
　開催地区：　東山地区 　開催日時：平成28年5月7日（土）　　18時　～　19時30分

　担当班　：第５班（出席議員）　成田芳雄、土屋　隆、佐野和枝、成田眞一、丸山さよ子、長郷潤一郎　　（欠席議員）なし

　開催場所：東公民館

　参加人数：　14名（うち班外議員 ０名）（他自治体等傍聴者 ０名）

１．議会報告、市政全般についての総括
　【主な意見等】
　　・市議会議員の報酬に関する一部改正についての考え方
　　・市民との意見交換会をより良いものとするための提案　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「除雪と排雪のあり方について」
　　テーマの「除雪と排雪のあり方」について、関心が高く、除排雪に関する区長さんの大変さや、それぞれの地域で工夫され
　ていることなど、多くの意見が出されました。
　【主な意見等】
　　・排雪・雪捨て場の課題
　　・除雪業者と町内会区長の関わり　など

第16回市民との意見交換会・報告書（東山地区）
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2月定例会の市議会議員の報酬に関する一部改正
で、今回出席した議員は報酬の増額になぜ賛成し
たのか。

前回、平成25年度に住民の方の意見等を考慮し、
議員報酬が7％削減された経緯がある。
今回の増額は0.3％であり、報酬審議会での決定に
よるものではなく、人事院勧告に基づくものであ
ることから、やむを得ず賛成した議員が多かった
と思っている。

● ① 議員報酬

市に道の駅をつくってほしい。 要望はあがっている。また議会でも提案している
が、つくる場所によって賛成の声もあれば反対の
声もある。他の道の駅との距離的制限などもある
ため、充分な検討が必要である。

○ ① 地域経済

町方伝承館は狭すぎると感じる。もっと大きな施
設にしていただきたい。 ○ ②

町方伝承
館

意見交換会の出席者が年々少なくなっているの
で、もっと多くの人が集まるような方法を考える
べき。回数を増やす等のアイディアを考えてはど
うか。また、アンケート等を利用しながら「議員
と意見交換会をぜひ行いたい」となるような意見
交換会の場にしていただきたい。

現在、地区ごとに意見交換会を行っているが、各
委員会でも意見交換を実施している。例えば産業
経済委員会では公設市場、芦ノ牧観光協会、東山
観光協会、商工会議所等。今後は分野別意見交換
会に加え、市全体の意見交換会や、女性や若い人
たちとの意見交換会も必要と考えている。

● ①
意見交換

会

町内の回覧等を使って、意見交換会のお知らせを
したが、「意見交換会での要望が実際に行政等に
反映されない」「要望を出してもどうせできな
い」「意見を言っても無駄である」との感があ
り、出席者も少なくなり、意見交換会も消滅する
のではないかと危惧している。
今日出された問題を目に見える形で解決していた
だければ、意見交換会に参加する人も増えると思
うので、ぜひとも実行していただきたい。

● ②
意見交換

会

※項目
キーワード

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

※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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○　地区別テーマでの意見交換について

建設委員会が実施した除排雪についてのアンケー
ト集計結果について報告。

除排雪アンケートの問7の「除雪業者と事前打ち合
わせを実施しているか」について。慶山地区は広
いため３業者が除雪をしている。１業者は毎年打
ち合わせをしている。１業者は１回だけ来た。１
業者は全く来ていない。など業者によって違う。
除雪に対する姿勢の悪い業者は指定しないように
してはどうか。

アンケート結果から、事前打ち合わせの状況が業
者により違うことを確認した。今後、業者に対し
て事前打ち合わせも含め、アンケートを実施した
いと考えており、今後、住民と業者の意見を踏ま
え、より良い除排雪について検討していきたい。

○ ①

戸ノ口堰の水路に排雪することは禁止されている
ので、区長として水路への排雪はしないように業
者に指示し、業者も水路への排雪はしなかった
が、住民からは不満が出された。

水路には雪は捨てられない決まりになっていま
す。

○ ②

融雪水路であれば雪を捨てることができるので、
融雪水路をつくってほしい。 ○ ②

市は、除雪業者へヒアリングをし、指導等も行っ
てほしい。また、地域の要望を聞く除雪業者でな
ければ全体として改善しない。業者も、市民に
とってよりよい除雪となるような意識をもって
行ってほしい。

○ ②

除雪を行うための協同組合ができたと聞いている
が、その実態を教えてほしい。
協同組合が稼働すると除雪問題の解決になるの
か。

平成28年2月頃に協同組合ができて、70何社かで結
成された。現在問題となっている排雪について改
善すること等が目的となっている。除雪は今まで
の業者でもできるが、排雪に要する機械を所持し
ていない業者もいるので、協同で排雪業務をする
ことが可能となる。

○ ①

→　除雪と排雪のあり方について

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
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○　地区別テーマでの意見交換について →　除雪と排雪のあり方について

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

慶山地区では、空き地が多くあり、前区長が空き
地の所有者にお願いし、空き地を借りて雪捨て場
にしている。
しかし、そういった空き地がない市中心地では、
排雪が問題であることが理解できる。

空き地の借用について、春になって雪溜場にごみ
や砂利等が散乱しており、雪留場を貸すのを嫌が
る地主が多くなっているといった問題がある。地
域の方がごみ等の清掃をするなど、何らかの改善
策を考えていけば雪留場の問題も改善されるので
はないか。

