平成２５年度
番号 地区名

項

目

真庭市議会地域報告会で出された意見・提言取り纏め表
出された意見・提言等

回

答

議会運営委員会の方針

風の家の野菜売り場が手ぜまになった、競争力を上げる意
地域の課題に
拡張について協議していない。蒜山振興局、産 産業建設常任委員会で
味でもリニュアールを考えていただきたい。野菜売り場の
ついて
業建設委員会に持ち帰り協議させてください。
調査研究する。
拡張を。

1

川上地域

2

グリーンピア蒜山の総会で議決をされて、市の
風の家の野菜売り場の意見が出たが、真庭市も財政が厳し 執行部と十分協議されることが重要である。議
地域の課題に
川上地域
く先に進まない。グリーンピア蒜山の内部留保資金の活用 案として出されたら産業建設委員会で議論しま
ついて
により、施設整備が早くできないか。
す。まずは総会でご議論を賜りたいと思いま
す。

回答済み

3

川上地域

風の家ですが、一生懸命に生産し出荷しても、風の家とい
地域の課題に
うくらい風が強く、野菜がしおれ商品価値が下がる。今後 議案として出されたら、調査する必要がある。
ついて
の課題で、施設改善努力したいので宜しくお願いします。

回答済み

4

指定管理について、太田市長は、４０億円の地
方交付税が少なくなり、危機感を持っておら
れ、費用対効果をよく言われる。施設には設立
議会の方は、指定管理者制度、第３セクターのあり方につ 目的もあり、費用対効果だけでははかれない。
指定管理制度
川上地域
いて、将来像をどう考えているか。どういう姿を求めてい 色んな方面から今後しっかりと考えて議論を深
について
るのか。方向性を聞きたい。
めます。指定管理だけではなく、市長は公の施
設をゼロベースから見直し、廃止、統廃合、民
間譲渡、指定管理、管理委託等、もう１回よく
見直すと言われている。今後の動きがある。

回答済み

5

河川の堆積土砂は、県にむずかしい要望をする
が、産業建設委員会で検討するので持ち帰りま
す。それから三平山林道については、蒜山振興
局、農林土木課で早く発注できるよう持ち帰っ
河川の管理、林道の山崩れで道が通れない、観光にも支障
災害復旧につ
て執行部へ要望する。 災害復旧については、
川上地域
が起きて困る現状である。改善してほしい。どういう手続
いて
市の関係で６億円付けて頂き、県・国について
きが必要なのか。上に届ける方法があるのかないのか。
は約７億円の予算を付けました。浚渫も県と協
議中であり、県に強く要望している。市は予算
を付けたので、執行部が優先順位を決めて発注
していく。

回答済み

6

酪農経営をしている３０ｈａのうち、現在１５ｈａを真庭
市の土地を借上げし耕作している。厳しい経営をしてお
蒜山振興局とも協議し、産業建設委員会で勉
り、賃料を１０００円でも値下げして頂きたい。又、堆肥
産業建設常任委員会で
川上地域 酪農について
強、検討する。その後回答したいので時間が必
センターの運営と草地利用料を別に考えて頂きたい。酪農
調査研究する。
要。
は蒜山の景観・観光資源に大きく貢献してきている。借地
料の配慮をして頂きたい。

1 ページ

番号 地区名

項

目

出された意見・提言等

回

答

議会運営委員会の方針

7

災害復旧で優先順位があるが、いつ頃復旧できるのか、回
災害復旧につ 答がなく返事がなく不安である。我々は知りたい。又、山 産業建設委員会に持ち帰り、引き続き検討す
川上地域
いて
林、農地、川、3〜4カ所が雨のため山崩れして、畑に石が る。
入り耕作不能である。様子を知らせてほしいので回答を。

8

旧川上村のバイパス付近の集落ですが、集落の土地につい
議会に議案として提出されていない。旧川上村
地域の課題に て、国調が終わっているが登記ができていない。蒜山振興
総務常任委員会で調査
川上地域
の対応を聞き検討する。議会としても勉強す
ついて
局から無理だと聞いている。集落の土地であり、議会の理
研究する。
る。
解をお願いしたい。

9

川上地域

除雪の関係でお願いがある。一夜にして２階まで雪が降り
豪雪対策につ
除雪については執行部共々、肝に命じている。
つもり、ひどい状況である。住民の足の確保、除雪対策を
いて
産業建設委員会で執行部にお願いする。
宜しくお願い致します。

回答済み

10

現在、防災計画を見直している。南海地震より
鳥取の活断層の部分、島根原発の問題もあり、
現在協議中である。今年度中には新たな防災計
防災計画につ 防災について、山津波等が心配である。危機管理の指針を
川上地域
画が出される予定。近いうちに発表出来るもの
いて
出していただきたい。島根原発も気になっている。
である。原発については島根県の周辺の３市く
らいしか適用範囲に入っておらず、大きな意味
で国レベルでは、岡山県は考えられていない。

回答済み

11

問題はないと思っている。市長と議員は同等の
政治倫理条例の中で、議員が職員に色々な要望をすること
議会及び議員
立場であるし、その様なときには、市の幹部職
湯原地域
は駄目といわれるが、議員が市民を連れて、直接市長と話
に対すること
員も同席する。弱い立場の職員に、議員が強制
しをするのは条例に該当しないのか。
的なことをした場合には問題がある。

回答済み

12

湯原地域

ひまわり館の指定管理について、はっきりしたことが聞こ ひまわり館の指定管理議案は議会にまだ上がっ
指定管理制度
えてこない。議案がまだ上がっていないのは何か問題があ ていない。１２月定例議会に上がってくると聞
について
るのか。
いている。

回答済み

13

湯原地域

議会だよりの記事の中で、反対議員と賛成議員の討論の記 全面公開を目指す中、どの程度まで補足説明で
議会及び議員
広報編集特別委員会で
述等はあるが、議決の内容がわからない。重要なものは詳 きるか委員会に持ち帰る。紙面の都合もある
に対すること
調査研究する
しく周知してほしい。
が、できるだけ詳しい情報を提示したい。

14

基本条例にあるように、開かれた議会、市民に
議会報告会は初めての試みであり、今後は年に何回開催さ 信頼される議員でありたい。地域に出向いて、
議会及び議員
湯原地域
れる予定なのか。次回の内容については、真庭市の問題と 議員をつぶさに見て欲しい。アンケート結果も
に対すること
か課題とか、テーマが設定された報告会がありがたい。
踏まえて、テーマを絞った報告会を今後開催し
たい。

