
提案内容 回答

議場に国旗掲揚を日本国のシンボルとして市民の皆様がテレビ等見ておら
れます。今こそ国家意識の高揚を。

議場に国旗を掲揚する件については、いろいろな意見があり、結論に至っておりません。今後も、引き続き協議
していきますのでご理解願います。

仕事がしたい

　「仕事がしたい」とのご要望ですが、この内容では詳細なことがわからないこと、また、井原市議会として仕事を
紹介することは困難であるため、井笠地域地場産業振興センター４階の「井原市ふるさとハローワーク」を紹介さ
せていただきます。
井原市ふるさとハローワークでは、お仕事の相談・紹介をはじめ求人公開システムによる情報の検索など、求職
について親切に対応していただけますので、お気軽にご訪問ください。
●井原市ふるさとハローワーク
井原市七日市町１０番地　井笠地域地場産業振興センター４階
（井原鉄道井原駅より　徒歩５分）
TEL　０８６６－６５－１２３３
■業務取扱日　　月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始を除く）
■業務取扱時間　８：３０～１７：００
位置図

  

議会への提案に対する回答

本会議においては、井原放送により中継され、開かれた議会になっていま
すが、総務文教等各委員会についても、市民に公開し、より地域に密着し
たものとなると思います。検討下されば幸いです。

    常任委員会の中継につきましては、実施に向けて検討していくことを井原市議会基本条例に規定しておりま
す。委員会中継の実施にあたっては、中継設備の問題等予算措置も必要でありますので、今後井原市議会広聴
広報委員会において協議していきたいと考えております。
また、現在本会議場で生中継されているのは開会、閉会、一般質問です。本会議場で行われています議案審議
については、まだ生中継がされていません。このことについても今後協議していきたいと考えておりますのでご理
解願います。



１．小田川河川敷に子どもの遊び場を作って欲しい。
・井原中町公園付近に安全な水遊びの出来る場所。
・小公園の中に、雨つゆしのげる屋根のある休憩場の設置。
２．井原駅付近に特産品販売所を作って欲しい。駐車場を完備して。

　【現在実施されている遊歩道設置などを含めた県の河川改修事業】
　現在、井原町周辺の小田川（新橋～大正橋付近）は、岡山県が「出会いとふれあいの水辺づくり」事業として整
備を進めています。
　この事業では、小田川の豊かな自然の風景や水辺にふれあいながら、ゆったりと散策を楽しんでいただけるよう
両岸に散策道の整備が行われています。

【河川内への構造物設置に関する法令内容】
　河川法第２４条では、「河川区域内の土地を占用しようとする者は、国土交通省で定めるところにより、河川管理
者の許可を受けなければならない。」となっています。
　しかし、小田川の管理者である岡山県へ、河川内への構造物設置について照会したところ、河川の流水を阻害
するなど河川管理上支障を及ぼす恐れのあるものについては許可できないと伺っており、河川敷内への屋根の
ある休憩所の設置は困難と考えます。

　【小公園への休憩所設置について】
　小公園への屋根のある休憩所の設置についてですが、河川区域の境から２０メートル以内の区域は河川保全
区域であり構造物の設置には岡山県の許可が必要です。こうしたことから、井原市が管理（所有）する公園であれ
ば、具体的なご要望が寄せられた際に、設置が可能がどうかを含め検討させていただきます。要望の窓口は市役
所２階の都市建設課となります。

　【特産品販売所について】
 　現在、井原駅舎には、井原市被服協同組合へ営業を委託している井原特産のジーンズ販売店「Ｄ＃　ＴＨＥ　Ｓ
ＴＯＲＥ」、お菓子・雑貨など沿線特産品も置いている「小さなお店Ｔｈｅ ＢＯＸ」などの民間が主体となった店舗があ
ります。
 　しかし、市が特産品の販売所を設置することについては、場所の確保やその費用など、事業の採算性を総合的

福祉バスを運行してほしい。足が不自由でバスに乗れない方がいます。通
院に困っています。ぜひ、議会で対応お願いします。　※福祉バス（体の不
自由な方がのれるバス）　①ノンステップバス②リフトバス③介助者付バス
④その他

福祉バスの運行については、いろいろな意見があり結論に至っておりません。今後、先進地の事例等も参考に
しながら市民福祉委員会での調査研究を進めるとともに、執行部との連携をとり、今後も引き続き協議していきま
すのでご理解願います。

 　しかし、市が特産品の販売所を設置することについては、場所の確保やその費用など、事業の採算性を総合的
に判断すると困難と考えます。
 　また、民間企業や民間の団体から特産品販売所をつくりたいとのご要望があった場合、特産品販売所の形態
や運営方法等により、市役所内での対応する担当課が異なります。具体的な事案があった際には、その相談内
容により担当課を決定し、相談を受けることにしています。

　【駐車場の完備について】
　　　井原駅の駐車場については、井原駅前・駅南を合わせて１５１台分を確保しており、通常時の井原駅の利用
であれば、現在のところ十分な台数は確保されていると考えます。
　　　また、得得市など駅前で開催されるイベントの際には、近隣の公共施設（井原保健センター、アクティブライフ
井原、井笠地域地場産業振興センター）の駐車場をご案内したり、民間企業等（井原精機株式会社、創価学会な
ど）のご協力により、臨時駐車場を設けさせていただいておりまが、より井原駅に近い駐車所の確保については、
今後の課題と考えております。

