
開 催 日 場 所 ブ ロ ッ ク 別 担当班 頁

8月19日（日） 西部市民センター 西部 3班 1～3

8月20日（月） 東部市民センター 東部 2班 4～6

8月21日（火） 北部市民センター 北部 1班 7～8

8月23日（木） 人権交流センター 西南 4班 －
（台風２０号の接近に伴い中止）

8月24日（金） 市役所 大会議室 中央東 4班 9～13

8月26日（日） 市役所 大会議室 中央西 1班 14～15

8月27日（月） 神辺文化会館 神辺 3班 16～18

8月28日（火） ぬまくま市民交流センター 南部 2班 19～21

議会報告会報告書

2018年（平成30年）11月

福 山 市 議 会
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議会報告会報告書 

開催日時  2018 年（平成 30 年）8 月 19 日（日） 10：30～ 11:45 

開催場所  西部市民センター 大会議室 

担当班 

及び名簿 
３ 班 

小川 眞和 徳山 威雄 池上 文夫 土屋 知紀 榊原 則男 

大塚 忠司 門田 雅彦 生田 政代 石口 智志 

役割分担 

班 長 生田 政代 副 班 長 石口 智志 

司会進行 榊原 則男 報 告 者 大塚 忠司・門田 雅彦 

答 弁 者 全員 記 録 者 石口 智志 

欠 席 者 なし 

参加者数 57 人 

【報告会】 

報告内容 
① 議会報告 

②文教経済委員会からの報告 

質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ１ 

今回の災害では，ため池にも被害が出て

いるが，ため池に関するハザードマップが

ない。崩れるとどのあたりに被害が出るの

かハザードマップがあると避難の参考にな

る。ぜひ作成してほしい。 

Ａ１ 

今回の豪雨災害など，災害に対し新たな準

備をしなくてはならない時期にきたというこ

とで，行政サイドもそういった考えで整備を

してもらう必要があると思っています。 

持ち帰って，急いで対応してもらいます。

（市民連合） 

Ｑ２ 

農免道路の交通量が増えている。また街

灯がないということで市へ要望してきた。雑

草が茂り事故も起きている。道路の下を水

が通っているので，道路の下が削られて法

面も下がってきている。交通量も増えてお

り，ある日突然陥没して大事故になるので

はと心配している。 

今回の豪雨災害についても，前回と同じよ

うなところで，同じ災害がでている。そうい

ったところも全体的に見て対策をとってい

ただきたい。 

Ａ２ 

金江，赤坂を通る市道金江瀬戸幹線（農免

道路）については，長い課題でもあります。

道路幅の問題もあります。全く歩道がない

区間もある中で子どもも通学しています。 

赤坂学区，金江学区から要望があり，課題

として取り組んでいきたい。 

災害についても，引き続き自治会等通じて

十分意見が通るよう要望を進めていただき

たい。 

防犯灯，街路灯についても，十分設置され

ていないということもありますので，そういう

意見があったということで要望していきた

い。（市民連合） 
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質問・意見等 答 弁 

Ｑ３ 

この度の災害で避難勧告が出されている

が，実際に避難された方はどの程度なの

か，またいつの時点で避難されたのか。 

先人の知恵というか，過去の災害等の教

訓が刻まれた石碑等が立っているが，住

民は知らず生かされていない。これをどう

生かしていくか伺いたい。 

Ａ３ 

データでは避難者は２千数百人ということで

すが，個人で避難された方もおられ，実際

はもっと多いと思います。 

警報で逃げたというよりもわが身に危険が

迫って避難したという方が多かったのではと

思います。 

先人の知恵ということについては，地域のコ

ミュニティの中で生かしてほしい。（新政クラ

ブ） 

質疑応答 

Ｑ４ 

松永には排水機場が３つある。 

以前，市長，県議に疑義を質している。 

神村について，排水溝の先が川の底に向

いている。川底に向けても重力もあり，水

圧の関係で排水できない。先を上に出した

ほうが，排水が容易になるのではないかと

考えている。 

松永・羽原川の河口堰は，台風や満潮時

には閉鎖する。干潮時には水が流れるが

満潮時には大きなタービンを設置しても空

回りしている。是非検討してもらいたい。 

南松永のため池の排水場についても，暗

渠の部分に水をためて一定の効果はある

のだろうが，排水効果はゼロに等しい。 

Ａ４ 

市長が替わっても行政の継続性は変わりま

せん。そういった立場で要望があった事柄

については，点検しながら考え方を整理し

てお返しします。 

羽原川については，台風の高潮でなかなか

潮が抜けないということで結果として水害と

なり，それを受けて高潮対策としてポンプ場

を設置しましたが，今回のような雨量になれ

ばなおさらまだ大きな課題があると思ってい

ます。 

神村についても，今回また浸水がありまし

たので，市としても県と相談しながら，ポン

プの強化等を含めて対策を検討していただ

きたいと考えています。（市民連合） 

Ｑ５ 

ろうあ協会から情報が流れてこない。 

夜 6 時頃芦田川へ行ってみたら，水がとて

も増えていて，家が芦田川に近いのでどう

なるか心配した。１階の物を全部２階へも

って上がって対策をした。 

ろうあ協会の運営・機能が十分できていな

いのではないか。その辺りの情報がほし

い。 

Ａ５ 

メール配信システムを完備しているので，

耳が聞こえないというハンディがあってもメ

ールは入ってきます。できるだけ確認をしな

がら避難につなげてほしい。 

ろうあ協会がどういった動きをしたのかまで

は把握していませんが，メールの登録をち

ゃんとしてほしい。 

避難勧告・避難指示があった時は，迷わず

避難をお願いしたい。（誠友会） 
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質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ６ 