2 ページ

産業建設常任委員会で
調査研究する。

回答済み

番号 地区名

15

項

目

出された意見・提言等

回

新しい市長は就任して６カ月で期待しているが、市長の方
針が出てこない。市民の不安が多く不安をもっている。 議
議会及び議員 員と市長の議論が少ないのではないか。もっと一般質問の
湯原地域
に対すること 時間を延長し、公約の議論を尽くして欲しい。議員として
しっかり発言して下さい。私の要望です。

答

議会運営委員会の方針

開催日の問題、時間的な問題、制約等について
議会運営委員会で報告し、議論させていただ
く。市長は総合計画を１年前倒しされ、平成２
６年度に新しい総合計画を出すと明言されてい
る。それによって、はっきりわかると思う。

回答済み

広い９町村が合併し、インフラ整備にばらつき
がありました。近いうちに統一し、配分が変
わってくると思うし、新しく総合計画を取りま
とめるので、私達は議論していく。今のところ
ご容赦して頂くようお願いする。

回答済み

16

合併して８年経過。真庭は１つになりつつあると思いま
す。ただ市民の声として、湯原以北は予算枠が少ない。置
議会及び議員 き去りにされている。南厚北薄を感じる。議員の多い所が
湯原地域
に対すること 陳情するし、市長への要望も人口の多いところが予算がつ
きやすい。公平公正の中で、審議いただいているとは思い
ますが、そういう声を聞きませんかお尋ねします。

17

湯原地域

ささぶき苑の件つきまして、任命した検討委員会が結論を ささぶき苑移転については、新市長が検討され
ささぶき苑に
出され、答申を下湯原で出された。色々と聞いているが、 ている。私どもとしても、責任を持って検討し
関すること
あそこまで決まって、なぜ出来なかったか残念である。
て参ります。

回答済み

18

現在、ささぶき苑は目木地区にある。遺跡の多
い地域という理由で候補地から外された。後、
ささぶき苑について、積雪があるから駄目なのか。条件的
湯原と北房で議論された。何故今あるところを
ささぶき苑に に何故湯原ではいけないのか。病院があり環境は適してい
湯原地域
除外して議論されたのか。審議会の答申が真庭
関すること
る。反対議員はいるが、何故いけなかったのか、理由を聞
市議会の結論にはなり得ない。市議会の中で調
かせてください。
査研究した中で結論を出した。ご理解いただき
たい。

回答済み

19

ささぶき苑について、議会が反対された。あの時の修正議
ささぶき苑に 案の賛成討論発言中、「下湯原は年寄りが住む場所ではな
湯原地域
後日議事録を確認します。
関すること
い。」「年寄りが住める所でない。」という発言があっ
た。議事録が残っていると思う。今でも腹が立っている。

20

県北林業活性会議員連盟にも加盟しており、森
林林業の活性化をはかる活動を行っている。課
題は不在地主が増えていることと、材価が非常
合併してから森林行政がどうなっているのかわからない。
林政に関する
に下がっているということ。市の政策として間
湯原地域
森林をほったらかしたら財政がくるう。議会の皆さん方は
こと
伐とか、バイオマス発電とか施策を練ってい
どう考えているのか。
る。我々市議会も執行部と連携を取りながら、
林業を考え、生活が成り立つよう課題があるが
頑張って行く。

3 ページ

議会運営委員会で調査
研究する。

回答済み
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議会運営委員会の方針

21

農政について、政府で減反制度が議論されてい
農村地域は非常に高齢化している。建設業も参入している る。議会で統一見解はないが、中山間事業、水
農政に関する
湯原地域
が、田畑をどうしたらいいのか。将来の農村の高齢者対
と農地の施策等、畑を含めた補助金制度が継続
こと
策、市の方針が分かりましたら説明してください。
されるよう検討し、市議会として要望して行
く。

回答済み

22

公共施設について、９ケ町村で独自に整備した施設が多い
のは事実である。今後、公共施設白書作成にあたり、総務
公共施設に関 委員会で湯原の７カ所の施設を見られたとのことだが、行
湯原地域
すること
政サイドは地元の声とか、必要性を聞いてからから検討し
て下さい。単なる費用対効果でなく、議会も独自に調査し
て、意見を聞いて必要な施設は残していただきたい。

我々議会も独自に施設を見る必要があるという
ことで、湯原で７ケ所を見た。総務委員会とし
ては公共施設についてどうあるべきかしっかり
と議論を進めて行きたい。当然、廃止施設、民
間委託、指定管理、民間譲渡など、色々なやり
方がある。色んな方のご意見をしっかり聞きな
がら、議会は議会として議論し検証して行く。
しっかりと考えて行きます。

回答済み

23

ひまわり館の指定管理議案として、まだ議会に
ひまわり館の指定管理の件で、私達に報告なしに勝手に決
上がっていません。タッチできません。１２月
指定管理に関 まっていた。北房から蒜山までで、全体で手を上げるの
久世地域
議会に上程されると思うが、正式に議会議決し
すること
に、勝手に手を上げ湯原の人に決まったと聞いた。勝手に
決定してない。ひまわり館の件は、12月議会に
やったようにしか見えません。
上程されてからです。

回答済み

24

目に見えて職員数は減っていない。計画に基づ
いて、徐々に減らしていく方針であり、かなり
真庭市の人口に対して職員数が多い。合併当時、900人を
の成果がでている。現在、国県からの権限移譲
500人に減らす説明があった。合併から８年経って、減るど
市職員に関す
があり、専門分野を切るわけにはいかないとい
久世地域
ころか増えているのではないか。雇用の場の１つと言えば
ること
うことで、少し修正された。太田市長は職員給
そうだが、人員削減の定理がない。この先何年で600人にし
料を簡単に下げるわけにはいかないが、職員数
ていくのかお答え願いたい。
は減らしていく。今は確実に職員削減している
ことを報告します。

回答済み

25

合併して正職員は100数名減少している。臨時
町村合併してもう８年もたっている。職員削減の成果がで
市職員に関す
職員は国の施策で臨時雇用している。太田市長
久世地域
てきているのか。何年先に600人にするのか。住民に公表し
ること
は、国の政策がなくなったら減る。そういう制
てもらいたい。
度ですと言われている。

