
開 催 日 場 所 ブロック別 担当班 頁

8月18日（日） ぬまくま市民交流センター 南部 1班 1～2

8月19日（月） 西部市民センター 西部 2班 3～4

8月20日（火） 神辺文化会館 神辺 2班 5～6

8月22日（木） しんいち市民交流センター 北部 4班 7～9

8月23日（金） 東部市民センター 東部 1班 10

8月25日（日） 市役所　大会議室 中央西 4班 11～14

8月26日（月） 市役所　大会議室 中央東 ３班 15～17

8月27日（火） 人権交流センター 西南 3班 18～19

議会報告会報告書

2019年（令和元年）11月

福 山 市 議 会
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議会報告会報告書 

開催日時  2019 年（令和元年）8 月 18 日（日） 10：30 ～   

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 
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 全員 記 録 者 高木 武志 

欠 席 者  － 

参加者数      27 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 

福山市と JR がタイアップして，福山城築城

400 年を機に，「福山駅」を「福山城駅」に

改名してはどうか。 

Ａ１ 

議会でも一部提案がありました。いろいろな

市民の意見がありました。今回の要望を受

けて関心が高まれば議論になると思いま

す。（水曜会） 

Ｑ２ 

福山城は日本で一番駅から近いお城。改

築の時にもともとのお城ではなく現代的な

デザインで改築された。話題性があるお

城。元に戻したらどうか。 

Ａ２ 

文化財と観光で町おこしをしていかないとい

けません。お城をどうやってマッチングする

かが大きなテーマ。福山城の魅力を発信し

ていきたい。（誠友会） 

Ｑ３ 

福山市の交通機関について。駅から各方

面にバスが出ているが，例えば鞆の浦方

面だと鞆町が終点で，沼隈には行かれな

い。観光の面から言うと，鞆・沼隈と，どう

せならぐるっとまわってもいいのでは。一方

面への運行ではなく。同心円状に。 

Ａ３ 

ぐるっとまわすために，鞆の浦にトンネルを

通す案があります。観光面でも道路整備は

重要。福山沼隈道路などが今進んでいま

す。 

（水曜会） 

Ｑ４ 

林道が崩れているが，今回の災害復旧工

事の数として入っているのか。 

Ａ４ 

具体的な場所をうかがって確認をさせてい

ただきたい。具体をうかがって報告します。

（公明党） 
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質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ５ 

