
 
     総務経済常任委員会所管分

日時 場所・団体 大分類 市民意見 議会としての考え方及び対応

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 子育て支援
市が主導になり、仕事を作っていってほしい。給与が安く
ても、子育て環境が充実していれば人は残る。

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少対策 子育て支援 女性（若い母親世代）の雇用

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 子育て支援 遊園地など子供たちが喜ぶ場所

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 子育て支援 イオンをもっと充実・近代化　遊べる所を作る

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 子育て支援
遊び場がない。赤穂の海浜公園等に子供を連れていくがお
金が流れてしまっている。

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 子育て支援
国見の森をもう少しPRして欲しい。子供の遊び場（カブ
トムシが取れるとかマツタケが取れる）等を充実させてほ
しい。

H29.11.21
センター
いちのみや

人口減少対策 移住の支援
他の自治体と同じことをしていてもだめ。差別化を図った
取り組みが必要。

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少対策 移住の支援
市外からの転入人口を増やすのはいいが、年齢層が高いの
は問題ではないのか

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少対策 移住の支援
移住に成功した事例報告会や体験学習会を開催し、移住定
住希望者の手助けや募集を行っては。

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少対策 移住の支援
早期退職しＵターン生活で、就農活動において生計を立
て、収入も充分あるとのこと、工夫と勉強、努力何よりや
る気があれば問題は解消できると思う。

H29.11,07 波賀市民局 人口減少対策 移住の支援
ふるさとに帰ってきた人に、良かったと思えるような補助
金等を増やしては。

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 移住の支援
移住促進をしているが、古民家は住宅ローンが受けられな
い。若い人を呼ぶには、市の後押しできる仕組みが必要。

H29.11,14 山崎東中学校 人口減少対策 移住の支援
若者の定住移住は困難である。退職後のUターン者に対す
るＵターン生活にもっと助成をできる施策。

H29.11,14 山崎東中学校 人口減少対策 移住の支援
移住促進事業に関して、移住者に対し福祉・医療・保育・
教育に対し積極的な助成を求める。

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少 移住の支援 空き家対策等の行政が本当に一元化されているか

h29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 移住の支援 空き家の対応や整備の促進

H29.11.09 商工会女性部 人口減少対策 移住の支援 空き家バンクの多様な利用方法の促進

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 移住の支援
情報発信が下手すぎる。もっとスピード感を持って対応し
てほしい。

h29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 移住の支援 空き家への移住のしやすさを簡略化

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 移住の支援 空き家を手放すことが出来ない人が多い。
   手放すことができない理由等を分析するなど調査研究を市へ求
めていきます。

h29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 移住の支援 田舎暮らしの良さをアピールできていない

H29.11.21
センター
いちのみや

人口減少対策 移住の支援 外からの移住者に対しての地域理解が必要。

H29.11.21
センター
いちのみや

人口減少対策 移住の支援
空家バンクの有効活用を。あわせて、田舎の人間関係の改
革も必要。

H29.11,14 山崎東中学校 人口減少対策 定住対策
自然人口増減現象等を具体的に示し、人口減少の実態を市
民へ認識してもらい、他市などの事例と合わせて示すべき
である。（おくやみ・出産）の開示

h29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 定住対策 人口を増やす施策か減少に対応する施策かわからない

h29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 定住対策 長期ビジョンがないから施策が後手に回っている

H29.11.21
センター
いちのみや

人口減少対策 定住対策
人口減少対策は、人口移動先・移動理由、また、帰ってこ
れない理由等を把握し、その対策を講じる必要がある。

H29.11.21
センター
いちのみや

人口減少対策 定住対策
人口減少対策といっても、一宮南北の自治会でも温度差が
ある。宍粟市内ではもっと温度差があり、同じ取り組みで
はなく、地域の状況にあった対策が必要。

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少 定住対策 人口減少を止めるのは無理だと思う

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少 定住対策 増える事はないと思います

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少 定住対策 人口をふやす事を行政として何かしているのか

H29.10.31 ちくさ 人口減少対策 定住対策
田舎に住むメリット：（千種は地震被害もなく、水害も少
ない）安全安心な町のアピールを。都会は便利であるが、
犯罪やいじめ等デメリットも大きい。

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少対策 定住対策
働く場所はあるが、都会への憧れが若年層にはあるのでは
ないか、進学等進路にも要因があるのでは。

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少対策 定住対策
多世代同居など、各家族の在り方を家族で話し合う機会を
多く持つことが必要ではないか。

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少対策 定住対策
親がとにかく元気で、家族・地域及び自然、財産を明るく
守ていることが子供が帰ってきてくれる唯一の方法と考え
る。

H29.11.07 波賀市民局 人口減少対策 定住対策

仕事が無いからというのはあまり大きい理由ではないので
はないか。若い人が住みやすい楽しく暮らせる環
境・・・。それは何か。色々な束縛を田舎らしさであると
こだわらず、改革していく必要がある。消防団の付き合
い、自治会の出役、隣保の付き合い　この辺を苦痛に感じ
る若者も多いはず。通勤できる環境でも転居したほうが
楽・・・みたい。

   空き家バンクの登録者を更に増やすと同時に今後の情報発信の
充実が肝要と考えます。

   移住者が地域に歓迎されることが最良です。更には、田舎暮ら
しの良さを広く発信できる様にする事が大切と考えます。

   今後はさらに細かな分析が必要と考えます。出来る限りの情報
収集を行い、その情報発信とともに対策を検討していく必要があ
ります。また、広い宍粟市にあって、当然ながら地域の温度差が
あるのも事実ですが、それぞれの地域の良さ、そして、住みやす
さを広くアピールするべきだと考えます。

   宍粟市に住むメリットとなる施策や子育て世代に向けた新たな
施策が必要と考えます。また、生活上の不便なところ、しづらい
ところなど時代に合った検討もすべき状況になっているのではな
いかと考えます。

   移住者の負担の軽減、移住後のサポートを行うと共に、移住の
事例やまちの魅力などを積極的に情報発信していくべきだと考え
ます。

小分類

   若い母親世代が仕事に就きやすい環境づくりと併せて認定こど
も園を含め、幼児教育・保育施設の充実を市へ強く提案していき
ます。

   子どもの遊び場の更なる充実を市へ提案していきます。また、
国見の森公園の有効活用を市へ提案していきます。

   宍粟市独特の支援策を模索する必要があり、議会としても調査
研究を行い、市へ提案していきます。
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H29.11,07 波賀市民局 人口減少対策 定住対策
定年後や子育てが終わったら、ふるさとに帰ってくるよう,
子供にも親が指導すべきでは。

