
　参加人数：15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（行仁地区）

　開催地区：行仁地区 　開催日時：平成27年５月10日（日）14時00分　～　15時40分

　担当班　：第５班（出席議員）坂内和彦、渡部誠一郎、横山　淳、樋川　誠、大竹俊哉、丸山さよ子　（欠席議員）なし

　開催場所：行仁コミュニティセンター
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分類 番号 対応
桧町の町内会でまとめた溢水対策の要望書２通を
本年４月に市長宛てに出した。１つ目は桧町4の45
番地で排水路があふれ、たびたび小屋の中に水が
入る状況であることである。

地図により、溢水箇所ついて確認した。
要望に対する市建設部の対応の進捗状況を確認す
るとともに、議会としても現地調査し、事後報告
することを回答。
事後報告書は１ヶ月以内にこの会場に設置するこ
とを説明。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書P8に記載)

いっ水

桧町の町内会でまとめた要望書の２つ目は冬季間
の除雪である。昨年度の除雪、特に間口除雪は民
生委員の方々とどうにか実行し、町内からも感謝
する声があがった。しかし、道路の除雪につい
て、市直営で除雪する９メートル道路と、委託業
者が除雪する４メートル道路の交差部分がうまく
除雪されない箇所があった。平成28年度からは、
道路の幅で分担せず、委託業者なりへ作業統一し
てほしい。

地図により、交差点の除雪が問題となっている道
路について確認した。
直営は９メートル、業者が６メートルを担当して
いる。除雪作業の連携がうまくいってないと思わ
れる。担当課へ連絡する ○ ② 担当課へ伝える 雪害対策

水道・下水道料金はなぜ２か月に一回の検針で料
金請求するのか。他の公共料金と同じ毎月検針で
毎月請求できないか。そのほうが生活パターンに
合っている。また、降雪の季節は、推定計算して
料金請求されるので改善してほしい。また、漏水
防止からメーターを上に設置するよう改善してほ
しい。

市内で漏水による推定計算で多額の料金を請求さ
れたという問題は相当数あるので市とそのような
案件が過去にどれくらいあるのかを確認する。
メーターについては、これまでは安全性を重視し
て地中に埋める流れであったが、本市は雪の多い
ところなので･･･（回答中に次のご意見が出され
た）

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書P8に記載)

水道

漏水のことだけを言いたいのではなく、問題は料
金である。やはり毎月、確かなところで清算して
もらいたい。

現在、検針・徴収は民間へ委託している。コスト
の削減等も含めて２か月に１回の徴収となってい
るとは思われるが、引き落とし等の手法もあるの
で、毎月の徴収が検討できないものか建設委員会
のほうで掘り下げる。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書P8に記載)

水道

※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

グラウンド・ゴルフをプレーしているが、以前は
東部公園で行っていたが仮設住宅が建設されて使
用できなくなった。現在は蟹川橋の緑地でプレー
している。多くの高齢者の方が健康づくりのため
プレーしている。今後の場所として、旧陸上競技
場を使用できないか。高齢者にとって利用しやす
い場所である。施設の解放は可能か。

市役所の花と緑の課と公園緑地協会に確認して、
事後報告書に掲載報告する。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書P9に記載)

運動公園

除排雪に関して、特に排雪に力を入れてほしい。
また、町内会のボランティアに対して社会福祉協
議会からの謝礼（報酬）が出ているが、雪が多く
出動の多い年は低くなり、がっかりする。町内会
そのものが高齢者ばかりであるため、今後、行政
に除雪センター的な除雪の対策本部のような機関
を冬季間だけ設けるべきと考える。季節労働者と
言ったらよいのか、冬季間仕事のない人に登録し
てもらい、地域に10人ずつでも配置するなどし
て、それを町内会も手伝うという形で協同で除雪
に当たるような形がよいのではないか。

