
　参加人数：２４名（うち班外議員０名）（他自治体等傍聴者０名）

市民との意見交換会・報告書（湊地区）

　開催地区：　湊地区 　開催日時：平成２７年５月８日（金）　　１８時３０分　～２０時００分

　担当班　第２班（出席議員）　長谷川光雄・小林作一・渡部　認・石田典男・伊東くに・古川雄一　　（欠席議員）なし

　開催場所：湊公民館
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分類 番号 対応
今年は間口除雪をしてもらって助かった。今後高
齢化が進めば部落で除雪ができるのか心配だ。ボ
ランティア等の協力がますます必要である。

要望として受け止め、今後議会としても取り組ん
でいく。

○ ② 雪害対策

市に対して平成22年に要望書を出したがなしのつ
ぶて。農道水路について回答がいまだない。５年
間何をしてきたのか疑問である。

調査して回答する。
なお、議会側に知らせる場合には行政当局への要
望より議会への陳情のほうがよい。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書P6に記載)

農道

中学校でサポートティーチャーをしているが後任
が見つからなくて困っている。湊に来てくれる人
がいない。市内から来てもらうか、何人かで交代
するような体制がとれればよいと思う。

調査して回答する。
全体的にサポートティーチャーをどのように養成
しているかなどを調査して回答する。 ○ ③

事後報告する
（事後処理報告
書P7に記載)

学校教育

水の問題は検討してもらっていることは感謝して
いる。しかし、安全安心な水が今後安定的に供給
してもらえるか不安だ。沼上地区では水に濁りが
出て現在は濾過機を着けて使用している。もとも
と湊地区は地下水には恵まれていない。地下水に
頼らないで本管から引くべきではないか。地下水
は十分でない地区がある。

湊地区水資源問題に係る検討委員会でも、本管か
ら水を引くことでしか完全な問題解決にはならな
いので、当初地下水での対応はやるが、本管から
引くということも含めて２本立てで考えるという
まとめだった。現在、水に関しては文教厚生委員
会、水道に関しては建設委員会の所管である。ご
指摘を真摯に受け止め議会としても今後検討して
いく。

○ ②
水資源問

題

最近交通量が増えて、国道２９４号線は大型車が
通ると地震かと思うほど家が揺れる。バイパスを
建設するか、舗装のやり直しなど必要だ。スピー
ドを出して走行するので危険である。

県に伝えて対応をお願いする。

○ ② 道路

空き家について。危険な家がある。調べたところ
遠くにいる身内が相続辞退している。トタンが剥
がれ落ちて危険である。

現地を調査して回答する。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書P8に記載)

防災・安
全

※項目
キーワード

市民の発言内容

○　議会報告（定例会、政策討論会など）、市政全般（テーマ以外）について

議会（議員）の発言内容
処理状況
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分類 番号 対応
※項目
キーワード

市民の発言内容

○　議会報告（定例会、政策討論会など）、市政全般（テーマ以外）について

議会（議員）の発言内容
処理状況

原地区から東田面地区へ向かう道路に大穴が開い
ていて危険なので早急に対応してほしい。道路そ
のものが震災の影響もあってかひび割れ劣化して
いる。

ご意見として伺う　※部分的に舗装し直し、穴は
埋めてある。

○ ② 道路

経沢・高坂地区の道路の状況は。 調査して回答する。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書P9に記載)

道路

除雪の基準はどうなっているのか。朝出勤に間に
合わない。除雪の時間が遅い。除雪費が適正に使
われているのか。業者が基準に応じてやっている
のか。オペレーターの仕事量が多いのではない
か。

道路維持課で除雪業務を担当しているが、除雪対
策協力会でオペレーターの指導もしている。本市
の約1400キロの道路のうち約800キロを除雪対象と
しており、その日のうちに全て除雪しているの
で、遅いところと早いところが出てくる。基本的
には幹線道路と通学路を優先し、順番も決めてい
る。除雪についてはいろいろなご意見があるが、
徐々に変えていくのでご理解いただきたい。

○ ② 雪害対策

赤井地区から笹山地区の道路で毎年車での遭難者
が出ている。除雪に向いていないのではと問題を
感じるオペレーターがいる。道路パトロール等で
フォローしてはいると思うが、それでも十分では
ないので、オペレーターの技術の向上、意識の高
さが必要だ。

ご意見として伺う。

○ ② 雪害対策

除雪の時間が遅れるのは、オペレーターが路線を
多く持ちすぎていることが原因ではないか。どの
ように管理しているのか。

そうした原因もあるかとは思うが、本年27年度予
算で、GPSを使い除雪車がどこを走ってどのように
除雪しているのかを把握し、効率的な回り方を研
究することになった。そうした面からも改善に向
けて取り組んでいきたい。

