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議会報告会実施報告書 

 

開催日時 平成 24年 10月 31日 19時 00分 ～ 21時 00分 

開催場所 坂出市水道局 3階 

出席議員 

（班長・報告者）若杉輝久 （副班長）中河哲郎 

（司会）大藤匡文 （記録者）村井孝彦 

（議長）吉田耕一 

（班員）山条忠文，大前寛乗，前川昌也，茨 智仁，出田泰三 

    若谷修治 

参加市民数        ２３人 

実

施

内

容 

議会報告 

・開会挨拶   吉田耕一 

・議会改革報告 前川 昌也 

・委員会報告  総務消防委員会 茨 智仁 

教育民生委員会 若谷修治 

市民建設委員会 出田泰三 

・閉会挨拶   中河哲郎 

質疑応答 

＜質疑＞今回の住民監査請求に関して議会で 100条委員会を設 

置して真相究明を行うべきではないか。 

＜答弁＞総務消防委員会で調査検討を重ねてまいりました。理事 

者，議会双方で再発防止策を今後検討してまいります。結果 

は別の機会に報告します。 

 

＜質疑＞第 4次坂出市行財政改革大綱では平成 22年度の実質公債 

費率は 16.5%，同 25年度の目標を 15%としている。 

最近かなり改善しているが，コスモ石油の撤退，市立病院の建

て替え等で借金が増えていく。人口 5万 5千人の市では赤字に

なるのか。 

＜答弁＞人口と公債費率とは直接関係ありませんが，坂出市では

一時，実質公債費率が 18%を超えていた時期があり，厳しい財

政状況にありました。しかし理事者のご努力により現在は厳し

い中でも健全化しており，今後理事者と協力して更なる健全化

を目指します。 
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要望・提言等 

  今回の報告会は素晴らしい。一回限りでなく，定期的に開催

してほしい。 

 

  将来的に坂出市の人口は 3万人を切ると言われている。議会

は坂出市の活性化をどのように考えているのか，次の議会報告

会までに答えを出してほしい。 

 

  坂出市が街づくりに対してどういう取り組みをしているの

か見えない。高松市は「美しいまちづくり条例」を制定して取

り組んでいるが，これを参考にして独自の個性あふれる坂出市

を築いてほしい。 

 

  

その他特記事項 

  「固定資産税の賦課問題」に関する当事者同士の応酬に 50

分程度費やし，参加者の意見を伺うという本来の目的が十分達

せられなかった。 

 

  参加者の一人が自ら情報公開請求で得た資料を参加者の一

部に配布し，質問に及んだ。 
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議会報告会実施報告書 

 

開催日時 平成 24年 10月 31日 19時 00分 ～ 20時 35分 

開催場所 与島開発総合センター 

出席議員 

（班長・司会・報告者）植條敬介 （副班長）斉藤義明 

（記録者）松成国宏 

（副議長）末包保広 

（班員）脇 芳美，野角満昭，楠井常夫，松田 実，別府健二，  

    木下 清，東山光徳 

参加市民数     ２８人 

実

施

内

容 

議会報告 

・開会挨拶   末包保広 

・議会改革報告 斉藤義明 

・委員会報告  総務消防委員会 別府健二 

教育民生委員会 楠井常夫 

市民建設委員会 野角満昭 

・閉会挨拶   東山光徳 

質疑応答 

市内循環バス運行について 

＜質疑＞・現在両景橋西詰に停留場があるが，路線バスの停留場

と離れているので，乗り換えるには不便である。同じ場所に

変更して，お年寄りに便利にしてほしい。 

・市立病院へ行くには坂出駅で乗り換えが必要だが，駅に７

時４４分につくと，４分前に循環バスは出ている。次のバス

は４０分待たなければならない。もっと連携に配慮してほし

い。 

＜答弁＞早速，委員会の中でも取り上げて，改善の方向で検討し

たいと思います。 

 

＜質疑＞市内循環バスやデマンドタクシーが，３島にも来てくれ

れば助かるのだが。 

＜答弁＞この問題は，公共交通がすでにある場所では難しいのが

現状です。 

 

市町村介護予防強化推進事業について 

＜質疑＞・議会ではどう考えるか。買い物などで年寄りが苦労し

ていることは事実だが，私は，まだ漠然としている。 
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・考える期間も短いと思います。２年間と言っても今年度も

入っているので残り１年しかありません。 

・まだ，全然動いていないのが現状だと思う。 

＜答弁＞調査研究中となっていますが，今年度の進め方，また，

来年度に向かって聞き取り調査を早急に進めてまいります。 

 

＜質疑＞櫃石島の海岸には，岡山が近いため，港に向かって吹く

風はどうしようもなく，海岸には発泡スチロールやペットボ

トルが流れ着き，老人会や婦人会がボランティアで清掃に当

たっているが追い付かない状況であり，何とかしてほしい。

また，ボランティアの清掃の際，市からジュースとかでない

のか。 

＜答弁＞市でも一度，十分に調査する必要があると思います。今

後検討させていただきます。尚，ジュースはでませんがゴミ

袋や保険は用意できます。 

 