H29.11,07 波賀市民局 人口減少対策 定住対策 同居をしない

H29.11,07 波賀市民局 人口減少対策 定住対策 宍粟市に住むメリットの施策が必要

H29.11,07 波賀市民局 人口減少対策 定住対策 家を守るという意識が低下してきている

H29.11,９ 商工会女性部 人口減少対策 定住対策
田舎の風習について子供たちに理解させることが大切であ
る。

H29.11.07 波賀市民局 人口減少対策 定住対策
消防団員の付き合いが負担で辛い。　報酬はどうなってい
るのか。　改善ができないのか。

H29.11,07 波賀市民局 人口減少対策 定住対策
若者が定住しないのは、近所付き合い等、風習的なものに
問題もあると思う。

H29.11.07 波賀市民局 人口減少対策 定住対策
今、住んでいる人こそを大切にする施策を。
定住者に就職祝金・結婚祝金を

H29.11.09 商工会女性部 人口減少対策 定住対策 若者に住んでもらうための補助金が必要

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少対策 定住対策 住宅補助金が少ない。

h29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 定住対策 若者が住むための補助金

H29.11,07 波賀市民局 人口減少対策 定住対策
企業誘致など地域的に難しい、今を元気に生き、家族、地
域を守る努力と施策が必要である。

H29.11,07 波賀市民局 人口減少対策 定住対策
宍粟に帰ってきても、生活できますというような、具体的
な支援体制を示して欲しい。

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少対策 定住対策 上下水道の新設料金が他の地域に比べ高い。

H29.11.09 商工会女性部 人口減少対策 定住対策 水道・下水道料金などの光熱費が高い

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 定住対策 水道料金が高い

H29.11,07 波賀市民局 人口減少対策 定住対策 賃金が低い

H29.11.07 センター三方 人口減少対策 定住対策 都会と比較して、給料が安い

H29.11,07 波賀市民局 人口減少対策 定住対策 生活費は割高

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少対策 定住対策
不憫な地域なのに土地が高い、アパート・ハイツの家賃も
高い。

H29.11.09 商工会女性部 人口減少対策 定住対策
市内で結婚しても、家賃が高く住みにくいといった理由
で、市外のハイツへ出てしまう

H29.10.31 センターちくさ 人口減少対策 定住対策

県道の速度制限５０㎞・４０㎞と変わり、スムーズに走行
できない。通勤に支障があり、（危険性のないところは）
速度制限を見直し、スムーズに通勤できるようにしてほし
い。

H29.10.31 センターちくさ 人口減少対策 定住対策
通勤者に対し、ガソリン代補助等の「おもいやり予算」
を。（定住につながる）

H29.10.31 センターちくさ 人口減少対策 定住対策
現行の通勤助成は、神戸方面であり実質的に山崎に住んで
いる者への助成となっている。

H29.10.31 センターちくさ 人口減少対策 定住対策 通勤者の声を聴く場を。

H29.11,07 波賀市民局 人口減少対策 定住対策 通勤時間に対する考え方の変化

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少対策 定住対策 交通機関がもっと充実させられれば。鉄道等。

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 定住対策 交通の便が悪い　電車が欲しい

H29.11.07 センター三方 人口減少対策 定住対策 道路網の整備が必要

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少対策 定住対策
除雪機が少なく、ちくさ高原に向かう道が整備されていな
い。姫路から来た人も帰ってしまう。

H29.11.09 商工会女性部 人口減少対策 定住対策 志引トンネルの早期着工を希望

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 定住対策
宍粟は29号線が命です。インフラ整備をしっかりしてほ
しい。

h29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 定住対策 下伊勢からのバイパスの延長が欲しい

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 定住対策
通勤・人の流れを作るためにも、トンネル・道路の整備を
県国に働き掛けて欲しい。

H29.11.09 商工会女性部 人口減少対策 定住対策 市職員がバスを率先して利用すべき

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 定住対策 公共交通の見直し　デマンド方式へ

H29.11.29 消費者協会 人口減少対策 定住対策
高齢者や障がい者で、バス停まで距離があり、バスを利用
したくてもできない方がある。乗りたくても乗れない人へ
の対策が必要

H29.11.29 消費者協会 人口減少対策 定住対策
公共交通で、バス停にイス等がない。高齢者や障がい者等
不便を感じている。

H29.11.29 消費者協会 人口減少対策 定住対策 職員も公共交通の利用を。ノーマイカーデイ等

H29.11.29 消費者協会 人口減少対策 定住対策
地域においては、バス路線を維持しようと（無理しても）
努力している自治会もある

   地域によって慣習的な違いもあるようで、改革すべき点、問題
点を若者世代の意見を聞くように努め、市へ提案していきます。

   住んでいる人を大切にした施策や若者の定住策、安心して暮ら
せるまちづくりを検討していきます。また、水道・下水道料金等
の低料金化など、住みやすいまちとしての環境整備を協議してい
きます。

   国道29号を期間として、インフラ整備は定住対策として重要で
す。通勤・人の流れを作るためにも、トンネル・道路の整備を国
県に働き掛けていきます。また、バス利用に際してバス停にイス
等がないなど、高齢者や障がい者等不便を感じておられます。市
へ提案すると共に、議員・職員も一体となってバス利用に心掛け
ていきます。
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H29.11.09 商工会女性部 人口減少対策 定住対策
人口減少やむを得ない。今住んでいる人を大切にする施策
を。

H29.11.14
城下ふれあいセン
ター

人口減少対策 定住対策
特に旧３町の減少をどう食い止めるか。若年層の流出対策
（住宅、教育保育）

H29.11.14
城下ふれあいセン
ター

人口減少対策 定住対策
同居家族が少ない。子供が少ない。宅地土地利用の検討
（圃場整備田の宅地化等。既存集落内は道路も狭く住環境
が悪い。）

H29.11.07 センター三方 人口減少対策 定住対策
Ａコープ閉店。地域には日用雑貨・食料品店がない。買い
物ができない。日常生活に支障がある。市は（Ａコープに
対し）支援できないのか？