　なお、今回お寄せいただいた２つのご提案につきましては、今後の井原市のまちづくりへの貴重なご提案とし
て、市長にも内容を伝えさせていただいております。



①議員定数の削減
現在２２名を４減の１８名とする。
②議員報酬の引上げ
現在の基本給35万円/月額を42万円/月額とする。
・以上2点をセットで改革し議員のさらなる資質の向上と議員としての自覚
の高揚を図って欲しい。
③世代交代による議会の活性化も必要と思いますが、立候補制なので、む
づかしいでしょうか。
④個人的な言動や利益誘導する人は、議員としてふさわしくないので、しっ
かり研修をして下さい。（誹謗中傷ではありません。当然のことです。）

    議員定数及び議員報酬に関してですが、井原市議会で設置しております議会活性化特別委員会において検
討することにしており、平成２４年３月末までに一定の方向性を出していきたいと考えております。
　 なお、議員定数及び議員報酬の検討結果につきましては、議会だより、ホームページ等でお知らせいたします。

あらためて議員のみなさんの公約を知らせて下さい。

    議員の公約をあらためて市のホームページ等でお知らせすることは、公職選挙法に抵触する恐れがあるため、
掲載できません。
　立候補時の公約等は井原市選挙管理委員会が発行する選挙公報に掲載されています。恐れ入りますが、必要
な場合は選挙管理委員会にお問い合わせいただきますようよろしくお願いします。
【問い合わせ先】　井原市選挙管理委員会　℡６２-９５０６

経ケ丸の施設管理の件で質問させていただきます。昨年１１月に施設管理
運営のプレゼンテーションが行なわれたのですが、そのプレゼンテーション
は５年前にも行われました。指定を受けた業者はそのプレゼンテーションで
発表した内容をほとんど実行せずにおいて、またこの度のプレゼンテーショ
ンでも指定を獲得したわけです。いわゆるプレゼンテーションは言った者勝
ちかということになるわけです。負けた者はそのことには納得がいきませ
ん。ということで是非とも議会で指定業者がプレゼンテーションの内容を実
施しているかどうかチェックしていただきたいと思うのです。そうでないと負

   経ケ丸の５施設の指定管理の件につきましては、議会として指定管理者の指定の議決をしていますことから、
当該指定管理者が当初の計画どおり施設の管理運営を実施しているかどうかは、継続して調査していきたいと考
えておりますので、よろしくお願いいたします。

施しているかどうかチェックしていただきたいと思うのです。そうでないと負
けた者としては浮かばれません

井原市に、マクドナルドはできませんか？

　井原市にマクドナルドはできませんかというご提案ですが、井原市議会として企業の出店について回答すること
はできませんのでご理解願います。
　なお、マクドナルドの出店方法について確認したところ、インストアタイプ（ビルの一部に出店）の場合、乗降客３
万人以上の駅周辺で２００㎡以上。ドライブスルータイプの場合主要幹線道路沿いで２，０００㎡以上という条件が
あります。また、フランチャイズオーナーによって出店することも可能のようです。詳しくは日本マクドナルド株式会
社にお問い合わせ願います。

市議会議員の定数の見直について
次回の改選時までに定数の削減を検討されて削減された定数で選挙され
る事。

    議員定数及び議員報酬に関してですが、井原市議会で設置しております議会活性化特別委員会において検
討することにしており、平成２４年３月末までに一定の方向性を出していきたいと考えております。
　 なお、議員定数及び議員報酬の検討結果につきましては、議会だより、ホームページ等でお知らせいたします。

議会活動については、話題になりません。

    議会活動が話題にならないというご意見ですが、今後、市民の皆様の話題にあがるようホームページや議会
だよりなどで議会活動について、わかりやすく説明してまいります。
　また、井原市議会では、市内１３地区において市民の声を聴く会を開催しています。この市民の声を聴く会は、
議会からの報告や皆様からのご提言等をお聴かせいただく場でもあり、来年度以降も続けて開催します。ぜひご
参加いただき、議会が身近なものと感じていただければ幸いに存じます。
　今後とも市議会に対するご理解とご協力をお願いします。



本会議では全員発言して下さい。「うたを忘れたカナリヤが」

   本会議では、全員発言してくださいとのご意見をいただいたことを、議員全員が出席する全員協議会において
報告しました。
なお、本会議での発言は、ケーブルテレビで中継している一般質問等を連想しますが、議案等に対する質疑や討
論もあります。また、本会議以外にも常任委員会や特別委員会等議員が発言する場があります。この常任委員会
や特別委員会は、ケーブルテレビでの中継はしていませんが、傍聴が可能となっておりますので、ぜひ傍聴にお
越しいただきたいと存じます。

毎日議員のみなさまごくろうです。井原市民病院のリハビリしつを見学して
下さい。私の右身がなおりつつあります。

   井原市民病院リハビリ室の見学についてのご提案は、市民福祉委員会において協議し、全議員に提案の内容
を報告いたしました。また、リハビリ室の見学につきましては、議員個々で行うことに決定しました。

外国人参政権法案には絶対反対。
民主党政権になってから既に何度も上記法案が国会に提出されましたが
その都度審議未了の侭今日に至りました。近く民主党代表選が挙行され菅
首相の後継者が選任されても上記法案の再提出が予測されます。就いて
は該法案の成立実現には下記理由に依り絶体反対を要望致しますので地
方議会の諸氏にも御力添へを願い上げます。
①日本国を動かしていく人を選ぶことを外国人にも委ねることは大変危険
です。たとえ日本が危険なことになっても日本人は国と最後まで運命を共に
しなければなりませんが外国人はいざとなれば帰るべき本国があるので
す。それどころか外国のスパイでさえ日本の参政権を得られるのですから
祖国のスパイ活動をすると同時に日本を内部から堂々と危ない方向へ導く
ことすらできるのです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②スパ
イとまで言わなくとも日本に反感を持ったまま日本の国会議員になった人
が必ず日本のために行動してくれるか否か非常に疑問です。
③外国人の国会議員が出現すれば国家機密が漏洩します。