土砂崩れなどで川へ土砂が流れ込み，川

の深さがなくなっている。このことが水害に

つながっている。 

県・国に働きかけて，川底の泥の撤去を行

っていただきたい。 

Ａ６ 

要望としてお受けします。 

Ｑ７ 

ごみ処理場を建築するという話があった。

十数年前，松永湾を埋め立てるという署名

を集めたことがある。 

たちまちは箕沖とか慶応浜とかでいいが，

将来的にはより大きな構想をお願いした

い。 

Ａ７ 

要望としてお受けします。 

【意見交換会】   

質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ１ 

小中学校の教室の室温が３２度を超えるこ

ともあり，熱中症になりかねない。教育環

境を整えるという意味で，教室へのエアコ

ンの設置をお願いしたい。 

Ａ１ 

この９月議会で市長からエアコン設置の具

体的な方針が出てくると思います。２０１８，

２０１９年度で計画し，２０２１，２０２２年度に

設置をする方向で進みます。議会としては，

全部一斉に設置してほしいと要望していま

す。 

議会冒頭で全校設置の方向で説明される

はずで，２，３年先には整備されると思いま

すのでご理解をいただきたい。（水曜会） 
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議会報告会報告書 

開催日時  2018 年（平成 30 年）8 月 20 日（月） 19:00～20:20 

開催場所  東部市民センター 大ホール 

担当班 

及び名簿 
２ 班 

熊谷 寿人 髙田 健司 中安加代子 西本 章 河村 晃子 

石岡 久彌 平松 正人 奥 陽治 八杉 光乗 喜田 紘平 

役割分担 

班 長 西本 章 副 班 長 喜田 紘平 

司会進行 中安 加代子 報 告 者 河村 晃子・八杉 光乗 

答 弁 者 全員 記 録 者 喜田 紘平 

欠 席 者 なし 

参加者数 134 人 

【報告会】 

報告内容 
①議会報告 

②民生福祉委員会からの報告 

質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ１ 

75 歳以上の非課税の方に，「おでかけ乗

車券」を 1 年に 1 回 3,000 円分を市が出し

ているが，それだと 1 回福山駅まで往復す

ると（地域によっては）もう使い切ってしま

う。 

近隣自治体では，バスの優遇制度等を設

けている自治体もあるが，福山市はそうい

った制度の創設等，できないだろうか。 

Ａ１ 

要望としてお受けします。 

Ｑ２ 

テレビ報道でも見たが，学校に通学中だと

痩せないが，夏休み明けといった長期休

暇明けは激痩せしてくる子もいるらしい。ま

た制服を洗濯して来ない子もいるらしい。 

福山市としてそういった子どもへの対策は

具体的にどう進めているのか。 

Ａ２ 

ある小学校では，学校に来ていない子，休

んでいる子の家に丁寧に電話をかけて対

応しています。 

学校に来れば少なくとも給食がありますが，

長期休みに入ると食べられない子もいま

す。また制服だけでなく，靴下も洗濯されて

なく，破れたまま履いている子もいます。お

風呂に入れない子もいます。 

学校だけに任せるのではなく，地域の民生

委員や福祉機関等とも更なる連携が必要

だと感じています。もし，地域の中でそうい

った子の存在に早く気付いたら，すぐに学

校やネウボラ推進課，我々議員に教えてい

ただきたい。（市民連合） 
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質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ３ 