下水道が整備され，排水を接続できるよう

になった。今のトイレは浄化槽と別のトイレ

は汲みとり式になっている。接続するため

には，汲みとり式も水洗に直していただか

ないといけないとのことだった。浄化槽分

だけをつなぐことはできないのか。 

Ａ５ 

下水道へ接続できるようになった土地（宅

地内）の全てを接続しなければならないこと

になっています。（水曜会） 

【意見交換会】   

質疑応答 

質問・意見等 答 弁 
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議会報告会報告書 

開催日時  2019 年（令和元年）8 月 19 日（月） 19：00 ～   

開催場所  西部市民センター 大会議室 

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 大塚 忠司 

河村 晃子 石岡 久彌 平松 正人 奥 陽治 喜田 紘平 

役割分担 

班 長 大塚 忠司 副 班 長 喜田 紘平 

司会進行 中安 加代子 報 告 者 河村 晃子・平松 正人 

答 弁 者 全員 記 録 者 喜田 紘平・奥 陽治・平松 正人

欠 席 者  大塚忠司 

参加者数       58 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 

西部市民センターの駐車場が少ない。 

Ａ１ 

要望としてお受けします。（市民連合） 

Ｑ２ 

認知症施策の推進についてだが，軽度だ

けでなく，中・重度者への対応はどうなって

いるか教えてください。 

Ａ２ 

認知症予防に地域と共に取り組んでいま

す。 

介護支援専門員，認知症地域支援推進員

を通じて，医療と介護の連携を強化し，地

域での支援体制を構築していきます。（水

曜会） 

Ｑ３ 

認知症中程度でも介護施設に入れないと

聞いているが，現状はどうなのか。 

Ａ３ 

受入れ施設はありますが，待機状況や費用

の面での問題があります。（日本共産党福

山市議会議員団） 

Ｑ４ 

認知症サポーターの取り組みについて，教

えてほしい。 

Ａ４ 

地域で認知症サポーター養成講座を開催

し，地域で見守りができる取り組みを行って

います。（市民連合） 
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【意見交換会】   

質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ１ 

老人クラブに入っていただく良い案はない

か。 

Ａ１ 

具体の案は難しいが，魅力ある活動を地道

に周知していくことが増員につながるので

はないかと考えます。（水曜会） 

Ｑ２ 

０歳から４歳の乳幼児に本を届けるブック

スタート事業について，ボランティアで行っ

ているが，本は自己負担なので補助をして

ほしい。 

Ａ２ 

絵本を通じて保護者の方との関わりを持つ

素晴らしい事業です。 

この事業の活動を参考にさせていただき，

広がるよう取り組みを考えていきたいと思い

ます。 

福山ネウボラが行っているプレゼントボック

スに絵本が入っています。ブックスタート事

業と連携した取り組みができるよう，努めて

参ります。（市民連合） 
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議会報告会報告書 

開催日時  2019 年（令和元年）8 月 20 日（火） 19：00 ～  ： 

開催場所  神辺文化会館 小ホール 

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 大塚 忠司

河村 晃子 石岡 久彌 平松 正人 奥 陽治 喜田 紘平

役割分担 

班 長 大塚 忠司 副 班 長 喜田 紘平 

司会進行 中安 加代子 報 告 者 河村 晃子・平松 正人 

答 弁 者 全員 記 録 者 喜田 紘平・奥 陽治・平松 正人

欠 席 者  大塚忠司 

参加者数         102 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 

高屋川，小田川の浸水対策，整備状況や

支流の整備計画はどうなっているのか。 

小田川，高屋川水域において浸水の起こ

る確率と対応について昨年質問をしたが，

答弁がなかった。 

Ａ１ 

優先順位をみながら，国，県，市において

順次整備を行っていきます。 

福山市浸水対策協議会を設置し，取り組み

を行っています。 

地域での説明会も行います。 

治水対策は今後も国や県へ強く要望してま

いります。 

昨年の質問の件につきましては，確認のう

え回答します。（日本共産党福山市議会議

員団） 

Ｑ２ 

浸水対策における広域行政の連携した取

り組みはどうなったか。 

Ａ２ 

確認のうえ回答します。（水曜会） 

Ｑ３ 

ダムの放流について，貯水量と放水量の

調整システムはどうなっているのか。 

Ａ３ 

確認のうえ回答します。（市民連合） 

Ｑ４ 

避難行動要支援において，民生委員が活

動するのは分かるが，町内会員以外の方

への支援をしなくてはならないのか。制度

の見直しをしてほしい。 

Ａ４ 

要望として，お受けしますが，制度登録の

調査は個人情報保護の観点から民生委員

が最初に取り扱いますが，「町内会，自主

防災組織，民生委員の連携」のもとで支援

をするものです。あわせて町内会会員の加

入促進も必要だと感じます。（水曜会） 
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質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ５ 