建設委員会でも、除雪センター的なところを設け
ていくべきでないかという論議をしている。実は
排雪については、12月から3月までの間に市民から
の依頼の電話が約1,500件くらいあり、道路維持課
でそれを受けていると職員が動けない状態となっ
てしまっている。そこで、除雪センターにコール
センターのようなところも設けて、やりとりがで
きるようにするべきという議論もしている。雪に
関しては、緊急車両の通行の妨げとなるなどの問
題もある。年間通してそうした部署を作って、効
率的な除排雪のあり方を予算に照らし合わせて研
究しながら実施すべきではないか、と議論してい
る。
また、現在、色々なボランティアがあるが、窓口
が多数あり、統括できていないため、窓口を一つ
にしていくべきではないか、という話もしてい
る。
ご意見をもとに議会としても今後もさらに研究・
議論していく。

○ ② 担当課へ伝える 雪害対策
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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

関連して、コミュニティセンターの前の道路は除
雪した雪が学校側に寄せられ、２メートルくらい
車道が狭まる。コミセンにはこどもクラブがあ
り、夕方迎えのタクシーや自家用車が集中する時
間帯には危険な状態となる。また、消防団第３分
団の出動も難しいような状態である。そのため、
道路維持課に連絡したところ、２日後には排雪を
してくれた。大変ありがたく、感謝の電話をし
た。

○ ② 担当課へ伝える 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
○これまでの行仁地区での意見交換会の中で出さ
れた、今回のテーマ「複合施設及び地域コミュニ
ティーのあり方を考える」に関連するご意見を紹
介
・コミュニティセンター（コミセン）が避難場所
になっていないので、行仁小学校建て替え時にコ
ミセン機能を持たせてはどうか
・実際に地区を回り、現場を確認した現実的なハ
ザードマップが必要ではないか
・すずらん寮を撤去し、コミセンの駐車場として
利用したい
・コミセンを学校敷地内に建てられないか、コミ
センの敷地を学校駐車場に利用できないか
・高齢者の足の問題（数百メートルの距離でも移
動難しい）
・自由学区地域は子どもたちや親の交流が弱く、
町内がまとまりにくい。また、別の小学校に通う
子どもが地域の行事に参加しにくい。

○地域の町内会別高齢化率、小学校・中学校の入
学予定者数の推移について説明。

○複合施設と地域コミュニティーに関連した行仁
地区の取り組みについてぜひ伺いたい。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
処理状況

→複合施設及び地域コミュニティーのあり方を考える
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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

→複合施設及び地域コミュニティーのあり方を考える

市として最初のコミセンである。年々利用者も多
くなっていた。懸案であった駐車場整備も進ん
だ。一方、防災センターとして位置付けされてい
るが、避難所指定場所とはなっていないのはなぜ
か疑問を持っている。備蓄品として創設時には毛
布やヘルメット、ホース等、鍋釜類、緊急医療用
品、乾パン等が備えられていたが、古くなり廃棄
されたり、３・１１の震災時に持ち出されたりし
た。

○ ②
危機管理課へ伝
達する

行仁小学校の建替え推進協議会の中で、小学校建
替え時に総合的な施設をとの話も出たが、もとも
と小学校敷地は狭小で校庭も十分確保できるかと
いうところで、コミセンも子どもクラブも併設す
ると窮屈になる。現状では第３分団も一方通行の
場所にあるので出動しにくく、有事にかけつけた
団員の自家用車も路駐するしかない状況。こども
クラブくらいは学校敷地に併設が望ましいと思う
が、コミセンと第３分団とそれらの駐車場につい
ては、すずらん寮の敷地の活用も含めて、充実し
たものにしてほしい。今後の地区の課題であり、
議会でも検討し、よい手立てがあれば助言いただ
きたいと考える。

狭い敷地における学校建設については、文教厚生
委員会でも議論している。プールも校舎の上に置
くとか、地下に設置し温水プールにするとかさま
ざまな研究をしている。行仁小学校としての結論
を出したわけではないが、ご意見は次期議会に申
し送りし、しっかり検討していく。

○ ②

学校を作るには、基本構想、基本設計、実施設計
がある。行仁小学校はその基本構想まで至ってな
い段階。それをまとめる上で、地区の皆さんで話
し合い、ご意見を早期にまとめることが大事であ
る。推進協議会の中で積極的に意見を出して議論
していただきたい。
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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

