
　参加人数：１１名　（うち班外議員　０名）（他自治体等傍聴者　０名）　

１．議会報告、テーマ以外の市政全般についての総括
　　①防犯灯のＬＥＤ化について
　　　・町内の全灯ＬＥＤ化に向けて取り組みを加速してもらいたいとの意見があった。
　　　・東京オリンピック・パラリンピックに向けて、東京都同様に白熱電球などをＬＥＤ球に無償で取り換えることを国県と連
　　　　携して取り組んでみてはどうかとの意見があった。
　　　・防犯灯を交換する工事費の補助額をもう少し増額してほしいとの意見があった。
　　②日新小学校付近の通学路の安全確保について
　　　・日新小学校前のガードレールに車両が突っ込んで壊れたままになっているので改修してほしいとの意見があった。
　　③道路の維持補修工事について
　　　・工事後の道路補修を付近の状況も踏まえて、一緒にきれいに舗装してほしいとの要望がった。
　　④市営住宅の空き地について
　　　・空き地になってから相当たち、地区の雪捨て場などに有効活用したいが駄目と言われた。地区の雪捨て場などに使えるよ
　　　　うにしてほしいとの要望があった。

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（（（（日新地区日新地区日新地区日新地区））））
　開催地区：日新地区 開催日時：平成２９年１１月１１日（土）１４時００分　～　１５時４０分

　担当班　：第２班（出席議員）樋川　誠、内海　基、村澤　智、長郷潤一郎、清川　雅史、渡部　認　（欠席議員）なし

　開催場所：日新コミュニティセンター
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２．地区別テーマでの意見交換についての総括
　　(1)地区別テーマ
　　　　空家対策と街の小さな拠点づくりについて
　　(2)テーマ設定の理由、背景
　　　　前回の第18回市民との意見交換会のテーマと同じであり、今後の高齢化社会が進展する中で、空家が増えていくことが確
　　　　実視されており、さまざまな問題の発生が予想されることから設定した。
　　(3)主な地域課題
　　　・空家のアンケート調査から結果が出るまで時間がかかった。今後は、行政と各町内会がキャッチボールをして、うまくか
　　　　み合いながら、地域へフィードバックして定期的にこの取り組みを進めていくべきである。
　　　・空家の草刈など、地域で対応しなければならない現状がある。ある程度は地域で面倒を見なくてはいけない。
　　　・今後、空家が増えていくと町内の役員をする人が居なくなり、町内会が成り立たなくなる。
　　【その他の主な意見等】
　　　・東京地区で、空家になると夜が暗くなるので防犯対策も兼ねて、行政が空家に街路灯を設置している。ぜひ、本市でも取
　　　　り組むべきである。
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北朝鮮のミサイルが飛んで来た時に、本市のＪア
ラートが正常に動作しなかった。動作しなかった
理由について、議会に対して説明はあったのか。

８月30日に９月市議会定例会の議案説明会が開催
されたが、冒頭に市民部長から今回の事象につい
て、お詫びがありました。また、システム上の問
題点を改善して対応できるようになりました。

〇 ①
防災・安
全

「頑丈な建物に避難してください」とあるが、現
実にそんなものがあるのか。

避難場所を指定せず「避難してください」にとど
めているが、実際はミサイルに耐えられる建物は
ないと認識しています。

〇 ①
防災・安
全

町内の防犯灯のＬＥＤ化について、予算化の資料
づくりのためのアンケート調査があった。漠然と
今後８年程度で全数取り換えとしているようだ
が、議会で何か具体的な動きをつかんでいるの
か。地区としては、電気料金も安くなり負担も軽
くなることから、少しでも早く進めてもらいた
い。

　市内で町内会が管理している防犯灯が約１万１
千灯ある中で、既にＬＥＤ化が完了したものを除
いて、残りが約８千灯あります。予算を増やして
平成28年度、29年度は、1,000灯で各地区20灯ずつ
取り組みました。このペースで行くと概ね８年程
度で全灯取り換えが完了するということになりま
す。2020年には、一部の蛍光灯などの製造、輸入
ができなくなることから、８年と言わず前倒しで
取り組んでいくことを要望していきます。
　また、未設置地区への公設防犯灯の新設要望も
あることから、あわせて進めていくことになりま
す。

〇 ①
防災・安
全

東京都では東京オリンピック・パラリンピックも
あることから、白熱電球などをＬＥＤ球に無償で
取り換えると聞いている。国県にも働きかけて予
算を確保して、本市も取り組んでみてはどうか。