子どもの貧困対策は，家庭支援が必要で

ある。児童扶養手当の申請時に事実婚で

あるかないかプライベートに踏み込んだ調

査をしないでほしい。 

子どもの医療費を１８歳までに延ばしてほ

しい。 

給食費の無償化を考えてほしい。 

Ａ５ 

さまざまな部局の横断的な取り組みが必要

となります。今後，各部局と福祉の連携に

努めてまいります。（市民連合） 

Ｑ６ 

受動喫煙について，条例が制定されたが

禁煙の敷地を出て，道路で喫煙している姿

を見ると残念であり，喫煙所を設けてほし

い。 

Ａ６ 

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 

昨年７月豪雨での経験で，避難場所は改

善されたのか。 

避難場所情報を回覧板等で知らせてほし

い。 

Ａ１ 

本市，危機管理防災課のホームページで

更新後の避難場所情報が閲覧できます。

民間企業との協定により，企業施設を使用

できる避難場所も確認できます。 

学区自治会，自主防災組織にも確認をして

いただきたいと思います。 

避難情報の提供も早くなり，高齢者の避難

等についても時間的に余裕ができ，近所の

方との連携を密にしていただきたいと思い

ます。（誠友会） 



- 7 - 

議会報告会報告書 

開催日時  2019 年（令和元年）8 月 22 日（木） 19：00 ～   

開催場所  しんいち市民交流センター コミュニティホール 

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 能宗 正洋 宮本 宏樹 

役割分担 

班 長 大田 祐介 副班長 宮本 宏樹 

司会進行 塚本 裕三 報告者 岡崎 正淳・能宗 正洋 

答 弁 者 全員 記録者 村井 明美・塚本 裕三 

欠 席 者 瀬良 和彦  川崎 卓志  

参加者数      82 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 

豪雨のため新市郵便局のあたりが浸水し

た。神谷川の樹木の伐採はいつ終わるの

か。 

Ａ１ 

確認のうえ回答します。(誠友会) 

Ｑ２ 

常金では，工場の中まで水が入った。砂袋

で応急対策をしているが，いっそうひどくな

っている。神谷川，見谷川は手が付けられ

ていない。抜本的浸水対策をしてほしい。 

Ａ２ 

要望として伝えます。(誠友会) 

Ｑ３ 

芦田川の沈下橋について，１本は残った

が，５本は壊れている。沈下橋は生活に欠

かせない。架け替えをしてほしい。 

Ａ３ 

国土交通省は，災害防止の観点から沈下

橋は認めない方針ですが，市に要望として

伝えます。(水曜会) 

Ｑ４ 

防災の地域学習に取り組んでいる。ため

池のハザードマップが示されているが，避

難場所はどうなるのか。地震の避難場所

は有磨公民館となり，小学校は避難場所と

なっていない。どうしたらよいのか，混乱す

る。 

Ａ４ 

災害の種類や場所によっては有磨公民館

が避難場所となり，有磨小学校が避難場所

とならないこともあります。地震や洪水等に

よる被害は異なるので，それぞれに応じた

避難場所となります。避難経路や場所など

を，地域でしっかり話し合い，確認し合うこと

が重要です。（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 

Ｑ５ 

耳が聞こえないので，目で情報を得る。夜

に水位が上がった時の情報をすぐに知ら

せてもらえるよう，方法を考えてほしい。 

Ａ５ 

避難情報については，障がい福祉課に相

談し，登録をすれば，メールで情報が送ら

れます。(水曜会) 

Ｑ６ 

スマホではなく，固定電話での情報提供を

要望してきたが，どのように取り組みは進

んだのか。 

Ａ６ 

事前に申請すれば，固定電話に避難情報

を提供することができます。市の危機管理

防災課あるいは福祉総務課に相談してい

ただきたい。(誠友会) 

Ｑ７ 

網引学区は神谷川が氾濫し，橋が落ちた

ら逃げ道がない。神谷川の右岸には水防

倉庫があるが，左岸には水防倉庫や資材

がない。倉庫や資材設置の補助はあるの

か。 

Ａ７ 

防災マップの印刷１０万円，防災倉庫３０万

円，防災資器材１０万円までで，合計金額

の上限が３０万円までの補助制度がありま

す。自主防災組織や町内会で計画をし，申

請を行う必要があります。(誠友会) 

Ｑ８ 

避難行動要支援者登録制度について，一

度登録したままではなく，毎年更新するシ

ステムにしないと，うまく機能しないのでは

ないか。 

Ａ８ 

課題として，受け止めます。 

それぞれの地域で把握し，名簿を整備し，

市に報告する必要があります。(誠友会) 