高速道路の逆走問題など交通事故も増え

た。 

それに伴い，高齢者へ運転免許の返納を

促すが，市としてもっと高齢者が免許を返

納しやすいよう，返納した後の手厚い支援

を考えてほしい。 

Ａ３ 

おでかけ支援については，バス路線との兼

ね合いがあります。 

現在は，バス路線と被らない周辺部で取り

組んでいます。 

バス路線との調整ができれば始められます

が，始めたものの運転する人材がいないこ

ともあります。また，継続の難しさもありま

す。 

そのために，みんなで活動できる地域を作

っていく必要があります。 

免許の返納への支援は必要なので，今後

検討していきます。（市民連合） 

Ｑ４ 

おでかけ支援の車は，バス路線のある道

路は全く通れない。バスが走っていない細

い道しか通れない。 

そうなるとボランティアの運転者が運転し

づらい道なので，運転の担い手がいなくな

る。 

それならば，おでかけ支援にかけている公

費を，バス会社へ回して，バスの便数を増

やしていただく方が地域にとっては助か

る。 

Ａ４ 

地域のボランティアの支えで行われている

が，バス会社との競合の課題があります。 

そういった現状をお聞きしましたので，公共

交通機関をどう拡充していけるのか，検討

していきたい。（日本共産党福山市議会議

員団） 

【意見交換会】   

質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ１ 

安心して不安のないように一生を終える，

生き甲斐のある人生を送ることが今のテー

マである。 

先日，地域の方がお亡くなりになったが，

家族葬で済まされ，葬儀が終わってから知

らせが届いた。そういった地域の現状があ

る。そういったことに対して市議会で議論

はあるか。 

Ａ１ 

議会では議論はしていません。 

色んな地域のコミュニティは，みんなで助け

合っています。家族葬が多くなっているのも

事実です。 

災害対応についても，近所の連携が取れて

いればこそだが，マンションが増えてくると

地域の連携は希薄になってきています。町

内会の加入率をもっと高めていく必要があ

ります。（水曜会） 
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質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ２ 

政務活動費についてもっと詳しい内容を議

会だよりに掲載するなどして知らせてほし

い。 

Ａ２ 

要望としてお受けします。 

Ｑ３ 

7 月の豪雨災害の時に，町内会長とも連携

を取り一人暮らしの高齢者宅へ支援に行

った。 

しかしながら，市から出された避難指示に

よると，その時は東部市民センターしか避

難所として開設されておらず，その家から

東部市民センターまで行くことの方が危険

な状況だった。 

町内会，議会，行政ともっと綿密に，もっと

連携を強化して，リンクした取り組みをして

いかないといけないと感じるがどうか。 

Ａ３ 

要望としてお受けします。 

Ｑ４ 

市からの情報提供で，よくホームページを

見てくださいと言われるが，それを見ように

も見られない高齢者もいる。市として情報

発信のあり方を検討してほしい。 

Ａ４ 

どういう形で情報提供をすれば，市民へ一

番伝わるのかを検討していく必要がありま

す。 

市と連携をしていきますし，また皆さんから

も意見を聞かせていただきたい。（市民連

合） 
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議会報告会報告書 

開催日時  2018 年（平成 30 年）8 月 21 日（火） 19：00～20：00 

開催場所  北部市民センター 多目的ホール 

担当班 

及び名簿 
１ 班 

小林 茂裕 稲葉 誠一郎 法木 昭一 宮地 徹三 高木 武志

今岡 芳徳 藤原 平 連石 武則 宮地 毅 

役割分担 

班 長 連石 武則 副 班 長 宮地 毅 

司会進行 法木 昭一 報 告 者 宮地 毅 

答 弁 者 
小林 茂裕・稲葉 誠一郎・

宮地 徹三 
記 録 者 高木 武志 

欠 席 者 なし  

参加者数 69 人 

【報告会】 

報告内容 
①議会報告 

②総務委員会からの報告 

質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ１ 

加茂学区まちづくり委員会の総意である地

域交流センターの設置を要望しているが、

議会としてはどうか。 

Ａ１ 

要望書が出ているのは聞いています。市も

地域の要望には応えていきたいとしていま

す。地元議員を通じて対応があると思いま

す。（水曜会） 

Ｑ２ 

豪雨災害による小さな災害、古墳の崩壊

などは、そのままになっているようだが、そ

れらについて何か対策は。 

Ａ２ 

7 月に全員協議会を開きました。9 月 3 日に

再度、全員協議会を開いて豪雨災害の対

応を協議します。9 月 4 日からは議会も始ま

ります。補正予算は80億円ですがこれは第

一弾です。中・長期の対応になるかもしれま

せんが、市としてあまり期間をかけずに対

応するよう国にも要望書をあげています。

（水曜会） 

【意見交換会】   

質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ１ 

大きい道路の自転車道整備だけでは対応

が不十分ではないか。側溝や川に落ちた

高校生もいる。 

Ａ１ 

ご指摘はごもっともです。意見を持ち帰り，

議会としても検討します。（誠友会） 
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質問・意見等 答 弁 

