
　参加人数：17名（うち班外議員 0名）（他自治体等傍聴者 0名）

第15回市民との意見交換会・報告書（城北地区）

　開催地区：城北地区 　開催日時：平成27年11月11日（水）18時30分　～20時10分

　担当班　：第２班（出席議員）渡部　認、内海　基、村澤　智、小倉孝太郎、樋川　誠、清川雅史　　　（欠席議員）なし

　開催場所：城北コミュニティセンター
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議会改革とは何か。過去に何か悪さや課題点が
あったのか。その策定する経緯とは何か。

議会改革を進めることは、８年前の改選時に議会
改革を進めていこうとの流れになった。議員は市
民に対してどんなことが求められているのか、そ
して議会がどう変われるのか。市民にどう理解で
きるのか、とのことで議会基本条例を策定した。
市民に寄り添える議会に変わろうとの思いであ
る。今回の資料は進捗度を示したものである。

● ① 議会改革

議会定数と報酬などについての考えは。過去の意
見交換会では議会が決めていると伺っている。横
須賀市では人口１万人に議員一人との考え方であ
る。

報酬は正式な諮問機関で決定される。定数につい
ては議会制度検討委員会で議論していく。
過日委員会が開始され、しっかり議論していくこ
とを確認した。

● ①
議員報酬
定数

市役所に対して質問するが、市役所の人は勉強し
ていない。縦社会で言われたことしかやっていな
いと感じる。横のつながりの業務、見守り、除
雪、子どもの安全等、横のつながりを密にして予
算の使い方を工夫して効率よくしていただきた
い。市役所の行政改革をしてほしい。市の職員も
多いと感じる。

定数管理計画がある。横断的な組織のあり方。各
課の連携、職員のスキルアップ等の問題もある。
要望として受けたまわる。

○ ② 行政

市職員の平均年収は620万円で市民の平均所得は
300万円ともされている。 ○ ② 行政

私道の舗装工事を予定している。この工事につい
ての補助制度があるのか。見積もりでは240万円が
出ている。

私道の工事舗装についての補助制度はある。窓口
は道路維持課なので申請をしていただきたい。上
限は工事費の1/2としている。

○ ① 道路

舗装後の維持補修は市で行っていただけるのか。 私道はあくまでも私有地なので個人での維持補修
となる。また、見積もりは複数とられた方が良
い。

○ ① 道路

分類 番号 備考

○　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

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 ※項目
キーワード
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分類 番号 備考

○　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

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 ※項目
キーワード

その補助要綱はいつからあるのか。以前、市に要
求したのが袋小路路線で舗装にしたいとの要望を
した経過にある。

あくまでも町内会からの要求が原則である。要綱
は平成５年に策定されたものである。

○ ① 道路

事前にこの会合の趣旨が分かると良い。事前準備
してこの会に参加することができる。

広報広聴委員会に申し伝える。
● ②

意見交換
会

年２回の意見交換会を今のチームで２年間対応し
ている。意見交換会への姿勢は良くなってきてい
る。資料も充実してきている。市民意見と議会意
見がかみ合ってくれば、より良い意見交換になる
と思う。

● ②
意見交換

会

防犯灯、街路灯、LED化を要望しているが市は予算
がないとの回答であった。地区として予算要望を
している。何とかしていただきたい。

担当課に確認する。

○ ③

担当課に確認す
る（事後処理報
告書Ｐ８に記
載)

防災・安
全

事前に資料を配布するとのことであったと思う。
具体的に実施していただきたい。

広報広聴委員会に申し伝える。
● ②

意見交換
会

　　※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

城北地区の地域連動の除排雪について意見をいた
だきたい。

早朝除雪した後に除雪車が来て雪を置いていかれ
困っている。役所は業者へ委託しているので業者
作業なのもやむを得ないとの回答。ブルの作業は
無いところに押せばいいのではないか。

ご要望として受けたまわる。

○ ②

石堂町に50年住んでいる。用水路のあり方。Ⅰ－
６号線の拡幅に伴い町内に来る水が無くなった。
用水路を利用しての雪対策はどう考えているの
か。

市内流雪溝は６カ所ある。Ⅰ－６号線の拡幅に伴
う工事後の件か。

○ ②

この道路拡幅後に水を流すとの約束であった。用
水路に少しの水を流しておけば雪を捨てて利用す
ることも可能になる。

排雪場所は市内３カ所に設けている。また、除雪
機は、10cmの降雪が除雪対象となる。排雪はルー
ル化が明確になっていないのが現状。今年からは
直営の除雪車へはGPS機能を設置予定。来年度から
業者にも全て設置予定。

○ ①

私道の除雪の件です。非常に大変な作業なので何
とか市でできないか。私道から市道への手法もあ
るが、私道の除雪をしていただきたい。

条件がある。町内会からの依頼、地権者の同意、
３ｍ以上、舗装化されている。公衆化されている
道路である。 ○ ③

後日現地調査す
る（事後処理報
告書Ｐ８に記
載)

「袋小路でないこと」と条件に入れるべきではな
いか。これが入っていないので、除雪をやっても
らえるものと期待をしてしまう。

袋小路は除雪車が転回できる場所があるかどうか
等を含め役所に問い合わせすべきである。転回は
６ｍ以上が必要。市の道路維持課へ問い合わせ申
請をしていただきたい。

○ ①

→　地域連動の除雪排雪の取り組みについて

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考
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○　地区別テーマでの意見交換について →　地域連動の除雪排雪の取り組みについて

