
平成 30年度 江津市議会報告会実施報告書 

開催日時 平成 30年 11月 16日（金）19時 00分～20時 30分 

開催場所 江津商工会議所 3階大会議室 

出席議員 

責任者 坪内涼二 

報告者 田中直文／藤田厚／石橋孝義／坂手洋介 

参加者 森脇悦朗／山根兼三郎／多田伸治／鍛治恵巳子／森川和英 

記録者 坪内涼二 

参加市民数             17人 

 

 

 

 

実

施

内

容

報

告 

 

 

 

議会報告 

総務文教委員会報告・・・藤田議員 

建設厚生委員会報告・・・石橋議員 

予算委員会報告・・・・・田中直文議員 

決算特別委員会報告・・・坂手議員 

意見交換 

【Ａ班】（森脇議員・多田議員） 

・ごうつ秋まつりがパレットごうつへ変更になったことについて、決定

のプロセスに不満があった。 

・また本気で商売するつもりなのに、パレットごうつではやりにくいと

の意見もあった。 

・上記の江津秋まつりの決定プロセスに限らず、地域コミュニティなど

で若手や新たなプランを出す人の意見を受け入れる素地がない。 

 ・市役所で昼休みに消灯しているが、きちんと仕事をしているなら、 

  消灯の必要はない。必要以上に卑屈になることはない。 

【Ｂ班】（田中直文議員・鍛治議員） 

 ・予算や補正予算の編成などについて 

 ・西部統合小学校の完成時期について 

 ・公共施設の活用について 

 ・コミュニティ活動について、将来を見据えた活動必要 

【Ｃ班】（藤田議員・坪内議員） 

 ・小中学校へのエアコン費、金額としてそんなに必要なのか。 

  エアコンを設置するだけで何億もかかるのか疑問。 

 ・水道事業会計の見方が分からない。 

 ・下水道使用料引き上げ 

 ・水道料が高いのはなぜか。 

 ・図書館の議論はどうなっているか。 

 ・地域コミュニティのお金の使い方、精査してほしい。 

 ・水の国はどうなるのか。 

 ・有福温泉を何とかしてほしい。 

【Ｄ班】（石橋議員・森川和英議員） 

 ・議員の頑張る姿が見えないので、見せる必要がある。 

 ・議会が他団体と意見交換をするなど協力体制をとってはどうか。 

 ・議員報酬では、若い人が生活をすることができない。 

  議員になってとは、なかなかならない。 

 ・学校のエアコン設置は家庭用にすると費用がかからないのではないか。 

 ・図書館の建設はどうなっているのか。各地域コミュニティを 

  活用した図書館を充実することはできないか。 

 ・コミュニティでイベントしているが、金の使い道を考えてほしい。 



 ・てごねっと石見などが頑張って、Ｉターンをする若い人がいる。それ

だけ江津は他と比べて魅力があるとみられている。人手不足、定住な

どもう少しＰＲをして知ってもらう必要がある。 

 ・水道料金が高いので何とかならないか。 

 ・新庁舎建設は、身の丈のあった建設が必要ではないか。 

【Ｅ班】（山根議員・坂手議員） 

 ・Iターンを募ることも必要だが、Uターンしてくれる人を育てることに

力を入れたほうがよい。 

 ・専門学校、大学など他地域へ進む若者が多いので、いかに江津の魅力

を知ってもらうのかが課題である。 

 ・人麻呂など郷土の歴史においても魅力的なことも多くありそれに気づ

き、体験し、学ぶことで地元に対する愛着を深め都会に出ても将来、

江津に帰ってきてもらいたい。 

要望・意見等 
（意見交換に含む） 

その他特記事項 
アンケート実施 

 

平成 30年 12月 26日 

 

江津市議会議長 森脇 悦朗 様 

 

報告責任者  坪内 涼二  ㊞ 



平成 30年度 江津市議会報告会実施報告書 

開催日時 平成 30年 11月 17日（土）18時 00分～19時 30分 

開催場所 川戸地域コミュニティ交流センター 

出席議員 

責任者 永岡静馬 

報告者 河野正行／山根健三郎／多田伸治／森川和英 

参加者 坂手洋介 

記録者 永岡静馬 

参加市民数             11人 

 

 

 

 

実

施

内

容

報

告 

 

 

 