H29.11.07 センター三方 人口減少対策 定住対策
大雪で除雪が大変だった。除雪機購入補助ではなく、市が
設置すべき。

H29.11.09 商工会女性部 人口減少対策 定住対策 定住の条件＝ネット環境整備・活用

H29.11.09 商工会女性部 人口減少対策 定住対策 インターネットを利用した買い物は、目が疲れる

H29.11,９ 商工会女性部 人口減少対策 定住対策
街灯が少なく危険な場所が多いようである。物理的にも明
るい街にしてほしい。

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 定住対策 コンビニを増やす・お店を増やしてほしい

h29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 定住対策 空き家の解体費用の補助金が必要

H29.11.21
センター
いちのみや

人口減少対策 定住対策
鹿などの対策。鹿が網にかかって死んでいた場合の処理方
法の対応について。

H29.11.21
センター
いちのみや

人口減少対策 定住対策 婚活をもっと活発にやれば

H29.11.09 商工会女性部 人口減少対策 定住対策 出会いの場所・機会が少ないわけではない

H29.11.07 波賀市民局 人口減少対策 定住対策 コミュニティが壊れている

H29.11.07 波賀市民局 人口減少対策 定住対策
地域が広すぎてまとまりがない。　集会をもつにしても
バラバラ

H29.11.07 波賀市民局 人口減少対策 定住対策 認め合う社会

H29.11.07 センター三方 人口減少対策 定住対策
自治会運営が成り立たなくなっていく。このような状況に
対し、市の対策は？

H29.11.07 センター三方 人口減少対策 定住対策
自治会財政も厳しい、補助金制度あるが、地元負担厳し
い。

H29.11.14
城下ふれあいセン
ター

人口減少対策 定住対策
活動の場所が公民館。公民館の機能が古く、使用できない
中活動している。（集会所施設老朽化⇒自治会財政脆弱⇒
建替え等できない（補助があってもできない））

H29.11.21
センター
いちのみや

人口減少対策 定住対策
道の駅やＪＡなどお一体になった整備をするものと思って
いた。示された整備内容は、公ばかりで、民が入っていな
い。民間も含めた賑わいづくりが必要ではないか。

H29.11.21
センター
いちのみや

人口減少対策 定住対策 一カ所に集めて、拠点機能を果たせる事ができるのか？

H29.11.29 消費者協会 人口減少対策 定住対策 しそうチャンネル加入普及のため、補助制度を

H29.11.29 消費者協会 人口減少対策 定住対策 しそうチャンネルが見られるようになればと思います。

H29.10.31 センターちくさ 人口減少対策 雇用対策 若者の働く場がない

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少対策 雇用対策
人口流出を止めるためには仕事をつくる事が大切だと思う
が、どうするか

H29.11.09 商工会女性部 人口減少対策 雇用対策 雇用の場が必要

H29.11,９ 商工会女性部 人口減少対策 雇用対策
地元で働けるよな環境と、家庭での話し合いが必要であ
る。

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 雇用対策 働く場をつくる！都市部からの移住策を検討

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少対策 雇用対策 企業誘致等（陸自駐屯地・刑務所）の誘致を進めてみては

H29.11.07 波賀市民局 人口減少対策 雇用対策 若者が働ける大きな会社を呼んでほしい

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 雇用対策 国会議員の力で企業を誘致する

h29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 雇用対策 工業団地がないから地場産業が育っていない

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少対策 雇用対策
林業や既存の産業以外に新しい産業の育成を図り将来性の
ある町に

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少対策 雇用対策
大学を卒業しても、宍粟市に戻ってきても何もメリットが
ない。

H29.11.07 センター三方 人口減少対策 雇用対策
働く場がない。（希望する職種がない。職業の選択肢が少
ない。）

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 雇用対策 交流人口を増やして職場を増やす

H29.11,14 山崎東中学校 人口減少対策 雇用対策
経営・生産等のリーダー養成が必要、また、積極的に掘り
起こすことが重要である。

H29.11.21
センター
いちのみや

人口減少対策 雇用対策

（例）徳島や北海道：ＩＴ企業の若い人たちが自然豊かな
地域に転入している。宍粟市も情報通信ネット整備されて
いる。他の自治体が取り組んでいないような取り組みが必
要。

   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
市へ提案していきます。
   なお、企業誘致の専門員が空席となっており、後任の早期採用
並びに専門的に取り組む職員の人材育成を求めていきます。

   補助制度を導入することについては、議論が必要になります。
なお、市内全域で加入ができますのでご検討ください。
   また、魅力ある番組づくりを市へ求めていきます。

   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。地域別の課題もあり、状況を注視し、市へ提言すると
ともに、その問題解決のための専門窓口の設置などを求めていき
ます。

   婚活イベントなど出逢いサポートの充実、成果を出すよう市へ
求めていきます。

   自治会運営の課題として、何らかの支援や運営の見直し検討が
必要となっていると認識しています。また、まちづくりの助成と
して、元気げんき大作戦事業がありますが、申請のハ－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を受けやすい制度
の創設を提案していきます。

   検討委員会の段階での住民意見を把握しきれていなかったとい
う指摘をしています。従来からの行政主導のまちづくりで人口減
少は止められません。行政・市民が一緒にまちを守って行く考え
方で事業を進めていくように市へ提案していきます。

3



 
     総務経済常任委員会所管分

日時 場所・団体 大分類 市民意見 議会としての考え方及び対応小分類

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少対策 雇用対策
宍粟材を使用した住宅の普及の為にも、補助金額をもっと
見直すか、また、お金が無理なら宍粟材を使ったテーブル
等を送ってはどうか？

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 雇用対策 廃校活用として　アスレチック　企業　ドローン

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 雇用対策 林業関係の仕事を増やす　告知不足だ

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 雇用対策 交流人口　キャンプサイト

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 雇用対策
市が商売をして外貨を　　例　キャンプ場の新設　宍粟牛
の売り込み

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少対策 雇用対策
商工会や各経営者団体ともっと話し合いなどあってもよい
のでは

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少対策 雇用対策 外貨（市外）の獲得方法がない。

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少対策 雇用対策 地域に元気がなく、自営業者が減少している。

H29.11.07 波賀市民局 人口減少対策 雇用対策 働きたい所が少ない・働く場所の条件を上げる

H29.11,07 波賀市民局 人口減少対策 雇用対策 市内で勤務先の確保

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 雇用対策
企業ＰＲは夏のイベントで合同（ブース）で、帰省客を対
象にする

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 雇用対策
市内で、お金が循環するよう。みんなが市内でお金を使う
仕組みを作って欲しい。

h29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 雇用対策 都市部との賃金格差の改善

h29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 雇用対策 地元企業と若者就労のマッチングを向上させる

H29.11.14
城下ふれあいセン
ター

人口減少対策 雇用対策
若者が地元もしくは近くの市町で仕事ができて、生活し結
婚できるような環境が必要

H29.11.14
城下ふれあいセン
ター

人口減少対策 雇用対策
企業誘致を求めても時代遅れ。もっと小さなことを積み上
げる方策を！

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少対策 まちの魅力 若い世代が町に誇りを持つような政策を