質疑応答 

Ｑ２ 

芦田川の管理道路を自転車道として整備

をしてほしい。北部から自転車で福山駅や

府中に行けるように。今のままだと車を運

転している人も危ないし、自転車通学の子

ども達も安心して通れない。芦田川利活用

検討委員会に言いに行ったが申請が終っ

ていた。議会で取り組んでもらいたい。 

Ａ２ 

以前から，議会でもスポーツ振興のアンケ

ートで，芦田川の管理道路をウォーキング

ロードとして整備してほしいという意見を聞

いていました。しかし、管理道路なので国土

交通省の車なども通るため，ウォーキング

ロードとするのは難しいということでした。 

ところが，２・３年前に緩和されて，一定区間

は整備できるということになりました。歩くた

めの道路としては整備できますが、自転車

道としては難しいのではないかと思います。

大きい道路などは自転車道も整備し，安心

して自転車も通行できるように、自転車の

乗り方指導などにも取り組みをしたいです。

（誠友会） 
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議会報告会報告書 

開催日時  2018 年（平成 30 年）8 月 24 日（金） 19:00～20:30 

開催場所  福山市役所 ３階 大会議室 

担当班 

及び名簿 
４ 班 

村井 明美 川﨑 卓志 瀬良 和彦 塚本 裕三 五阿彌 寬之 

大田 祐介 岡崎 正淳 木村 秀樹 能宗 正洋 宮本 宏樹 

役割分担 

班 長 木村 秀樹 副 班 長 宮本 宏樹 

司会進行 能宗 正洋 報 告 者 大田 祐介・宮本 宏樹 

答 弁 者 全員 記 録 者 塚本 裕三 

欠 席 者  なし 

参加者数  55 人 

【報告会】・【意見交換会】 

報告内容 
① 議会報告 

② 建設水道委員会からの報告 

質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ１ 

大雨時の情報発信について，聴覚障がい

者にも 24 時間情報を知らせる方法が必要

である。 

Ａ１ 

今回の豪雨で，避難情報の出し方について

議論されています。聴覚障がい者等へ配慮

した情報の出し方についても検討していくよ

う求めていきます。（水曜会・公明党・市民

連合・日本共産党福山市議会議員団） 

Ｑ２ 

東深津の低地の家は 4 割ぐらいが浸水し

た。福山市は床下浸水では，何もしてくれ

ない。床下の消毒だけでもしてほしい。支

援策はないのか。 

Ａ２ 

ご意見があったことを市へ伝えます。（水曜

会・公明党・市民連合・日本共産党福山市

議会議員団） 

Ｑ３ 

河口湖の水位についてまだ余力があった

のか。芦田川があふれていると出原の高

屋川が流れなくなる。 

Ａ３ 

芦田川河口堰付近はほぼ平常通りの水位

を保ち，十分な放流能力があったようです。

今回の豪雨では相当量の流入があり，水

面勾配が大きかったようですが，今回の問

題は，現在検証中とのことです。（水曜会・

公明党・市民連合・日本共産党福山市議会

議員団） 
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質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ４ 

災害が起きた原因は，いつもより多く雨が

降ったから，だけで片付けてはいけない。

人為的要因を追求すべきだ。検証はされ

ないのか。 

Ａ４ 

今回の豪雨災害の原因については，県の

有識者検討会や福山市域における浸水対

策協議会で分析し，対応を協議されていくと

のことです。（水曜会・公明党・市民連合・日

本共産党福山市議会議員団） 

Ｑ５ 

災害時の避難場所が不適当。指定避難場

所に行っても行政の担当者は来ない。避

難したがその場所も浸水した。次の避難場

所に行っても受け入れてもらえなかった。 

Ａ５ 

ご意見があったことを市へ伝えます。（水曜

会・公明党・市民連合・日本共産党福山市

議会議員団） 

Ｑ６ 

福山市の気象観測所は松永にしかないの

か。東部にも必要では。 

Ａ６ 

ご意見があったことを市へ伝えます。（水曜

会・公明党・市民連合・日本共産党福山市

議会議員団） 

Ｑ７ 

久松台では，下水道に雨水が一緒に入り，

あふれたという事があったようだ。 

Ａ７ 

ご意見があったことを市へ伝えます。（水曜

会・公明党・市民連合・日本共産党福山市

議会議員団） 

Ｑ８ 

水に浸かるのが分かっていて，市は建築

許可を出しているのか。 

Ａ８ 

建築許可は法律に従ってだされています。

（水曜会・公明党・市民連合・日本共産党福

山市議会議員団） 

Ｑ９ 

住民の避難意識が低いと感じる。市民の

避難行動にどう意識を持たせるかだ。避難

場所の民間活用も考えてはどうか。 

Ａ９ 

市と自治会・自主防災組織が連携を取りな

がら，各自治会では学区防災計画や地域

防災マップを作成しています。（公明党） 

議会としても市民に対し，いかに周知し，避

難行動をとっていただくか検討し，取り組み

を進めていきます。（日本共産党福山市議

会議員団） 

全てのマニュアルを見直しする必要がある

と思います。（市民連合） 
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質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ１０ 

