
　参加人数：19名（うち班外議員 0名）（他傍聴者：朝日新聞記者1名）

１．議会報告、市政全般についての総括
　　①課題となっている道路の拡幅工事、②共同浄化槽の老朽化、③会津総合運動公園への避難経路、④狭い通学路の拡幅と
　除雪、⑤雪捨て場の選定と地主の確認方法などについて、意見が出された。

２．地区別テーマでの意見交換についての総括
  ⑴　地区別テーマ
　　　地域づくりと子どもの居場所づくりについて
　⑵　テーマ設定の理由、背景
　　　門田地区は地域づくりのモデル地区に指定されているが、大人、子ども、高齢者の連携は、まだ十分ではない。また、
    小学校区が３つあるので、地区全体の取り組みの連携が難しい。門田地区は住民も多く、課題も多い。
　⑶　主な地域課題
　　・行政区を小さな単位に分けてほしい。
　　・南公民館を中心に、地域づくりと子どもの居場所づくりに取り組んでいる。放課後子ども教室のあり方について検討し
　　　てほしい。
　　・小金井小学校区に、コミュニティセンターを整備してほしい。
　　・門田地区の良さを確認し、教育内容につなげてほしい。
　　 以上のような地区のさまざまな課題についてご意見をいただいた。現況を確認し状況を共有した上で、問題の早期解決の
　 方向を探りたい。

第19回市民第19回市民第19回市民第19回市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・報告書報告書報告書報告書（（（（門田地区門田地区門田地区門田地区））））
　開催地区：門田地区 開催日時：平成29年11月11日（土）　　　18時00分～19時45分

　担当班　：第3班（出席議員） 鈴木　陽、小倉孝太郎、佐藤郁雄、譲矢　隆、阿部光正、目黒章三郎　（欠席議員）なし

　開催場所：南公民館
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国道118号の道路拡張工事をしているが、神明通り
の道路拡張はしていない。会津若松郵便局とザベ
リオ学園の上の交差点について、交通渋滞緩和の
ため、信号機の連動が必要である。

福島県公安委員会の所管である。その状況を伝え
ることはできる。

〇 ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

道路

交通安全

徳久へ行く道路が通学路となっているが、狭く
なっている。国道118号工事完了後、拡幅になるの
かと思っていたが、今年中に工事が終了しない。
冬期間が非常に心配である。

現地調査する。20年前から要望している。樋川議
員が質問している。

〇 ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

道路

南野団地にある共同合併浄化槽が老朽化してお
り、いつ壊れるか分からない。また、新しく取り
付けた合併浄化槽にも、臭いのひどいところがあ
る。

合併浄化槽の設置については、基本的には臭いが
出ないが、管理は必要である。水質汚濁防止法に
抵触する恐れある。定期点検が必要で、組合に連
絡が必要である。

〇 ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

下水道

避難経路で、会津総合運動公園が避難場所になっ
ている。公園への入口が３カ所あるが、北側から
直接入る入口がない。北側に避難用の入口を設け
てほしい。

要望として受け止め、調査確認する。

〇 ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

防災・安
全

西年貢から小金井小学校に抜ける道路が狭い。子
どもたちが怖い思いをしている。雪が降り積もる
と、田んぼの方に逃げなければならない。

東側の拡幅が必要と認識している。要望として受
け止め、現地調査確認する。

〇 ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ10に記載）

道路

カワチ会津若松南店の東と北側の歩道が雪で埋
まってしまい、雪溜め場になっている。冬期間、
車道を歩くしかなくなる。左右確認もできなくな
り、縁石が毎年破損している。田んぼに雪を捨て
て駄目と言われたと聞いている。

以前、田んぼであった場所も住宅化が進んでい
る。要望として受け止め、現地調査確認する。

〇 ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ10に記載）

雪害対策

○　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

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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○　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

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

雪溜め場の確保の確認は誰がするのか。市か区長
か。自分たちで確保しているところもあるよう
だ。

業者と地区、担当課の十分な情報交換が必要であ
る。確認して報告する。

〇 ③

後日調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ11に記載）

雪害対策

（議会側からの「面川・沢地区の通行止めの状況
について聞かせてほしい」との問いかけに対し
て）
通行止めにはなっているが、別の上からのルート
は通れているようです。