＜質疑＞防災についてですが，南海地震対策でかさ上げをしてく

れていますが，その他の対策として，各島に井戸があります。 

  それを掃除して，いつでも使えるようハンドポンプを付けて

ほしい。また，水質検査もしてほしい。 

＜答弁＞全く使用していない状態が長く続いているので，使用で

きるようにするには現状では無理があると思います。 

 

要望・提言等 

・  島の島民カードのおかげで 20 パーセント負担で通行出来る

のは良いが，免許証を持っていなくて車に乗れない高齢者など

がせめて月に２回くらい無料バス券が出ないのか。相談してい

る途中かも分かりませんが，今年度，政策課長には，お願いを

したところです。高齢者が安心して月２回くらい，医者や買い

物に行きたいので検討してください。 

 

・  路線バスは岩黒には下りてきません。上のバス乗り場へ行く

ためのエレベーターまで行くのに２回も３回も休まないと行

けません。バスが下りれるようにしてください。 

 

・  与島開発総合センターは与島だけでなくて，いろんな人が使

っているし，避難所にも利用している。廃止になると避難場所

が無くなる。ここには調理場があるが，公民館には調理場が無

い。出張所には，お茶が沸かせる設備があるだけである。当セ

ンターを残して頂けるようお願いします。 
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議会報告会実施報告書 

 

開催日時 平成 24年 11月 1日 19時 00分 ～ 20時 40分 

開催場所 坂出市民ふれあい会館 

出席議員 

（班長・報告者）若杉輝久 （副班長）中河哲郎 

（司会）大藤匡文 （記録者）村井孝彦 

（議長）吉田耕一 

（班員）山条忠文，前川昌也，大前寛乗，茨 智仁，出田泰三， 

    若谷修治 

参加市民数       ３３ 人 

実

施

内

容 

議会報告 

・開会挨拶   吉田耕一 

・議会改革報告 前川 昌也 

・委員会報告  総務消防委員会 茨 智仁 

教育民生委員会 若谷修治 

市民建設委員会 出田泰三 

・閉会挨拶   中河哲郎 

質疑応答 

循環バス，デマンド型乗合タクシーについて 

＜質疑＞ 林田町には循環バスもデマンド型乗合タクシーも来な 

いが，今後どうなるのか。 

＜答弁＞ 交通空白区域をできるだけなくしていこうという政策 

です。既存のバス路線がある地域への導入は難しいと考 

えられますが，今後拡充についても検討してまいります。 

 

＜質疑＞ 循環バスに乗りましたが，坂出駅で一旦降車して 10分 

後に同じバスに再乗車しなければなりません。また，乗 

り継ぎのチケットが必要ですが，何の案内もありません。 

高齢者の利便性も考え，もっと使いやすい循環バスを検 

討していただきたい。 

＜答弁＞ 乗り継ぎのチケットの説明不足は否めません。より分 

かりやすい説明を求めてまいります。10分間の降車につ 

いては，運転手の休憩時間に充てており，その間，乗客 

等の安全確保の問題があり現在の方法をとっています。 

しかし，改善点はあると思いますのでご意見を参考に協 

議してまいります。 
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＜質疑＞ 循環バスの逆回りは?    

もっと利用客が増えるよう PRを。 

通勤客が利用できるようなダイヤを。 

＜答弁＞ 今日頂きました皆様の様々な貴重なご意見をもとに， 

委員会で検討させていただきます。 

 

防災会議について 

＜質疑＞ 数年間開催されていないといことですが，開催の要請 

ではなく，期日を決めて要望すべきです。 

＜答弁＞今後気を付けて理事者側と接してまいります。 

 

＜質疑＞ 会議の構成について，行政機関・企業の代表，報道機 

関，坂出市の市長や部長だけでなく市民の代表も加える 

べきでは? また，男女比についても 27人中 1人という 

ことに驚きました。 

＜答弁＞ 今後理事者側に要望してまいります。 

 

小児生活習慣病対策事業について 

＜質疑＞ 開始の時期と期間は? 

＜答弁＞ 今年度の 4年生を対象に，まず希望調査を行い，対策 

事業を実施します。期間については今年度限りでなく来 

年からも実施していく計画です。 

 

要望・提言等 

  私たちの自治会のエリアに現在の市立病院がある。移転の説

明会が小学校の体育館であったが，自治会には何の説明もなか

った。跡地利用についても様々なうわさが飛び交う中で近隣住

民は不安を抱えている。加えて，患者への対応が不適切な医師

の存在が市立病院への期待を薄れさせている。 

 

  セアカコケグモが発生している。番の州周辺だけでなく，さ

らに広い地域で注意を喚起すべきではないか。 

 

  商店街の共同設備事業に対する補助率が他市に比べて坂出

市は低い。厳しい経済状況の中で運営している商店街にとって

自己負担率の低い他市をうらやましく思うこともある。同等の

補助を望む。 

 

