道路はよいが、東西のインフラを充実

山崎東中体育館 その他 基盤整備
災害時の29号は機能しない。（嶋田から杉ケ瀬。木の谷自治会が孤立する
恐れがある）

センターいちの
みや

その他 基盤整備 国道29号のバイパスが必要（閏賀、杉田、清野、田井）

センターいちの
みや

その他 基盤整備 揖保川の堤防を望む（西安積地区）

センターいちのみや その他 基盤整備 県道加美宍粟線の早期実現

商工会館 その他 土地の有効利用 都市計画の経過は
　平成27年度に長期未着手となっている区画整理事業の一旦廃止の法手続きが行
われると共に都市計画道路の見直しが行われています。

センターいちのみや その他 農業振興
空き家だけでなく、それに付随する田、畑、墓、山等の管理が困る。特に
隣接者が困っている。

センターちくさ その他 農業振興
農地は一部だけでなく、地域全体の農地を守る視点で取り組まなければな
らない。

山崎西中校区 その他 農業振興 農地バンクを空家バンクと平行して行うべき

センターいちの
みや

その他 農業振興 農地をもう少し簡単に宅地に変更できないか。

センターちくさ その他 農業振興
農業が仕事として成り立つ方策（米に対する所得保障など）をやってほし
い。

山崎東中体育館 その他 農業振興
１０年先が読めない農業、農業従事者がいなくなる、農地管理ができなく
なる

山崎東中体育館 その他 農業振興 農業事業体（作業受託者）の育成と資金の補助を

山崎東中体育館 その他 農業振興 地産地消をもっと活発にすべき。

山崎東中体育館 その他 農業振興 地場産野菜の普及を図れ。

センターちくさ その他 農業振興
農地の放棄地の税金を１．８倍にしようとしている。取れるところからと
ろうとするのはやめてほしい。

　放棄地（田畑）が全て課税強化になりません。農地中間管理機構と協議すべき
ことを勧告した農地が対象となります。

センターいちのみや その他 農業振興 捕獲した熊を放す意図が分からない。

センターいちのみや その他
意見・質問・要
望

クマの殺害

山南・波賀・一北 その他 農業振興 鹿，猪対策を。

センターちくさ その他 農業振興 猪・鹿の被害対策を

防災センター・
山東・商工会

その他 林業振興 林業の活性化に向けた長期構想が必要。

商工会館 その他 林業振興 宍粟材の流通については、市内に利益還元されていないように思うが、

山南・波賀・一北 その他 林業振興 森林のヤマヒル対策をしてもらいたい。

センターいちの
みや

その他 林業振興 スーパー林道は冬場に車が通れないので無駄

防災センター その他
意見・質問・要
望

商工会主催の祭りで、商品券（金券）が咲ランドの商品券だった、商店街
の商品券に

　市担当者へ意見を報告します。

商工会館 その他
意見・質問・要
望

宍粟市の１０年後の経済について、どの様に考えていますか 　少しでも良くなるように調査・検討を続けていきます。

商工会館 その他
意見・質問・要
望

中国道と山陽道とつながりますが、何か考えはありますか
　県テクノ整備で計画された道路です。テクノ及び岡山方面へのアクセス道路と
して期待されます。

山南・波賀・一北 その他
意見・質問・要
望

水道代金で井戸水を併用したら、0歳も加算された。 　井戸水等を使用している場合は、下水料金は人頭割り計算されます。

センターいちの
みや

その他
意見・質問・要
望

ワークライフバランスの普及・具体的な計画はあるのか。 　現在のところはありません。

　人口減少や後継者がいないなど農地としての利用を見極めなければならない状
況が起きています。そのため、地域で農地を守る取組み、特産化できる産物の研
究と振興を進め、新規就農しやすい状況をつくることや6次産業としての創業など
を提案していきます。