○ ② 雪害対策

防雪柵の不良品の問題 事後報告する。なお、建設委員会でも協議する。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書P10に記載)

雪害対策

　　※分　　類　●議会に関するもの　○市政に関するもの
　　　　　　　　　　　　　　※処理状況　①回答（処理）済　②聞き置いた事項（含む情報提供）　③後日回答
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○　地区別テーマでの意見交換について

分類 番号 対応
○「原小学校の廃校を利用したまちづくり」とい
うことについて、皆さん方のご意見をいただきた
い。

原小学校の教室も講堂も残っているので、壊さな
いで何とか利用できないか市にお願いしている。
やりたいことはいろいろある。原地区としては、
いらない部分は市で壊していただいて、利用した
い部分だけ無償で貸してもらいたい。今動いてい
る中では、県から上限１千万円の補助金をいただ
き、地元で750万円、市で750万円を負担し2500万
円の予算を見積もっている。でも解体費を見た
ら、750万円をそちらに使った方がよいのではない
かと思える。県からの１千万円と地元の750万円で
何とかする方法を考えている。農家レストラン等
の利用を考えている。地区としては6次化で今すぐ
使いたい。

お話を聞いて一番問題となっている部分は、「必
要な部分だけ貸して、残りは市が解体してほし
い」という要望だが、それができない、というと
ころだと思う。できない理由が分からないため、
調査して回答する。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書P11に記載)

取り壊すのを待ってほしいという陳情には一応毎
年賛同いただいていると伺っているが。

今の行政は改善計画を作って、こういうことで実
施するので支援してくれと交渉しないと動かな
い。農家レストランであれば保健所の許可も必要
であり、そのへんもきちんとしないといけない。
廃校活用の先進事例研究も必要である。

○ ②

色々なところを見てきた。研究は散々している。
しかし、本市行政は協力的ではない。要するに、
「あなたたちが有効利用してくれるのであれば
使ってください」というのが第一段階ではない
か。いつになったら使えるのか分からない状態で
もう３年も経っている。計画書を作れと言って
も･･･。

地元でやってほしいとは言っても、行政のサポー
トが必要ではないか。行政の力も借りて、協働で
行うことが必要ではないか。

○ ②

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
処理状況

→　原小学校の廃校を利用したまちづくり
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○　地区別テーマでの意見交換について

分類 番号 対応
市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

処理状況

→　原小学校の廃校を利用したまちづくり

窓口は農政課で、話はできているが、教育委員会
が「うん」と言わない。

行政の縦割りの弊害。これからは、６次化もそう
だが、担当として横のつながりが重要。その点も
含めて担当課に話をしてみる。

○ ②

農家レストランの売り上げや儲けを予想するだい
たいの計画書を作ったがスタート時のこちらの考
えが行政にうまく伝わっていないのではないか。
年々老朽化が進んで除雪にも、市民が通るにも支
障をきたすような状態なので市としては早く取り
壊したいのではないか。しかし、施設を建てると
ころからやれば億かかるものを１千万円で改造し
て使えるのであれば市民にも行政にも負担がかか
らなくて済むと考えているのだが。

税金からお金を出す以上、行政は５年間なりの改
善計画を作って、５年後にはこのように経営を健
全化します、資金を増やしますので支援してくれ
と交渉しないと動かない。あとで農政課とも話し
てはみるが、そういうことだと思う。 ○ ②

湊地区地域活性化協議会が設立された。湊地区の
活性化に向けて、原小学校だけでなく他の廃校も
含めて湊地区全体として考えるべきだと思う。

○ ②

湊には以前４つの小学校があった。旧共和小学校
については特別養護老人ホームになった。旧双潟
小学校については自転車で崎川浜に行ける最高の
ロケーションである。旧赤井小学校は草ぼうぼう
で草刈業務にお金がかかっている。公共施設にす
るよりも、大学の合宿所、企業の研修施設などを
誘致する等、市有地を民間活用で有効利用すべ
き。

湊地区活性化協議会もできたので、ぜひ協議会か
らも行政へ提案していただきたい。組織からの提
案は議員からの提案より重い。行政を主導するく
らいの勢いでお願いできたらと思う。

○ ②

大変お忙しい中、ご参加いただきありがとうござ
いました。湊地区は訪れるたび良くなっていると
感じる。議会としてもサポートしていきたい。本
当にありがとうございました。

○ ②

　　※分　　類　●議会に関するもの　○市政に関するもの
　　　　　　　　　　　　　　※処理状況　①回答（処理）済　②聞き置いた事項（含む情報提供）　③後日回答
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6 
 

市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 水路の整備について 

開催地区 湊地区 

処理（対応）

内容 

 