Ｑ９ 

西谷川排水機の設置は検討するという

が，今後の設置計画はどのようになってい

るのか。 

Ａ９ 

農業用排水機の機能を維持するための整

備を行います。(誠友会) 

Ｑ１０ 

災害ロードマップ５か年計画（福山市域に

おける浸水対策協議会でとりまとめた行程

表）は，着実に実施されるのか。 

Ａ１０ 

県も市も，着実に実施する決意です。（日本

共産党福山市議会議員団） 

Ｑ１１ 

産業団地への道路網の整備ができていな

いのではないか。 

Ａ１１ 

産業団地建設に合わせた道路整備につい

ては今後県と連携し計画が立てられていく

と思います。(無所属) 

公共交通整備については今後，地域公共

交通再編実施計画が策定される予定だが，

中心部から新市をつなぐものと，新市地域

内で運用されるものと分けで考えていく必

要があると思います。(無所属) 
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質問・意見等 答 弁 

Ｑ１２ 

自転車通学路ができていない。 

Ａ１２ 

自転車通学路を整備するためには，自治

（町内）会が中心となり，計画を提案し，市

へ要望していく必要があると思います。(公

明党) 

Ｑ１３ 

新総合体育館は南海トラフ大地震や津波

に対しどの程度想定されて建設されている

のか。 

Ａ１３ 

新総合体育館は南海トラフ大地震や津波に

対し対応できる設計で建設されていると聞

いています。(公明党) 

Ｑ１４ 

福山城は福山のシンボルと思う。先日周辺

建築物の高さ制限を行うとの記事を見た

が，景観的にこのシンボルとしての機能は

守られていくのか。 

Ａ１４ 

福山城は福山のシンボルとして，樹木の伐

採などを行うとともに，景観地区を指定し福

山城を中心に周辺のビルはすり鉢状に高さ

制限を条例で定めていきます。議会としても

見守っていきたい。(公明党) 

Ｑ１５ 

新総合体育館の横の公園は防災都市公

園になるのか。 

Ａ１５ 

総合体育館前の公園は防災公園（一次避

難地）ではありません。 

完成後は，福山市地域防災計画で地震時

の避難場所に位置づける予定です。(公明

党) 

Ｑ１６ 

新総合体育館は本年度完成すると聞いて

いるが，公園及び河川敷のかわまち広場

はいつ整備完成するのか。 

Ａ１６ 

新総合体育館と同時期と聞いています。(公

明党) 