　有害鳥獣対策の充実を求めると共に捕獲後の残滓処分についての早期対策を市
長に提言しています。

　材価の低迷が影を落としていますが、間伐が必要な森林は多くあります。ま
た、バイオマス燃料として未利用材の活用も行われています。そこで、宍粟材を
地域内で循環させる仕組みや林業従事者の確保対策など雇用が生まれる施策の提
案をしていきます。
　また、森林大学校と連携し、新しい林業の形を考える必要があります。

　公営住宅の増設についても検討しなければなりませんが、定住のための空き家
の改修補助や空き家物件の紹介などの支援策の充実を提案していきます。

　市内観光は、市内の経済循環と共に点でなく線で結ぶ仕掛けが必要です。ま
た、災害発生時の迂回路確保を含めインフラ整備は必要です。地域からの要望活
動とは別に、委員会としても引き続き要望を行っていきます。
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広報広聴常任委員会所管分

場所又は団体 大分類 中分類 市民意見 議会としての考え方及び対応

山南・波賀・一北 議会について 議会報告会 懇談会の意見が実行できるのか疑問だ。

消費者協会 議会について 議会報告会 議会報告会の参加者が少ないのはなぜか。（魅力ある議会を望む）

アンケート
山崎西

議会について 議会報告会
もっと話合える機会があったらいい。自治会より若い人がこのような
出る場所ことを必要。

アンケート
山崎南

議会について 議会報告会
議員側の考えを聴く場の設定が必要。出された提言がどの様に政策提
案されたかその経過報告が必要。

アンケート
一宮南

議会について 議会報告会 個人意見がよく出た。有意義だったが是非反映をさせて欲しい。

アンケート
一宮南

議会について 議会報告会 初めての今回の企画はよかった。

アンケート
山崎東

議会について 議会報告会 参加者人数が少なかったので話としては言いたいことが言いやすい

防災センター 議会について 議会報告会 議会報告会の参加者が少ない

アンケート
山崎南

議会について 議会報告会 参加したことがあるが、人数が少ない。もっと人が集まる内容を

山崎西中校区 議会について 議会報告会 議会報告会の出席者が少ない。自治会長に依頼し、責任出席すべき。

アンケート
一宮南

議会について 議会報告会
もっと若い人と多く会合をしては。議員さんも若い人と話し合う場所
を持つべきだ。

山崎東中体育館 議会について 議会報告会 曜日・時間を考慮して欲しい。

アンケート
山崎南

議会について 議会報告会
中学校の体育館は場所が2階で参加できない方がある。階段バリアフ
リーではない。場所の決定はどう考えられたのか。女性の参加がな
い。魅力がないのでは。

山南・波賀・一北 議会について 議会報告会 報告会は地元ですべきでは（意見を聞くなら家へ行く）

山南・波賀・一北 議会について 議会報告会 議会報告をもっと詳しくすべきでは。

センターいちの
みや

議会について 議会報告会 地区の問題点の集約を定期的にして欲しい

センターいちの
みや

議会について 議会報告会 年に１・２回強制的に自治会に来れたらどうか。

アンケート
一宮南

議会について 議会報告会 自治会単位でのこういった場があればよいと思う。

アンケート
山崎南

議会について 議会報告会
議員としてなぜ呼びかけされないのか。来年は開催は無理ではない
か。

アンケート
一宮南

議会について 議会報告会 アイデア集めてるの？報告会ではない。こんなんではあかんやろ。

アンケート
千種

議会について 議会報告会
こういう形式の報告会であれば他の者も参加しやすい。年4回の議会に
合わせて年数回開催して欲しい。市民の代表としてしっかり市政に反
映してもらいたい。

アンケート
千種

議会について 議会報告会 時間不足なのが残念である。

アンケート
千種

議会について 議会報告会 議員の自慢話しすぎる。千種の現状に合わせた回答を

アンケート
一宮北

議会について 議会報告会 行政懇談会もワークショップ形式で議会報告会と一緒にしてはどうか

アンケート
一宮北

議会について 議会報告会 時間厳守すべき

アンケート
商工会

議会について 議会報告会
時間が無い。事前に議題が分かっていればこちらももっと準備ができ
たかな

山崎東中体育館 議会について 議会報告会 タウンミーティング等の会議は発言する人が限られている。

センターいちのみや 議会について 広報広聴
議会広報や議会としてのチラシなどについて、配布のタイミングがず
れている。枚数は少なくてもタイムリーに情報を流して欲しい。