排水ポンプの増強を前倒ししてほしい。 

Ａ１０ 

県の有識者検討会や福山市域における浸

水対策協議会で要因を分析し，協議内容に

よって，ポンプの増強等検討されていきま

す。（水曜会・公明党・市民連合・日本共産

党福山市議会議員団） 

Ｑ１１ 

受動喫煙防止条例が他の自治体のどこよ

りも早くできたのはよかったと思う。 

Ａ１１ 

市民協働でまちづくりをしていくことはとても

よいことです。（公明党） 

Ｑ１２ 

総合体育館周辺についてもまちづくり整備

や計画がないと本来の目的が達成できな

いのではないか。 

Ａ１２ 

総合体育館を核として周辺のまちづくりも考

え，提案していきたいです。（水曜会・公明

党） 

Ｑ１３ 

総合体育館に駐車場が 300 台ではとても

少ないのではないか。 

Ａ１３ 

臨時駐車場については，その他の土地の

活用についても考えていきたいです。（水曜

会） 

駐車場が狭いという意見は市に伝えます。

（公明党） 

Ｑ１４ 

総合体育館周辺にスポーツ施設を集約

し、スポーツの総合運動公園にすればよい

のではないか。 

Ａ１４ 

貴重なご意見として受け止め，担当部署に

伝えます。（水曜会・公明党） 

Ｑ１５ 

福山城築城 400 年事業に際し，福山城周

辺はどのように整備されていくのか。 

Ａ１５ 

北側エリアについてはトイレ等の整備がさ

れなくてはなりません。（公明党） 

福山駅から福山城への人々の導線をつくり

一体的に整備していくよう提案していきたい

です。（水曜会） 

Ｑ１６ 

福山城周辺について，高さ制限をかける条

例をつくるのはおかしい。 

Ａ１６ 

福山城天守を景観法に基づく景観重要建

造物に指定し景観保全のために高さ制限を

決めようとするもので，今後 10 年 20 年 50

年の先を見て条例は決められていくものと

考えます。（公明党） 
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質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ１７ 

駅前整備はどうなっているのか。今駅前は

バス停とタクシー乗り場が占拠している。 

Ａ１７ 

バスターミナルを駅前から市役所北側広場

に移動させる提案を行っています。（水曜

会） 

Ｑ１８ 

多くの外国人が来る福山にしてもらいた

い。 

Ａ１８ 

最近はよく外国人観光客は来ています。

（水曜会） 

受入体制については，ハード・ソフト両面と

もこれから整備されていくようです。（公明

党） 

Ｑ１９ 

駅前に福山の全てがわかるインフォメーシ

ョンセンターを設置してもらいたい。 

Ａ１９ 

ご要望として受け止め，担当部署に伝えま

す。（水曜会・公明党）   

Ｑ２０ 

「パ撮ローズ」を通じて寄せられた情報は，

その地域の土木常設委員にも情報提供す

べきと思うが対応は。 

Ａ２０ 

届けられた情報が，土木常設委員に担当

課より伝達され，連携が深まるよう取り組ん

でいきたいです。（誠友会・無所属） 

Ｑ２１ 

材料支給では，情報提供者と対応する自

治会が必ずしも一致しない場合が増えると

思うが。 

Ａ２１ 

材料支給での対応の場合も，その地域の

土木常設委員や自治会とも連携を密にして

協働して課題対応が行われるよう取り組ん

でいきたいです。（誠友会・無所属） 

Ｑ２２ 

自転車通行ゾーンの整備を進めると同時

に，基本的なモラルの徹底が必要と思う。

段差の解消はバリアフリーの整備をはじめ

として，確実な整備を求める。 

Ａ２２ 

自転車利用者には，順守すべき基本的な

ルールの啓発を様々な機会を捉えて普及さ

せるよう担当部局とも連携して取り組んで

います。 

ゾーン整備における段差の解消やバリアフ

リーについては，これまで議会でも議論がさ

れてきた課題であり，より安全に通行ができ

るよう要望していきます。（誠友会・無所属）
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質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ２３ 

福山市内の外国人居住者が増加し，多文

化共生社会の取組も課題だと考える。 

Ａ２３ 

外国人が働く企業や通っている学校を通じ

てマナーに関する啓発が普及するよう担当

部局とも連携して取り組んでいきます。（誠

友会・無所属） 

Ｑ２４ 

空き家対策では，法に準じた条例や計画

では限界がある。福山市独自の取組が必

要になる。 

Ａ２４ 

他の自治体では，独自の上乗せ条例を制

定して取り組んでいるケースもあり，一定の

効果も出ていると伺っている。議会としても

研究して，必要であれば取り組んでいきた

いです。（誠友会・無所属） 

Ｑ２５ 

福山道路の早期に整備が可能な取組が必

要と思うが。 

Ａ２５ 

市議会では，議長が市長や福山商工会議

所会頭と三者で福山道路の早期の実現向

けて期成同盟会を結成しており，国に対し

て要望活動を強化している。 

ルート変更など既存の計画の見直しも視野

に行政や経済界とも協力して取り組んでい

きたい。（誠友会・無所属） 

Ｑ２６ 

総合体育館は災害時の避難所にも指定さ

れているが，敷地が嵩上げされるのか。 

Ａ２６ 

敷地を嵩上げして避難所としての役割を持

つことになります。（誠友会・無所属） 
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議会報告会報告書 