意見として伺います。

〇 ②
防災・安
全

街灯を交換する工事費も市から１万５千円の補助
が出るが、残りを町費で賄えない現状である。補
助について、もう少し増額とならないか。

意見として伺います。

〇 ②
防災・安
全

※項目
キーワード

○　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 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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※項目
キーワード

○　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 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

議会制度検討委員会の市民委員は、どのようにし
て選ばれたのか。

広報議会８月１日号に、一般公募の募集案内を掲
載しました。応募が８名あり名前を伏せた応募動
機の作文などから書類選考をして２名が選出され
ました。今回で６期目、任期は２年となっていま
す。

● ① 議会改革

自宅の近くに市が借り上げしている土地がある。
昔、市営住宅があったが取り壊しをして、そのま
ま空き地となって放置されている。土地の所有者
が不明となっているようだが、建築課の意見は、
地域の方が花を植えるなど活用してもいいという
ものの、冬場の雪捨て場にしたいと言うとそれは
駄目と言われる。土地の活用について、議会を通
して何とかしてもらいたい。

現地を確認し、事後報告します。

〇 ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

公営住宅

けやき通りの道路補修が今年の春先にあった。道
路幅の半分だけきれいに舗装されて、半分は昔の
ままである。どうして、全部一緒にきれいに舗装
しなかったのか。

現地を確認し、事後報告します。

〇 ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

道路

日新小学校前のカードレールに車両が突っ込んで
壊れたままになっている。工事用のフェンスが仮
に置いてあり、数カ月そのままになっている。早
く直してもらいたい。

現地を確認し、事後報告します。

〇 ③

現地調査し事後
報告する
（事後処理報告
書Ｐ10に記載）

交通安全
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○　地区別テーマでの意見交換について

（空家等に関する町内アンケートの結果と社会福
祉協議会の取り組み内容について資料に基づき説
明させていただき、その後に地域の課題・現状に
ついて意見をいただいた。）
日新地区における「空家対策と街の小さな拠点づ
くり」について、意見を伺いたい。

空家の調査について、ようやくまとまってきたよ
うである。今後の再調査はどうなるのか。集約ま
での時間を考えると、定期的に３年おきぐらいに
取り組んでいき、すぐ地域へフィードバックでき
るように地域と行政がキャッチボールをやって、
うまくかみ合って取り組んでいかなければいけな
い。そこに、議会も積極的に取り組んでいっても
らいたい。

〇 ②

市内で、他市のように危険な建物について、行政
代執行のようなことを実施したことはあるのか。

現時点で、代執行の実施はありません。まず、周
辺に影響を与える特定空家の確定に取り組んでお
り、まずは指導から勧告、その後に所定の手続き
を経て代執行となります。

〇 ①

謹教地区の空家で、いつ倒れてもおかしくない建
物があったと聞いているがどうか。

市の危機管理課で現地を確認しました。土地と建
物の所有者が違うことから、継続して対応してい
ますが取り壊しには至っていません。危険な建物
であることから、立ち入り禁止と注意喚起の表示
をしています。

〇 ①

→　空家対策と街の小さな拠点づくりについて

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 →　空家対策と街の小さな拠点づくりについて

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

まちなかの中心市街地に空家がある現状は、景観
上からすると好ましくない。なるべく早く解消す
るべきである。

相続放棄している建物などもあり、すぐに解決で
きない所も結構あります。

〇 ②

市の空家等対策協議会を複数回開催しているよう
だが、その中で具体的に指導や勧告などの取り決
めが決まったものはあるのか。
空家の調査をするために、危機管理課で予算化し
て２人の調査員が動いていると聞いたが、進捗は
どうなっているのか。

　特定空家について実態把握を進めていますが、
指導や勧告までには至っていません。まだ始まっ
たばかりです。また、協議会については、不動産
の専門家や司法書士など各専門分野から参加して
始まった会議です。その中で、問題のある建物に
ついて点数化して、基準を設定することで指導し
やすくなるものを策定しました。
　専門調査員の最新の調査状況では、空家が1,446
戸、周囲への悪影響や危険を及ぼす空家が446戸あ
ります。そこから、対応が必要な建物が170戸と当
初よりふえており、具体的な対応はこれからで
す。

〇 ①

地区内に空家はあるものの、持ち主を把握してい
るし、連絡先も分かっている。ガラスが割れれば
連絡して改修してもらっている。ある程度は町内
で把握することも大切ではないか。

ご意見ありがとうございます。

〇 ②

２人暮らしの高齢者宅で２人とも亡くなると、そ
の後、その家にはまず誰も住むことはなく、そう
いう家が増えていくと町内会を担う人がいなくな
り、町内が成り立たなくなる。町内会維持の問題
として課題になってくる。