センターいちのみや 議会について 広報広聴 議会だより（例：一般質問）も中途半端で終わっている。

アンケート
一宮南

議会について 広報広聴 議会だよりが頼りです。益々の充実に期待します。

アンケート
商工会

議会について 広報広聴 議会だよりが決まった事だけの報告になっている。

山崎東中体育館 議会について 広報広聴 議場コンサートの可能性は。議場に入るきっかけになる。

商工会館 議会について 広報広聴 議場コンサートの可能性を教えてください

消費者協会 議会について 広報広聴 市民の声をどうして聴かれているか

センターちくさ 議会について 広報広聴
出張議会（市民局の議場を使用した委員会活動により傍聴者を増や
す）

山崎東中体育館 議会について 広報広聴
中学生議会はどうなっているのか。小さい頃から議会に関心を持たす
有効な方法である。

消費者協会 議会について 広報広聴 議会をもっと身近に感じることが出来る場を作ってはどうか。

消費者協会 議会について 広報広聴 平日、議会以外の活動について聴きたい

　議員は日頃から地域において市民の意見をいただいており、それを市政に反映
させるため一般質問などを行っています。また、本年度より常任委員会におい
て、皆様からの要望があれは地域に出向き意見交換をする「おでかけ市議会」制
度を創設しました。

　中学生議会につきましては、現在、行っておりませんが、若者や女性・中学生
などより多くの皆様の意見を聞く場を検討していきます。

　今までの議会報告会では市民の皆さんから議員個人の考えを聞かれることもた
びたびあったが、議会全体の考えとしてお答えしてきました。決裁権のある当局
に伝えなければ解決しない問題も多く、その問題に対して議会としてどう取り組
んでいくのかを伝えるため座談会形式としました。
　数々の提案に対しては、全ての議員が重要性を共有し、提言につなげていきま
す。

自治会役員の方の考え方や、若い方の意見とでは色々な違いがあると思います。
どちらかが優先されるべきものではないため全ての方の意見を取り入れていきま
す。また、若い人の参加によりまちが活性化することは望ましいことから、今後
も声をかけていきます。

　11月よりおでかけ市議会と称して、常任委員会単位で各種団体との意見交換を
行っています。自治会単位での意見交換会も検討します。

　事前のテーマが大きなテーマであったため、時間不足が生じたと思います。今
後はテーマについても詳細を具体的に示したいと思います。

　以前の議会だよりと比べて、なるべく難しい表記は避け、議案の内容説明を
行っています。今後も議論が集中した議案については、賛否両論の立場で伝えて
いきます。配布のタイミングについては、内容を充実するため現発行となってい
ます。今後は決められた予算の中ではあるが、号外の発行等、記事の新鮮さに重
点を置いていきたいと思います。

　開かれた議会と庁舎の有効活用の両面から実施について検討します。

1 ページ



広報広聴常任委員会所管分

場所又は団体 大分類 中分類 市民意見 議会としての考え方及び対応

センターちくさ 議会について 広報広聴 情報発信力（多チャンネルで議会報告）

センターちくさ 議会について 広報広聴
若者への情報発信に、ライン、フェイスブック、インターグラムの活
用を

センターちくさ 議会について 広報広聴 常任委員会のネット配信

センターいちのみや 議会について 広報広聴 議会報告会の事後報告が遅い。

防災センター・
山東・商工会

議会について 広報広聴 見える（よく分かる）議会が必要

消費者協会 議会について 広報広聴 一所懸命されていると思うが響いてこない

アンケート
商工会

議会について 広報広聴
非常にたくさんの議題・議論があり、一つ一つを市民が知るのは大変
ですが、今どこへ向かっているというわかりやしメッセージを議会か
ら発信していただけるとよいと思いました。