Ｑ１７ 

駐車場はどのくらいの規模か。新総合体

育館利用者のために相当大きな駐車場が

必要と思う。 

Ａ１７ 

新総合体育館供用開始と駐車場の運用に

ついてはスムーズいくよう求めていきたい。

(公明党・無所属) 
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議会報告会報告書 

開催日時  2019 年（令和元年）8 月 23 日（金） 19：00 ～   

開催場所  東部市民センター 大ホール 

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 稲葉 誠一郎 報 告 者 宮地 毅 

答 弁 者 全員 記 録 者 高木 武志 

欠 席 者  － 

参加者数     98 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 

服部大池はだいたいどれくらいの雨量で決

壊するのか。  

Ａ１ 

決壊が生じる雨量は，数値が公表されてい

ません。春日池について言えば，災害を想

定して堤防の整備が終わっています。決壊

というより，貯水量を低める・排水機能を高

めるという点での対策をしています。雨量と

いう数値で計れるかどうか確認してみます。

避難を早めにするというのが最大の対策。

排水機能を高めることが必要。河川に監視

カメラを設置し，早期に避難を促します。こ

の観点の取り組みが重要だと思っていま

す。（公明党） 

Ｑ２ 

青パトについて。私は今下校指導をしてい

るが，青パトは役割を果たしているのか。

犯罪の抑止や危険箇所の把握などをして

いるのだと思うが。連絡業務だけをしてい

るように思う。子どもの下校時に声をかけ

ていただきたい。不審者情報があった時に

かけつけてもらえるのか。 

Ａ２ 

公用の青パト車は，走らせることで，安心，

安全につなげています。貴重なご意見で

す。不審者情報があればかけつけることが

できるのか，議会としても確認します。 

（水曜会） 

【意見交換会】   

質疑応答 
質問・意見等 答 弁 
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議会報告会報告書 

開催日時  2019 年（令和元年）8 月 25 日（日） 10：30 ～   

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 能宗 正洋 宮本 宏樹 

役割分担 

班 長 大田 祐介 副 班 長 宮本 宏樹 

司会進行 塚本 裕三 報 告 者 岡崎 正淳・能宗 正洋 

答 弁 者 全員 記 録 者 村井 明美・塚本 裕三 

欠 席 者  瀬良和彦 

参加者数      85 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 

自主防災活動の資材庫や資材の設置補

助について，どのような内容なのか。学区

の大きい，小さいで補助の規模が異なるの

か。 

Ａ１ 

学区の大きい，小さいで差はありません。

学区内の自主防災組織ごとに計画を立て

れば，対象になります。(水曜会) 

防災マップの印刷１０万円，防災倉庫３０万

円，防災資器材１０万円までで，合計金額

の上限が３０万円までの補助制度がありま

す。自主防災組織や町内会で計画をし，申

請を行う必要があります。(水曜会) 

Ｑ２ 

かつて芦田川が決壊した時，２階くらいま

で水が来たということであるが，現在危機

感が薄いのではないか。芦田川の川底の

浚渫，中洲の樹木の伐採等，本流の整備

が必要であるがどうなっているのか。 

Ａ２ 

現在，川底の浚渫，中洲の樹木の伐採等，

昨年度から，緊急３か年計画で集中実施し

ており，その後も引き続いて，現地の状況

に応じて取り組むと伺っています。（日本共

産党福山市議会議員団） 

Ｑ３ 

河口堰を開放して，浸水被害が起きないよ

うにするべきではないか。 

Ａ３ 

現在，河口堰は弾力的に開放されていま

す。大潮などのときに開放すれば，逆に，危

険性が高まる場合もあります。他の対策と

ともに，浸水被害が起きないようにします。

(水曜会) 
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質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ４ 

防災の観点から，貯水能力の向上が大切

である。水田などがなくなったが，手城川

流域の貯水能力はどうなっているのか。 

Ａ４ 

春日大池，鴨目池，谷地池など，掘り下げ

で湛水能力を向上させています。手城川の

河口は，現在浚渫中であります。また，東

深津町の市有地を１．５ｍ掘り下げ，雨水貯

留を行います。（日本共産党福山市議会議

員団） 

Ｑ５ 

新涯地域は土地が低い。避難場所となっ

ている小学校や中学校は，誰が鍵を開け

るのか。避難場所の担当者が，どこに何が

あるのかわからない状況がある。どう対処

するのか。 

Ａ５ 

今後，地域に預けてある鍵を利用し，自主

防災組織に開場していただく体制を構築し

ています。(誠友会) 

Ｑ６ 

災害備蓄品や水を学校に置いてほしい。 

Ａ６ 

一部の学校へは食料と毛布を備蓄していま

すが，さらに要望として，伝えます。(水曜

会) 

