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１．開催の目的 

 市民が議会の活動に参加できるような懇談会、議会報告会等を開催するよう努めるため。（庄原市議

会基本条例第５条第３項） 

 

２．開催地区、開催日時及び参加者数 

（表１  平成 29年度概要） 

特設 

会場 

高校 開催日 時間 会場 参加者数 担当班 

庄原実業高校 ８月２９日（火） 15:25～16:10 庄原実業高校  ３５９ １ 

西城紫水高校 ７月１０日（月） 14:20～15:10 西城紫水高校   ３６ ２ 

東城高校 ７月１８日（火） 15:35～16:25 東城高校   ３１ ３ 

 特設会場計  ４２６  

（参考）一般会場 [地域・地区・開催日] 開催時間 会場 参加者数 担当班 

庄原 

庄原 ７月１８日（火） 19:00～21:00 庄原市ふれあいセンター ４１ １ 

高 ７月 ３日（月） 19:00～21:00 高自治振興センター １６ ２ 

本村 ７月 ６日（木） 19:00～21:00 本村自治振興センター １８ ３ 

峰田 ７月 ３日（月） 19:00～21:00 峰田自治振興センター １８ ４ 

敷信 ７月１２日（水） 19:00～21:00 敷信地区民ふれあい広場 １２ ５ 

東 ７月１２日（水） 19:00～21:00 東自治振興センター ３２ １ 

山内 ７月１１日（火） 19:00～21:00 山内自治振興センター ８ ２ 

北 ７月１３日（木） 19:00～21:00 北自治振興センター １１ ３ 

西城 
西城 ７月 ７日（金） 19:00～20:45 西城自治振興センター ２０ ４ 

八鉾 ７月 ３日（月） 19:00～21:00 八鉾自治振興センター １６ ５ 

東城 

小奴可 ７月１０日（月） 19:00～21:00 小奴可自治振興センター １５ ２ 

八幡 ７月 ４日（火） 19:00～20:50 八幡自治振興センター １８ ３ 

田森 ７月１３日（木） 19:00～21:00 田森自治振興センター ８ ４ 

東城 ７月１３日（木） 19:00～21:00 市役所東城支所 ５１ １ 

帝釈 ７月１１日（火） 19:00～21:00 帝釈自治振興センター ２８ ５ 

新坂 ７月 ７日（金） 19:00～21:00 新坂自治振興センター １３ ２ 

久代 ７月 ４日（火） 19:00～21:00 久代自治振興センター ２２ １ 

口和 口和 ７月１８日（火） 19:00～21:00 口和自治振興センター ８ ３ 

高野 高野 ７月 ６日（木） 19:30～21:15 下高自治振興センター １７ ４ 

比和 比和 ７月 ７日（金） 19:00～21:00 比和自治振興センター １２ ５ 

総領 総領 ７月 ６日（木） 18:30～20:00 総領自治振興センター ４３ １ 

 一般会場計 ４２７  

合計 ８５３  



2 

  

（表２ 会場数・参加者数実績） 

年度 期  間 開催時間（要綱） 会場数 参加者数 班数 

平成２３年度 ７月１日～２１日 １９：００～２１：００ ２２ ４８８ ８ 

平成２４年度 ７月３日～２０日 １９：００～２１：００ ２１ ３６９ ８ 

平成２５年度 ７月３日～１８日 １９：００～２１：００ ２１ ３２８ ５ 

平成２６年度 ７月３日～１８日 １９：００～２１：００ ２１ ４３０ ５ 

平成２７年度 ７月３日～２４日 １９：００～２１：００ ２２ ４４５ ７(内特設２) 

平成２８年度 ７月１１日～２１日 １９：００～２１：００ ２４ 

一般 ３７５ 

特設 ４１５ 

合計 ７９０ 

８（内特設３） 

平成２９年度 ７月３日～８月２９日 １９：００～２１：００ ２４ 

一般 ４２７ 

特設 ４２６ 

合計 ８５３ 

８（内特設３） 

 

 

３．議会報告会（報告事項）次第 

【特設会場】 

（１）開会行事 

 あいさつ 

 議員自己紹介 

 

（２）意見交換 

  テーマ別意見交換、 

  または、報告～質疑、意見交換  

 

（３）閉会行事 

 講評 

 生徒代表あいさつ 

 

※時間配分 ５０分 

 