消費者協会 議会について
意見・質問・
要望

市民の声と言われるが、どこでどの様な人たちの声なのか。
　あらゆる機会でいただいた方々の意見ととらえています。ご意見等ありました
ら、議員又は事務局へお寄せ下さい。

防災センター 議会について 傍聴関係 議会傍聴の際、意見を投書したら回答はもらえるのか
　住所･氏名を記載いただき、その旨記載いただきますと該当の委員会で協議し、
回答させていただきます。

  ソーシャルメディアの活用については、委員会のネット配信に向け設備や委員
会の開催日程について議論を深めています。
　議会からの情報発信は、非常に重要と考えており、引き続き広報広聴常任委員
会で検討していきます。
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議会運営委員会所管分

場所又は団体 大分類 中分類 市民意見 議会としての考え方及び対応

防災センター 議会について 議会の役割 議員に言うより自治会長に言った方が早い、議員には頼みにくい

山崎東中体育館 議会について 議会の役割
市民の意見を言う場所がない。意見を聞いてもらえる機会はある
のか。

商工会館 議会について 議会の役割 市民の意見・要望は何処からすればいいのか

山崎西中校区 議会について 議会の役割 自治会の意見を前もって聴取すべき

山南・波賀・一北 議会について 議会の役割 地域の道路事情を知っているのか。

センターちくさ 議会について 議会の役割 議会へ陳情ができるとは、今まで知らなかった。

消費者協会 議会について 議会の役割 一番身近にいる村の人の話を聞いて欲しい。

消費者協会 議会について 議会の役割 地域に入って（自治会で）対話を心がけて欲しい。

センターちくさ 議会について 議会の役割 議員は税金の滞納徴収の現場に立ち会いのその実態を知るべき。

消費者協会 議会について 議会の役割 市政の監視の役割は、機能しているか？

山南・波賀・一北 議会について 議会の役割 更なる監視機能の発揮。

センターちくさ 議会について 議会の役割 大規模事業の場合、議員は工事中に視察すべき。

センターいちのみや 議会について 議会の役割
議会は行政上で何が問題で何が大切であるか、優先順位をつけて
取り組むべき。会社であれば、成果がでなければ責任をとらされ
ることになる。