Ｑ７ 

川口，曙，新涯地区は，海抜ゼロメートル

地帯が広がり，高いところがない。バイパ

ス道路を建設して，高架に上るようにした

いが，どうか。 

Ａ７ 

高架橋は，「道路橋示方書」等に基づき，硬

い地盤に杭基礎等で支持されるよう設計さ

れます。 

東日本大震災時には，高架橋が避難する

場所に活用された事例もありますが，津波

情報が発信されたら，到着する前に避難す

ることが第１義的に大切です。（日本共産党

福山市議会議員団） 

Ｑ８ 

入り江大橋の渋滞がひどい。内港を埋め

立てて，道路にしたらどうか。 

Ａ８ 

海の埋め立ては困難です。他の道路建設

が進めば，効果が波及することも考えられ

ますが，渋滞解消は課題です。（日本共産

党福山市議会議員団） 

Ｑ９ 

学区自主防が機能しなくなるので，町内会

が中心となって町内の防災に取り組むべ

きではないと思うがどうか。（学区自主防と

町内会の防災活動への取り組みはどのよ

うに分担するべきか） 

Ａ９ 

町内や学区自主防災組織での話し合いで，

取り組みを進めていただきたい。（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 

Ｑ１０ 

南海トラフ地震が３０年以内に起こる確率

が７０～８０％と言われているが，芦田川

河口堰や一文字堤防の強度はどうか。決

壊の心配はないのか。 

Ａ１０ 

日常管理は行っていますが，大規模地震や

津波の規模によっては，断定はできませ

ん。避難第１に考えていただきたい。（日本

共産党福山市議会議員団） 

Ｑ１１ 

下水道受益者負担について，畑だけでな

ぜそうした負担が必要なのか納得いくよう

な説明をお願いしたい。 

Ａ１１ 

市街化区域内であれば畑でも負担をいただ

くルールとなっています。そうしたご意見を

伝えます。(無所属) 

Ｑ１２ 

福山市立大学から福山港内港あたり非常

に交通量が多くなり，道路整備や歩道整備

をお願いしたい。 

Ａ１２ 

行政に意見があったこと伝えます。(公明党)

Ｑ１３ 

通学路における交通事故処理について，

警察と市の連携がうまくいっているのか疑

問。どうなっているのか。 

Ａ１３ 

具体的な場所を確認しながら行政につない

でいきたい。(無所属) 

Ｑ１４ 

道路工事や水道工事後の路側帯の後処

理はどうなっているのか。 

Ａ１４ 

工事検査の内容を確認します。(公明党) 

Ｑ１５ 

信号設置要望があっても予算の関係で設

置されていないところがたくさんあるよう

だ。時代とともに信号が本当に必要かどう

か考え方も変わってきたのではないかと思

う。今後信号設置のあり方についても議会

で議論してほしい。 

Ａ１５ 

信号設置は県警ですが，議会でも設置のあ

り方について考えていきたい。(公明党) 

Ｑ１６ 

新総合体育館の公園の下に貯水槽ができ

るようだがどのようなものか。 

Ａ１６ 

雨水貯留槽（調整池容量 1,590 ㎥）建設予

定です。(公明党) 
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質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ１７ 

新総合体育館や公園整備については駅前

に集中しているようだが，それ以外観光な

どあるのか。 

Ａ１７ 

鞆の浦は，重要伝統的建造物群保存地

区，朝鮮通信使に関するユネスコ世界の記

憶遺産，近世港町のストーリーが日本遺産

に認定され，観光 PR で発信しています。ま

た道路，港湾の物流，産業団地など都市整

備にも取り組んでいます。(公明党・無所属)