  平成 2年の鉄道高架事業の際，坂出市土地開発公社が購入し

た土地が 20 年以上塩漬けになり，2 億円の簿価がついている
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と思う。今後も放置すれば簿価はますますかさみ，後世に対す

る負債として残る。適切な処分は議員，行政の責務である。 

 

  坂出は糖尿病の治療率が県内でも特に高いということで，3

年間対策を講じたと思うが，昨年終了しその後予算がついてい

ない。小児生活習慣病対策は素晴らしいことだと思うが，高齢

者に対するこのような事業も考えてほしい。 

 

  不燃ごみの収集当番について，昨年度市から担当の方が 2人

来てくれてごみの分別等をしていただき大変助かったが 1 年

もしないうちに終了した。不燃物の分別等もままならない高齢

者の 1人世帯が増加している。今後も継続を。 

 

  議会の広報について，ＫＢＮでの議会中継，ホームページへ

の掲載をしているとのことだが，高齢者はホームページをほと

んど見ない，また，ＫＢＮを契約していない世帯もある。予算

の都合もあるだろうが，もっと工夫をしていただきたい。 
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議会報告会実施報告書 

 

開催日時 平成 24年 11月 1日 19時 00分 ～ 20時 30分 

開催場所 白峰中学校体育館 

出席議員 

（班長・司会・報告者）植條敬介 （副班長）斉藤義明 

（記録者）松成国宏 

（副議長）末包保広 

（班員）脇 芳美，野角満昭，楠井常夫，松田 実，別府健二，  

    木下 清，東山光徳 

参加市民数     １６人 

実

施

内

容 

議会報告 

・開会挨拶   末包保広 

・議会改革報告 斉藤義明 

・委員会報告  総務消防委員会 別府健二 

教育民生委員会 楠井常夫 

市民建設委員会 野角満昭 

・閉会挨拶   東山光徳 

質疑応答 

＜質疑＞坂出全体が冷え切っている。先日，福祉の町を視察した

が，町の中に施設が出来ている。郊外に出来ても活性化につな

がらない。人口増対策をしてほしい。 

＜答弁＞町の中に施設という意味では，坂出市においても，駅前

イオンの中に公民館を作ったり，施設を町中に集める工夫はし

ているところです。人口増対策はあらゆる観点から進めていか

なければなりません。 

 

＜質疑＞議会改革で一問一答式や市民参加も良いと思いますが，

テレビなどで国会質問を見ていると二問や三問を一度に質問

している。あれがわかりやすい。 

＜答弁＞坂出市議会も選択制としていまして，一問一答式でも一

括質問でも出来るようになっています。 

 

＜質疑＞議員質問は事前に通告しているのか？ 

＜答弁＞事前に通告しております。 
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＜質疑＞アンケートで次回も参加しますか？の設問があります

が，今後の報告会開催の大まかなスケジュールを教えてくださ

い。 

＜答弁＞議会報告会は年に 1回以上と決めております。3月の予算

議会の後とかになると思います。 

 

＜質疑＞介護予防強化推進事業を，与島他三島で国のモデル事業

として実施するとはどのような事業ですか。 

＜答弁＞今，アンケートを取って聞き取り調査しています。 

意見交換 

＜意見＞年末助け合い募金が始まっているが，自治会でも婦人会

でも共同募金をしているが，どこにも会計報告や使い道が載っ

ていない。報告もない。出来るだけ，何にいくら使われている

か，報告をしてほしい。東日本大震災でも大きい全体の金額が

わからない。被災者に届いているか心配だ。 

 

＜意見＞空き家が増えている。予想されるのは，潰したら，税金

が高くなるからだと思う。空き家調査は何のためにしたのか。 

＜答弁＞今，全国的に空き家が増えている実情だ。このまま放置

していけば，環境面・防災上様々な問題が発生してくる。現状

把握のために調査をしています。 

 

＜意見＞春から自治会長が当たっているが，ゴミの収集日が年に

半数近くが月曜日になっている。金曜日にカゴを持ってくるの

で，土曜日，日曜日と月曜日に当番で立っている。休み明けの

収集日をやめてほしい。 

＜答弁＞担当課もそのような市民要望を聞いている。今後カゴを

持ってくる曜日を検討するなど，担当課に要望していきます。 
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要望・提言等 

・  デマンドバスですが，西庄では登録も少ない。はたして登録

は必要ですか。別に登録しないで誰でも乗れるようにしたらど

うでしょうか？循環小型バス１００円は良いと思います。 

 

・  透明の袋に何でも入れてくるので困っている。プラスチック

だけでなく，何でも入っている。包装紙などのビニールは可燃

ごみとしてほしい。 

 

・ 今日は，このような会を開いて頂いて，ありがとうございます。

残念ながら参加者の数が少ないのが残念です。昔の議会と今の

議会は全然違う。雲泥の差があります。 

今後もこういった機会を是非進めていただきたい。今日は，

ありがとうございました。 

 

 

 

 