回答済み

26

職員適正化計画で、事務量に合わせ適正規模の
職員数にして行く。緊急雇用もあるが、介護施
設職員、専門職は法律で決まっている。５万人
交付税がなかったら既に倒産している。職員を何人削減す
規模の人口で５百数十人が標準規模であるが、
市職員に関す るのか計画書を作ってもらいたい。市職員の給料が多い。
総務常任委員会で調査
久世地域
色々な案件を積み上げると人数は増える。おっ
ること
何年で減らす計画を作っていき、現在できていないそれに
研究する。
しゃることを肝に命じるが、現状でご理解賜り
ついてはどうか。
たい。職員定数計画については、執行部に言い
まして広報紙等で説明するよう持ち帰って話し
をする。
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27

専門職の資格は、短期で取得できる資格は少な
９月定例会で、市長は現在いる職員を育てるとおっしゃら い。十分な研修と試験が必要だ。市長が言われ
市職員に関す
総務常任委員会で調査
久世地域
れた。専門職員を集めるから減らないというのは理屈に過 るのは、もっと広範囲な研修に取り組み、職員
ること
研究する。
ぎない。
の資質を向上させるということ。適正化計画は
広報誌等に掲載するようにして行く。

28

議会の議案提出は、市から出されるものだけか。他から出
議会及び議員 せれないのか。どういうことで議会から上がってくるの
久世地域
に対するもの か、情報公開は、委員会も本会議も誰でも傍聴できるの
か。

議案については執行部と、議会からも上程しま
す。議会運営委員会、常任委員会、全体で承認
されたものが議会から上程される。議会は公開
が原則ですし、委員会にもＭＩＴが入って情報
公開しています。会議は傍聴できますので、時
間の許す方は見に来て下さい。

回答済み

29

検討委員会は情報公開されているのか。ささぶき苑につい
て、市民の代表として、情報公開で一般の人は傍聴できな
審議会に関す かった。ホームページにも情報公開されず、議事録もなく
久世地域
るもの
簡単なまとめで、インターネット上では見にくく、印刷し
ないと見えなかった。検討委員会の公開についてお尋ねい
たします。

審議会の審議は議会と関係ない。市長の諮問機
関であり、我々も会議録の公開を求めたが、黒
で塗りつぶした会議録であった。必ずしも全面
公開できない。執行部と議会側の公開は違うの
でご理解を。議会には秘密会もある。

回答済み

30

現在のいじめの状況について、平成２４年度の
昭和３４年当時、湯原中学校の校長が、大学を出たばかり
いじめ件数は、小学校15件、中学校13件です。
教育に関する の女性の先生にストーカー行為を行い、うつ病になり、精
久世地域
いじめについてはほとんど解消しており、学
もの
神病院に入院した。私の娘もストーカーされ、困って校長
校、家庭と教育委員会と協力しながら、一生懸
に調べてもらった。現在のいじめの状況は。
命解消に向けて努力しております。

回答済み

31

地酒で乾杯条例について、議会承認の運びになりました、
正式にお礼を言ってないので、ありがたくお礼申し上げま
議会及び議員
久世地域
す。決めて頂いてありがとうございました。商工会を代表
に対するもの
して今後努力していきます。せつかくの機会ですので、お
礼申し上げ、今後ともよろしくお願いします。

32

一昨年「ささぶき苑」について私達は活動し、目木地域に
おいて下さいと署名活動し、署名人数は5040人でした。市
ささぶき苑に 民の10人に1人が署名をして下さった。その大事な署名は、
久世地域
関すること
直接市長に渡しましたがどうなっているのか。その後検討
しているのか全くわからない。署名の運命は実際どうなっ
ているのか。

5 ページ

平成２４年度当初予算について執行部と協議し
た。署名5040人出されている経緯もある。この
文教厚生常任委員会で
たび新市長になられたので、署名簿の所在につ
調査研究する。
いては質していない。持ち帰って執行部へ話し
たい。

番号 地区名

項

目

出された意見・提言等

回

答

議会運営委員会の方針

33

合併してから補助金が今まで出ているが廃止になると新聞
に載っていた。市の財政４０億円少なくなる。市の財政が
久世地域 財政について 圧迫されて色々と対応して行かなくてはならない。今後は
色々な対応が必要であり、今からもっと考えて、無くなっ
てからでは困る。今から検討してください。

地方交付税で、合併特例で10年間で150億円程
度賄われていた。一般財源の半分である。合併
後10年を過ぎますと、段々と減り、今後5年間
で40億円減少される。市長も危機感を持ち政策
を色々と見直し、人員削減もし、公共施設白書
でゼロベースで見直す作業もしている。250か
所の公共施設を一部廃止するとか、ランニング
コスト下をげる必要がある。先日は全国の市長
の方々と一緒になって、交付税について陳情も
している。片方では見直し、片方では保てるよ
うな努力していただいている。

回答済み

34

今決まっていることを、少しでも上方修正する
ということ。同じ志のある自治体で、統一した
財政圧迫体制について具体的に聞きたい、段階的に検討、
久世地域 財政について
行動をして、国と交渉して行く。まだ結果がで
研究してもらわないと困る。
ていない。具体的な答えは出来ないが、十分対
応してまいりたい。

回答済み

35

真庭の学力は全国の結果から平均レベルからも低いと報告
されていた。この件は色々な原因があり、今頃になって教
久世地域 教育について 育ビリになっている。今まで放置していて何をしていたの
か。教育委員会はどうしていたのか。性根を入れて子供の
教育をしてほしい。

36

教育は難しい状況であるが、我々も非常に関心
を持っている。かつての教育県、岡山県はどこ
教育委員会も人権とか、プライベートというが、子どもの に行ったのかと。我々も調査、実態把握に努
文教厚生常任委員会で
久世地域 教育について
いじめはまだ出てくる。現場を見て教育してほしい。
め、教育委員会に提言を申し上げたい。学力向
調査研究する。
上のための議員活動の中で取り組んでまいりた
い。

37

新市長、新議員によって検討していく。現在市
長と執行部で検討中であり状況を見ている。議
案として出てきた場合、議論させていただく。
文教委員会の中にも念頭にあります。議員の内 文教厚生常任委員会で
でも研究会をして行きたいと考えていますが、
調査研究する。
議案として出たとき検討します。入所者の方に
は、安心安全な場所で生活して頂きたいと思っ
ており、申し上げていきます。