H29.11,07 波賀市民局 人口減少対策 まちの魅力
空き家が出来ないよう、市に頼るのではなく我々も考えて
いかなくてはならない。

H29.11,07 波賀市民局 人口減少対策 まちの魅力 学校の統廃合により住むには条件が悪化してきている

H29.11,07 波賀市民局 人口減少対策 まちの魅力 夢を持てる施策が必要

H29.11,07 波賀市民局 人口減少対策 まちの魅力 魅力がある地域になる施策が必要

H29.11.07 センター三方 人口減少対策 まちの魅力 （若い人）利便性を求め出ていく。

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少対策 まちの魅力
消防団員が減少し、高齢化が進んでいる。また地元企業に
勤めている若者も少なく、必要性に疑問を感じる。

H29.11.29 消費者協会 人口減少対策 まちの魅力
面積の広さや森林だけが自慢では意味がない。独自政策に
より自治体の優位性、独自色を出して欲しい。

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少対策 まちの魅力 もっと、イベント等をメディアに取り上げてもらいたい。

H29.11,９ 商工会女性部 人口減少対策 まちの魅力 最上山もみじ祭りをもっと宣伝、広報して欲しい。

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 まちの魅力
ＰＲ動画を作る（有名人を呼ぶ・プロ選手・芸能人・若者
に人気のユーチューバー）

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 まちの魅力 市外の人たちに宍粟ＰＲバスツアーをする

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 まちの魅力
綜合コンサルが市政のコンサルタントをする。市外に向け
たＰＲを。有名人を観光大使に。

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 まちの魅力
発酵のまち・しそうをアピールする活動をしているが、周
知が全くされていない。

H29.11.29 消費者協会 人口減少対策 まちの魅力

山崎町内は空き家が増えたが、1600年来の伝統ある城下
町です。歴史イベント等を開催し、住民一同が城下町を再
認識・学習することにより、魅力的な町であることを発信
する必要がある。都会にない自然に恵まれた癒しの町です
から、都会から移住して欲しい。

H29.11.09 商工会女性部 人口減少対策 まちの魅力 観光ステーションを宍粟の玄関口（山崎）に

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少対策 まちの魅力 森林セラピーの活用や運営に疑問を感じる。必要なのか？

H29.11.29 消費者協会 人口減少対策 まちの魅力
森林セラピー推進に専門的な人材を配置する必要がある。
（国見の森）職員異動で対応が弱い。観光との結びつきを
進めることが必要。

H29.11,９ 商工会女性部 人口減少 まちの魅力
宍粟観光めぐりツアーのような、宍粟の名所、旧所をア
ピールできるような宍粟を一周する観光事業を考えてはど
うか。

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少対策 まちの魅力 県下第二位の面積なのにフルマラソンが開催されない。

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少対策 まちの魅力 自然を生かしたスポーツ・アスレチック等の整備が必要。

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少対策 まちの魅力
メジャーなスポーツよりもマイナーなスケボー等の施設を
整備し、近隣からの人を呼び込む方法を。

   宍粟市にはたくさんの貴重な財産があり、事業所、地域との連
携をはかり、まちの魅力を伝えていけるように観光プラット
ファームの早期構築を市へ求めています。
   また、その中で観光ステーションを設置し、そこを拠点とした
宍粟市のＰＲに努める施策の推進を求めていきます。
   森林セラピー事業においては、専門職員の配置等も含め運営の
見直しを図るよう市へ求めていきます。

   市民の皆さんからのいろいろなアイデアを受けて、検討できる
システムができないか市へ提案していきます。

   企業誘致補助制度は、市内事業者の事業拡大などへの支援も含
まれています。また、しそうビジネスサポートを開催して市内の
企業の魅力を住民や学生にアピールすると共に、市内外の企業間
の交流を図りビジネスのマッチングや企業誘致につなげようとし
ています。
   引き続き市内企業の育成を提案していきます。

   人口減少対策に何が必要か精査し、実施可能な施策を市へ求め
ていきます。
   また、自助・共助・公助の精神が発揮できるような環境づくり
を市へ提案していきます。
   なお、消防団の皆さんには、消防本部だけでは対応できない部
分や地域防災・安全のためにご尽力いただいております。

   宍粟市には、貴重な自然・歴史があります。まちの魅力を発信
し、交流人口の増大を図り、人口減少対策に結びつくような施策
の推進を市へ提言していきます。

   スポーツ立市をめざし、事業を実施しています。スポーツを通
じた魅力あるまちづくりに資する施策を市へ提案していきます。
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     総務経済常任委員会所管分

日時 場所・団体 大分類 市民意見 議会としての考え方及び対応小分類

H29.11.09 商工会女性部 人口減少対策 まちの魅力 統廃合施設の活用

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 まちの魅力 宍粟を自然が魅力の名所にする。　廃校を宿として使う。

H29.11.09 商工会女性部 人口減少対策 まちの魅力 廃校に音楽活動　活発・活躍・発表の場

H29.11,14 山崎東中学校 人口減少対策 まちの魅力
公共施設の有効利用をもっと市民挙げて考える必要があ
る。公共施設は必要性があって設置されたもので、必ず利
用方法が見つかるはずだと思う。