開催日時  2018 年（平成 30 年）8 月 26 日（日） 10：30～11：30 

開催場所  福山市役所 ３階 大会議室 

担当班 

及び名簿 
１ 班 

小林 茂裕 稲葉 誠一郎 法木 昭一 宮地 徹三 高木 武志 

今岡 芳徳 藤原 平 連石 武則 宮地 毅  

役割分担 

班 長 連石 武則 副 班 長 宮地 毅 

司会進行 稲葉 誠一郎 報 告 者 宮地 毅 

答 弁 者 
小林 茂裕・法木 昭一・ 

宮地 徹三 
記 録 者 高木 武志 

欠 席 者 なし  

参加者数 72 人 

【報告会】 

報告内容 
①議会報告 

②総務委員会からの報告 

質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ１ 

交流館の再整備に当たっては，災害時

のセンターにもなるので,地域特性を生か

して災害に対応できる施設の整備を行っ

てほしい。 

Ａ１ 

今回の再整備では行政も地域特性を生かせ

るようにしたいと思っています。 

今回の豪雨災害をみても，地盤の高低によっ

て被害状況が大きく違います。 

構造面についても，地域の特性をふまえた交

流館建設をやっていかないといけないと思い

ます。（市民連合・公明党） 

Ｑ２ 

総合体育館について。今の体育館は珍し

い形の貴重な建物。私は建築関係の仕

事をしていた。ぜひ，残してほしい。地元

企業のアピールする場が少ないのでそ

れに活用してほしい。 

Ａ２ 

今の体育館は耐震強度もなく，雨漏りもして

いて空調もありません。これを補強して使うに

はあまりにも予算がかかるので，新しい体育

館が予定されています。（誠友会） 

子どもの企業体験などができる施設を，他市

の例も挙げながら議会でも議論しています。

（市民連合） 

意見があったということは，市の方に伝えま

す。（水曜会） 



- 15 - 

質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ３ 

国民健康保険税について。今後どのくら

いになるのか。 

Ａ３ 

今年度はじめて県単位化になりました。県内

統一を６年間かけて行います。今年度は，昨

年度より約 1,900 円高くなりました。約１２億

円の基金の活用で，急激な負担増とならない

よう激変緩和措置を講じていく方向です。（水

曜会） 

【意見交換会】  

質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ１ 

ネウボラについて,この組織の中に町内

会や自治会はない。若い人たちのなか

に，町内会に入らなくても子育てができる

という考え方がある。町内会の加入率が

低いのでネウボラの考え方の中に町内

会・自治会の考え方を入れて欲しい。 

Ａ１ 

ネウボラは福山市の子育て支援をさらに特

徴づけました。現在，ネウボラの組織の中に

自治会はありません。今は，市内全域にネウ

ボラを浸透させているところです。将来的に

は，どんなことができるかみなさんからご指

導いただきたいです。（水曜会） 

Ｑ２ 

市の職員の自治会加入率も低いのでは

ないか。ぜひデータを出してほしいし，市

の職員は自治会に入ってほしい。その方

が行政にも役立つのでは。 

Ａ２ 

市の職員の自治会加入について，強制的に

はできないが，議会としても，市民と協働をう

たううえで率先して自治会に入るよう呼びか

けています。職員の加入率については把握し

ていません。議会としても取り組みたい。（水

曜会） 

Ｑ３ 

本市では，毎年 5 月上旬に戦没者の追

悼式が行われているが，共産党の議員

方のお顔が見えない。なぜご出席されな

いのか。ぜひ参加していただきたい。 

Ａ３ 

その時期になかなか難しいところがあって，

特にそれだから参加しないというわけではあ

りません。戦争の問題・平和の問題は，大事

な問題。私たちも色んな場で平和の問題につ

いてり組んでいます。引き続き，頑張っていき

たいし，参加もできる限りしていきたいです。

（日本共産党福山市議会議員団） 

Ｑ４ 

福山市立大学の規模も拡充していただき

たい。 

Ａ４ 

いますぐはできなくても，市立大学拡充の視

点を持った議論もしていきたいです。（市民連

合） 
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議会報告会報告書 

開催日時  2018 年（平成 30 年）8 月 27 日（月） 19:00～ 20:30 

開催場所  神辺文化会館 小ホール 

担当班 

及び名簿 
３ 班 

小川 眞和 徳山 威雄 池上 文夫 土屋 知紀 榊原 則男 

大塚 忠司 門田 雅彦 生田 政代 石口 智志 

役割分担 

班 長 生田 政代 副 班 長 石口 智志 

司会進行 池上 文夫 報 告 者 大塚 忠司・門田 雅彦 

答 弁 者 全員 記 録 者 石口 智志 

欠 席 者 なし 

参加者数 106 人 

【報告会】 

報告内容 
①議会報告 

②文教経済委員会からの報告 

質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ１ 

岡山県では３月に小田川流域での洪水浸

水想定区域を見直し，想定最大降雨があ

った場合の井原，笠岡，倉敷，矢掛，福山

の被害想定を行った。小田川が氾濫した

場合，神辺支所で３．１ｍなどとなっている

が，市は，これらの情報を岡山県と共有し

ていたのか。 

Ａ１ 

他県との情報の共有については把握できて

いません。９月３日の全員協議会で，市から

災害の状況や，これからの取組について報

告を受けるので，確認します。（水曜会） 

Ｑ２ 

神辺東中学校を作るとき，水の行き場がな

くなるという議論があった。排水機場を作る

ので大丈夫といわれたが，排水機場がで

きた後も少しの大雨が降るたびに，県道の

交差点を中心に冠水している。排水機の

方式や能力の問題もあるのではないか。 

今回も勿論それに耐えられるわけはなく，

排水機場自体も水につかってポンプも故

障した。この排水機場が今の能力のままで

いいのかということも含めて，地元の方へ

説明会をしてほしい。 

Ａ２ 

実際に交差点の周辺も見させてもらいまし

た。その後，その時の状況はどうだったの

かということを神辺支所に行って故障の原

因，復旧はいつごろになるのか，今後大丈

夫なのかといったことについて聞かせてもら

いました。 

八尋は早急に今の状態を解決しなければ

ならないということで，９月議会でそれなり

の予算をつけていくという話も聞いています

ので，それを見届けたい。（水曜会） 
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質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ３ 