久世地域

ささぶき苑に
ささぶき苑は、ゼロベースで見直しをするのか。
関すること

6 ページ

真庭市も、教育委員会も、学力向上のために、
一生懸命取り組んでいる。学校課題に応じた対
策が大切であり、教育委員会は検討し、全国並 文教厚生常任委員会で
みの正答率を目指している。文教委員会でもそ
調査研究する。
の状況をもっと分析し、今後の教育に力を入れ
て欲しいと検討を重ねている段階です。

番号 地区名

項

目

出された意見・提言等

回

答

議会運営委員会の方針

38

ごもっともなご意見です。ですから、文教委員
長が申しましたように、文教委員会としての対
結果の報告では私たちは困る。結果論では何の手立ても出
応、それから、議会としての対応があります。
ささぶき苑に 来ない。こうしたいのですが、みなさんいかがですかと。
文教厚生常任委員会で
久世地域
ＭＩＴもありますから、その都度公開したい。
関すること
いうシステムでやっていただきたい。よろしくお願いす
調査研究する。
住民みなさんのご意見を賜る場合もございます
る。
から、その時はみなさんの尊いご意見をお寄せ
いただきたい。

39

今回、教育委員会、健康福祉部おいて、幼稚
園・保育園に設置しました。これからは、誰で
公共施設に関 要望として、ＡＥＤを施設に設置してほしい。また、使用
久世地域
も使えるようにしていく。指導者講習会を開催
すること
についてどう考えているのか。
して、全体的に設置していく。市民が大勢集ま
るところに設置して行きたい。

回答済み

40

農林業、産業振興について、真庭市はバイオマスの町とし
ているが、材料のあるところは良いが、材料を買ってきて
バイオマス発 いる。資源がそれだけあるのか。廃材処理について市が金
久世地域
電について
を出して一時しのぎをするのでなく、もっと研究され不利
なことは止めて、根本的にものを考えて。助成金がなく
なったら行き詰まる。バイオの今後の見解をただす。

バイオマス発電で回答するが、株式会社を設立
し、２７年４月運用開始で動いている。間伐
材、広葉樹等の搬出計画を立てている。来年中
には購入単価もお示しできると思っている。今
後も産業建設委員会で検討し、報告させていた
だきます。

回答済み

41

美甘地域

市長の所信表明で、行政側が責任をもって場所
ささぶき苑に 養護老人ホーム ささぶき苑 のその後について、どのよ
の選定をして、議会へ提案することになってい
関すること
うな方向が示されているのか。
る。

回答済み

42

美甘地域

議会及び議員 今日の意見交換会も含めて、市民から出た意見や要望等を 聞きっぱなしではなく、執行部にはきっちり繋
に対すること これからどう議会は執行をもとめていくのか。
ぐという覚悟を持って会を開催している。

回答済み

43

３常任委員会に全てが付託され審議を行い、採
択した委員会で経過は確認をしている。しか
議会及び議員 請願・陳情の中で、採択されたが手付かずで実行されてい
美甘地域
し、採択したものがそのままになっていた。議
に対すること ないものについて、議会としてどう取り扱っていくのか。
会は、採択したからには責任があり気を引き締
めて取り組んでいく。

回答済み
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番号 地区名

項

目

出された意見・提言等

回

答

議会運営委員会の方針

44

市道と市道に引っ付いている間の道か、市道と
県道に引っ付いている間の道か、途中に家が３
軒以上あるか５軒以上ある道か基準がある。そ
ういった基準をクリアーしないと道も拡幅でき
市道認定について、何か基準を作ったか。村道ではないが
ない。基本的には、その道を市道にして拡幅し
美甘地域 道路について 生活道として扱いをした道路を市道認定に出したが、認定
て欲しいということが根底にあるのであれば、
されなかった。市道認定できない状況をどう考えるのか。
道の沿線の人の土地の持ち主の拡幅する場合は
土地を提供する旨の承諾書に印鑑をもらったも
のが最近では添付されて陳情が上がってきてい
る。

回答済み

45

市道になっていなくて里道になっている場合
は、集落で直されるということになったら半額
出る補助金（上限５０万円）がある。それを利
市道認定されていない道路が壊れた場合、費用負担を全て
美甘地域 道路について
用してもらいたい。現物支給という制度もあ
して修繕や補修をするのか。
る。畦が壊れたとか水路が壊れたとかいう時に
は、２０万円の現物で支給する制度もあるので
利用して欲しい。

回答済み

46

黒田の三谷線ですが、市道の拡幅をしています。重要な生
活道である。重要な生活道は短期でやってほしいが、最終
美甘地域 道路について
的には家が済んだらそこから先は拡幅しないと聞くが、ど
うなっているのか。

47

産業建設常任委員会の方にも、明確な方針説明
公共下水道は市の管理のままで、合併浄化槽は各自で管理 が出ていない。執行部からの方針が、説明され
下水道につい
産業建設常任委員会で
美甘地域
するという話を聞くがどうなっているのか。市で管理して ていない。市の方で明確な方針が明らかにされ
て
調査研究する。
もらいたい。
た時点で担当委員会で協議する。ご意見として
は分かりましたので持ち帰り協議する。

48

美甘地域

担当委員会でも把握ができていないので、産業
建設常任委員会を通じて執行部の見解なり具体 産業建設常任委員会で
的な方針について把握した上で何らかの回答を
調査研究する。
します。

基本条例で、報告会をすることが私たちの説明
責任であり住民の代表として住民の皆さんのご
意見を直接お聞きするのが私たちの姿勢だとい
うお約束をしているからやっていきます。今回
は平成２５年度の報告会になります。年２回に
するのか、地域をもっと細かくするのか等々を
検討して良い報告会にしていきます。やめるこ
とはありません。

議会及び議員
地域報告会は、これからも継続していくのか。
に対すること
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回答済み

番号 地区名

項

目

出された意見・提言等

回

答

議会運営委員会の方針

49

市長は市長の信念と政治的なスタンスの中で行
政改革、また財政問題をしっかり取らまえて補
助金等をゼロベースで見直していく。補助金に
市長が言ったが、行政改革を推進していく中でいろいろな 限らず全ての施策を見直ししていく方向性を
助成金・補助
美甘地域
団体の助成金や補助金を見直す話を聞いた。最終的には議 持っている。議員は、それぞれでいろいろな団
金について
会で決定をしていくことなのか。
体や地域の要望も含めて無駄を省いていくこと
を考えていっている。来年の予算編成の中で、
それぞれの議員が判断して市長が出したものに
ついて考えていく。