H29.11,07 波賀市民局 人口減少対策 まちの魅力
祭や運動会等、自治会行事において、市外在住者で地元出
身者に参加の呼びかけをしている。

H29.11,07 波賀市民局 人口減少対策 まちの魅力 地元の仲間意識が薄れてきている

H29.11.29 消費者協会 人口減少対策 まちの魅力
げんきげんき大作戦補助制度、使い勝手が悪い。活用でき
る制度に

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 まちの魅力 成人式実行委員会　（加東市）

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 まちの魅力 高校生にも意見を聞く

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

女性高齢者の輝く
場

女性の社会参加 なぜ女性議員が少ないんでしょうか

H29.11.14
城下ふれあいセン
ター

女性高齢者の輝く
場

女性の社会参加
主体的に活動できる場の設定（女性が地域等で活躍できる
場）

H29.11.21
センター
いちのみや

女性高齢者の輝く
場

女性の社会参加
女性が参加して、女性から意見を貰える会を持たなけれ
ば、女性の意見がないのでは。

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

女性高齢者の輝く
場

女性の社会参加 女性が輝く宍粟市であれば人口は増えていると思う

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

女性高齢者の輝く
場

女性の社会参加
自治会、個々単位で女性・高齢者をリーダとした事業を考
案し、表に出る場を作る。

H29.11.09 商工会女性部
女性高齢者の輝く
場

女性の社会参加 晩婚化・未婚率高い　社会進出・子育て不安

H29.11,９ 商工会女性部
女性高齢者の輝く
場

女性の社会参加 コミュニティーの場をもっと活発に開いてほしい

H29.11.14
城下ふれあいセン
ター

女性高齢者の輝く
場

女性の社会参加
今年度で婦人会が無くなる。今後の取り組みを検討中であ
る（ボランティア等活動してくれる人の減少）

H29.11.09 商工会女性部
女性高齢者の輝く
場

女性の社会参加
しそスイーツの補助金は継続してほしい。プロにプロ
デュースを依頼してはどうか。

H29.11.09 商工会女性部
女性高齢者の輝く
場

女性の社会参加
高齢者の希望として野菜を販売できる場所・八千代マイス
ターのように女性や高齢者が希望を持てる事業をしてほし
い。

H29.11.09 商工会女性部 その他 市政の進め方 窓口対応の育成

H29.11,９ 商工会女性部 その他 市政の進め方
市民局窓口で、事業に対し問い合わせしたが、担当職員が
知らなかった。

H29.11.09 商工会女性部 その他 市政の進め方
助成金事業の窓口・どんな事業があるのかわからない。ど
の窓口に尋ねてもわかるようにしておいて惜しい。たらい
回しにしないで。特に福祉課は包括的な案内が欲しい。

H29.11.07 波賀市民局 その他 市政の進め方 自治体間競争では少しでも勝ち組となる必要がある

H29.11,14 山崎東中学校 その他 市政の進め方
抽象的な施策ではなく、もっと絞り込んで具体的な施策を
考えて欲しい。少しかっこよく過ぎる、市民にはわかりに
くい施策が多いい。

H29.11,14 山崎東中学校 その他 市政の進め方 市民にわかる、具体的で達成しやすい施策実施を望む。

H29.11,14 山崎東中学校 その他 市政の進め方
施策方針には、これは無理だと思われる、わかりにくい計
画がある、もっとわかる計画を示してほしい。

H29.11,07 波賀市民局 その他 市政の進め方
地域としても、考え方を変える必要があり、自分たちにも
問題があるのではないか。

   共同参画の考え方に立って、市民意見を充分取り入れながら、
地域・家庭に支援が届くよう市へ提案していきます。

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

その他 市政の進め方 ４～５年先を見据えた慎重な予算運営をして下さい。
   厳しい財政の中でも、将来を見据えた効果的な予算運営を市へ
提案していきます。

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

その他 市政の進め方 都市計画税の問題を聞いたが、内容を詳しく知りたい
   現在、都市計画税については、市職員による専門チームを設け
て問題等について検討しています。

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

その他 市政の進め方 入札に入れない。市外業者が多い。
   入札制度は、市内調達を原則として行われております。工種・
規模等によっては、競争性を担保する上で地域業者限定とならな
い場合があります。今後とも調査・研究していきます。

H29.11.07 波賀市民局 その他 市政の進め方
地域おこし協力隊の報告は、担当地域の住民に直接すべ
き。

   地域に根差した活動を推進して頂いており、多くの方に活動内
容が知ってもらえるように市へ提案していきます。

H29.11.14 山崎東中学校 その他 市政の進め方
水道代・税金が高い。滞納者がたくさんいるのに、真面目
に払うのが馬鹿らしい。

   引き続き滞納がなくなるように市へ求めていきます。

H29.11,07 波賀市民局 その他 農林業対策
宍粟市または、町単位で取り組むような、農産物の生産工
程・販路を具体的に取り組んで欲しい。

H29.11,07 波賀市民局 その他 農林業対策
地域において営農活動をもっと進めるべきである。それ
が、雇用にも繋がると思う。

H29.11,07 波賀市民局 その他 農林業対策
特区を作り、農業の活性化を図るようなことを考えるべき
である。個々ではなく集団への転換、皆でやるような施策
作り。

h29.11.14 山崎東中学校 その他 農林業対策 田畑を維持するための施策

   公共施設の跡地活用については、市民の意見を積極的に聞き入
れ、継続利用できるよう地域全体の問題として取り組む必要があ
ると考えます。早期活用を市へ求めていきます。

   市外在住者や地域若者世代の声が市政に反映できるシステムづ
くりを市へ提言していきます。各活動に必要な補助金等について
誰もが利用しやすい制度と申請の簡素化、事例紹介を交えた制度
周知及び書類作成のサポートなどの取り組み支援の充実を求めま
す。

   若者の参画は市の活性化には必要不可欠な存在と考えます。若
者が元気に暮らせるためのまちづくり施策を、補助金等も効果的
に活用しながら、更には地域の結びつきを大事にする施策を調査
研究し、市へ提案していきます。

   男女共同参画の観点から、今まで以上に女性・高齢者が地域・
職場で活躍できる環境整備の推進を市へ求めていきます。また、
その支援策を研究し、提案していきます。

   女性等団体に対する活動支援、補助制度が創設されています。
活動計画等がありましたら市へご相談いただければと思います。

   窓口対応は市民の側に立った、ワンストップサービスを求めて
います。
   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丁寧な対応を市へ求めていきます。

   様々な意見を集約し、市民に解かりやすく効果的な施策をス
ピード感をもって推進し、達成されるように市へ求めていきま
す。

   農業の活性化は宍粟市にとっても必要不可欠と考えます。地域
等に適した農業や農産物を調査研究していきます。
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     総務経済常任委員会所管分

日時 場所・団体 大分類 市民意見 議会としての考え方及び対応小分類

H29.11.14 山崎東中学校 その他 農林業対策 宍粟市の有名な物をブランド化する　牛・鹿・米

H29.11.21
センター
いちのみや

その他 農林業対策
農産物も他にない特化した特産物の生産が必要。（例）三
尺きゅーりなど

H29.11.29 消費者協会 その他 農林業対策
田畑の有効活用として、米の現物提供（市又は農協が買い
上げる。そして、現金化して難民対策をする。）など

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

その他 農林業対策 農地は出来る人にお願いしたい。

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

その他 農林業対策
農家が減り、放棄田が増えている。ただ、農作物は買った
方が安い。自分たちの代では、農業は考えられない。

H29.11.14 山崎東中学校 その他 農林業対策
貸農地事業を展開する（三田市）放棄地を都市住民に貸し
出す

h29.11.14 山崎東中学校 その他 農林業対策 荒廃地を復帰させる施策

H29.11,14 山崎東中学校 その他 農林業対策
林業特区を真剣に考えること、宍粟の生き残る道はこれし
かない。森林大学も誘致したことだから。

H29.11.14
城下ふれあいセン
ター

その他 農林業対策 山林、耕作放棄田、空き家対策を早急に

H29.11.21
センター
いちのみや

その他 農林業対策 林業も安定した採算の取れる事業としては難しい。

   荒廃農地の再生に対しての補助施策はありますが、依然として
放棄地は拡大しています。農作物の市内循環の持つ重要性を、行
政、市民のみなさんと共に考え進めて行く事が必要だと考えま
す。