土木常設員として，７月５日１２時に，早め

に排水機の稼働を要請したが冠水した。六

間川の土砂の浚渫をお願いしたい。支流

の六反田川も埋まってきている。いくら排

水機を強化しても，河川に余裕がなければ

排水できない。河川の底の土砂をとって水

の流れをよくしてほしい。 

Ａ３ 

市内全域で大雨が降り，河川の流下能力

が目一杯で，排水機で排水しても水の持っ

て行き場がありません。 

市長も，県や国へ要望して，河川の流下能

力を高めていく必要があると発言されてい

ます。９月３日の全員協議会の説明を受け

て議論します。（新政クラブ） 

Ｑ４ 

避難情報をたびたび出されているが，水が

たまって避難場所まで行けない。避難場所

というからには水や食べ物をもっていってく

ださいというのは考えられない。他の自治

体ではそういったものは準備している。 

他の自治体では，床上浸水では最低５万

円出る。福山市は１万円と聞いている。そ

こら辺を検討してください。 

Ａ４ 

今回は，床上浸水は見舞金，特別見舞金，

義援金（１次配分）を合わせ，7 万円を支給

していると聞いています。 

避難場所に食べ物や水があるかは行政の

方で把握しているはずです。もしやってなか

ったとしたら，それは大変なミスと思います

ので９月３日の全員協議会で申しあげてお

きます。（水曜会） 

Ｑ５ 

山野学区としては，学校の存続を強く希望

している。学校がなくなれば，子育て世代

の若い人たちは帰ってこない，地域自体の

存続が危ぶまれる。行政には行政の考え

方があるだろうが，地域と十分話し合って，

一方的に進めることのないようにしてほし

い。むしろ小規模校が存続できるように努

力をしてほしい。 

議会と話ができる場があったらありがた

い。 

Ａ５ 

再編後，何が中心になるのか，どうやってま

ちづくりを進めるのか一緒に考えようと言っ

ています。 

子どもの将来を考えると，複式学級を解消

し，より望ましい環境で教育を受けさせてや

りたいという思いもあり，どう折り合いをつけ

ていくか難しい課題です。 

学校がなくなっても地域はなくなるわけでは

ありません。地域をどうしていくか，時間を

かけてじっくり話し合っていかなければなり

ません。（水曜会） 

【意見交換会】   

質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ１ 

現在，血液の在庫が不足している。 

自分も献血をしているが，こうした状況に

対し何か対策を立てているか。 

Ａ１ 

血液の問題については，しっかり研究して

いきたい。（水曜会） 
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質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ２ 