議会報告 

総務文教委員会報告・・・多田伸治 

建設厚生委員会報告・・・山根兼三郎 

予算委員会報告・・・・・河野正行 

決算特別委員会報告・・・森川和英 

意見交換 

○防災について 

・堤防の補強をしてほしい。 

・個人情報の有効な使い方ができないか？個人情報保護法の関係で、高齢

者・独居者等の情報がわからない。 

・防災無線、避難訓練は有効であった。 

・スマートフォンは高齢者にとって使い方がわかならない人が多い。研修

等があれば便利。 

・広島県で降った雨の情報も流してほしい。 

・多くの道路が通行止めになり、避難場所に行くことが困難だった。 

・分かりやすいハザードマップを作って欲しい。 

・広い範囲ではなく、各自治体の特徴にあった防災が必要では。 

・今回の災害で、避難場所が急遽、夜中に中学校になった。治水対策と防

災対策と安心できる場所の確保が必要。 

・江の川の堤防が崩れれば 10分と保たない。土のうが積まれたが穴が空い

ているとこがあり、不安な面がある。今回、地域外に出る 5 ヶ所が遮断さ

れ、2日間避難所に泊まった。 

・どこにも通じなくて、小田の消防団は動けず、市山の消防団に助けても

らった。高齢者が多く避難場所を考えてほしい。 

ボランティアはできたが、現場のトイレがなく困った。 

・今回のような災害になれば逃げるところが分かりにくくなる。情報のと

り方をどうしようか困った。 

・ハザードマップを活用することが必要。 

・防災無線がデジタルになる予定。災害に対する対応を検討してほしい。 

・新庁舎は防災機能の充実を。防犯カメラ等の有効利用。 

 

○まちづくりについて 

・議会報告会は地元にマッチしたテーマで今回のような対話形式で行って

ほしい。 

・邑南町等コミセンに町の職員が仕事をしている。2人体制では、大変だ。

2人では限界がある。何らかの取り組みを。 

・地域コミュニティセンターは２人体制だが、１人は市の職員にしてほし

い。 



要望・意見等 
（意見交換に含む） 

その他特記事項 
 

 

平成 30年 12月 26日 

 

江津市議会議長 森脇 悦朗 様 

 

川戸地域報告会責任者  永岡静馬  ㊞ 



平成 30年度 江津市議会報告会実施報告書 

開催日時 平成 30年 11月 18日（日）18時 00分～19時 30分 

開催場所 二宮地域コミュニティ交流センター 

出席議員 責任者 森脇悦朗 

参加者 藤間義明、森川佳英、田中利德、坪内涼二 、植田好雄  

参加市民数 12名 

 

 

 

 

 

 

 

実

施

内

容

報

告 

議会報告 総務文教委員会・・・藤間議員 

建設厚生委員会・・・森川佳英議員 

予算委員会・・・・・田中利德議員 

決算特別委員会・・・植田議員 

意見交換 

 

各議員が 3班に分かれて意見交換  

意見交換での意見 

 

地域の子育て・教育について 

・統合西部小学校建設について 

・通学路の安全確保について 

・エアコン設置について 

 

地域の高齢者対策について 

・高齢者独居世帯の問題について 

・敬老会の出席について 

 

地域の抱える課題について 

・ボランティア団体の人材不足について 

・外国人労働者増加について 

・地域コミュニティが高齢者介護や自主防災を行うことについて 

 

要望・意見等 (意見交換に含む) 

その他特記事項 アンケート実施 

 

 

平成 30年 12月 26日 

 

江津市議会議長   森脇 悦朗 様 

 

地区報告会責任者 森 脇 悦 朗 ㊞ 

 

 

  



平成 30年度 江津市議会報告会実施報告書 

開催日時 平成 30年 11月 21日（土）12時 00分～12時 50分 

開催場所 島根県立江津工業高等学校 江工会館２階集会室 

出席議員 

責任者 田中利徳 

報告者 鍛治恵巳子（議会について） 

選挙管理委員会（選挙制度） 

参加者 永岡静馬/田中直文/藤田厚/石橋孝義/藤間義明/森川佳英 

田中利徳/鍛治恵巳子/植田好雄 

記録者 田中利徳 

参加生徒数             70人 

 

 

 

 

実

施

内

容

報

告 

 

 

 

議会報告 
議会についての説明・・・鍛治恵巳子 

選挙制度の概要・・・選挙管理委員会・小林峰登 

意見交換 

生徒は９班に分かれて、各班を議員１名が担当した。 

◎人口減少問題 

・キャリア教育で地元企業の様子が分かったのでできるだけ地元に残りた

い 

・より多くの人が地元に就職することが大事だ。 

・住みやすいまちづくりに補助金を出してほしい。 

・住みやすいまちにするためには、娯楽施設が必要、商店を増やす（衣料

品関係）交通の便をよくする（浜田への１８時の便が欲しい）。 

◎パレットごうつの活用について 

・駅前にあり有効活用している。休憩と学習に便利だ。 

・少し食べ物が欲しいので、コンビニを誘致してほしい。 

◎学力について 

・進学したいと考えるが、今だと難しい。低年齢からの学力をつける教育

をしてほしい。工業高校の教員になりたい。 

◎県立学校の再編について 

・県立学校再編の話が気になる。実業高校は大事だ。 

・自分たちの技術力を社会で活かしていきたい。 

◎市議会について 

・あんなに多くの議員が必要なのか。 

・ケーブルテレビを見ても内容がよく分からない。 

◎新市庁舎建設について 

・建て替える必要があるのか（江津市出身者） 

要望・意見等 
（意見交換に含む） 

その他特記事項 
 

 

平成 30年 12月 26日 

 

江津市議会議長 森脇 悦朗 様 

 

報告責任者  田中利徳  ㊞ 

 