   外国人参政権法案につきましては、国においても方向性がはっきりしておらず、井原市議会として現段階で結
論を出すのは難しいと考えますのでご理解願います。なお、いただいたご提案につきましては、内容を全議員に
報告いたしました。

③外国人の国会議員が出現すれば国家機密が漏洩します。

視察について
７月下旬薩摩川内原発、中津、霧島等の視察についての報告書の公表を
願います。

    行政視察の報告書の公表につきましては、議会だより（１１月１５日発行）やホームページで今後掲載していき
ます。
　 ホームページにつきましては、各常任委員会委員長の報告書を掲載することを検討しています。
 　また、視察先でいただいた資料につきましては、閲覧ができますので議会事務局へお問い合わせください。

（１）家族が死んだときに、市営の市民葬をしてもらいたい。格安の葬儀でよ
い。おもむきは、通常のやり方でよい。
（２）市の人誰でも活用できる慰霊塔を設置してもらいたい。
（３）近隣の市町村で市民葬をしている例があれば教えてください。

    現在、井原市には、市民葬の制度はありませんが、今後、市民福祉委員会の研究課題として取り組んで行き
たいと思います。また、格安の葬儀ということであれば、井笠広域斎場で霊安室を利用して安価で葬儀をすること
もひとつの方法かと思います。詳しいことは、岡山県西部衛生施設組合井笠広域斎場（0865-65-1428）へご確認
ください。
 　次に、誰でも活用できる慰霊塔についてのご提案ですが、慰霊塔とは、事故や戦争、災害などで亡くなった人の
霊を慰めるためのもので、この度ご提案いただいた趣旨とは異なり設置は困難と考えます。
 　次に、ご提案の市民葬について岡山県では、玉野市において市が所有する祭壇等を無料で使用することがで
きる葬祭費無料制度があります。また、県外では埼玉県志木市、埼玉県新座市は安価で葬儀ができる制度を設
けています。



大金を使かっての事業
・市議とだけの決定でなく一般市民の意見も聞くことはできないのか？　予
算捻出にも不明
四季が丘ゲートボール場

    グラウンドゴルフ場の整備につきましては、議会での一般質問や協働のまちづくり市民推進室において要望を
受け、井原市第６次総合計画に盛り込まれている事業で、市民の健康と生きがいづくりの推進を目的として、平成
２３年度井原市一般会計予算に計上され、本年２月井原市議会定例会に議案として市長から提出されました。
　 事業費は６億１２万円で、その財源は合併特例債（借入金）が５億６，９８０万円、公共施設整備基金繰入金が
３，００５万円、一般財源２７万円です。なお、合併特例債の元利償還金の７０％は交付税措置がなされます。
　 議案審議の過程において、グラウンドゴルフ場建設に関しては、賛成あるいは反対の様々な議論がなされまし
たが、採決の結果、平成２３年度井原市一般会計予算は賛成多数で原案可決されました。
　 これらの、審議の模様は、会議録に収録し議会事務局、市内図書館に備え付け閲覧することができますし、市
ホームページにも掲載しておりますので、ぜひご覧いただきたいと存じます。
　 なお、参考に２月定例会の討論の内容を添付していますのでご参照ください。
　 井原市議会は、審議の場に多様な市民の声を反映させ、審議の過程において様々な意見を出しながら決定し
ています。
　 今後も市民みなさまのご意見をいただきながら議論を重ねてまいりますので、ご協力いただきますようお願いし
ます。

四季が丘自治会について
・早い時期に独立する事
・公民館を作り
小学校区はOK.

   四季が丘自治会に対するご提案につきましては、自治会組織のことであり、議会として意見を述べることはでき
ないと考えます。自治会で協議をされまして、結論を出していただきたいと思いますので、ご理解を願います。

井原市では市民の市政への参加を促進し開かれた公正な行政を行なうと
して情報公開条例を始め色々の条例、組織が有ります。
しかし、「市民の知る権利」等の真意が反映された組織として十分機能して
いないと思います。
井原市議会におかれても、この条例の目的が果たされる運用と成るよう
チェック機能を行使されるよう期待します。

    ご指摘のように、市議会には、市が行う事業の根拠となる条例や予算等を議決する役割のほかに、議決した事
項が適切に運用されているかどうかチェックする役割があり、こうした機能を十分に生かしていくことで市政の発展
につながるものと考えています。
　市長と市議会議員は、それぞれ住民が直接選挙で選出する二元代表制をとっており、執行機関と議会は対等
の立場にあります。互いに緊張関係を保ちながら、今後も適切な議会運営に努め、市民生活の向上に努めてまい

チェック機能を行使されるよう期待します。
又、井原市では職員のコンプライアンスに対する認識が低く市民の権利に
対する対応が劣っています。議会としても法令遵守の基本、公務員として
の接遇のあり方等、総合的に点検し市民福祉やサービスの向上に努めてく
ださい。