現地確認し、早急な復旧を要望する。

〇 ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ11に記載）

道路

神明通りにタクシープールをつくってほしい。 要望として伺う。
〇 ②

中心市街
地

間口除雪はどうなっているのか。ボランティアで
行えないところは、有料での考えを導入してはど
うか。一定の金額で行ってもらえるところを紹介
してほしい。

間口除雪ボランティアが確保できていないところ
の対応として、当局に伝える。

〇 ③

後日調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ12に記載）

雪害対策
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○　地区別テーマでの意見交換について

今日は、地域づくりと子どもの居場所づくりにつ
いて、皆様のご意見を伺いたいと思います。

名張市に調査研修に行ってきた。現在門田地区
は、子どものために、54地区の子どもを集めて、
子ども祭りを行っている。おみこし、盆踊り、お
はやしをするという考えがある。南公民館の西側
の広場は、雨が降ると行事が何もできないので整
備してほしい。敬老会、文化祭も人が集まらな
い。子どもが集まらない。大人、子ども、高齢者
の連携がうまくいっていない。南チャレンジキッ
ズなど公民館中心に行っているが、なかなか集ま
らない。いろいろな取り組みをして、地域づく
り、子どもの居場所づくりをしている。小学校が
３つあるので連携が難しい。全体的に取り組んで
いかないといけないと思う。いろいろとチャレン
ジしているがうまくいかないので、市議会からの
意見をいただきたい。門田地区は、地域づくりの
モデル地区に指定されているので、それを含めて
活性化を行っていきたい。

門田地区は、市内で人口が多い地区である。いわ
ゆる新しい住民も急速に増え、地区全体で、人間
関係の希薄さもでてきているのではないか。地区
の特殊性を踏まえ、どのように全体をまとめてい
きたいというような考え方を検討していきたい。
公民館の西側の広場については、確認します。

〇 ③

後日調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ12に記載）

門田地区には小学校が３校ある。飯寺地区は10区
あり、そのうちの３区の第９組の中に28戸の家が
ある。村西と村東に分かれて2,000軒あり、村西
は、集会所が狭くて皆が入れない。もっと小さい
単位に行政区を分けてほしい。集まる場所もない
ので、集会所を整備してほしい。

生活状況に合った区割りが必要であるという要望
かと思う。急に人口が増えたので、行政の整備が
おいついていない面があるのかなと改めて考えま
した。子どもというくくりでは連携がとりにくい
という課題であり、ドーナツ化の中で、人口急増
した他の地区にはない問題が起きており、対応が
必要である。

〇 ③

後日調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ13に記載）

→　地域づくりと子どもの居場所づくりについて

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 →　地域づくりと子どもの居場所づくりについて

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

門田地区は、町内会が45あり、住民は２万７千人
である。飯寺地区は10区に分かれている。１カ月
に１回集まって協議している。子どもはいるの
に、門田子ども連合会から子ども会が抜けてお
り、子ども会の機能がきちんとしていない。南公
民館を中心にしていかなければならないと考え
た。門田地区はモデル地区になったので、いろい
ろな催し物を行っている。周りからの協力を得
て、まちづくり、子どもの居場所づくりに取り組
んでいこうとしている。また、公園緑地協会と連
携して密に動いていきたいと考えている。今回
は、自分のところで行っていることについてアド
バイスをいただきたいため、今日出席しました。

門田地区は、人口が多い地区で、地区としてまと
めにくい現状がある。その点を整理し、まとまり
やすくすることも必要である。東山地区は６千人
であり、比較的まとまりやすく、コミュニティは
うまくいっている。

〇 ②

会長の話は大きすぎる。井手地区は、平成25年頃
から、子ども会が名ばかりになってきている。行
事を何も行っていない。文書を出しても子どもが
集まらない。門田区長会で話し合いをしてほし
い。案内しても、保護者が会議に出席しない。