回答済み

50

研修等を一緒になってやっている。会派であれ
ばきちっとした政策を出して政策提案するのが
市議会に８会派あると説明があったが、執行部が提出した 会派であると思うが、合同で政策を考えたり研
議会及び議員
美甘地域
ものについて、会派で拘束をして議会対応をしているの
修しているのが現状です。環境問題について
に対すること
か。会派独自でやっているのか。
は、会派はいろいろあるが共通する問題であり
バイオマス事業等々で協力している。視察研修
を他の会派と行っている。

回答済み

51

落合地域

特別職と一般職の給与減額の議案に対する採決で、賛成反 特別職と一般職の給与減額の議案に対する採決
議会及び議員
対の採決は同じ議員が反対しているのか。違う議員が反対 については、同じ方が反対したと記憶してい
に対するもの
しているのか。
る。

回答済み

52

採決の結果、会派の皆さんが同じ行動をとった
場面もあるし、違う行動をとった場面もある。
賛成反対の採決時に、会派で賛成反対があるのなら自分の 政策が一致すれば採決結果も必然的に一致する
議会及び議員
落合地域
意思でない採決を行うことになるが、会派が関係あるの
というのが会派ですが、真庭市議会の場合は議
に対するもの
か。
決拘束をかけない、それぞれの判断でやってい
るというのが実情です。今後は、政策勉強が進
むとどうなるかはわからない。

回答済み

53

給与の問題は全国的なことで、議会をどう捉え
るのかといったことの中で議論されることと思
う。福島県矢祭町は、いわゆる実費で支給をし
議会及び議員 議員の報酬のことについて説明があったが、賞与はあるの ている。真庭市の場合は、報酬審議会の中で審
落合地域
に対するもの か。賞与が支給される事が理解できない。
議され答申され市長が提案することになる。
今、議会は４年間の中で報酬と賞与の問題も含
めて信任を得てここにいる中で全力を尽くす決
意です。

回答済み

54

議会の役割の中で、市民の皆さんに代わって市民の声を市
政に反映すると説明があったが、市民の声を議員それぞれ
議会及び議員
落合地域
がどういった形で収集を行っているか。今回、地域報告会
に対するもの
で議員の意見を聞くことができたということは良かったと
思う。

回答済み
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議会報告を発行したり、地域に出かけて地域の
声を聞いている。真庭市全域を回ることは、日
常なかなかまわれていない。市民感覚を身につ
け、役所の中の情報をしっかり掴んでどう動く
かを心がけている。

番号 地区名

項

目

出された意見・提言等

回

答

議会運営委員会の方針

55

垂水住民会から要請があり、議会運営委員会で
協議した結果、議長が出席することになり議長
垂水住民会で、市議を呼んだが地元の市議が対応した。真
と地元議員が出席した。他の議員には案内の情
議会及び議員 庭市の市議だと思って声をかけたにもかかわらず、地元の
落合地域
報を知らせてない。地域の議員ではないこと
に対するもの 市議が対応した。真庭市の議員でなく地域の議員だという
は、特に最近肝に銘じている。太田市長は、
認識なのか。
９ヶ町村の壁を完全に取ると言っている。真庭
市の議員であることを胸に教え込んで頑張る。

回答済み

56

８月に入札したが契約に至らなかったこと、議
会も気にしている。９月・１０月・１１月、も
落合総合センターが未だに建設されようとしていない。入 う３ヶ月が経過しているが、今の段階で次の考
公共施設に関 札がどうのこうのと噂を聞くが、今後どうなるのか情報も え方をどの辺まで持っているか執行部からの報
落合地域
すること
入ってこない。設計まで変わることになるような話も聞い 告がないので議会としても案じている。落札で
た。一体どうなっているのか。
きない理由として、資材の高騰、人件費の高
騰、消費税の増税や東北の震災の復興等の要因
があったと聞いた。

回答済み

57

産業の面で真庭市は非常に広く心配である。真庭郡の時
は、南・中・北と分かれそれぞれの地域で特色を出してい
た。合併の目的は、中心を作ってそれに行政の効率化をし
落合地域 産業について ていくことはよくわかるが、真庭の地域は特別な状況があ
るので南・中・北がどういう特色を発揮し活かしながら、
また戦略として今後真庭の各地域をどうするのか意見を聞
きたい。

温暖な地域を利用して民間の力でやろういう事
でそれぞれの団体が頑張っている。真庭市自身
も、南・中・北と分かれてそれぞれ特色を持っ
た形の中でやっていこうとしている。農産物の
流通機構があると思うが、これは北の物を南
へ、南の物を北へという事である。大阪の高槻
へアンテナショップを設けている。店舗を広げ
て好評を得ている。現在直売所全体の売上は２
億ぐらいあり、将来は３億・４億と伸ばしてい
きたい。少しずつ提案をした中で、施策として
実施している。議会としても全力でバックアッ
プしていく。

回答済み

58

落合総合センターの建設について、市民が心配しているの
は入札された結果についても一切公表しない。諮問委員が
議会及び議員 いて諮問を受けた経過があり、その後についても説明する
落合地域
に対するもの ことは必要だ。きちっと説明したら、心配することはない
と思う。行政も議会も、開かれた行政・議会であって欲し
い。

行政の情報の伝達、説明責任が不十分であると
認識している。議会として、今日の意見を執行
総務常任委員会で調査
部に伝え十分説明責任を果たすよう、少なくと
研究する。
も現状と方向性について執行部がはっきり説明
するよう求めていく。

59

川東の公園について、トイレを作っていただくように再三
要望しているが前に進まない状況である。委員会の議事録
地域の課題に
落合地域
を確認したところ、トイレは必要ないという意見があり、 要望として、執行部と担当課に伝える。
ついて
委員会で不必要だとの方向性が出た。今後の対応はどうす
るのか。
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産業建設常任委員会で
調査研究する。
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議会運営委員会の方針

60

人事案件であったり災害が発生して緊急的に予
議会及び議員 臨時議会が年３回〜４回あると聞きましたが、具体的には 算が必要になった場合等や、本来当初予算に組
八束地域
に対するもの どういうケースの場合に臨時議会を開催しているのか。
み込まれていない予算を執行しなくてはいけな
い時に開催している。