→複合施設及び地域コミュニティーのあり方を考える

教育委員会の懇談会では、かなり希望的なお話を
伺っている。河東中や鶴城小と比べ、建替え時期
が遅れた分より良い学校を作りたいと市長からの
要望もあると伺った。実際、プールや体育館が狭
いと子どもたちが自由に活動ができない。地区と
して、体育館に多目的なスペースもほしい。高齢
者の運動場や集会場及びシャワー室を併設し、全
天候型の体育館としてほしい。市民や地域にとっ
ての利活用、汎用性について意を用いてほしい。

○ ②

参考までに、コミセンだよりをお配りする。地域
の核としてのコミセンをどういうふうにしていく
かということで。４月１日からようやくコミセン
に合計20台ほど駐車可能な駐車場ができた。あり
がとうございました。一年間運用してその後、舗
装する予定である。

この駐車場問題は、数年来の議会と市民の皆さん
との意見交換会の中で、すずらん寮を解体して駐
車場にしてほしいと何度となく出てきた要望でし
た。駐車場ができてよかったです。 ○ ②

５年越しです。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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市民との意見交換会・事後処理報告書 

件名 

① 桧町４の 45番地の排水路について 

② 水道・下水道料金の請求について 

③ グラウンド・ゴルフについて（旧陸上競技場の利用） 

開催地区 行仁地区 

処理（対応）

内容 

 

① 桧町の町内会でまとめた溢水対策の要望書２通を本年４月に市長宛てに出し

た。１つ目は桧町４の 45 番地で排水路があふれ、たびたび小屋の中に水が入

る状況についてである。 

 

<5/15 現地調査> 

・戸ノ口堰からの排水路である。道路維持課へは伝達し、「今後の恒久対策とし

て東山雨水幹線の整備計画を予定している」との回答があった。 

・また、市議会政策討論会第４分科会（建設委員会）で研究テーマとしている溢

水対策であるので、浸透桝や貯留タンクの整備も視野に入れ、雨水を有効活用

できるよう、さらに議会でも掘り下げて研究していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 <桧町内の現場>           <桧町内の側溝部分>     

 

②水道・下水道料金はなぜ２か月に一回の検針で料金請求するのか。他の公共料

金と同じ毎月検針で毎月請求できないか。そのほうが生活パターンに合って

いる。また、降雪の季節は、推定計算して料金請求されるので改善してほし

い。また、漏水防止からメーターを上に設置するよう改善してほしい。 

 

<水道部の回答> 

・水道料金の検針と料金徴収については、それまで毎月検針毎月徴収させていた

だいたが、経営の合理化及びコストの削減から、昭和 50 年代から２カ月に一
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回の検針と徴収の制度に切り替えた経過にある。現在は料金徴収も第３者委託

をしている。 

・冬期間の積雪によって検針できない場合に推定計算で請求することについて

は、基本冬期間も検針委員が訪問しているが積雪で無理な場合は、検針測定器

（過去の使用料）から算定する手法になっている。また、検針メーターの種類

はあるが、コストの面を勘案して地中埋設を採用としている。 

・漏水の発生については、水道管の老朽化によって発生はあるが、その場合の対

処として配管の修繕と料金の減免制度を利用していただき軽減させている。 

 

③グラウンド・ゴルフをプレーしているが、以前は東部公園で行っていたが仮設

住宅が建設されて使用できなくなった。現在は蟹川橋の緑地でプレーしてい

る。多くの高齢者の方が健康づくりのためプレーしている。今後の場所として、

旧陸上競技場を使用できないか。高齢者にとって利用しやすい場所である。施

設の解放は可能か。 

 

<花と緑の課の回答> 

・旧陸上競技場は多目的広場として使用していただいているので、使用可能であ

る。ただし、他の利用者に迷惑がかからないことを心がけていただきたい。ま

た、プレーで広場全体を占有する使い方は本来の使用目的と違うので占有使用

は不可としている経過にある。 

 

 

 

  

 