住民の皆さんで意見を出し合い、地域コミュニ
ティについて、少しずつ話し合っていただきた
い。その話し合いのテーマの１つとして、地域で
どう子どもを育てられるかを話し合っていただけ
る場になればと思います。

〇 ②

高齢者の居場所もない。ただ家にいる人が多い。
今、活動されている方々の頑張りにも期待したい
が、地域コミュニティづくりのため、もっと気軽
に交流を図れる場所をつくってほしい。

地域のコミュニティは本当に大切だが、地域に高
齢者の居場所もなかなかない現状であり、もっと
拠点をつくってほしいという要望として受けとめ
る。少ないからということですね。

〇 ②

5



○　地区別テーマでの意見交換について →　地域づくりと子どもの居場所づくりについて

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

高齢者と子どもの居場所づくりのため、各地域に
緑地や広場があるので、そこに雨や風をしのぐこ
とができる場所をつくってほしい。もっと、公民
館、児童館をつくってほしい。門田には、公民館
とコミュニティセンターがある。城南小学校地区
には城南コミュニティセンター、門田小学校地区
には南公民館がある。小金井小学校地区にもコ
ミュニティセンターをつくってほしい。強く要望
してほしい。

門田地区は地域が広い。南公民館や城南コミュニ
ティセンターがあるが、小金井小学校区にはな
い。小金井小学校区にコミュニティセンターがほ
しいということと聞き置く。強く要請していく。

〇 ③

後日調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ13に記載）

小金井小学校地区に、コミュニティセンターを整
備するように要望をしっかりしていくべきであ
る。

門田地区として、再度要望してほしいということ
ですが、議会としても強く要望する。区長会から
も要望してほしい。 〇 ③

後日調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ13に記載）

本年から、公民館の放課後子ども教室が本格的に
行われているが、多くの児童が来ると、活動指導
員の手が不足する。どうすればよいのか、お聞き
したい。場所はあるが、指導者がいないというこ
とになる。また、分散した場合、さらに人手が足
りなくなってしまう。

全学校にこどもクラブをつくった。門田地区は、
子ども教室がきちんと機能している。先行モデル
の活動から整理し、全市的に広げていくことが大
切と考える。 〇 ③

後日調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ14に記載）

区長会に要望したい。地区の子ども会はどうする
のか。区長会で、居場所づくりについては、話し
合っていくべきである。

②
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○　地区別テーマでの意見交換について →　地域づくりと子どもの居場所づくりについて

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

子どもの居場所はたくさんあるのに、活用してい
ない。門田は宝の山である。自分の住んでいる所
を自慢できるように、ふるさとの良さを理解する
ことは大事である。学校行事で、青木山に登り、
門田地区を全生徒に見せてもらえないだろうか。
学校との協力が大事である。

要望として、学校教育課に伝える。

〇 ③

後日調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ14に記載）

議会と市民の意見交換会だが、今回のように、地
域課題について、住民の皆さん同士が十分話し合
うことが重要であり、この意見交換会がそのきっ
かけになることは、大きな意味があると思う。
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門田地区門田地区門田地区門田地区

件名

１．信号機の連動について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

２．門田小学校から徳久へ行
く道路の拡幅工事について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

備考

【市民からの要望・質問】
　交通渋滞緩和のため、会津若松郵便局とザベリオ学園の上の交差点
について、信号機を連動してほしい。
　
【事後処理結果】
　現場を確認し、危機管理課に現状を伝えました。
○危機管理課からの回答
　代表の方（区長）より、「交通安全施設に係る要望書」を危機管理
課に提出してください。市から会津若松警察署に要望書を提出し、回
答書をいただきます。その回答書を、区長へ渡すようになります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

処理（対応）内容

【市民からの要望・質問】
　徳久へ行く道路が通学路となっているが、狭くなってきている。国
道118号工事完了後、拡幅になるのかと思っていたが、今年中に工事が
終了しない。冬期間が非常に心配である。
　
【事後処理結果】
　現場を確認し、道路維持課、道路建設課に現状を伝えました。
○道路維持課、道路建設課からの回答
　地元からも要望が出ています。計画はしていますが、現在、道路拡
幅事業の市道幹Ⅰ-６号線、中野線の工事との調整を図りながら取り掛
かる予定です。
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門田地区門田地区門田地区門田地区