   林業特区は理想だと考えます。耕作放棄田と山林とを単純にひ
とくくりには出来ませんが、状況に応じた管理・保全を進めなけ
れば荒廃が止められないと考えます。また、自伐型の林業者の育
成等も含め、調査・研究し就農支援策を市へ提案していきます。

   地域ブランド・特産品の取り組みは必要と考えます。専門部署
を設けるよう提案すると同時に、議会でも調査研究を行い、市へ
提案していきます。
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日時 場所・団体 大分類 市民意見 議会としての考え方及び対応

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少対策 子育て支援 保育料の軽減。

H29.11.07 波賀市民局 人口減少対策 子育て支援 保育料の軽減により女性の活躍を

H29.11.09 商工会女性部 人口減少対策 子育て支援 給食費の無料化の実現に向けて

H29.11.07 波賀市民局 人口減少対策 子育て支援
子育ての環境づくり　機会均等法　未婚　少子化対策
０～１８才の負担をゼロに

H29.11.09 商工会女性部 人口減少対策 子育て支援 結婚や出産の御祝金の交付が必要

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 子育て支援
子育て支援の充実。教育費にお金が掛りすぎる。制服等の補助
があればありがたい。

H29.11.09 商工会女性部 人口減少対策 子育て支援
小児科が少ない　総合病院は平日の午前中だけ。　小児科専門
医の誘致を。

H29.11.14
城下ふれあいセ
ンター

人口減少対策 子育て支援
産婦人科が近隣で評判。遠くからでも来られる。赤ちゃんから
子育てのまちへ何か転換できないか

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少対策 子育て支援 総合病院の救急体制の充実。現状対応してくれない。

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

人口減少対策 子育て支援 総合病院の先生の充実。医師不足。

H29.11.09 商工会女性部 人口減少対策 子育て支援 戸原地区に学童保育所がない

H29.11.21
センター
いちのみや

人口減少対策 子育て支援 子ども園の話が進まない。来春には幼稚園が合併するのに。

h29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 定住対策 通学を安全確保
   通学時の安全確保は重要です。これまでも関係機関と協議を進め、通学路交通安全対策
を順次実施していますが、具体的な場所等があれば連絡願います。

H29.11.07 波賀市民局 人口減少対策 定住対策 年金生活者の生活は大変です。

H29.11.14
城下ふれあいセ
ンター

人口減少対策 定住対策 一人暮らしへの対応

H29.11.29 消費者協会 人口減少対策 定住対策
高齢者や障がい者等、買い物やゴミ出しに苦労されている。対
策が必要

H29.11.29 消費者協会 人口減少対策 定住対策
（例）ゴミ出し支援、認知症の人への支援ボランティアにポイ
ント制度創設し、支援体制の充実を図ることも必要。

H29.11.09 商工会女性部 人口減少対策 定住対策 高齢者化対策として、移動販売車　宅配システムを    買い物支援について提案要望します。

H29.11.09 商工会女性部 人口減少対策 まちの魅力 中学・高校から市外へ出てしまう。

H29.11.14 山崎東中学校 人口減少対策 まちの魅力 もっと、特色のある学校つくりをして欲しい。

H29.11.29 消費者協会 人口減少対策 まちの魅力
市立図書館の近代化、博物館、美術館、資料館の集約化、音楽
協会の新設など

   市立図書館の建て替えを提案しています。
   また、社会教育施設・文化芸術施設等公共施設の再編等、魅力あるまちづくりについ
て、市に提案します。

H29.11.09 商工会女性部 人口減少対策 まちの魅力 幼稚園や保育園等でボランティアの受け入れ促進

H29.11.09 商工会女性部 人口減少対策 まちの魅力 ボランティア団体の結成や育成が必要

H29.11.07 波賀市民局
女性高齢者の輝く
場

高齢者の社会参加
老人会加入年齢を70才に。それまではもっと現役で頑張っても
らう。

H29.11.07 波賀市民局
女性高齢者の輝く
場

高齢者の社会参加
波賀町時代、高齢者は温泉入浴料が無料であった。　老人が外
出する機会が、消費する機会につながっていたと思う。

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

女性高齢者の輝く
場

高齢者の社会参加 シルバー人材の募集の強化。

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

女性高齢者の輝く
場

高齢者の社会参加
【シルバー雇用について】登録していても仕事がないと聞いた
が、具体的にどんな対策を

H29.11.07 波賀市民局
女性高齢者の輝く
場 高齢者の社会参加 高齢者の出番を作る

H29.11.09 商工会女性部
女性高齢者の輝く
場 高齢者の社会参加

高齢化率５０％を超える本町では、初めてのふれあい喫茶を開
催したら、とても好評だった

H29.11.14 山崎東中学校
女性高齢者の輝く
場 高齢者の社会参加

田舎らしいネットワークを活かし、高齢者とのコミュニケー
ションをとり、高齢者が働きやすくする

H29.11.21
センター
いちのみや

女性高齢者の輝く
場

高齢者の社会参加
各地が寂れて行っている。ふれあい喫茶に参加して大変良かっ
た。各自治会間交流が広がれば。

   意欲と能力に応じた就業機会の確保や、健康づくり、生涯学習、老人クラブ等、高齢者
の社会参加の機会充実について、提案します。
できる限り、住み慣れた地域で安心して暮らし、健康で生きがいをもって暮らせるまちづ
くりを目指し、議会としても取り組んでいきます。

   子育てにかかる経済的負担の軽減は、重要な課題であります。
   保育所保育料については、これまでも、市独自に国の基準より軽減した保育料としてい
ます。国においては、幼児教育・保育の無償化を検討しており、国の動きを見極めなが
ら、経済的負担の軽減について市と協議、提案していきます。
   なお、学校給食費については、平成30年度から、多子世帯への支援として、第3子以降
の給食費の無償化を提案し、実施する方向で進んでいます。
   今後とも、子育てしやすい環境整備に努めます。

