
１．議会報告、市政全般についての総括
　　補修や整備等の要望が多く挙がりました。馬場通りの側溝の石蓋と『四季花』前の側溝については現場確認を行いました。
　【その他の主な意見等】
　　・空き家問題（固定資産税）
　　・市長公舎の利活用法　など

２．地区別テーマでの意見交換についての総括　⇒　テーマ「除排雪と融雪消雪溝について」
　　行仁地区は高低差のない町内も多く融雪溝が機能していないという現状から、「個人的に散水し消雪している所はきれい
　になっているが、道幅は狭くても重要な道路があるので消雪設備を整備してほしい」という意見が参加者の共感を得ていま
　した。「行仁小学校建て替えに併せて小学校周辺から計画的に整備してほしい」という意見もありましたので、小学校の建
　て替え状況などを踏まえて次回は整理をして深めていただきたい。
　【その他の主な意見等】
　　・業者の除雪エリア
　　・除雪機の普及　など

第16回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28年5月11日（水）　　18時00分　～　19時30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：　行仁コミュニティセンター

　参加人数：　11名（うち班外議員 0名）（他自治体等傍聴者 0名）
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議会制度検討委員会の市民委員の会議での発言機
会はどれくらいか。また、報酬は発生するのか。

発言機会は議員と一緒である。報酬は発生する。
● ①

政策討論
会

投票率向上のために期日前投票所の増設を市内商
業施設と協議を進めているとあるが、具体的にど
こか。また、今後も増設されるのか。

アピタに決定している。今後については、今回の
結果を踏まえて検討。

○ ① 行政

第14回の意見交換会で道路の穴の補修の要望をし
たが、対応が早くありがたかった。しかし、馬場
通りの石蓋の要望は2年経ったが進んでいないので
解決してもらいたい。

道路の穴は、補修のアスファルトの強度がなく同
じことが繰り返されることが多い。そういうこと
を含めて道路の補修は気にかけていかなければな
らない。石蓋については現地確認をさせていただ
く。

○ ③

現地を確認し、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ６に記載）

側溝

『四季花』前の側溝整備の要望書を出したが対応
されていない。進捗が分かるようにしてほしい。

現地確認をさせていただく。

○ ③

現地を確認し、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ６に記載）

側溝

『四季花』前の側溝整備の要望について道路維持
課に確認したところ、下のほうから改修している
と回答があった。『渡久』あたりまで来ているの
で、この次だと思うが、危険なので対応してもら
いたい。

現地確認をさせていただく。

○ ③

現地を確認し、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ６に記載）

側溝

セットバックした所が砂利道のままになっている
ので舗装してもらいたいと要望してから2年経っ
た。財源が確保できたと伺ったが進展がない。進
捗が分かるようにしてほしい。

道路補修のような危険性の高いものはすぐに対応
される。優先順位があり、危険性の高いところか
ら対応している。 ○ ① 道路

再舗装のとき縁石はどうするかなど、マスタープ
ランを示して進めてほしい。

原状回復です。
○ ② 道路

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

※項目
キーワード

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 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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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

※項目
キーワード

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 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

区の構成員がはっきりしない。空地、空き家や駐
車場の所有者への対応が悩まされる。判例集を
作ってもらいたい。

町内会の定義はあいまいで、歴史的背景や人間関
係がそれぞれ違うので町内会の自主性に任せてい
るというのが市の公式見解なので、マニュアル等
は存在しない。ただ、世帯数の少ない町内会が増
えているので再編等は今後の課題である。

○ ② 地域社会

空き家条例はできたのか。補助金は出るのか。
近所の方から空き家の庭木の苦情がある。町内会
で対応しているが、持ち主が分からないこともあ
り、環境問題や雪の問題もあるので空き家対策を
してほしい。

条例はできていない。必要性については検討中。
補助金もまだ検討中。地権者が分からない場合が
多く、分かる前に法的処理をしていいのか、ま
た、行政代執行には大変な手続きと時間がかかる
ので、何とか簡素化する検討が始まったところで
す。

○ ②
防災・安

全

持ち主が分からないところは固定資産税も払って
いないのか。

相続者がどこにいるか分からなかったり、相続手
続きをしていないところもある。
法整備や条例整備が必要。固定資産税は過去5年し
かさかのぼれないので、それ以前は不能欠損扱い
になる。
空家対策協議会の最終会議が5月に開かれるので、
そこで条例の必要性が協議される。

○ ②
防災・安

全

市長公舎にIT企業が入ったが、すぐに出て行って
しまった。今後の活用方法は。

議会でも利活用方法は検討されてきた。入居に当
たり、永く使用していただく前提で改修の予算も
つけたが、すぐに退去されたということで、ミス
マッチな事業とならざるを得ない。今後、議会で
質していく。