件名 備考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

処理（対応）内容

３．南野団地の共同合併浄化
槽などについて
　　　　　　　　　（Ｐ２）

４．会津総合運動公園の避難
経路について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

【市民からの要望・質問】
　南野団地にある共同合併浄化槽の老朽化への対応をしてほしい。
　
【事後処理結果】
　現場を確認し、下水道課に現状を伝えました。
○下水道課からの回答
　南野団地は、民間の維持管理組合で管理しています。市の施設では
ありません。他には百合ヶ丘団地が該当します。「会津若松市地域汚
水処理施設整備事業補助金交付要綱」に基づいて補助金を活用して、
補修工事をしていただいています。来年度も浄化槽の修繕をしたいと
いう要望は出されていますので、進めています。

【市民からの要望・質問】
　避難経路で、総合運動公園が避難場所になっている。公園への入口
が３カ所あるが、北側から直接入る入口がない。北側に避難用の入口
を設けてほしい。
　
【事後処理結果】
　現地を確認し、危機管理課、花と緑の課に伝えました。
○危機管理課からの回答
　施設の管理上、安全面上から現状のままと考えます。どのような経
路を通って避難するかにつきましては、災害に備えて、日頃より確認
していただきたく思います。現在のところ、北側に入口を設けること
は計画しておりません。
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門田地区門田地区門田地区門田地区

件名 備考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

処理（対応）内容

５．西年貢から小金井小学校
に抜ける道路の拡幅について
　　　　　　　　　（Ｐ２）

６．カワチ会津若松南店の東
と北側の歩道の冬期間通行に
ついて
　　　　　　　　　（Ｐ２）

写真

写真

【市民からの要望・質問】
　通学路にもなっているのに、道路幅が途中から狭くなり、子どもた
ちが怖い思いをしている。雪が積もると、田んぼの方に逃げなければ
ならない。
　
【事後処理結果】
　現地を確認し、道路維持課に伝えました。
○道路維持課からの回答
　現在計画はしていません。地元よりの要望を出していただきたく思
います。通学路でもありますので、安全に務めて除雪を行っていきた
いと思います。

【市民からの要望・質問】
　冬期間、歩道が雪溜め場になっているため、歩道を歩くことができ
ない。通学路でもあるので対応してほしい。
　
【事後処理結果】
　現地を確認し、道路維持課に伝えました。
○道路維持課からの回答
　歩道除雪を徹底したいと思います。一時的に溜めておくことはあっ
ても、できるだけ早急に通行確保するように対応したいと思います。
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門田地区門田地区門田地区門田地区

件名 備考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

処理（対応）内容

７．雪溜め場の確保について
　　　　　　　　　（Ｐ３）

８．面川・沢地区の通行止め
について
　　　　　　　　　（Ｐ３）

写真

【市民からの要望・質問】
　雪溜め場の確保の確認は、誰がするのか。市側ですか、区長です
か。
　
【事後処理結果】
　道路維持課に確認しました。
○道路維持課からの回答
　現在、雪溜め場については、各町内会のご協力をいただき、確保し
ていただいています。また、地元のご協力をいただいて、除雪業者が
確保している場合もあります。今後ともご協力のほどお願いします。

【市民からの要望・質問】
　現在、別の上の道路は通行できていますが、今後の復旧予定はどう
なのか。
　
【事後処理結果】
　現地を確認し、道路維持課に現状を伝えました。
○道路維持課からの回答
　台風で土砂崩れが発生しました。道路は２本ありますが、１本が通
行できなくなっています。また、通行できる道路は急であります。市
としては、年内に全面的に復旧したいと考えており、現在、業者選定
をしています。区長にも説明させていただいています。
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門田地区門田地区門田地区門田地区