   子育て支援は、最重要課題の一つとして、その充実を図っているところです。祝金の給
付についても、議会で提案されているところですあが、今は、妊娠前から子育て期にわた
る切れ目のない支援を提供することを重点に、子育て世代包括支援事業の充実に取り組ん
でいます。
   今後とも、市民の皆様のご意見を聞きながら、切れ目のない支援を図っていきます。

   多くのボランティア団体が地域活動に取り組んでおられる。今後とも、団体の結成や育
成及び活動に対する支援を市に要望・提案します。

   高齢者の一人暮らし、高齢夫婦世帯が増加し、買い物やゴミ出し等日常生活に支援が必
要な状況であり、支援体制の整備について提案しているところです。
   いずれにしても、できる限り、住み慣れた地域で安心して暮らし、健康で生きがいを
もって暮らせるまちづくりを目指し、議会としても取り組んでいきます。

   地域との協働による学校づくりや小中一貫教育、高校との連携等特色ある取り組みを
行っており、今後とも、市外からも宍粟市で学びたいと思ってもらえる教育環境について
提案要望します。

   意欲と能力に応じた就業機会の確保や、健康づくり、生涯学習、老人クラブ等、高齢者
の社会参加の機会充実について、提案します。
   温泉入浴料については、各施設で創意工夫した取り組みがされていますので、公共交通
機関を利用するなど、ご利用願います。

   シルバー人材センターは、高齢者の意欲と能力に応じた就業機会の確保に取り組んでお
り、今後とも、会員の確保と業務拡大に向けた取り組みの推進を、市の担当部局を通じ要
望します。

文教民生常任委員会所管分

小分類

   宍粟総合病院は、宍粟市民の命と健康を守る中核病院であるとともに、西播磨・中播磨
圏域北部の中核病院としての役割を担っています。
   これまでも、医師や看護師の確保に市とともに努めてきましたが、医療体制の充実の向
けて、引き続き、市とともに、医師・看護師の確保に努めます。

   幼保一元化については、保護者・地域で十分協議を重ねていただき、その結果を尊重し
たいと思います。
   学童保育については、拡充に向けてさらに提案していきます。戸原地区に学童保育所は
ありませんが、城下小学校の学童保育所に預けていただくことができます。
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日時 場所・団体 大分類 市民意見 議会としての考え方及び対応

H29.11.14 山崎東中学校 議会の役割 広報・広聴 議会が何をしているのかわからない。

H29.11.14 山崎東中学校 議会の役割 広報・広聴 開かれた議会にして欲しい。

H29.11.21
センター
いちのみや

議会の役割 広報・広聴 見える議会をアピールして欲しい。

H29.11.29 消費者協会 議会の役割 広報・広聴 私自身ももっと情報を聞く努力をしようと思いました。

H29.11.21
センター
いちのみや

議会の役割 広報・広聴 議会だよりの他に議会の様子を見る機会が少ない。

H29.11.14 山崎東中学校 議会の役割 広報・広聴 テレビ中継は、答弁者・質問者だけでなく、全体をうつして欲しい。

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

その他 広報・広聴 SNSの活用。メディアへの露出を高めてほしい。

H29.11,07 波賀市民局 行政機能 議会報告会
行政懇談会等において、発言しても具体的な反応がない、キャッチボー
ルができる内容にして欲しい。

H29.11.14
城下ふれあいセ
ンター

議会の役割 議会報告会 昨年の意見をどう反映できたか？（国見の森の環境整備など）

H29.11.07 センター三方 議会の役割 議会報告会 昨年もこの席で意見を出したが回答がない。

H29.11.14
城下ふれあいセ
ンター

議会の役割 議会報告会
結果の反映がみえない。努力の経過等も含め報告し、また議論すべき。
市民のための行政を目指して！！

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

議会の役割 議会報告会
消防団・子供会等各種団体へもっと積極的に呼びかけて欲しい。責任出
席も考えては。

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

議会の役割 議会報告会
議会報告の在り方で、若者世代・子育て世代等参加し易い方法を考えて
欲しい。

H29.11.14 山崎東中学校 議会の役割 広報・広聴 もっと若い世代の意見を聞く活動をして欲しい。

H29.11.14 山崎東中学校 議会の役割 議会報告会 これからは、若者の意見を聞く場を増やすべき。（60歳代男性より）

H29.11.21
センター
いちのみや

議会の役割 議会報告会
懇談会の人集めは、組織を活用すべき。（広報のみでは無理がある）集
まれば、意見も増える。

H29.11.14
城下ふれあいセ
ンター

議会の役割 議員活動 懇談形式を変更すること。

H29.11.14
城下ふれあいセ
ンター

議会の役割 議会報告会
ワークショップ形式では参加者は限定した市民になるのではないか。
（意見交換の場を持つ意義は認めるが）

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

議会の役割 議会報告会 今回のような活動の機会をもっと増やせる事ができないのか

H29.11.07 波賀市民局 議会の役割 議会報告会
このワークショップでは問題解決はできない。テーマを絞り、皆で課題
を出しあい、それを解決する方法を予算を含めて議論をすべき。

H29.11.14
城下ふれあいセ
ンター

議会の役割 議会報告会 紙ベースでは伝わらない

H29.11.09 商工会女性部 議会の役割 議会報告会
各議員さんは、いろいろと考えておられること。意見を大切にしようと
してることが良く解りました。

H29.11.09 商工会女性部 議会の役割 議会報告会 意見を出す場所をや機会を提供して欲しい

H29.11.14 山崎東中学校 議会の役割 議会報告会 昨年に比べ多くの参加者があったので良かった。

H29.11.21
センター
いちのみや

議会の役割 議会報告会 このようなスタイルは良いが参加者が多くなるように努力を求む。

H29.11.29 消費者協会 議会の役割 議会報告会
貴重な時間を過ごさせていただきました。議員さんと話す機会がないの
で、本当に良かった。

H29.11.29 消費者協会 議会の役割 議会報告会 またこの様な機会を作って欲しい。

H29.11.29 消費者協会 議会の役割 議会報告会 このような機会を増やして欲しい。

H29.11.29 消費者協会 議会の役割 議会報告会
議員とのふれあいがもっとあれば良い。議員一人ひとりが何をされてい
るか分かるといいな。

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

その他 市政の進め方 行政の行っている施策をもっとわかりやすくできないのか

H29.11.14 山崎東中学校 その他 市政の進め方
市内にいろんな団体がありすぎる。バラバラで活動・広報するのではな
く、もっと予算集約して効果的に活動できるようにした方がよい。

