
第21回市民第21回市民第21回市民第21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（（（（行仁地区行仁地区行仁地区行仁地区））））

 参加人数：男性14名、女性３名、合計17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
　　・県立病院跡地に市庁舎を望む意見があった。
　　・議員定数が25名でもよかったのではないかとの意見があった。

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
　　  空家対策・除排雪について
　⑵　テーマ設定の理由、背景
　　  行仁地区には狭い道も多く、除雪排雪問題は大きな課題となっている。また、空家については６番目に多い地区であり、
　　　今後さらに増加することが想定されるため、地域の課題としてテーマを設定した。
　⑶　主な地域課題
　　  空家が増えている地域は少子化が進んでおり、若者の定住政策の検討が必要との意見があった。
　　　雪を溜めておける場所が少ないため、効率的な排雪が課題である。

 開催場所：行仁コミュニティセンター　

 開催地区：行仁地区  開催日時：平成30年11月８日（木）　18時30分　～　20時30分

 担当班　：第２班（出席議員）樋川　誠、渡部　認、清川雅史、長郷潤一郎、村澤　智、内海　基　（欠席議員）なし
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市庁舎を県立病院跡地につくる考えはないのか。 第７次総合計画の中で、現在の本庁舎敷地を中心
に整備すると位置付けられており、現在地での建
設が決定している。 ○ ①

行政

まちづく
り

議員定数が28名になった経緯は。25名ではダメな
のか。

地区によっては定数を減らさないでほしいとの意
見もあり、急激な削減は難しく、今後も定数につ
いては検討していくという考えでの28名というこ
とでご理解いただきたい。

● ① 議員定数

３つの常任委員会ではダメなのか。 人口が減少しても、市の事務事業は減少しないの
で、現時点では４つの常任委員会が妥当である。 ● ① 議会運営

常任委員会とは何委員会があるのか。委員会の掛
け持ちはできないのか。

総務委員会、文教厚生委員会、産業経済委員会、
建設委員会の４つである。委員会の掛け持ちにつ
いては地方自治法の改正で行なえるようにはなっ
たが、全議員が予算決算委員会にも所属してお
り、現在の審査日程では審査しきれないため、通
年議会の検討も始まっている。

● ① 議会運営

※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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○　地区別テーマでの意見交換について

（「空き家の資料について説明」
それでは、空家対策について、皆様のご意見をお
願いします。）

近所に空家になりそうな家がある。どのくらいの
期間で特定空家に指定されるのか。

空家等対策の推進に関する特別措置法第２条第２
項に規定されている通り、放置すれば倒壊等危険
となるおそれのある状態又は、著しく衛生上有害
となるおそれのある状態、適切な管理が行われて
いないことにより著しく景観を損なっている状
態、その他の周辺の生活環境の保全を図るために
放置することが不適切であると認められれば短期
間で指定はされる場合もある。その後所有者に改
善を指導するが、対応できない案件に関しては行
政手続きを踏んでいくので相当期間を要する。

○ ①

条件が違うので一概には言えないが、特定空家と
認定する期間のある程度の目安があってもいいの
ではないか。

ご意見として伺う。

○ ②

「空家に関する相談窓口のご案内」のチラシだ
が、一番大事な行政の窓口が一番小さく記載され
ているのはおかしい。

担当委員会でも指摘しており、次回発行分から
は、担当窓口である危機管理課を大きく記載して
発行する。

○ ①

以前は、更地にすると固定資産税がそれまで払っ
ていた額の４．２倍ぐらい高くなった。建物が
建っていると特例措置として固定資産税が６分の
１になったが、法律が変わり、法定空家に認定さ
れると特例措置がなくなった。

法律が変わって、法定空家については特例措置が
なくなり、固定資産税は変わらなくなった。

○ ①

→　空家対策・除排雪について

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・除排雪について

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

所有者の分からない空家について行政でどこまで
追跡できるのか。

庁内連携して調査をし、所有者に指導をする。し
かし、その所有者を聞かれても教えることはでき
ない。

○ ①

所有者を把握しているかの情報は教えてほしい。 ご意見として伺う。
○ ②

空家が多い地域は少子化が進んでいる地域だと思
う。その地域には住んでいる若者が少ないと思う
ので、若者が定住できる取組をしてほしい。

以前にもご指摘いただいており、利活用に関して
は危機管理課だけではなく、庁内横断的に連携し
て検討して欲しいと所管委員会で申し入れてい
る。

○ ①

（「除排雪の資料について説明」
次に、除排雪について、皆様のご意見をお願いし
ます。）

除雪マニュアルはいつから使用しているのか。 建設委員会で２年前に除雪に関するアンケート調
査を行った。この中で多く出された意見は地域と
行政と業者の打ち合わせができていないことで
あった。そのことから委員会で提案し、事前打ち
合わせの徹底をお願いしていた。