ご意見として伺います。

〇 ②
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○　地区別テーマでの意見交換について →　空家対策と街の小さな拠点づくりについて

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

町内に雑草が繁茂している空家があり、町内で草
刈りを実施している。ある程度は地域でも立ち上
がって空家の状況を把握して面倒を見て管理する
べきである。

ご意見ありがとうございます。

〇 ②

空家等対策協議会に議員は参加しているのか。議
会も協議会に参加して意見提言するべきではない
か。

基本的に、行政が設置する協議会に行政側の要請
で議員が入ることはありません。過去にはあった
ようですが、議会は行政を監視する立場というこ
とからなくしたようです。

〇 ①

東京に行ったときに、知人からいい取り組みを聞
いた。それは、空家になった所に市が必ず街路灯
を設置するとのこと。空家対策と防犯対策として
も、本市で取り組んでみてはどうか。

参考にさせていただきます。

〇 ②

空家等を地域住民の活動・交流拠点として利活用
するという社会福祉協議会の取り組みの条件を満
たして申請した実績はあるのか。

まだありません。できたばかりの取り組みであ
り、予算としては年間６件分くらいの実施を予算
化しています。

〇 ①
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日新地区日新地区日新地区日新地区

件名

１．市営住宅本町団地の西側
の空きスペースについて
　　　　　　　　　（Ｐ４）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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 備考

【市民からの要望・質問】
・市営住宅本町団地の西側に元々市営住宅が建っていたが、壊され現
在は空き地となっている。現在誰が管理しているのか。土地の活用に
ついて何とかしてもらいたい。

【事後処理結果】
・11月６日 第２班で現地調査を実施。当該市営住宅跡地は、市建築課
が管理。担当課から運用の詳細を調査し、今後の対応について検討す
る。

○建築課からの回答
・当該地は市営住宅の老朽化に伴い壊した経過にあり、平成11(1999)
年３月から空きスペースとなっています。土地は市の財産であり、管
理は建築課でしています。土地利用については、町内の方々で協議し
て有効活用をお願いしてきた経過にあります。町内では花等の植栽を
行っていただいておりますが、農作物は禁止してきた経過にありま
す。冬期間は雪溜め場として活用しているため、町内会から重宝され
た土地として有効活用していただいていると考えています。なお、除
草の問題等もあるので、市も積極的に活用協議等の場に携わっていき
ます。

[第２班として]
・現地調査で町内全体を確認したところ、雪溜め場は当該のスペース
しかないこと、また花などの植栽など、今後も地元の方々で有効利用
されることを望みたいと思います。
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日新地区日新地区日新地区日新地区

件名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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 備考

２．都市計画道路インター南
部幹線からけやき通りまでの
道路舗装について
　　　　　　　　　（Ｐ４）

【市民からの要望・質問】
・国道49号からインター南部幹線を経てけやき通りまで通じる路線で
「しもとり商店」前の道路は、南側車線は舗装修繕がされているが、
北側車線については舗装修繕がされていない。傷みがあるので改善し
てほしい。

【事後処理結果】
・11月６日 第２班で現地調査を実施。当該道路の傷み具合の調査等を
行った。なお、担当課の道路維持課に補修の経過を確認するものであ
る。

○道路維持課からの回答
・当該道路は年次計画のもとに整備を行っています。平成24年に当該
商店前　の拡幅工事をした経過にあります。今年度のインター南部幹
線の修繕は幹線北側への舗装修繕を行った経過にあります。なお、当
該地の北側車線の舗装整備については、裂傷の状況などを確認しなが
ら地元町内会と連携を図り進めていきます。

[第２班として]
・現地調査から、傷みの激しい箇所もあるので、地元町内会と優先順
等も含めた協議を担当課にお願いしたい。
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日新地区日新地区日新地区日新地区

件名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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 備考

３．日新小学校前のガード
レールの破損について
　　　　　　　　　（Ｐ４）

　

【市民からの要望・質問】
・自動車による物損事故が発生し、日新小学校正門前のガードレール
が破損している。子どもたちの安全確保の観点から、いつ頃修復され
るのか。

【事後処理結果】
・11月６日 第２班で現地調査を実施。当該小学校前のガードレール破
損部分を調査し、教育委員会及び道路維持課に確認するものである。

○道路維持課からの回答
・日新小学校正門の歩道と車道を分離するガードレールについては、
加害者から修理の依頼があり、今月中を目途に修復される予定です。

[第２班として]
・現地調査から、学校に通じる横断歩道の箇所なので、一日も早い修
繕を望むことを担当課へお願いしました。
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