山崎東中体育館 議会について 議会の役割 否決がないのはおかしい。馴れ合い議会になっている。

センターちくさ 議会について 議会の役割 政策を実現するための行動をすべき。

センターちくさ 議会について 議会の役割
今の農林業問題は一地方自治体で解決できる問題ではない。全国
の自治体と連携をとって、国の政策をかえる努力をすべき。

防災センター 議会について 議会の役割 会派を中心に議会提案をどの様にしてやるのか

防災センター 議会について 議会の役割 議会活動が見えない

山崎東中体育館 議会について 議会の役割 議会からの提案が少ないのでは

山崎東中体育館 議会について 議会の役割 市長に対して突っ込んだ、意見・討論をすべきでは

山崎東中体育館 議会について 議会の役割 市民意見はどれだけ通るのか。

山南・波賀・一北 議会について 議会の役割 市民の意見の反映は？

商工会館 議会について 議会の役割 市民の意見がどれだけ通るのか

商工会館 議会について 議会の役割 議会はうまく機能しているのか

山南・波賀・一北 議会について 議会の役割 議会が協力してまとまるべきではないのか

防災センター・山
東・商工会

議会について 議会の役割 議員発言（一般質問等）の後のフォローはどうなっているのか。

消費者協会 議会について 議会の役割 出張、研修会の報告やその成果は？ 　視察・研修等についても、報告会（意見交換会）を開催し、政策提言に繋げます。

アンケート
山崎南

議会について 議会の役割
市の方向又、議会よりの提案（市民の意見と議員の思い）に努力
してほしい

アンケート
商工会

議会について 議会の役割 今日分かったことが多いので今後とも頑張っていただきたい

山崎西中校区 議会について 議会の役割 議会に興味がないのはなぜかと考えるべき

山南・波賀・一北 議会について 議会の役割
 市民に議員になるような呼びかけをされたか(特に若者へ)次代を
担う人材育成

上記の通り

　議会本来の役割を果たし、市民に開かれた議会となるよう、更なる議会改革に努めま
す。

　議会基本条例第8条に基づき、常任委員会（おでかけ市議会含む）における政策提言や
議員個人の意見を集約化し、議会として政策提言を行う、仮称「政策研究会」の設置に向
けた検討を行っています。

  議会は、市民の多様な意見を聴取し、市政に反映させる役割があります。現在では、年
1回の議会報告会が、市民意見の聴取機会になっています。しかし、年一回の開催と広範
囲の地域を対象にした開催では、十分にその役割を果たしているとは認識していません。
　今後は、回数や会場の設定について、常任委員会等で検討していきたいと考えます。ま
た、Ｈ28年11月からは、議会報告会とは別に、常任委員会と団体等が話し合う「おでか
け市議会」を開催すこととしました。議会報告会とおでかけ市議会の取組を通じて、市民
意見等の聴取に努めていきます。

　議会は、執行機関の行財政運営や事務事業の実施が、すべて適法・適正に、かつ公平、
民主的になされているかどうかを監視する使命があります。市民から選ばれ、その代表者
としての職責をわきまえ、行動していきます。

　議員が行う質問や質疑・討論は、市民の疑問であり意見であると思います。当然なが
ら、表決において投じる一票は、市民の立場に立っての真剣な一票であると考えます。
　なお、平成27年以降では、１件の議案（老人福祉センター条例の一部改正）を否決
し、１件（幼稚園設置条例の一部改正）を修正議決しています。

　国の政策に関わる問題について、地方から意見書を提出していきます。また、全国市議
長会などの組織を通じて問題提起を行い、地方議会から国政に対して政策提言していきま
す。

　議会は、政策形成過程や政策の実施過程に多様な意見反映を行い、重要な意思決定を
行っています。本会議や常任委員会での審査などを通して、政策形成過程に議会意見を反
映させながら、予算、条例等の審議において最終的な意思決定を行っています。また、決
算審査を通じて事務事業評価を行うとともに、政策立案及び政策提言に取組み、新年度予
算編成期での意見反映を行っています。
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議会運営委員会所管分