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

その他 市政の進め方 どんな施策を現在しているのか具体的に

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

その他 市政の進め方 市の対策を教えてほしい

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

その他 市政の進め方 お金の使い道　わかりにくいです

H29.11,９ 商工会女性部 その他 市政の進め方 添付されているような、補助事業の一覧表はどこに掲載されているのか

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

その他 市政の進め方
助成金・補助金制度を知らない人が多く、知っている人だけが得をして
いる。周知が上手くできていない。

H29.11.09 商工会女性部 その他 市政の進め方 子育て・雇用・補助金などの情報が、必要な人に届いていない。

  議会としても出来る限りの情報発信に努めます。また、具体的な
行政施策や補助金事業の一覧などは、HPで見ることが出来ます。
  なお、補助金一覧など幅広い市民の皆様に知っていただかなけれ
ばならない情報は、議会報告会などあらゆる機会を通じ提供して
いきます。

  見やすい議会中継やＳＮＳの活用については、今後も研究してい
きます。

  いただいた意見（国見の森の整備など）については、一般質問等
で提案していますが、実現に至っておりません。また、個別の提
案に対する回答を行うことは、難しい状況ですが、懇談会等を通
じて積み上げていくことが大切であると考えております。

  対象団体を絞った参加依頼や一定の地域を対象とした懇談会を検
討します。また、議会としては、特定のテーマについて、議員が
地域等に出向く「おでかけ市議会」も活用しながら、より多くの
市民の皆様の声に耳を傾ける「身近な市議会」を目指していきま
す。
  なお、懇談の形式については、小グループでの意見交換の良さを
生かしながら、より多くの人が参加しやすいスタイルを考えてい
きます。

広報広聴常任委員会所管分

小分類

  市の意思決定機関と行政のチェック機関としての役割を議会だよ
りやHP、更には議会報告会などを通じて、市民の皆さんに解りや
すくお知らせしていきます。

  「議会だより」「ホームページ」「議会報告会」「おでかけ市議
会」をより充実させ、積極的な情報発信に努めていきます。
  また、議会では一般質問等を通じ、団体間の連携と行政との協働
の推進を提言しており、今後も引続きより効果的な施策を検討し
ていきます。
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日時 場所・団体 大分類 市民意見 議会としての考え方及び対応

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

議会の役割 議会の機能強化 議員の定数は適正なのか。
   現在の定数「16人」については、市域の広さを考えると、これ以上
の削減は難しいと思います。

H29.11.09 商工会女性部 議会の役割 議員活動 議員報酬をカットすべき。
   議員報酬の額については、特別職報酬等審議会の意見を尊重してい
ます。今後とも、市民の負託に応えられる議会及び議員の役割を果た
していきます。

H29.11.09 商工会女性部 議会の役割 議員活動 議員がバスを率先して利用すべき。    全議員に積極的な利用を促します。

H29.10.31 センターちくさ 議会の役割 議員活動
我々の代表は議員。市民の意見を把握し、市政に反
映してほしい。

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

議会の役割 議員活動
議会中の仕事はわかるが、それ以外の仕事が見えな
い。

H29.11.07 センター三方 議会の役割 議員活動 非常に厳しい現状を市・議員は把握しているのか。

H29.11.07 センター三方 議会の役割 議員活動
当然のことではあるが、住民の代表という意識を常
に心がけていただきたい。

H29.11.14
城下ふれあいセン
ター

議会の役割 議員活動 議員さん個人の個性を発揮してほしい。

H29.11.14 山崎東中学校 議会の役割 議会の機能強化
一般質問に継続性を持ち、行政が動くまで根気よく
続けて欲しい。

   実現するまで根気よく取組み政策提言に繋げます。

H29.10.31 センターちくさ 議会の役割 議会の機能強化 議会は市に対して政策提言できているのか。

H29.11,07 波賀市民局 議会の役割 議会の機能強化
議会質問の在り方をもっと考えて欲しい。政策提言
を具体的にしてほしい。

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

議会の役割 議会の機能強化
地域の経営者として、議会・行政の機能強化をお願
いしたい。

H29.11.21
センター
いちのみや

議会の役割 議会の機能強化
市民の意見・要望等をできるだけスムーズに吸い上
げて欲しい。自分自身も議会に関心を持ちたい。

H29.11.21
センター
いちのみや

議会の役割 議会の機能強化
市民の声を受け、どう行動し、どう実現している
か。前進している姿を見せて行く必要がある。

H29.11.29 消費者協会 議会の役割 議会の機能強化
我われ市民も地域活性化のために一丸となって進め
ていくので、市議会の力をお借りしたい。

H29.11.29 消費者協会 議会の役割 議会の機能強化
市民こそ主人公です。希望の持てる宍粟市を一緒に
築けるようお願いします。

H29.10.31
市役所
(山西中校区）

議会の役割 議会の機能強化 市民に近い議会であって欲しい。

H29.11.09 商工会女性部 議会の役割 議会の機能強化 市民が暮らしやすい宍粟市が続くことを望む。

H29.11,07 波賀市民局 議会の役割 議会の機能強化   もっともっと地域に密着した提案をして欲しい。

H29.11.09 商工会女性部 議会の役割 議会の機能強化
広い面積の中、山崎だけでなく、一宮・波賀・千種
などはば広い目で見て活動して欲しい。

H29.11,９ 商工会女性部 議会の役割 議会の機能強化
宍粟市全体を状況や実態について見て回って欲し
い。

H29.11.14 山崎東中学校 議会の役割 議会の機能強化
住民の願いや要望等、しっかりと声を聞いて、議会
で議論していただきたい。

H29.11,14 山崎東中学校 議会の役割 議会の機能強化
もっと開かれた議会に。若者や子供、女性、高齢
者、全てにおいて明るくなるよう実践して欲しい。

h29.11.14 山崎東中学校 議会の役割 議会の機能強化 市民の暮らしに寄り添った議会を望む。

議会運営委員会所管分

   議会活動や行政情報を積極的に発信すると共に若者や子育て世代、
高齢者などの多様な意見の聴取に努めます。また、それぞれの地域の
特性を踏まえたまちづくりを進めるよう努力していきます。

小分類

   議員の責務として市民の意見を把握し、市政に反映する努力をして
いきます。また、委員会活動や政務活動を見える化するよう努めると
共に議員個人の活動も活発化していきます。

  住んで良かったというまちづくりは、市民と一体となって達成でき
るものと考えています。そのため、議会報告会などでいただいた市民
の意見・提言を一般質問や常任委員会での調査・政策研究会活動等に
活かし、政策提言・政策条例の制定に努めます。
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