の立場にあります。互いに緊張関係を保ちながら、今後も適切な議会運営に努め、市民生活の向上に努めてまい
りますので、ご協力いただきますようお願いします。

原発は是か非か。井原市の人の九割は非と思って居ると思う。否日本人も
世界中の人も皆お金より命が健康が一番大事だと思っている。何億年経っ
ても消失しない放射能はもう増やしてはいけない。子孫の為に。そこで井原
市議会に申し入れます。市議会に於て原発の是非の市民投票を行い、其
の結果を全国に発表してください。平和は井原市から。お願い申し上げま
す。　これを握り潰されたら今後一切市議会のいうことは正しいとは思わな
い。

    原子力発電の是非に対する住民投票の実施につきましては、現在原子力発電は、国の基幹エネルギーとして
利用されており、また井原市及び近隣に原子力発電所がないことや建設の予定もないことから、現段階で井原市
において住民投票を行うことは考えていませんのでご理解願います。
   しかし、原子力発電所の事故は、深刻な被害をもたらすため、国においては、現行のエネルギー基本計画を白
紙から見直し、「革新的エネルギー・環境戦略」の策定を行うエネルギー・環境会議と連携しつつ、新しいエネル
ギー基本計画の策定に向けた検討を行うこととしております。
　 井原市においても、太陽光発電システム及び太陽熱温水器の設置に対して補助金を交付するなど再生可能エ
ネルギーの利用を積極的に支援しています。
　 井原市議会としても、新エネルギー基本計画に注視するとともに、自然エネルギーの有効活用について引き続
き検討し、提言していく取り組みを進めていきます。

中学生までの医療費無料にはなりませんか。

 　中学生まで医療費無料のご提案ですが、平成２３年４月から通院分についても中学校３年生修了時まで拡大さ
れ、中学生以下の保険診療による自己負担分は入院・通院とも全額助成されます。対象は井原市に住民登録が
あり、国民健康保険、その他の健康保険に加入している人で、中学校３年生修了時までです。（満１５歳に達する
日以後の最初の３月３１日まで）
 　詳しいことは、子育て支援課（６２－９５１７）へご確認ください。



〇上水道及び簡易水道の給水区域外（１戸以上）
１．飲料水の確保
２．飲料水のろ過施設（沈殿施設）
３．飲料水の消毒施設
４．新たに水源の確保
※以上の飲料水の確保にご協力してください。
〇井原市水道事業計画
１．井原市の水道計画は飲料水供給施設の整備（新設、改修）推進を図る
ため補助金制度有り。
２．小規模飲料水供給事業（芳井地区30ケ所）
３．水道施設に関するアンケートの内容説明　　平成２０年１０月３０日分

   ご提案に記入されているとおり井原市では上水道及び簡易水道の給水区域外において飲料水供給施設を整
備される場合の補助金制度を設けています。現在の補助要件は給水戸数が２戸以上の施設とされていますが、
ただし書きで市長が特に必要であると認めるときは１戸でも補助対象とされます。参考までに井原市飲料水供給
事業補助金交付要綱を同封させていただきますが、補助制度の詳細につきましては、井原市役所水道部（電話０
８６６－６２－０８２４）へお問い合わせいただきますようお願いいたします。
　次に、平成２０年１０月３０日に実施した水道施設に関するアンケートについてですが、概要資料を同封させてい
ただくことで回答とさせていただきます。

ＢＳテレビ放送が見える様にしてください。

   ＢＳテレビ放送が見えるようにしてくださいというご要望ですが、この内容では詳細なことが分かりませんが、自
宅でＢＳ放送を見る場合、ＢＳアンテナを設置する方法またはケーブルテレビの専用チューナーを設置する方法が
あります。
　詳しい内容は、お近くの電気店もしくは井原放送へ相談してください。なお、ＢＳ放送を受信するにはＮＨＫとＢＳ
放送の契約が必要です。
　また、投函されたサンサン交流館へＢＳ放送が見たいという要望があったことを申し伝えます。

井原放送についてお尋ねします。
井原市から１２億円以上の補助金を受け取りケーブル敷設した井原放送
が、なぜ福山市で勧誘しケーブル敷設をしたのか、井原市民の税金を、他
市に持っていって良いのですか。
加入世帯も現在１７０００世帯を超えていると聞いています、広告収入も朝
からコマーシャルが、ずっと流れていて会社設立時より大幅に増えていると
思いますが、受信料は以前のままで据え置かれています。毎年かなりの利
益を計上して株主配当も高額なものになっているそうですが、高額な補助

   ご提案に「井原放送が１２億円以上の補助金を受け取り」とありますが、芳井・美星地区への放送エリアの拡大
は井原放送が整備したものでなく、井原市が市町合併時の新市建設計画の重要施策として「情報通信基盤整備
事業（事業費１２億７，５００万円）」を芳井・美星地区に対して実施し、情報格差の解消を図ったものです。
　 また、福山市神辺地区へのケーブル敷設は、地元からの要望に基づき井原放送が自己資金で整備されている
もので、この事業に対する市からの補助はございません。
株主配当は、平成２３年３月決算期において１０％の配当が行われておりますが、これは株式会社として収益の
一部を株主に対して行われているもので、議会としてその多寡を議論するべきではないと考えておりますのでご理

思いますが、受信料は以前のままで据え置かれています。毎年かなりの利
益を計上して株主配当も高額なものになっているそうですが、高額な補助
金を貰っているのだから、市民に受信料の大幅値下げなどで還元するべき
だと思いませんか、井原市の第３セクター事業なのであれば、なおさら井原
市として井原放送に対して指導するべきではありませんか。
少額の国民年金から井原放送の受信料とＮＨＫの受信料両方の支払いが
大変な独居のお年寄りが多くいます、年寄りの娯楽のテレビ鑑賞がもっと
安くなるようにしてあげて下さい。