Ｑ１８ 

駅前通り国道 2 号線との交差点，新総合

体育館の芦田川土手から水呑大橋の交差

点のところ，さらに入江大橋の南詰交差点

あたりが交通安全上問題があるため整備

してもらいたい。 

Ａ１８ 

行政に意見があったことを伝えます。(公明

党) 
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議会報告会報告書 

開催日時  2019 年（令和元年）8 月 26 日（月） 19：00 ～  

開催場所  福山市役所 ３階 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 

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 門田 雅彦 

答 弁 者 全員 記 録 者 石口 智志 

欠 席 者  八杉 光乗 

参加者数       63 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 

学校再編について，内海に小学校を残し

てほしい。説明会を聞きに行ったし，要望

も行った。教育委員会の回答は変わらな

い。議会の考えを聞きたい。 

Ａ１ 

我々も委員会や議会の中で議論しています

が，再編の方向の意見が多いです。内海

町，沼隈町どちらも子どもが減っています。

地域から学校がなくなる気持ちは分かりま

すがやむを得ないと考えています。（誠友

会） 

Ｑ２ 

納得できない。他の議員の意見も聞きた

い。 

Ａ２ 

先日，視察した山口市でも同じように子ども

の数は減っていますが，コミュニティスクー

ルを導入して小規模校を存続しています。 

小さな学校であっても行政責任として残す

べきだと考えています。（日本共産党福山

市議会議員団） 

Ｑ３ 

福山市では数年前から 100 年教育というこ

とで月 1 回の研修等が行われているが，成

果を教えてほしい。 

ＩＣＴ機器を買うだけでなく教える先生への

研修等が重要ではないか。市はどういった

対応をしているのか。 

Ａ３ 

先日全国学力調査の報告があり，全国平

均を上回った教科や，他の分野での進展の

報告がありました。 

ＩＣＴ機器は必要なツールですが，ネット上で

の安全や人権を考慮しながら使えるよう，

教える教員の質も上げていかなくてはなり

ません。そういう取り組みもされています。

（市民連合） 
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質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ４ 

駅前再生について 4 つのエリアビジョンに

分けてという説明があった。中央公園エリ

アではシャッター街が問題になっている。

そういったところと多様な知識・文化をどう

つなぐのか，教えてほしい。 

Ａ４ 

中央公園には図書館があります。そういっ

た環境に合致するような店舗を誘致できれ

ば活性化につながるのではないかと考えま

す。具体はまだないかもしれませんが，ビジ

ョンを決めて周辺にビジョンに沿った店舗が

集まる，それが大事ではないでしょうか。

（誠友会） 

Ｑ５ 

常金丸でも再編の話がある。市教委と話し

ても平行線だ。小規模ではいけないのか，

弱い子のことも考えてほしい。世界では小

規模が標準ではないのか。 

Ａ５ 

小規模校には小規模校の良さがあります。

ただ子どもの全ての成長にきちんと応えて

いけるのかということもあります。どうやった

ら子どもがいい環境で学べるのかということ

を市としっかり話をしてほしい。（水曜会） 

Ｑ６ 

福山駅前のデザインについて，交通はどう

いうデザインなのか，考えられているの

か。 

新幹線で帰ってバスで帰ろうとすると 5 分

前に出ていて 1 時間待たないと次がないと

いうようなことがある。ＪＲと連携できるよう

なバスの時間を検討してもらえないか。 

また高齢者の事故が多いということで免許

を返納したら，医者へ行こうとしてもバスの

便が少ない。タクシーを使うと高い。そうい

ったことも考えてもらえないか。 

Ａ６ 

ＪＲとの土地交換による開発で観光バス発

着場をどこへもっていくか。駅西側や伏見

町の開発ともあわせて駅南側のバス発着

場のあり方を検討していきます。 

駅家町でも次々とバス路線が廃止になって

きています。それで乗り合いタクシーを動か

そうということで検討しています。ＪＲと連携

しようにもバスの便数が少なすぎるようで

す。 

市も検討していますが地域の人口減少に追

いついていません。意見をしっかりと受け止

め議会としても努力していきます。（水曜会）

Ｑ７ 

常金中再編に関わって教委から必ず言わ

れるのが多くの集団の中で切磋琢磨して

いくということ。なぜ大人数でないといけな

いのか，教えてほしい。 

Ａ７ 

大規模とか小規模とかでなく，子どもが学

校へ行って満足できる教育をどうするかと

いうことです。我々の時代のことは通用しま

せん。子どもの数がどんどん減っています。

新市町全体でどうやって子どもを育てていく

かという考えはどうでしょうか。（水曜会） 
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【意見交換会】  