回答済み

61

八束地域

議会及び議員 報告の資料は、今回開催している９地域全て同じ資料です
９地域全て同じ資料で開催している。
に対するもの か。

回答済み

62

アストピア蒜山が仕事ができなくなったのは確
かですが、従業員については付帯決議にあるよ
指定管理者制 指定管理の説明で、アストピア蒜山が指定を外れると言わ うに雇用の継続等々、労働条件を守って働くこ
八束地域
度について
れたが従業員はクビになるのか。雇用が心配になる。
とができるよう求めるような内容になってい
る。執行部も付帯決議を守らせていくことは約
束している。

回答済み

63

トラベルシリウスは、いろいろな提案をしてい
ます。それを比較して選定審議会（地元の方・
有識者等）が決定をしている。決定を受けて議
会が良いか悪いかを判断している。提案内容を
指定管理者制 指定管理について、トラベルシリウスが違反したら撤退さ
八束地域
議会が審議するのではなく、決定したことに対
度について
せることはできるのか。
して審査するのでこの案件については、従業員
の雇用確保等を付帯決議をつけて採択した。そ
のひとつが駄目だから契約解除にはならない
が、改善をするように市も言うことになる。

回答済み

64

八束地域

問題が起こった時に、議会なら議会でどこに行ったらいい 窓口というのは特別には作っていない。議会で
議会及び議員
のか。市民がものを言って行けるところを設けてもらわな あれば議会事務局、行政であれば振興局に言っ
に対するもの
いと言って行くことができない。
てもらえば対応します。

回答済み

65

臨時職員の方々は出来る限り任期付き職員の方
へ移行変えをしているのがひとつと、調理員の
方については２対８ぐらいの割合で正職は基本
保育園・小中学校の正規と臨時との雇用の割合はどうなっ
的には（管理）栄養士で、あとの調理員は臨時
市職員に関す ているのか。あまりにも臨時の方が多いと感じる。仕事内
八束地域
対応をしています。幼稚園の先生・保育園の先
ること
容も同じようにハードでありながら、雇用形態が違うとい
生とも然りですが、今現在真庭市では園・学校
うのはどうなのか。方向性があれば聞きたい。
整備検討委員会を立ち上げて整備計画が出てい
る。教育委員会としては、センター方式を考え
ているようだ。

回答済み
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回

答

議会運営委員会の方針

66

小学校の場合は、子供さんが小さいので個別の
学校から相談があり、登下校に先生が引率する
などの対策をしている。中学校の方から委員会
自転車で通学しています。夏場はいいが、冬場は真っ暗で
へは問題提起がされていない。本来であれば、
通学路につい 街路灯のない道を帰っている。部活が終わって帰ってきて
八束地域
街路灯は各地区で要望として上がっているが、
て
いたら遅くなり、ますます危険である。街路灯を付ける考
市が１００％補助することは現状難しいので、
えはあるのか。
ＰＴＡや商工会等々と連合で市が補助していき
ながら整備することもできるので各地区で検討
して欲しい。

回答済み

67

蒜山は、観光という真庭市内でも類の見ない地
域である。観光客の入り込み客数５００万人を
目指して、いろいろな事業を行なっている。今
回、丹頂鶴を蒜山に整備したり観光回廊真庭や
バイオマス事業等々がある。宿泊施設と観光地
を結びつける政策は、前市長も太田市長もかな
りやっている。高速道路がいい面とわるい面を
持っていて、お客さんが隣県に逃げていくこと
もあり、真庭市としてもうまく利用しメリット
を引き伸ばすことで誘客を増やすことも大切
だ。市としては、観光にはものすごい力を入れ
ている。

回答済み

蒜山の雄大な自然をどう守っていくかの勉強会
に行ってきた。農家の方が自分の農地を守れな
い状況が増えつつある現状であることは認識し
ている。八束村の時代は、自然に対してきめ細
やかなぬくもりのある手を差し伸べていたが、
真庭市になりますと岡山県の１１．６％を占め
る中で、以前のようにならない。岡山県の酪農
家が３００を切っている中で、危機感を持って
取り組んでいく。

回答済み

八束地域

地域の課題に
蒜山の活性化について、基本的な考え方を聞きたい。
ついて

68

蒜山での産業は、酪農と農業だと思う。これがあるから、
観光が守られているように思う。そこを支えていくという
地域の課題に
八束地域
気持ちがないといけないし、今農業はやれない状況になっ
ついて
ていることや、畑や田んぼが荒れてきている現状を認識し
て欲しい。その辺の視点を絶対に持ってもらいたい。

69

議会を見ても女性の議員がいない。８年間見てきたが声も
聞かないし、人口の半分は女性なのに女性の議員が出てこ
ないのはなぜなのか。若い人も含めて、次なるリーダーや
議会及び議員
八束地域
次なる世代を育てて行くというような使命が議会にはある 意見として聞いておきます。
に対するもの
と思う。昔の行政にこだわる訳ではないが、選挙の時に小
選挙区での選挙を望みます。住民自治組織が育つような方
向に持っていってほしい。
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番号 地区名
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目

出された意見・提言等

回

答

議会運営委員会の方針

70

風の家の充実を切に願いたい。今真庭市が一つということ
で、北房や落合、久世の方からも品物が風の家に来てい
る。こちらのメンバーも北房や落合などに出荷している。
大阪にも出せるようになって、少しづつ幅が広がってきて
地域の課題に
八束地域
皆さんの力のおかげだと思っている。夏場になると、蒜山
ついて
も暑く昼間は特に暑くて、風の家に出荷されている農産物
がひなびるような状態だ。中の設備がひどく農家として出
荷した農産物がひなびると思ったら出荷するのが切ない。
その辺の改善をお願いしたい。

夏場大根を出される方が、今日２回目を持って
きましたと言われる方もいた。いつも見ている
わけでないので把握はできませんが、やはり野
菜は鮮度が命ということが一つあると思う。大
阪の真庭市場に行って店長の話を聞いたことが
産業建設常任委員会で
あります。鮮度と値段が大切だと言っていた。
調査研究する。
店長も真庭の宣伝としているのだが、生産地は
あまり関心がないようだ。野菜の鮮度が、どう
やったら長持ちするのかわかりませんが、野菜
の鮮度を長持ちさせる工夫を考えていきたい。
ご意見は、委員会の中で報告する。