株主配当は、平成２３年３月決算期において１０％の配当が行われておりますが、これは株式会社として収益の
一部を株主に対して行われているもので、議会としてその多寡を議論するべきではないと考えておりますのでご理
解願います。
　 なお、利用料金の引き下げにつきましては、井原放送は株式会社として経営されており、利用料金を含めた経
営方針は会社として決定されるため、利用料金の引き下げに関しまして要望があったことを井原放送にお伝えさ
せていただきます。

井原放送㈱（民間企業）と井原市の関係はどうなっているか質問します。芳
井・美星と合併して井原市になって急に放送エリアが広くなったので資金面
（ケーブル線の工事等）でかなり援助したと聞いておりますが本当ですか？
合併前にくらべ加入者が増え収入もかなりアップしたと思いますが利用料
金の値下げについて検討するべきだと思います。井原市の第3セクター事
業で有ればなおさら市として指導するべきではないですか？井原放送㈱ば
かりの特別な扱いはやめてください。

   井原放送と井原市の関係につきましては、井原放送に出資している株主という立場にあり、ご指摘にあります
井原放送に対する特別な支援はいたしておりませんのでご理解願います。
　 また、芳井・美星地区への放送エリアの拡大は井原放送が整備したものでなく、井原市が市町合併時の新市建
設計画の重要施策として「情報通信基盤整備事業」を芳井・美星地区に対して実施し、情報格差の解消を図った
ものです。
　 なお、利用料金の引き下げにつきましては、井原放送は株式会社として経営されており、利用料金を含めた経
営方針は会社として決定されるため、利用料金の引き下げに関しまして要望があったことを井原放送にお伝えさ
せていただきます。

井原放送料金を下げて下さい。年金生活の我が家では負担が大きいで
す。芳井に住んでいる母親（１人暮らし）は若い時から百姓一筋で国民年金
で生活していますが、年金は本当にわずかです。年を取っている母はテレ
ビが友達です。生活費を削ってでも井原放送に支払っています。どうか井
原放送料金を下げて下さい。おねがい致します。
※井原放送払い、ＮＨＫも払い両方に払う事に疑問を感じます。市議会で
取り上げて下さい。

   井原放送は、地域の公共放送という性格を持つとともに、健全経営に鋭意努力されておられます。井原放送
は、株式会社として経営されており、利用料金を含めた経営方針は会社として決定されるため、利用料金の引き
下げに関しまして要望があったことを井原放送にお伝えさせていただきます。
　 なお、ＮＨＫと受信契約することは法律に定められており、ＮＨＫの受信料、ケーブルテレビの利用料金はそれ
ぞれお支払いいただくことになりますのでご理解願います。



８月に市民の声を聴く会がありました。当日は時間が短く、多くの人の前で
質問するのははずかしいという人もおられたと思います。自己紹介だけで
何も発言されない議員さんもおられました。質問しても担当課がおられない
ので伝えますとのことでその場で回答なしでした。今後は２人１組位で朝か
ら夕方までいて皆さんの声を聴かれたら良いと思いました。

　市民の声を聴く会についてのご提案ですが、会場でお答えできるものは、できる限り会場で回答いたしておりま
す。しかし、提案の内容によっては、議会内で協議を必要とするもの、あるいは執行部との協議を必要とするもの
などがあり、こうした提案については、持ち帰って協議した結果を回答するようあらかじめ決定しておりました。
　また、発言しない議員がいたとのご指摘ですが、司会進行、報告者、記録者等、それぞれ役割分担していたた
め、発言しない議員もいたと思われますのでご了承いただきたいと存じます。
　今回いただきました提案は、貴重なご意見として次回の市民の声を聴く会の開催に向けて参考にさせていただ
きます。

・西江原町よりカラオケ教室へ通っております。南から来ておりますが
・第一回は８月末まで通行止。
・第二回は、１２月２７日まで通行止で非常に迷惑しております。
◎以前市長直に自転車歩行者等に通りやすい様にお願いしましたが対策
がとられていません。出来れば少しでも便利が良い様にしてもらいたい。以
上

　お尋ねの市道「昭和橋大正橋線」ですが、道路の改良工事とあわせ岡山県が行う県営急傾斜地崩壊対策事業
による土砂崩れ等の防止を図るための工事が行われておりました。
　工事期間中は、道路の通行止めなどご不便をおかけいたしましたが、昨年の１２月には工事が完了し、安全安
心な道路整備ができております。また市役所都市建設課に確認したところ、今後につきましては災害時の緊急的
な場合以外は、工事等による通行止めの予定はないとのことです。
　市議会としても、この路線に限らず安全安心また利便性のよい道路整備が図られるよう引き続き議論をしていき
たいと考えております。

美星牛乳が給食で出されなくなり子供は美星牛乳が良いと言っています。
牛乳パックを作る機械が古いという事もあり明治になったともいわれている
し井原の人達が美星だけずるいという話しも聞いています。美星牛乳にも
どることはできないのでしょうか。

　給食に美星牛乳を提供できないかというお尋ねでございますが、学校給食の牛乳につきましては岡山県保健体
育課が入札により納入業者を決定しており、平成２１年度まで美星幼稚園、美星小学校、美星中学校の給食には
美星牛乳が使われていました。
　しかし、美星牛乳を製造している岡山西農業協同組合の加工施設の老朽化により安全な牛乳が提供できない
ため、平成２２年度以降は入札に参加されていないということから、入札の結果、明治牛乳に決定しているとのこ
とです。
　市議会としても、安全で安心な新鮮な食材の提供、地域の産品を通じて食文化への理解を深める面からも、学
校給食における地産地消がなお一層推進されるよう、議論を重ねていきたいと考えています。