日本各地で地震が頻発している。転倒防

止の器具もあるが，素人がすると揺れが続

くと家具が転倒してしまう。専門業者等に

お願いして確実な転倒防止策してもらう

と，市が費用を一部負担するところもある。

先日の行政懇談会で紹介したら，市長もい

い提案なので前向きに検討したいとのこと

だった。議会の方も検討をお願いしたい。 

Ａ２ 

要望としてお受けします。 

Ｑ３ 

北部の地域に市政の目を向けてほしい。

北部では，バスが一本も通らない，手段は

自家用車だけというところがある。旧市内

ではまわローズも走っている。神辺では，

国道が３本通っていると豪語する人もいる

が，多くの車は通過するだけで日々の生活

に不安を抱えている人もいる。市街化調整

区域で新たに家を建てられない，人口減少

でバスも通らない。私の娘もバスの通らな

いところには帰りたくないという。せめて市

の事業費，資本の一部でも投じて改善して

ほしい。 

Ａ３ 

バスの件は，建前はよくわかっていますが，

現実に難しいです。 

できれば乗合タクシーのようなもの，地域の

人が使いたい時に使えるようなものを考え

ていく必要があります。 

お出かけ支援は，安全性の課題があった

り，車があっても運転する人の確保が難し

い状況です。 

行政の方では，コンパクトシティという考え

方で進めているが，生活者の立場になっ

て，議員として，行政と地域の差を埋めてい

く努力をしていきます。 

自動車の無人化の流れがきており，福山市

でも実証実験を行っています。来年，再来

年になりますということではありませんが，

これから期待が持てる時代が来るのではな

いでしょうか。（水曜会・誠友会） 
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議会報告会報告書 

開催日時  2018 年（平成 30 年）8 月 28 日（火） 19：00～20：15 

開催場所  ぬまくま市民交流センター 市民交流室 

担当班 

及び名簿 
２ 班 

熊谷 寿人 高田 健司 中安加代子 西本 章 河村 晃子 

石岡 久彌 平松 正人 奥 陽治 八杉 光乗 喜田 紘平 

役割分担 

班 長 西本 章 副 班 長 喜田 紘平 

司会進行 中安 加代子 報 告 者 河村 晃子・八杉 光乗 

答 弁 者 全員 記 録 者 奥 陽治 

欠 席 者 な し 

参加者数 62 人 

【報告会】 

報告内容 
①議会報告 

②民生福祉委員会からの報告 

質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ１ 

沼隈の阿伏兎も遺産登録に含まれて

いると思うが，今日の説明にはなかっ

たのが残念である。阿伏兎観音にも観

光振興の予算を付けて取り組んで欲し

い。 

Ａ１ 

要望としてお受けします。 

Ｑ２ 

今日の報告会で福山城整備や総合体

育館整備はあるが，南部地域に対して

の事業が何もないのはどうなのか。 

Ａ２ 

要望としてお受けします。 

Ｑ３ 

福山市との合併前は公民館ではなか

ったが，現在農業施設（農林省が作っ

た施設）である清神会館を使用してい

る。所有者が誰になるのか教えて欲し

い。 

Ａ３ 

持ち帰り，確認し対応します。 

Ｑ４ 

・護岸整備の予算付けを継続して早急

に取り組んで欲しい。現在，半分も出

来ていない。南海トラフ地震による津波

が心配である。 

Ａ４ 

要望としてお受けします。 
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質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

・島内の景観は良くても島内周回道路

の整備が不十分。特に草木の伐採な

ど。 

・避難道の整備が途中で止まってい

る。避難道の確保のために整備を進め

て欲しい。 

【意見交換会】   

質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ１ 

教育委員会は住民の合意が前提と言

われて来た。7 校（沼隈・内海）を 1 つに

する説明の繰り返しで，それを説明日

数に置きかえることなく，何をもって合

意というのか住民が納得できるよう議

会としてチェックをして欲しい。こちらも

反対，反対と言っているのではなく内海

地域でもやれることはやって努力して

いる。学校のない所に若い世代は来な

い。それを考えて欲しい。 

空き家対策も 33 世帯 100 名入居の実

績もあり，努力を踏みにじることなく，声

を反映して欲しい。 

Ａ１ 

要望としてお受けします。 

Ｑ２ 

避難に際し，車いすの方で自動車の運

転は可能な方ではあるが，要支援者登

録をしていなかったためか声掛けがな

かった。 

避難所でも寝るときは長いすを使った

とのこと。障がい者の方への対応の具

体はあるのか。 

福祉避難所の設置についての現状と

課題はどうか。 

Ａ２ 

福祉避難所の設置に関しては重要な課題だと

受け止めています。 

今回の豪雨災害に際して，身体障がい者の

方，高齢者の方と同様に，私のところへ直接，

発達障がいのお子様のおられる保護者の方か

らも要望がありました。発達障がいのお子様

が，避難所でのストレスからパニックになり，他

の避難者に迷惑になってはいけないからと，家

族とともに安心して避難所で過ごせなかったの

で，福祉避難所を設置して欲しいという要望で

した。福祉避難所に関して，今後検討していく

課題だと捉えていますので市と協議をしていき

ます。（水曜会) 
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質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

自治会での要支援者の個別避難計画を作成

済みの学区は，全 80 学区中 53 学区ですが，

残りの学区も作成に努めています。 

要支援者の最新の状況把握や個別支援計画

を立てることが自治会には負担になっていま

す。 

行政にも伝え，避難のあり方について議員も勉

強します。 

福祉避難所の設置は，市と高齢者施設，障が

い者施設が協定を結び，51 カ所存在していま

す。災害避難の第一報後，一次避難所を経由

して福祉避難所へ移動する必要があり，障が

い者等には負担になるなど，課題があると思い

ますので，市に伝えます。（日本共産党福山市

議会議員団） 

Ｑ３ 

2020 年までに再編すると言っているが

不安を感じる。通学路の危険な箇所と

して市教委が写真を撮っていたが安全

対策を本当にしているのか。危険箇所

対策は他学区も巻き込むので勝手に

はできない。 

再編された地域は寂れてくるので，地

域活性のため行政と住民が努力する

必要がある。今後のスケジュールもわ

かりにくい。議員も地域の声をしっかり

聞いて行政に対し地元との協議継続や

指導をして欲しい。 

Ａ３ 

当初，再編予定は 2020 年と聞いていますが，

まだまだ住民への説明会が十分に出来ていな

いところもあり，再編地域によって温度差があり

ます。学校名，校歌などの協議に入っていると

ころもありますが，どの地域でも合意が必要な

のは大前提です。いただいたご意見は市教委

にも伝えます。今後もご意見を頂きたいと思い

ます。 （市民連合） 

Ｑ４ 

周辺の歩行者用の道路上に屋根を整

備して欲しい。猛暑の中，屋根がない

のはどうなのか。 

Ａ４ 

要望としてお受けします。 