71

新しく来られた方の水の処理というか後処理がいい具合に
出来ていない。その水が下ってきて、田んぼに入っている
状況がある。ドべのようなものが田んぼに入って、上の稲
は綺麗だが上の稲に保険をかけていても、刈れるか刈れな
八束地域 農政について いかに対しての保険はかからない。新しく引っ越される方
は、きちんと自分の水がどこへ流れるか責任をもってもら
いたい。河川の問題については、行政が早急な対応をして
くれたのでありがたかった。これから議員も、厳しい環境
の農業のことをしっかり守ってください。

台風被害の状況確認に来た。水が入ったり土砂
が入ったりと、これから作っていくにはどうし
たらいいのかというぐらい大変な被害でした。
農業委員会で、建議として市長に早急に復旧作
業を実施するよう申し入れた。

72

議会だよりについて、項目がいっぱい書いているが中身が
よく分からない。結論が可決したのか否決したのかタイト
ルだけでわからない。賛成議員・反対議員のところは、賛
議会及び議員
八束地域
成議員が多いので可決したのかなぁというぐらいしかわか
に対すること
らない。せっかく良い広報誌を作られているのに中身がよ
くわからない。わかりやすくすることと充実することを考
えて欲しい。

紙面の都合があるのと、あまり長くかけないと
いう制約がありこの様な形にした。今ご指摘い
ただいたことは広報委員会に持ち帰り、委員全 広報編集特別委員会で
員で協議し反映するように努めます。みなさん
調査研究する
にわかりやすく読んでいただくことが大前提で
す。

73

通学路の問題で、蒜山中学校の東側の道路を皆さんが心配
通学路につい している。国道に沿わない通学路がある。龍泉閣の前の国
八束地域
て
道がものすごく狭く道路が崩れていて片側通行になってい
て非常に危険である。

通学路の具体的な箇所も含めての要望である。
我々は執行部ではないのでなかなか答弁はでき
ませんが、今日出された要望は地域報告会では 文教厚生常任委員会で
議会運営委員会ではかり、それを各担当常任委
調査研究する。
員会に流してそれを執行部に伝えることに責任
を持ちます。

74

高速バスの停留所（犬挟峠）に、１便だけだがバスが止ま
るようになった。みんなが非常に喜んでいるが、もう１便
公共交通に関 止まるように頑張って欲しい。観光客を呼び込みたいと言
八束地域
すること
いますが、京阪神からの直接のアクセスがない。そんなこ
とで観光客を誘致することにはならないのでしっかり考え
て欲しい。

高速バスの増便のことである。我々は執行部で
はないのでなかなか答弁はできませんが、今日
文教厚生常任委員会で
出された要望は地域報告会では議会運営委員会
調査研究する。
ではかり、それを各担当常任委員会に流してそ
れを執行部に伝えることに責任を持ちます。
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回答済み

番号 地区名

項

目

出された意見・提言等

回

答

議会運営委員会の方針

75

図書館を含めた文化施設を蒜山にも作って欲し
いということでした。我々は執行部ではないの
青少年の育成のために、多目的の文化施設を近々につくる でなかなか答弁はできませんが、今日出された
公共施設に関 考えはありますか。今の図書館は、物置のような場所に図 要望は地域報告会では議会運営委員会ではか
文教厚生常任委員会で
八束地域
すること
書があって子供たちも利用しているが、もう少しいい環境 り、それを各担当常任委員会に流してそれを執
調査研究する。
で勉強ができるものを含めた施設を要望します。
行部に伝えることに責任を持ちます。今後どう
するかは執行部の判断ですが流れの中で取り上
げていきます。

76

八束地域

人口が増えることは良いことだが、そのことに
地域の課題に 別荘の乱開発に伴って生じる、さまざまな問題について状
よって地元の人がいろいろと困っていることは
ついて
況を確認した上で観光について考えてほしい。
耳にしている。

回答済み

77

原議員には「あしたばの家」のことがあったが、その後は
議会の中で倫理委員会を設置して調査し、原議
議会及び議員 どうなったか。（注：「あしたばの家」は原文です。正式
北房地域
員からも答をいただいた。議会としては厳重注
に対するもの には「小規模多機能居宅介護事業所ゆったりあしたり」で
意ということで結論を得た。
す。）

回答済み

78

北房地域

議会及び議員
政務活動費での海外研修はあるか。国内旅行はあるか。
に対するもの

旅行や飲み食いというようなものには一切使わ
ない。１円までの領収書と研修内容まで付けて
報告している。海外研修には行かない。

回答済み

79

北房地域

議会及び議員 伊豆大島の災害では責任者がいなかった。災害時の議会対 一応、議長の許可を得て出かけるのが我々のモ
に対するもの 応であるが、旅行は許可を取って行っているのか。
ラルである。

回答済み

80

北房地域

議員の側からすると、言いたいことを市長にぶ
議会及び議員 「議会だより」に一般質問の内容が書いてあるが、その結
つけるという場であるので、結末がどうなった
に対するもの 果が分からない。
かは答えづらい。

回答済み

81

この春に選挙をしたばかりなので、議会の中で
は合意形成ができていないが、２年先にはかか
市には700億円の借金があり、人口も減り３人に一人は高齢
議会及び議員
わらなければならない。市の借金は減り、貯金
北房地域
者。これを考えると議員定数の現状維持はない。市民の声
に対するもの
は増えているが、合併特例措置が終わるH26年
を聴いてもらいたい。
からは減り続け、H32年には現在と比べ43億円
違ってくる。

回答済み

82

北房地域

特別職と一般職員の給与減額の議案に対する反対討論で
議員個々の思いがあるので、その議員がそのよ
議会及び議員
「職員給与が高いのではなく、民間賃金の異常な低さ」と うな見解を持っていると言うことである。みん
に対するもの
言っているが、そんなことを考えている議員がいるのか。 な同じ考えではないと言うことだ。

回答済み
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83

議会及び議員
北房地域
議会の会派制には害があるのではないか。
に対するもの

自治体が大きくなると活動の範囲も広くなる。
情報収集や政策立案は一人では成果が上がりに
くく、グループで勉強して対応することから必
要。

回答済み

84

自治体は、国から地方交付税という形で補填し
てもらい運営している。その運営の中に人件費
市税が47億8千万円、人件費が62億5千万円、市民が納めて
北房地域 財政について
があり、全国でも税収で人件費が賄えているの
いる税金で市職員の給与が賄えない状況をどう思うか。
は東京都とあといくつしかない。税収と比較す
るというのは乱暴な議論である。