   お尋ねの件につきましては、平成２３年１２月５日の本会議を欠席し、チャリティーゴルフ大会へ参加していた行
為が、井原市議会議員政治倫理条例に規定する「品位及び名誉を損なうような行為」であるとして、３名の市議会
議員から審査請求書が提出されました。

のりとうさんの件どうなってますか。すまして下さい。市民のことに目を向け
ているのだから。よろしく。

議員から審査請求書が提出されました。
　１２月２７日に「井原市議会政治倫理審査会」を設置し、２回にわたり審査した結果、今回の行為は条例に規定
する政治倫理基準に違反するとの結論に至りました。
　審査結果を受け、政治倫理基準に違反した議員への措置について、平成２４年１月１０日に開催した議会運営
委員会において協議した結果、「議員の辞職勧告」と決定され、議員辞職勧告を行いました。
　また、２月定例会において１１人の議員の連署で議員辞職勧告決議案が提出され、除斥（地方自治法１１７条：
議員本人に関する議案は当該議員が審議に加わることができない規定）及び棄権の２名を除き全会一致で可決
したところです。
なお、この議員辞職勧告決議は法的拘束力がないため、辞職については本人の判断に委ねられます。



















提案内容

・市会議員数を減らして欲しい。
・アンケートの配布と回収だけの調査員に対する報酬が高過ぎる。

4月21日（日）の新たな選挙で任務を担う方達も新規一転で発展に努力をして下さい。少子・
高齢化、母子家庭、独居老人早急に対策をして下さい。2030年、2050年キーワードです。お
願い致します。

以前井原にいました。市役所もすっかりかわりましたが、悲しいことにあいさつが大半できて
ません。もっと指導しないと井原はもっと悲しい市になりますよ。

５月臨時議会において、正・副議長の選出において前後の礼をしない投票議員がいた。一
議員として情けない行動である。

議会への提案に対する回答

回答

議員定数の削減につきましては、平成２５年４月２１日執行の市議会議員選挙から、定数２２人を２０人へと２人減らし
たところです。

また、アンケートの配布と回収だけの調査員に対する報酬のことにつきましては、申し訳ありませんが、国勢調査・工
業統計調査等、何の調査・アンケートのことか特定できないので回答できません。

　ご指摘のとおり、少子高齢化、母子・父子家庭、独居老人の対策は、井原市において重要な課題と考えています。
　これから４年間、議員全員で、さまざまな行政課題に取り組み井原市の新しいまちづくりと市民福祉の向上に努めて
まいりたいと思います。今後も市民の皆様の声を聴いて、市民とともに考える井原市議会を目指していきますので、ご
協力いただきますようお願いします。

　貴重なご意見ありがとうございます。最近は、よくあいさつをするという声も聞いていましたが、あいさつができていな
いとのご指摘をいただいたことは、たいへん残念なことであります。いただきました提案の内容を執行部に伝えると共に
議会としても模範となるようなあいさつを心がけていきたいと思います。

　貴重なご意見ありがとうございます。いただきましたご意見を議員全員が出席する「全員協議会」において報告しまし
た。
　井原市議会としましては、今回のご指摘を真摯に受け止め、今後、このようなご指摘をいただくことがないよう、努めて
まいりたいと思います。

井原市内に障害者向け（身体ではなく発達障害者精神障害者など）グループホームが作ら
れる予定はあるのでしょうか？高齢者向けの施設はたくさんあるようですが・・・・・・

お知らせくんについて
旧井原市内への配布率は１００％と思いますが、取付設置率はいかがですか。未設置の話
しを多く耳にします。実物は、コンセントとケーブルが壁に垂直となりますのでじゃまになりま
すね。安物ですか。未設置世帯への取付促進をどうするのか。じゃまにならない取付事例
がありますよ。

３期以上で議長になってない人が何人いますか。

美星に児童館を作って下さい。市内にある４つの児童館は美星からでは距離がありすぎて
利用しづらいので。

   井原市内に障害者向けグループホームをつくる予定があるのかとのお問い合わせですが、現在、その予定はありま
せんが、市内には、社会福祉法人こだま園が軽度の発達・精神障害者の入居可能なグループホームを運営していま
す。また、井笠圏域では、コーポ桃の里（笠岡市今立）、グループホーム「かがやき」（笠岡市生江浜）、ケアホーム桃山
台（浅口市鴨方町）、ケアホーム佐方（浅口市金光町）があります。
（「精神保健福祉関係資源マップ」（岡山県発行）より）

　お知らせくんの旧井原市内への配布につきましては、長期入院や施設入所等の理由により不要の申し出をされた一
部の世帯を除いて、地元消防団に依頼し配布を行いました。その際、自分で設置ができない場合は消防団が設置する
こととして対応しています。
取付設置率については把握していませんが、お知らせくんは、災害時等の緊急時に市民の皆様へ必要な情報を伝え、
市民の皆様の安全安心を確保するためたいへん重要なものですので、未設置の世帯につきましては、今後、市の広報
やホームページ等を利用して随時、設置のお願いをしていくとともに、設置の方法がわからないという方につきまして
は、職員が設置のお手伝いに伺うこととしております。
　また、実物はコンセントとケーブルが壁に垂直となりますので、取付場所によってはじゃまになることもあるかと思いま
すが、じゃまにならない取付事例がございましたら参考にさせていただきたいと思いますので、担当の企画課（６２－９５
１１）までお知らせくだされば幸いです。