質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ１ 

通学路の危険個所の点検後，対策リスト

について依頼があり真剣に検討したが，Ｈ

Ｐには形式的な内容しか載っていない。地

域で検討した中身をきちんと載せるよう議

会からも言っていただきたい。 

Ａ１ 

地域で検討した項目を市としてもしっかり載

せていただきたいという要望として受け止め

ます。（司会） 

Ｑ２ 

町内会でごみステーションを管理している

が，ルール違反や不法投棄で困っている。

町内会管理のごみステーションの使用に

ついて，市の関係課や困っている町内会

等で検討する場を設けてほしい。 

Ａ２ 

ごみステーションのあり方については議会

の中でも今一度今回の議論を踏まえて整

理をしてみたい。（水曜会） 
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議会報告会報告書 

開催日時  2019 年（令和元年）8 月 27 日（火） 19：00 ～   

開催場所  人権交流センター 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 

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 門田 雅彦 

答 弁 者 全員 記 録 者 石口 智志 

欠 席 者  八杉 光乗 

参加者数       56 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 

災害に関わって放水路の自然に優しい工

法についてどのぐらい考慮されたのか。 

雨が降ったら出来るだけ早く流そうという

やり方が本当に正しいのか。 

Ａ１ 

昔は水田や畑があり保水能力がありました

が，最近はその能力が失われて，降った雨

がすぐに川へ流れ込んでいます。そのこと

を踏まえどうやって災害を防ぐか，議会でも

議論していきます。（市民連合） 

Ｑ２ 

再編について常金中学校を残してほしいと

思っている。教委と話をする中で，やはり

数がないとやっていけないと言われる。議

会はどう考えているのか聞かせてほしい。

Ａ２ 

子どもの数はこれからも減ってきます。集団

教育ができなくなります。教育委員会の方

向で行かざるを得ないだろうという議員が

多数だと思います。 

子どもたちが成長して立派に育っていく，そ

のために多様な意見に触れることも必要で

す。（誠友会） 

Ｑ３ 

東村で再編の話を教委やまちづくり課とす

るが地域と温度差がある。メリットは言うが

デメリットは言わない。通学路についても

課題がある。データをとってやっていこうと

思っているがどこが対応してくれるのか。 

Ａ３ 

通学路ということでは教委・学校保健課，交

通安全ということでは市の生活安全推進課

が担当でしょう。事故を防ごうとさまざまな

対策をやっています。 再編についてはま

だまだ課題があると思っています。解決に

向けてお互い努力していきたい。（市民連

合） 
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質問・意見等 答 弁 

Ｑ４ 

瀬戸川流域の水害の件で，地域も浸水が

あった。ポンプ場の能力が足りないというこ

とですぐには解決できないが，ポンプ車を

入れてもらって助かった。 

Ａ４ 

瀬戸川流域で浸水が続いて起こり，対策を

進めています。瀬戸川については河道掘削

等を行いましたが内水の排水が難しいで

す。ポンプの増設等が計画されています。

（誠友会） 

Ｑ５ 

ため池の決壊に関してマップができたが大

半の人は見たことがない。インターネットを

使う，公民館に行くというのが難しい人もい

る。町内会で回覧とか希望者に配布とかで

きないか。 

Ａ５ 

防災重点ため池 1,110 か所のうち，既存の

１７５か所のハザードマップについては，回

覧を希望される町内会や希望者へ配付す

ることになっています。（市民連合） 

Ｑ６ 

再編について，鞆の浦学園の子どもの数

も少ない。それは議会で問題にならないの

か。 

Ａ６ 

子どもの推計については把握していませ

ん。鞆の浦学園については，沼隈地区の再

編もあり周辺との関わりもあります。今後の

推移を見守ります。（水曜会） 

【意見交換会】   

質疑応答 

質問・意見等 答 弁 

Ｑ１ 

災害対策も重要だが，水呑学区では道路

が狭く，下水が全く通っていない地域もあ

る。10 年前道路の拡幅をお願いした。下水

道工事については交通量が多くう回路が

ないと出来ないということで，う回路を計画

し測量や設計も行ったが工事はいまだ手

付かずの状態である。是非とも前に進めて

ほしい。 

Ａ１ 

要望ということですが，道路が公益に資す

るということで実現できる方向で取り組んで

いきます。課題としてとらえ担当課へ伝えま

す。（誠友会） 