○ ②

私の住んでいる地域では、除雪と一緒に排雪がさ
れているので、当然排雪もするものと思ってい
た。除雪と排雪は一体ではないのか。

排雪は除雪とは別に市から依頼を受けて業者が実
施するもので、除雪と排雪の実施は一体ではあり
ません。

○ ①

御薬園の通りは道幅が狭く、除雪だけでは交通に
不都合を来す。また、当地区は高齢者が多く、雪
の塊が道路にあると車も出せないので、ぜひ排雪
をお願いしたい。

○ ②

業者と打ち合わせをしている。道の角に雪を置か
ないようお願いをしている。業者に話を聞くと、
除雪に関する考え方は地域によって大きく異な
り、大変そうだ。郊外ではほとんど問題にならな
いことであるが、市中心地になるとほとんどの雪
を排雪するように要望される。雪を置いてもらえ
るよう企業にお願いしたり、墓地の空き地までお
願いしている。

北海道と山形の行政調査での除排雪事例を紹介。

○ ②

交差点の角に置くことは危険であるが、置く場所
がないので苦慮しているとのことであった。
これからは排雪の要望が多くなると思う。

○ ②
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○　地区別テーマでの意見交換について →　除雪と排雪のあり方について

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

除雪と排雪を実施しているが、排雪は善意で実施
しているのか。業者が仕事として排雪を実施して
いるならば、排雪を頼むことができる。

排雪業務も市からの要請で実施している。
排雪については、市に要望を出してください。

○ ①

町内に雪捨て場にしている空き地があるが、県道
の縁石があり、破損しないように注意が必要であ
る。業者の除雪区域以外の場所でもあるので、業
者が行くのを嫌がる。除雪区域以外の場所となる
町内の雪捨て場に捨てるように依頼して良いの
か。
個人の空き地を借りて、雪捨て場としているが、
無料なので、気持ちほどのお礼をしている。
雪溜場のある所は、業者が大変ありがたいと言っ
ている。

現地確認します。また、建設委員会の、秋田市の
行政調査では、雪捨て場の土地に対して固定資産
税を減免する措置の取り組みの事例があり、委員
会として、土地の減免制度等による、雪溜場所の
提供が期待できるのではないかと考え、雪捨て場
の課題なども含め今回の除排雪についてアンケー
トをしました。

○ ③

現地を調査し、
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ７に記載)

なぜ区長が業者と打ち合わせを実施しなければな
らないのか。また、雪溜場のごみ等の掃除を住民
がしなければならないのか。業者がすべきことで
はないのか。
区長が除雪に関わる必要があるのか。
区長はこれらのこと全てを委託されているのか。

区長は、町内会のことをある程度知っているもの
との認識がある。その地域のことに関しては区長
にお話しをさせてもらっている。

○ ①

「問題を解決するのは市ではないか」と市に確認
したら、「区長さんに動いてほしい」との依頼が
あったので、問題解決に動いた経緯はある。

市では地域のことすべてを把握しているわけでは
ないので、業者が丁寧に除雪するためには区長の
アドバイスが必要であることから、ぜひ打ち合わ
せ等で情報提供をお願いしたい。

○ ①
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○　地区別テーマでの意見交換について →　除雪と排雪のあり方について

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

町内の多くが高齢であり、除雪時に雪の塊を置い
て行かれると困る。業者への対策をぜひしてほし
い。
川に雪を捨てるなと言うが、なせ川に捨てられな
いのか。川に捨てて実害が有るのか。

川に一斉に雪を捨てると、雪が解けずに川が溢れ
ることがある。

○ ①

水路でも、融雪溝のように時間を決めて雪を捨て
れば、水路に雪を捨てることは可能だと思う。現
実には川に雪を捨てているので、ぜひ検討してい
ただきたい。

○ ②

業者の雪置きのことで、業者と住民とでトラブル
になったことがある。業者への指導を徹底してほ
しい。

業者への教育は、シーズン前に実施している。

○ ①

排雪での問題がほとんどであれば、排雪すべてを
委託しておけば問題は解決するのではないか。 ○ ②

道路維持課に要望しても、排雪はいつになるか分
からない。雪が降った時点で除雪と排雪を一緒に
実施してほしい。市に依頼しなくても、除雪と排
雪を一緒に実施してください。

大雪の時は、まずは除雪を優先し、道路の通行を
確保する。排雪には時間を要するので、除雪後に
順次実施をする。除雪と排雪にはタイムラグが生
じるので一緒に行うのは難しい。

○ ①

国道や県道の歩道の除雪が悪いので、歩道の除雪
を実施してほしい。東山街道では歩道の除雪を実
施した実績がない。
狭い歩道は除雪をしないのか。

歩道の除雪車の台数も増え、稼働も良くなってい
るが、すべての歩道の対応は難しい。そのため通
学路が優先となっている。 ○ ①
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東山地区

件名

１．除雪区域外の場所となる
町内の雪捨て場について
　　　　　　　　　（Ｐ５）

　　　　　　　　　　　　　　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】
　飯盛第二団地町内に雪捨て場にしている空き地があるが、県道の縁
石があり、破損しないように注意が必要である。撤去できないか。

【事後処理結果】
 地元の方と一緒に現地を確認しました。「縁石を撤去してほしい」と
いう要望のほか「道路舗装面が流動しているため、舗装面の改修をし
てほしい」という要望があげられました。

○道路維持課の回答
　町内の違う場所となる雪溜め場については、地権者の同意および両
町内会の同意が得られれば活用が可能であり、支障となる縁石につい
ては、市の管理となっていることから撤去することは可能です。
　また、流動を起こしている舗装路面の改修については、現在、当該
路線の舗装修繕を計画的に実施しておりますので、合わせて対応した
いと考えております。
　なお、道路パトロールにより、状況を継続的に観察し、流動が進み
通行に支障となる時には、部分的な修繕を実施してまいります。

町内の雪捨て場となっている所

道路舗装面が流動しているため、舗

装面の改修をお願いしたい。

町内雪捨て場の入り口の縁石、右端か

ら２つを撤去してほしい。
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