   ３期以上で議長になっていない人が何人いますかというお問い合わせですが、まず、井原市議会で３期以上の議員
は現在８名います。そのうち、議長をした議員が２名いるため、お問い合わせの件につきましては、６名ということになり
ます。

   美星地区に児童会館をというご提案ですが、美星地区の子供の将来人口予測、集落が広範囲に点在している地理
的要因、また共働き家庭の増加による保育園への入園児の増、あるいは幼稚園、小学校の登下校がスクールバスに
よることなど、地域の状況を勘案しますと、児童の利用数は限られてくるものと推測をしています。よって、新たに児童
会館を建設することは困難ですので、他の児童会館を利用していただくか、美星公民館で年に６回開催しております、
出前児童会館等を利用していただくよう、よろしくお願いします。



この度　大江公民館を新築していただきありがとうございます。
①今現在　太陽光発電の売電を考えられないのですか？
②設備（上記）費はどれくらいかかっているのでしょうか。

要望　予算の議決後、図書館で自由に閲覧できるようにしていただきたい。（以前口頭での
要望をしましたが、進展がありません。）

皆様、とってもしんせつです。いつも有りがとうございます。

図書館などにもfree wifi spot があれば大変助かります。

現在、認知症の母を介護しています。井原市では、オシメ券が発行され、排尿・排便障害の
ある家族がいる者にとっては大変助かっています。ありがとうございます。ただ、井原市指

　太陽光発電によって発電された電気は、昼間に使用される照明などの電気使用料に充てる設計ですので、公民館を
利用される時間帯によっては余剰電力の発生も想定されます。従って、現在の大江公民館の同好会・サークル活動等
の利用状況が維持されれば、１カ月の３分の１程度は事務所の照明設備、浄化槽、非常灯、冷蔵庫等の限られた設備
の利用による電力消費であるため、余剰電力の発生が期待できるものと考えられます。
　また、当該施設は５ｋｗ（太陽光発電設備直接工事費　約３，１０５千円）と小規模な太陽光発電設備ですので、売電装
置も１５～１６万円（耐用年数７年）と安価であり、現在、中国電力が定めている買取制度（３８円／ｋｗｈ）で試算すれば
費用対効果の面からも適当と考えられます。
　しかし、公民館建設を機に昼間の使用時間が多くなることも予想されるため、今後の利用状況等を今一度十分確認し
たうえで、検討していきたいと伺っています。

   ご要望のありました議決後の予算書を図書館へ置いて自由に閲覧できるようにすることにつきましては、議会から執
行部へ依頼することといたします。

   お寄せいただいた内容を美星国保診療所に伝えさせていただきました。また、他の施設につきましても、丁寧な対応
ができるよう、助言していきたいと考えています。

　市といたしましては、公共施設に対してフリースポット（Ｗｉ-Ｆｉ）設置についての事業計画はありません。
　なお、現在市内のフリースポット設置場所については、鉄道井原線井原駅舎内、青野町の葡萄浪漫館、市役所本庁
１階情報プラザ・芳井支所・美星支所の５か所となっています。

 　指定ごみ袋につきましては、生活困窮者や障害者、さらに子育て世帯に対しまして、経済的負担を軽減するために
一般廃棄物処理手数料の減免措置を設けており、減免決定を行ったおしめ券利用者には、井原市家庭ごみ有料化に
伴う減免措置要綱により、１５リットル袋を１年度あたり１００枚を上限として配布いたしております。
　 この度いただいたご提案は、指定ごみ袋を安くできないかというお尋ねでございますが、担当課に確認したところ、家

ある家族がいる者にとっては大変助かっています。ありがとうございます。ただ、井原市指
定のごみ袋も半端なく使用します。ごみ袋の１５ℓを少し配布していただいていますが、汚物
の量が多い為我が家では間に合わず、スーパー等で４５ℓを頻繁に購入しています。ごみ袋
の値段が他市と比べて非常に高額だと感じます。（例）里庄町は１/３くらいです）せめて、他
市くらいの金額になりませんでしょうか？

議員の皆様には常に市民のため、市政発展に寄与されている事に敬意を表します。さて、
議会に関する、意見、提案を下記のとおり提案いたします。
議員提案で空き家対策条例をつくって下さい！！
１．理由　　老朽化で倒壊などの恐れがある空き家が目立つ。野良犬や害虫が発生する。
又崩落の危険が生じる又、付け火や犯罪の温床になる可能性もある。廃屋状態になると周
囲の生活住環境がくずれ更に過疎化する。
２．対策　　市条例をつくる。（制定）危険家屋撤去費用の助成を行う。有識者を含め横断的
組織をつる。
３．効果　　住環境の安全と快適性の維持向上となる。

９月２２日障害者スポーツフェスティバル開催にあたって提案したいと思います。障害者福
祉に対しまして平素より多大なご尽力を賜っておりますこと深く感謝申し上げます。一年に
一度のスポーツを通して障害者の理解と交流を大切にした催しに感謝しております。
① 長年継続のため選手番号の（布）ヒモが短かったり肩ヒモがずれたり、たくれたり障害者
本人にとったらつけにくいし見た目も苦しそうであり番号がきちんと見えなかったりしていま
す。紅、白、青と３組に分かれての競技です。
どうか最近のメッシュでかぶるようなもので新しく作っていただけたらと思います。
これからも障害者が年に一度の楽しみにしている運動会です。どうか安心してゼッケンがつ
けられ不自由のないわかりやすいものにして下さい。