回答済み

85

従来はそれぞれの担当課で回収･集金していた
24年度の決算では14億ほどの黒字だが、税金や使用料など が、全部まとめて債権回収対策課を設置して収
北房地域 財政について
の未収が9億7千万円もある。徴収の成果を期待している。 納に努力している。対前年比で2％ぐらいは向
上している。

回答済み

86

下水道は、加入率の状況を見ながら計画を変更
していく。光ファイバーは、テレビ視聴だけで
公共施設につ 下水道・光ファイバー・真庭いきいきテレビはやりっぱな
北房地域
なく双方向で利用できるため、今後議論を進め
いて
しで評価が分からない。市民に現状報告を。
たい。真庭いきいきテレビは直営ではなく指定
管理に出している。

回答済み

87

北房地域

市が直接管理するものを民間のノウハウを借り
指定管理者制
指定管理者制度は必要なものか、全部民営化できないか。 て運営することによって住民のサービスを向上
度について
させ、経費を削減することを目的としている。

回答済み

88

北房地域

地域の課題に
至道高校跡地の有効活用の議論は進んでいるのか。
ついて

施設は県のものであり、県に要望も出してい
る。議会に持ち帰り、所管委員会を含んで議論
したい。

回答済み

89

合併協では、議員定数が40人から26人になったときに報酬 社会状況が悪くなっているから切り出せない。
議会・議員に を上げるとしていたが反映されていない。市民感情から言 定数を減らす話があれば、報酬審議会メンバー 議会運営委員会で調査
中和地域
対するもの
うと24から減らすべき時期が来ると思うが、その時には報 と話したい。でないと、議員のなり手がいな
研究する。
酬を上げるべき。
い。

90

アストピアが指定管理から外れたが、指定管理者制度では
人件費などの経費を抑えたたところが有利である。これで
指定管理者制
中和地域
は、５年ごとに従業員の待遇が悪くなる。地元雇用の確保
度について
を主旨とした三セクへ入った若者の夢が持てるよう、指定
管理に対しては配慮を願いたい。
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産業建設委員会で協議した中で、雇用の確保・
条件には厳しい付帯決議を付けている。今後も
監視していきたい。また、津黒高原荘のように
単に安いところに落ちているわけではない。
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91

教育委員会からは、文教委員会に当面の目標と
子供の基礎学力の低下は、岡山県のみならず真庭市も危機 して「真ん中あたり」という報告があった。
文教厚生常任委員会で
中和地域 教育について
的状況。市議会からも強力に働きかけを。
「学力日本一の真庭を作る」という市長との協
調査研究する。
議をしているのかという厳しい意見が出た。

92

中和地域 教育について 市長と教育長の連携は取れているのか疑問だ。

大分県のビリから一番になった市へ勉強に行っ
てくるので、教育委員会に提示していきたい。
文教厚生常任委員会で
点数を上げるのは比較的簡単だが、家庭環境や
調査研究する。
いじめの問題などの人権問題は議会にも提示し
て解決していかなければならない。

93

他の市に比べて多いというという意見もある
議会改革のアンケートが実施され、その中で48％の方が
議会･議員に対
が、議員の数は減り、旧中和村はゼロという状 議会運営委員会で調査
勝山地域
「議員定数は多い」と回答している。任期中に削減に向け
するもの
態である。皆さんの声も聴いて今後十分検討し
研究する。
て検討されるのか。
ていきたい。

94

真庭市民5万人の中にはいろんな意見がある。
議会･議員に対 地域の実態を踏まえ、真庭市の市民の生活に反映していた 言えることは改革中であり、どれが正解かは言
勝山地域
するもの
だけるなら今の議員定数でよい。
えない。皆さんの真意に添えるようなものがで
きれは一番良い。

回答済み

95

勝山地域

基本条例で「市民参加を推進する」、「市民が参画しやす 議会の傍聴や小さな会合に呼んでもらって意見
議会･議員に対
い」と書いてあるが、実際にはどのような活動を想定して を言われるというのが参加していくというこ
するもの
いるか。
と。

回答済み

96

「ささぶき苑」の移転建設について文教厚生常任委員会で 文教厚生常任委員会の中では、全会一致ではな
ささぶき苑に 予算を修正せず、本会議で修正議案を出すのはぶさいく。 かったが少数意見の留保もなく賛成していた。
勝山地域
関すること
議員は真庭市全体のことを考えていただき、大局的見地か 予算については、予算審査特別委員会で審議す
ら議決していただきたい。
るため事前審査はしていない。

回答済み

97

勝山地域 教育について

98

勝山地域

文教厚生常任委員会の中では議論していない。
真庭市の中学校でバスが学校に上がらないのは勝山だけ。
文教厚生常任委員会で
教育委員会からは普通車が入れるようにすると
要望しているがその後の経過は。
調査研究する。
は聞いている。

現地を視察し、担当者から説明を受けた。大変
議会及び議員 西町4・5組が陳情した「上水道配水池建設のお願い」が趣
なお金がかかるので、他の方法は無いかという
に対すること 旨採択になったが、どのような経過があったか。
ことであり、しないということではない。
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回答済み

番号 地区名

99

項

勝山地域 その他

100 勝山地域

目

出された意見・提言等

回

答

「百楽苑」は真庭市社会福祉協議会が管理運営
「百楽苑」の温泉に行っているが、冷蔵庫が壊れ牛乳が飲 している施設であり、議会からは言えないが評
めない。
議員として文教厚生常任委員会委員長が入って
いるので申し伝えたい。

議会運営委員会の方針

回答済み

ささぶき苑に お願いだが、今後合併特例の交付税が削減されるが、「さ
関すること
さぶき苑」の移転建設は交付税のある年度内にやるべき。

101 勝山地域 その他

印鑑証明の紙か大きすぎる。半分でよいのではないか。

102 勝山地域 その他

議会から「老人クラブに入れよ」ということを機会あるご 議会としては申し上げにくい。老人クラブの活
とに言ってほしい。
動を紹介することは重要。
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担当部局に伝えたい。

文教厚生常任委員会で
調査研究する。
回答済み