○ ①
まちづく

り

市長公舎をサロン、カフェのような交流の場にし
たらどうか。

ご意見として伺います。
○ ②

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

　今回は、除排雪と融雪消雪溝について、皆様の
ご意見を伺いたいと思います。

流雪溝は狭く、水量も少ないので流雪溝としての
意味を成してないと国交省の方に言われた。個人
的に散水し消雪している所はきれいになってい
る。道幅は狭くても重要な道路があるので消雪設
備を整備してほしい。通学路でもあり、今後、行
仁小学校が建て替えになると、工事車両が出入す
るようになるので、小学校周辺から計画的に整備
してほしい。

建替えが予定されているので、それにあわせて、
公共施設のセットバックができるかなど、また、
消雪等の設備を今後、整備したとしても建替えに
当たり、敷設替えにならないよう基本設計を考え
てもらうのも手の一つ。消雪、融雪に限らず小学
校のエリア内をどう整備していくのかということ
も今後考えていかないといけないという思いもあ
る。ここだけ、モデルケース的に実施するのもあ
りかと思うが、いろいろな意見を伺いながら提案
していきたい。

○ ①

一昨年、積雪時に道路維持課で排雪に関する電話
が鳴りやまず、職員が電話に付っきりになってし
まうと聞いた。

コールセンターを立ち上げ、窓口を一本化する議
論もされている。

〇 ①

ゴルフ練習場付近は地下水をまいているので、側
溝に水量があり、雪を捨てても流れる。流雪でも
温度を上げないといけない。東山から温泉水を流
してもらえると助かる。

○ ②

普通のU字溝では、雪が詰まってしまうので、豪雪
地用の底が広くなっているU字溝をつくってほし
い。

○ ②

家を建てるとき雪を置いておけるスペースを確保
したほうがいい。 ○ ②

→　除排雪と融雪消雪溝について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 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

4



○　地区別テーマでの意見交換について →　除排雪と融雪消雪溝について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 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

近所の人たちと通学路の一斉除雪を企画していた
が、雪がなかったのでできなかった。自分たちで
使う道路は自分たちで対応するという考えも大
事。

○ ②

流雪溝は高低差がないとつくれない。南北に長い
高低差がない町内の対応を考えてもらいたい。設
備を整備するとしても時間がかかると思うので、
排雪をしっかりやってほしい。

○ ②

桧町の通りは市直営で、枝の路地は民間業者が除
雪している。市と民間の連携が悪いので、一つの
エリアは一つの業者で除雪したほうがいい。

○ ②

蚕養町の袋小路の路地は除雪されていないが、隣
の花園町は除雪されているので、蚕養町もやって
もらいたい。

私道の袋小路でも、転回するスペースがあれば私
道除雪の条件を緩和すべきであると議会でも提案
している。

○ ①

除雪機は大変便利なので、普及させてほしい。使
い方が分からない人がたくさんいるので、学校で
教えてほしい。

いい提言をいただきました。自助・共助・公助の
流れの中で、町民の皆さんが一体となってやるべ
きとの意見もありました。そういったところに、
中学生、高校生の力をどういう形で融合させてい
くかということも議論しているところです。

○ ①
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行仁地区

件名

１．馬場通りの側溝石蓋の要
望について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

２．『四季花』前（行仁町３
番地付近）の側溝整備につい
て
　　　　　　　　　（Ｐ２）

【市民からの要望・質問】
　『四季花』前の側溝整備の要望書を出しているが、進捗が分かるよ
うにしてほしい。『渡久』付近まで整備されているので、対応をして
いただきたい。

【事後処理結果】
　５月26日に第２班で現地調査をしました。石積みの伝統的な側溝で
した。
○道路維持課の回答
　当該箇所は地区より要望が上がっています。現在、地区全体として
の要望の中から上町３番地沿線の側溝整備を計画しています。当該箇
所の実施時期について検討してまいります。なお、石積みの破損等が
ある場合は緊急に対応していきます。

　　　　　　　　　　　　　　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】
　馬場通りの側溝石蓋の要望を出して２年が経過しているが進捗がな
い。対応をしていただきたい。

【事後処理結果】
　５月26日に第２班で現地調査をしました。側溝の石蓋の調査から、
特に玄関や車庫といった箇所の劣化が見られました。
○道路維持課の回答
　現在、安全性に異常のある蓋については順次交換等の処置をしてい
ます。引き続き、危険性を含め調査しながら段階的に対応していきま
す。 <５月26日 馬場通りを調査>

<５月26日 行仁町３番地付近の調査>
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