場所又は団体 大分類 中分類 市民意見 議会としての考え方及び対応

センターちくさ 議会について 議員活動 一番身近な政治家としてがんばってほしい。

センターちくさ 議会について 議員活動 悩み、苦しみをもっと聴く取組を

センターちくさ 議会について 議員活動 議員一人ひとりが住民の間を歩いて、心の中を聴く時間は・・・

センターちくさ 議会について 議員活動
議員と市民の懇談機会を増やす（例、ふれあい喫茶へ出向
く・・）

山崎東中体育館 議会について 議員活動 個人でも議会報告会をして欲しい。

山崎東中体育館 議会について 議員活動 意見としては個人的な意見が多い。反対の人の声は大きい。

アンケート
消費者協会

議会について 議員活動
もっともっと一軒一軒回って（家庭訪問）して欲しい。みんなの
所に顔を出し本当の意味の意見を聞いてほしい。

センターちくさ 議会について 議員活動
議員は尊敬されないといけない。ボランティア的でもいいので
は。

センターいちのみや 議会について 議員活動 議員活動が市民に見えない。

防災センター 議会について 議員活動 議員に旧町意識がある

山崎東中体育館 議会について 議員活動 議員が何をしているのか解らない。

山崎東中体育館 議会について 議員活動 活動（個人、議会）の情報発信方法は

商工会館 議会について 議員活動 議員の活動情報の発信方法は

山崎東中体育館 議会について 議員活動
議員となって公約が実現したものがなければ、議員となった意味
がない。

商工会館 議会について 議員活動 仕事の内容を含めて、何をしているのかわからない

山南・波賀・一北 議会について 議員活動  議員になって良かった事、悪かったこと。

山南・波賀・一北 議会について 議員活動 選挙の公約は果たせたか？

山南・波賀・一北 議会について 議員活動 各議員の活動が見えない

センターちくさ 議会について 議員活動 議員は何をしているのかわからない。

消費者協会 議会について 議員活動
議員の働きが市民に見えない（選挙以外に会うことはほとんどな
い）

消費者協会 議会について 議員活動 議員は月にどのくらい仕事をしているのか。

アンケート
千種

議会について 議員活動
議員さんが視察に行かれる時は近くの市町でも良い所があるの
で、別に遠くに行く必要はないと思うがどうですか。

アンケート
一宮北

議会について 議員活動 議員さんが中心になって店でも作ってみてはどうですか

アンケート
消費者協会

議会について 議員活動
もっと市民に分かるようにして欲しい。自分の仕事を給料分働い
て欲しい。

山南・波賀・一北 議会について 議員活動
地域の議員でなく全体を視野に活動すべきではないのか。(地域と
議員の関係は)

消費者協会 議会について 議員活動 議員として初心は変わらず進んでいますか。

アンケート
消費者協会

議会について 議員活動 議員さん同士の連携を望む

センターちくさ 議会について 政務活動費
政務活動は遠くいかなくても近くでも先進地はたくさんある。
しっかり事前調査していってほしい。

センターちくさ 議会について 政務活動費 政務活動費は領収書を公開してほしい。

商工会館 議会について 政務活動費 政務活動費（調査費）はどの様な事に使えるのか

センターちくさ 議会について 定数・報酬 報酬を減らしては。

センターいちのみや 議会について 定数・報酬
市民が納得する活動が出来ていれば、定数や報酬は、問題になら
ない。

山崎東中体育館 議会について 定数・報酬 議員数は適正か。また、報酬は。

商工会館 議会について 定数・報酬 １８人はそもそも必要ですか、給料も含めて適正ですか

山南・波賀・一北 議会について 定数・報酬 報酬額が多すぎる。

山南・波賀・一北 議会について 定数・報酬 定数を削減すべきでは

消費者協会 議会について 定数・報酬 議員定数をどう思われるか。

消費者協会 議会について 定数・報酬
市は赤字が大きいと聞きます。議員の人数を削ることはできない
か。

　議会基本条例第4条に基づき、市民意見や要望等を的確に把握するとともに、一部団体
や特定地域の個別的事案の解決だけでなく、市民全体の福祉の向上をめざします。
　また、自己の能力を高めるため、不断の研さんに努め、調査研究、政策立案及び提案を
行い、市民意見を市政に反映させるよう努めます。さらに、議員の活動領域の拡大や専業
化並びに市民への説明責任を果たすよう取り組みます。なお、政務活動のＨＰ公開や報告
会など、議員・議会活動の見える化に努めます。

　視察（調査研究）のみではなく、それを通じて、政策立案等により市政に反映させるこ
とを目的に取組んでいます。また、政務活動全般に係る領収書のコピーについては、現
在、HPでの公開に向けて準備を進めています。

　議員定数については、平成28年12月議会において、議員提案により18名から16名と
しました。人口が宍粟市と同等の団体は16名としているところが多い状況ですが、本市
は他の団体に比べ面積が大きいため、他団体以上に議員が各地域の声を聞く努力を今まで
以上に行わなければならないと考えております。
　議員報酬は、民意を反映したものにすべきであるし、二元代表制の役割や議員の責務を
果たすなど、あるべき議員像という観点から決定されるべきと考えます。いずれにして
も、議会への評価が低い現状からの意見であると思えるため、市民の負託に応える議員・
議会となるよう努めていきます。
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