　 この度いただいたご提案は、指定ごみ袋を安くできないかというお尋ねでございますが、担当課に確認したところ、家
庭ごみの有料化は、指定ごみ袋を購入することで一般廃棄物の減量化を進めるものであります。その価格につきまし
ては、市民の方に過度の負担をかけないよう設定したもので、価格の変更は今のところ予定していないとの回答でし
た。
 　おしめ券利用者の方へのごみ袋の配布につきましては県内では、岡山市と井原市のみであり、他市にはない制度で
ありますのでご考慮のうえ、ご理解をお願いいたします。

 　ご提案のありました空き家対策条例につきましては、今までに何人かの議員が一般質問で取り上げるなど、議会とし
ても必要性については、認識をしています。しかしながら、様々な課題もありますので、今後、調査研究を重ねてまいり
たいと考えています。

　 障害者スポーツフェスティバルのゼッケンについてのご提案でございますが、担当課に確認したところ、現在のもの
がまだ使用でき、ベスト状のものはサイズの関係もあり、購入する予定はないとの回答でした。
　 市民福祉委員会から担当課に対し、新しいゼッケンにするときには、メッシュでベスト状のものも選択肢の一つとして
検討していただくよう、要望をいたしました。



山々を散歩するといたるところにごみが捨てられています。きたなくて環境も悪くなります。
そこで提案ですが、粗大ごみ等を市が無料で各家々まで連絡を受けて引き取ったらどうで
しょう。不法投棄監視員をやめ山々からひとつずつ回収作業員として取り組んでは・・・。き
れいな井原市のために。

別紙で失礼します。この紙面にしたのは字数が多くて書きづらいからです。いつも懇切な回
答をくださって、ありがとうございます。私たち愛してやまない井原市のために、提言します。
井原市議会で話してみてください。井原市の名所・生産物を。議員の住んでいる小学校区ご
とに、提示するのです。例えていえば　芳井－天神峡　青野－葡萄のように、議員のいない
地区は手分けして。全員の参加が大事です。一地区三件です。但し芳井・美星は四件にし
ます。なぜこのようなことを提言するか。議会は政策を論じることが大きな柱です。このよう
な政策論争とは違った事を研究されることも、井原市民の豊かな生活に役立つと考えたか
らです。賢明な議員のみなさんのお力に期待しています。絶えず、井原市民の先頭に立た
れていることに改めて敬意と期待を寄せます。よろしくお願いいたします。

芝のサッカー場をつくってください！！お願いします。

　 不法投棄につきましては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第16条により禁止されていますが、心ない一部
の人によって不法投棄が行われているのが実情です。
　井原市におきましては、不法投棄巡視員を配置し、官地を対象に不法投棄の巡視及び廃棄物の回収を行っておりま
す。私有地につきましては、土地の所有者・管理者の責任で処分していただくことになります。これは、「廃棄物の処理
及び清掃に関する法律」の第5条にも規定されています。
　 ご提案のありました粗大ごみの回収につきましては、現在、井原クリーンセンターや井笠広域資源化センターへ搬入
できない方の利便性を図るため、粗大ごみ（可燃性・不燃性）を１品１，５００円で戸別収集しています。また、家電４品
目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）につきましても、１品３，０００円（リサイクル料金を除く）で
収集する制度がございますので、この制度をご利用いただきたいと思います。

　 議員として、地域性などそれぞれの特色を生かしたまちづくりについて考えていくことは、とても大切な事だと思いま
す。現在も各地区で行われているまちづくりにおいて、各々の議員がスタッフの一員として活動しているところでござい
ます。この度、いただきました貴重なご提言は、今後の活動に活かさせていただきたいと存じます。
　なお、各地区の名所や特産品などは、現在、市や観光協会において市内外へ情報発信をしております。参考までに
観光パンフレットを添付いたしますので、ご査収ください。

　現在、市内でサッカー場として利用可能なスポーツ施設は、井原運動公園、井原リフレッシュ公園、芳井運動場、美星
運動場、明治ごんぼう村ふれあい広場等があります。
・サッカー場として芝生に改修することは使用上の制約が発生し、利用に支障を来たすことが予想されること、芝生化に
要する経費に加え、芝生の管理費やクラブハウス、夜間照明施設が必要となることから多額の経費が必要となります。
以上のことから、芝のサッカー場の建設につきましては、今後の検討が必要であると考えております。

井原市の議長は年間何日ぐらい事務局へ出られますか。

井原大橋のたもと近くにあるセブンイレブンの前に信号を設置してほしいです。けっこう交通
量が多く、危ないのでぜひお願いします。

　 議長は、常勤でないため、正確な登庁日数については把握しておりませんが、議会の代表者として事務局職
員の作成する書類や議会宛に届く全ての文書に目を通す必要がありますので、土曜、日曜、祝日を除いた、ほぼ
毎日登庁しています。また、土曜、日曜、祝日におきましても、市議会を代表して市や各種団体の行事等へ参加
しております。

　 信号機の設置につきましては、岡山県公安委員会が設置することとなっておりますので、地元の自治会等にご相談
いただき、自治会長名で交通事情並びに要望内容、設置場所を記した要望書を作成し、現場がわかる地図等を添付の
うえ、警察署へ提出してください。
　 なお、信号機の設置につきましては、所轄の警察署、県警本部で現地調査を行い、道路環境、沿道環境、交通事故
の発生状況、車両等の流れにより、必要性・緊急性を総合的に判断して公安委員会が決定するため、相当の年数がか
かる場合や設置に至らない場合もあります。
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