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

土地の所有者が同意するとあるが、全員の同意が
ない場合はどうするのか。

基本は地権者の同意が必要である。今年、市役所
近くの私道で一世帯の同意が得られなくて、除雪
されなかった例もあった。この９月定例会の予算
決算委員会第４分科会の中で、この事例を通して
個別具体的に対応をすることを要望した。

○ ①

例えば空き家等が路線にある場合は、市で所在確
認をするのか。

市では平行して空き家情報の調査をしているが、
個人情報の問題もあるので具体的に市が所有者を
確認することはない。

○ ①

我々は知らなくても良いので、市で同意をとって
いただきたい。

９月定例会の予算決算委員会第４分科会の質疑
で、先の事例から、一世帯だけ空き家になってい
て同意が得られなくとも除雪をする方向でやって
いただきたいとのやり取りを市側へは要望をし
た。

○ ①

袋小路の路線で６ｍの転回広場があれば除雪可能
なのか。

公道から公道の取り抜けがないとだめである。そ
うでない場合は私道の除雪排雪の補助制度等があ
るので、そちらの利用も考えていただきたい。

○ ①

袋小路はそこに住んでいる人しか利用しない。 私道の除雪は、公道から公道に通り抜けできる、
公衆化されている道路で一般の人が利用できる道
路、従って袋小路については、市側として除雪対
象外である。

○ ①
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○　地区別テーマでの意見交換について →　地域連動の除雪排雪の取り組みについて

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

除雪費に10億円かかっているが業者にお願いして
いる。地域の人の力を使う除雪の仕方があると思
う。間口除雪は一軒シーズン5,000円は安く、ボラ
ンティアと同じである。であれば、市の除雪費10
億円であれば１億円位の予算を地域の町内会と委
託契約してやればいいのではないか。各地区も同
じ課題を持っている。業者は限界である。お金は
しっかり予算化して地域力で行うことを提案す
る。高校生等は一番やりがいがある年代だと思
う。

地域の方が協力して除雪をしている例を紹介す
る。謹教地区の米代一丁目町内会の除雪を紹介す
る。

○ ①

市の道路維持課の担当者は、市から町内会へ委託
する制度があって、除雪機を持っている人の場合
は一時間約5,000円、業者へは約12,000円位のコス
トで契約している。町内会がいいのかそれより大
きい組織が良いのかも含め、市と地域が直接契約
する手法もある。

細かい単位の町内会での除雪契約との提案と受け
止める。また、除雪機の補助制度もあるので利用
して町内除雪を有効活用していただきたい。

○ ①

除雪は市内一斉に行うことが大事、学校の通学は
同じ時間帯であるからである。

町内会との連携が必要である。
○ ②

ボランティアではなく、きちんと町内会と市が委
託契約することが大事である。 ○ ②

一方で小さい町内会は人数と高齢化でできない箇
所もあることも考えていただきたい。 ○ ②
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○　地区別テーマでの意見交換について →　地域連動の除雪排雪の取り組みについて

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

私道の袋小路箇所であるが突き当りが緑地になっ
ている。これは市の所有地である。この路線は除
雪扱いになると思うがいかがですか。

公道から公道に合致する路線でないかと受け止め
た。場所の確認をさせていただきたい。

○ ③

後日現地調査す
る（事後処理報
告書Ｐ９に記
載)

水路に雪を捨てる業者が見受けられる。業者への
指導を徹底していただきたい。

担当課へ伝える。

○ ③
担当課に伝える
（事後処理報告
書Ｐ９に記載)

　　※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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城北地区

件名

１．防犯灯、街路灯のLED化
の予算化について（Ｐ３）

２．城北町の私道の除雪につ
いて（Ｐ４）

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

処理（対応）内容 備考

【市民からの要望・質問】
○城北町4-22番地付近の私道除雪をしてほしい。

【事後処理結果】
①11/26 第２班で現地調査
②道路維持課の回答
　当該道路は私道の除雪基準に該当しない路線である。（公道から公
道に抜けられない路線）しかし、道路形状から市道への昇格に関して
は、路線地権者と転回広場の寄付があれば可能である。また、城北町
４の12番地付近（右図○部分）の空き地の一部を道路として寄付して
いただければ２路線の市道化が可能になります。

【市民からの要望・質問】
○防犯灯、街路灯、LED化を要望しているが市は予算がないとの回答
で、地区として予算要望をしている。何とかしていただきたい。

【事後処理結果】
①危機管理課の回答
　毎年予算確保に努めている。平成25年度291万円、平成26年度660万
円、平成27年度540万円の予算を確保して対応している。今後もさらに
LED化を進めていく必要があるので、各町内会の要望意向を踏まえ適正
な予算措置をしていきます。
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城北地区

件名

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

処理（対応）内容 備考

３．金川町の私道の除雪につ
いて（Ｐ７）

４．業者の除雪について
　　　　　　　　　（Ｐ７）

【市民からの要望・質問】
○金川町7-35番地付近の袋小路を含む私道の除雪について、袋小路箇
所の行き止まりが緑地になっているので、私道の除雪対応路線にでき
ないか。

【事後処理結果】
①11/26 第２班で現地調査
②道路維持課の回答
　宅地開発時の道路である。除雪の基準に該当しないが、市道認定の
要件は満たしている。市へ帰属手続と地権者の寄付があれば市道認定
が可能な道路です。

【市民からの要望・質問】
○水路に雪を捨てる業者が見受けられる。業者への指導を徹底してい
ただきたい。

【事後処理結果】
①11/26 第２班で現地調査（城北小学校付近）
②道路維持課の回答
　市内委託業者へ周知徹底を図ります。

9