４．班編成 

 【 特設会場 】 

会場 班 議員 

庄原実業高校 １ 
○岡村信吉 ・ 竹内光義 ・ 宇江田豊彦 ・ 坂本義明 

 福山権二 ・ 吉方明美 ・ 桂藤和夫 

西城紫水高校 ２ 
○林高正  ・ 赤木忠德 ・ 谷口隆明  ・ 徳永泰臣 

 近藤久子 ・ 五島誠  ・ 山田聖三 

東城高校 ３ 
○政野太  ・ 門脇俊照 ・ 横路政之  ・ 堀井秀昭  

 田部道男 ・ 岩山泰憲 
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※ここからのページは、会議の一連の流れで重複したり、まとめて回答するなどで空欄になっているところがあります。 

５．報告事項に対する質疑応答 

質問・意見 会場での回答・まとめ 

【 庄原実業高校 】 

・何を基準に議員を選べばよいか。 ・候補者が何をしようとしているのかを知る必要が

ある。 

・他人の意見に惑わされず、自分の立場で判断する

ことが大切。 

・将来、立候補しようという勇気を持ってほしい。 

・どういう方法で市民の声を聞いているのか。 ・地域の中をまわって話を聞いたり、地元行事な

どへ参加して声を聞いている。 

・庄原における具体的な課題は何か。 ・高齢化が進み、高齢者世帯、一人暮らし世帯が

増えている。 

・安心して生涯を送れるように、現在地域包括シ

ステムなどを整備し、暮らし易い街づくりに取

り組んでいる。 

・JRの存続が課題である。高校生が通学するた

め、また、高齢者の移動手段として JRのあり方

について検討している。 

【 西城紫水高校 】 

○テーマ１・高校時代の過ごし方で大切なこと 

  ・地元西城の生徒は少なく、寮生やＪＲ等利用し

て通学している生徒が多かった。 

・それぞれ、目標をもって勉強している生徒、ク

ラブ活動を頑張っている生徒、学校がおもしろ

くないという生徒、やりたい部活がないなど割

とざっくばらんに話ができた。 

・高校の友は、一生の友と考えている生徒もい

た。 

・看護師、管理栄養士、医療福祉関係など、将来

の夢を持っている生徒もおり、就職か専門学校

へ進学か悩んでいる生徒もいた。 

・ちなみに市議会はいつも議論しているイメージ

との意見もあった。 

・それぞれの今やっていることや感じていること

を出してもらい、質疑や意見をもらうまでに

は、いかなかった。 
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○テーマ２・昨年度の市議会の大きな議題 

 地域包括ケアシステムなど（寝たきりになったときに施設に入るか、それとも自宅で過ごすか質問

した。 

・施設がいい。専門の技術をもった人に看ても

らいたい。 

・やっぱり自分が過ごしてきた家で最期をむか

えたい。 

・在宅でも身内ではなく、専門的な技術を持っ

た人に看てもらいたい。 

・寝たきりになるまでにコロリと逝きたい。  

・色々な意見が出る。最後に介護保険料の問題を

投げかけて終わる。 

○テーマ３（その１）庄原・西城の魅力と課題（良いところ） 

・静かである。自然が豊かで美しい。空気がき

れいでおいしい。 

・事件、事故が少ない。 

・地域の人があたたかい。あいさつをしてもら

える。 

・町内の行事やボランティアに出ているが、声

をかけてもらうことが多い。 

・瀬尾公治やＪＵＪＵなど庄原出身の有名人が

活躍している 

・食材など食べ物が豊富 

 

○テーマ３（その２）庄原・西城の魅力と課題（悪いところ） 

・コンビニが少ない。 

・学校が山の上にある。 

・雇用の場が少ない。 

・商店街が寂しく、お年寄りが多い。 

・バス停が遠い。 

・店が少ない、通学路が坂道。 

・虫（カメムシなど）が多い。 

・学校に自販機がない。午前中、水分補給がで

きない。 

・学校終了が３時半、汽車が５時半までない。 

 

○卒業後はどこに住みたいか。将来、地元に帰ってくるかを尋ねる。 

・東京か広島か都会に住みたい。外国にも行っ

てみたい。誰もが、一度は都会へ出たいと思っ

ている。 

・庄原市以外の生徒が多いが、全体としては「帰

らない」と答えた生徒が多かった。君たちが帰っ

て来られるよう頑張るので、最後は生まれたふる

さとに帰ってきてほしいことを伝え終わる。やは

り、時間が足りず課題の掘り起こしまではできな

かった。 

○その他 

議員は、選挙の時に言っていることと実際やって

いることが違うことがある。 

・ＪＲが 1本しかなく不便。朝８時着、駅から２

キロは夏や冬は厳しい。 

 