件名 備考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

処理（対応）内容

９．有料の間口除雪について
　　　　　　　　　（Ｐ３）

10．南公民館の西側広場の整
備について
　　　　　　　　　（Ｐ４）

【市民からの要望・質問】
　南公民館の西側の広場は、雨が降ると足場が悪くなり、行事も何も
できないので整備してほしい。

【事後処理結果】
　生涯学習総合センターに確認しました。
○生涯学習総合センターからの回答
　公民館の修繕などを優先に考えております。今のところ、広場の舗
装整備についての計画はありません。しかし、適宜、砂利などを敷い
て対応しています。

【市民からの要望・質問】
　間口除雪について、ボランティアなどで行っているところもある
が、それでできない場合は、有料での考えを導入してはどうか。業者
を紹介してほしい。
　
【事後処理結果】
　道路維持課に現状を伝えました。
○道路維持課からの回答
　有料での紹介を希望される場合、会津道路メンテナンス協同組合
（３２－０３１１）を紹介しています。福祉除雪も合わせて実施して
います。
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門田地区門田地区門田地区門田地区

件名 備考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

処理（対応）内容

11．集会所の整備について
　　　　　　　　　（Ｐ４）

12．小金井小学校区へのコ
ミュニティセンターの整備に
ついて
　　　　　　　　　（Ｐ６）

【市民からの要望・質問】
　門田地区には、３つの小学校区があり、城南小学校区には城南コ
ミュニティセンター、門田小学校区には南公民館があるが、小金井小
学校区にはないので、コミュニティセンターを建ててほしい。
　小金井小学校区にコミュニティセンターを整備するよう要望してほ
しい。

【事後処理結果】
　環境生活課に確認しました。
○環境生活課からの回答
　現在のところ、具体的な計画はありません。地域からの要望、意見
などをいただきながら、それぞれ整備の要望が高まったり、条件等が
熟度を増した段階で検討していきたいと考えています。運営方法につ
いては、公設民営で、地元の方に運営を担っていただくことになりま
す。
　

【市民からの要望・質問】
　飯寺には2,000軒あるが、集会所が狭くて皆が入れない。集会所を整
備してほしい。
　
【事後処理結果】
　環境生活課に確認しました。
○環境生活課からの回答
　地区として進めていただき、市の補助制度を利用していただきたい
と思います。自治会が自ら整備する集会所をもって活動の拠点にあ
て、市においては、地域集会所建設補助事業として、一定の補助を行
うという民設民営方式となっています。
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門田地区門田地区門田地区門田地区

件名 備考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

処理（対応）内容

13．放課後子ども教室のあり
方について
　　　　　　　　　（Ｐ６）

14．子どもの居場所づくりに
ついて
　　　　　　　　　（Ｐ７）

【事後処理結果】
　学校教育課に確認しました。
○学校教育課からの回答
　総合学習の時間に、「会津に誇りを　偉人・先人100選」を取り上げ
て学んでいます。また、市内小学校６年生に、「こころのふるさと会
津～会津を学ぶ まなべこツアー」にて、松平家御廟を見学すること
で、郷土への愛着を高め、会津に生まれ育ったことに誇りと自信を持
ち、ふるさと会津の発展に尽くそうとする心情を養うということを実
施しています。小中学校対象に、「こころのふるさと会津～会津人に
学ぶ」も実施しています。

【市民からの要望・質問】
　子どもの居場所はたくさんあるのに、活用していない。自分の住ん
でいるところを自慢できるように、故郷の良さを理解することは大事
である。学校行事で青木山に登り、門田地区を全生徒に見せてほし
い。学校との協力が大事である。

【事後処理結果】
　生涯学習総合センターに確認しました。
○生涯学習総合センターからの回答
　活動指導員などの人数は、参加人数によって決定され、対応は可能
ですので、生涯学習総合センターにご相談ください。この事業は、県
の委託事業で実施しています。

【市民からの要望・質問】
　門田地区は、放課後子ども教室が本格的に行われているが、多くの
児童が来ると、活動指導員の手が不足してしまう。人的問題があるの
で、どのように問題解決を図るのか。城南コミュニティセンターに分
散した場合、さらに人手が不足することが予想される。
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