 市に対して農道の水路整備について平成２２年に要望書を出したが５年間未

だに何の回答もない。５年間何をしていたのか。 

 

（農林課の回答） 

水路の整備に係る要望は毎年１０か所程度あるが、実際に整備できるのは２～

３か所である。お待たせして申し訳なかった。この湊地区からの要望については、

調査に伺い、現場では木の支えで被害を抑えながら管理されていることは認識し

ている。 

 平成２８年度の予算化に向けて努力する。 
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市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 あいづっこサポートティーチャーについて 

開催地区 湊地区 

処理（対応）

内容 

 

湊中学校でサポートティーチャーをしているが、後任が見つからなくて困って

いる。 

湊に来てくれる人がいない。市内から来てもらうか、何人かで交代するような体

制が必要である。 

 

 

（学校教育課の回答） 

湊中学校のサポートティーチャーには本当に熱心に取り組んでいただき感謝

しております。現在本市には２７名の登録者がおられます。お一人で２校掛け持

ちもできます。 

湊中学校への配置は可能です。 
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市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 危険な空き家対策について 

開催地区 湊地区 

処理（対応）

内容 

 

 空き家がありトタン屋根が剥がれ落ちて強風で飛ばされるので、近隣住民や通

学の子どもたちが危険だ。区長が身内に連絡を取ったところ、「相続辞退してい

る」との回答であった。 

何とかしてほしい。 

   

（危機管理課の回答） 

 危機管理課で親族に連絡を取り、維持管理に努めるよう求めます。 

 民法９４０条に基づき、相続放棄しても、次の相続人が決定するまでは、元の

相続人に維持管理責任があるということをお知らせし、対策を求めます。 
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市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 経沢～高坂間の道路の進行状況について 

開催地区 湊地区 

処理（対応）

内容 

  

 市道Ⅰ－２４号線（経沢～高坂間）の道路整備について 

 

（道路維持課の回答） 

市道幹Ⅰ－２４号線につきましては、昭和５７年度から平成１１年度までの間

に、 原川の双潟橋から経沢地区までの約２．８Ｋｍの整備を完了しています。 

 未整備で残る経沢地区から高坂地区までの約２．１ｋｍについては、平成５年

度に概略設計を行い、平成６年度に両地区へ説明したものの、ルートの決定には

至りませんでした。 

 その後、平成８年度に湊町区長会長等から本道路整備の要望を受け、平成10

年度に国庫補助事業の新規採択要望を行いましたが、交通量や緊急性の理由から

不採択となりました。なお、平成13年度に「みなと未来・２１」より議会陳情が

なされ、国庫補助事業採択を前提として採択されましたが、現在道路整備の着工

には至っておりません。 

 本路線の整備については、集落間を結ぶ道路のネットワークが形成され、経沢

地区や崎川地区から高坂地区を経由して国道２９４号へ通じるルートとなるこ

とから整備の必要性は認識しておりますが、山間部での工事であり、整備には多

額の事業費を要することから国の補助金が不可欠であり、国・県との協議を進め

るとともに、全市的な視点で、他の道路整備事業の進捗状況を見ながら、事業内

容や着手時期を検討してまいります。 
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市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 防雪柵の壊れた資材の補充をお願いしたい。 

開催地区 湊地区 

処理（対応）

内容 

 

防雪柵の設置及び撤去について 

 

（道路維持課の回答） 

防雪柵の設置及び撤去につきましては、町内会と業務委託契約を結び行って

おります。  

 この際、町内会には資材を丁寧に取り扱うようお願いしているところであり

ますが、壊れたり紛失したりする資材については、シーズン終了後、各町内会

からの聞き取りにより支給しているところであります。 

しかしながら、限られた予算の中で全ての資材を補充することは難しいこと

から、消耗品を中心とした補充や他地区において不要となった資材の転用など

により補っている現状であります。 
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             市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 原小学校の廃校を利用したまちづくりについて 

開催地区 湊地区 

処理（対応）

内容 

 

原地区としては、原小学校の利用したい部分は無償で貸与、残りは市で解体し

てほしい。 

地区としては農家レストラン等の６次化の事業で今すぐにでも使いたい。 

本市行政は協力的ではない。「有効利用してくれるのであれば使って下さい」

というのが第一段階ではないのか。 

いつになったら使えるのか分からない状況でもう３年が経過している。 

 

（農政課の回答） 

農政課・地域づくり課はじめ関係部署とともに平成２７年度以降の事業実施に

向け検討が必要である。あわせて、原地区としての今後の地域づくりの方向性や

核となる牽引者（複数名）の選出並びに実行部隊の組織化、地区としての財源の

確保について、熟議が必要である。 

平成２７年度においても、平成２８年度の事業化に向け協議していく。 

 

 

 

 

 

 

 