・通学路の駅からの２キロぐらい、若いのだから

体を鍛えると思ってと言ったら、無理、無理との

返答があった。 

・生徒に対して投票に行こうと呼びかけたとこ

ろ、みんな投票に行くとの答えがあった。 
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・大講議室にもクーラーが欲しい。 

・グランドの整備をしてほしい。 

・スキー教室を復活させてほしい。 

・食事ができるところが少ない。 

・人口のわりに、警察（パトロール）が多すぎる

のではとの意見もあった。 

  

○生徒による感想発表 

・学校のことを話すことができてよかった。 

・庄原や西城のことを見直すことができた。 

・選挙には行きたい。 

・子どもを増やすためにも、教育費の負担軽減を

お願いしたい。 

・全部の教室にクーラーがほしい。 

 

【 東城高校 】 

○テーマ１：庄原での暮らしについて 

・庄原市のこれからの進路、目指す目標を聞きた

い。市の借金はどうするのか。 

・路線バスは赤字、高速バスは黒字と聞いたが、

広島行きバスが減便になり不便になった。 

 

・生徒は３つのグループに別れてテーマに沿って

議員と意見交換した。議員は一定時間でグルー

プを順番に移動した。１テーマに 12分程度の

時間になり、深く議論することができなかった

部分もある。 

○テーマ２：庄原・東城の魅力と課題について 

・魅力的な場所（道の駅等）をバリアフリー化し

たり、入りやすい雰囲気づくりにしたり、表示

板等も整備してはどうか。 

・子供が遊ぶ場所がない。子供をつれた若い方が

遊ぶ場がなければ住もうと思わない。 

・遊具はブランコだけでなく、アスレチックもあ

ってもいい。 

・夜道が暗い場所がある。街路灯の整備を考えた

ら良い。 

・東城のお通りの時には、海外等からのお客さん

の希望者に着物を着せてあげてはどうか。 

・自然が豊かな東城だから若者向けのスイーツを

作ってはどうか。（サクランボやイチゴの活

用） 

・2020年東京オリンピックが開催される。東城で

も、東城オリンピックをし、スポーツをすると

ともに東城を全国にＰＲすると良い。 

・空き家を改装して都市から住民を呼び込んで、

数年間住んだらその家を無償提供してはどう

か。 

・空いた土地がたくさんあるので、ＰＲして有効

活用したら良い。  
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６．検証結果 

（１）開催時期等について  

 ・各校とも１時限内の開催 

  西城紫水高校 ７月１０日（月）１４：２０～１５：１０  

  東城高校   ７月１８日（火）１５：３５～１６：２５  

  庄原実業高校 ８月２９日（火）１５：２５～１６：１０ 

  

（２）開催会場の設定数について  

 ・３会場（市内３高校）  西城紫水高校、東城高校、庄原実業高校 

 

（３）報告内容等について  

 ・西城紫水高校、東城高校 

  ワールドカフェ方式に準じて、テーマ設定、班ごとに意見交換 

 ・庄原実業高校 

  パワーポイント資料上映、説明、意見交換 

 

（４）班編成について  

 ・７人班（西城紫水高校、庄原実業高校）、６人班（東城高校） 

 

（５）記録について 

 ・班員（記録者）による要点記録 

 

（６）時間割について  

 ・１時限を基準に設定 

  

（７）配布資料・パワーポイントについて 

 ・西城紫水高校、東城高校 

  配布資料なし、テーマ設定、班ごとに意見交換 

 ・実業高校会場 

  パワーポイント資料を上映、説明、意見交換 

 

（８）周知方法について  

 ・各高校で周知 

 

（９）報告会全体の運営について  

 ・事前の各高校との打合せをもとに開催した。 

  

 検証結果   

 特設会場（高校会場）は一般会場と比較して、開催条件が異なるため、同様の検証を行うことは控え

る。議員全員協議会での特徴的な意見を次回の開催時の検討項目として記す。 

・小グループごとの意見交換は距離感も近く、生徒、議員も意見を述べやすい。 

・議会だより、議会報告会報告書などで、議会から高校へ積極的な情報提供につとめる。 

・次回開催時に運営方法を検討する。 

 