○ ①

地域と業者との事前打ち合わせはやっているとこ
ろがあるというのは聞いていたが、自分の町内会
ではやったことがなく、除雪マニュアルも初めて
見た。雪捨て場など業者に伝わらないと意味がな
いので早めに案内して欲しい。

昨年、業者から事前打ち合わせの連絡のなかった
地区も、今年は積極的に事前打ち合わせをしてい
ただききたい。

○ ①

事前打ち合わせは必ず全部の区長や役員に連絡
し、確認が取れるようなやり方にしてほしい。

業者と除排雪の契約をする際に、除雪マニュアル
を厳守することが条件になっている。 ○ ①
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○　地区別テーマでの意見交換について →　空家対策・除排雪について

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

シーズンの途中でも、雪溜め場などについて区長
から業者に連絡すれば対応してもらえるのか。

シーズン中であっても地元町内会と業者はいつで
も連携をとっていただいて対応して欲しい。 ○ ①

私の町内は、オペレーターに直接、雪溜め場など
を伝えている。オペレーターとのコミュニケー
ションも大事である。

ご意見として伺う。

○ ②

オペレーターと話す機会がないと伝えられない。
そういうことからもこの除雪マニュアルは重要で
ある。

ご意見として伺う。

○ ②

除雪マニュアルを徹底してもらえれば安心でき
る。早めにマニュアルを区長にも渡してもらい、
雪の降る前の状況を区長と担当者が一緒に見て
回ってほしい。

業者に出している除雪マニュアルだが、今後区長
版を作成してもらい配布するよう道路維持課に依
頼し、その結果を事後報告する。

○ ③

後日担当課に伝
え、事後報告す
る。
（事後処理報告
書Ｐ７に記載）

除雪した雪が歩道にたまってしまう。通学路でも
あるので歩道の除雪もしっかりやってほしい。

通学路除雪については、各学校から情報を提供し
てもらっているので対応していくよう、所管委員
会で申し入れています。

○ ①

以前は担当業者から事前に挨拶があったが、業者
が変わって打ち合わせができなくなった。また、
南北の通りを除雪した後に東西の通りを行うの
で、角に雪がたまってしまう。

業者との事前打ち合わせは大事なので是非実施し
ていただき、東西路線の除雪のあり方についても
協議していただきたい。 ○ ①
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○　地区別テーマでの意見交換について →　空家対策・除排雪について

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

市直営で行う路線も除雪マニュアルに沿った打ち
合わせをやってほしい。

市直営（道路維持課）と町内会とで打ち合わせの
徹底を再度申し入れ、その結果を事後報告する。

○ ③

後日担当課に伝
え、事後報告す
る。
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

町内会として東部公園を雪溜め場として活用する
のはどうか。

ご意見として伺う。
○ ② 　

業者によって除雪の質が違う。行政で業者の事業
評価をする考えはないか。

オペレーターの養成が追いついていない業者もあ
る。オペレターを育てるために業者間で講習会な
どを行っている。事業評価についてはご意見とし
て聞き置く。

○ ①

通学路がしっかり確保されている状況ではない。
子どもの安全を考えれば通学路の除雪をしっかり
やってほしい。

庁内連携として、教育委員会と道路維持課が連携
し、通学路の除雪についてどのように行っている
のか地図に落とし込み等を含め、所管委員会で研
究を進めているところである。

○ ①

流雪溝の今後の整備方針はどうなっているのか。 現在流雪溝は市内に８路線整備されている。新た
な整備計画については現段階ではない。 ○ ①

やはり排雪が重要だと思う。 ご意見として伺う。
○ ②
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行仁地区行仁地区行仁地区行仁地区

件名

１．除雪マニュアルの区長配
布について
　　　　　　　　　（Ｐ５）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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】
・除雪マニュアルを徹底してもらえれば安心できる。早めにマニュア
ルを区長にも渡してもらい、雪の降る前の状況を区長と担当者が一緒
に見て回ってほしい。

【事後処理結果】
・11月16日、道路維持課と協議する。
○道路維持課から
・業者へのマニュアルはシーズン前の説明会時に配布し徹底してい
る。各地区にはどういった資料やマニュアルがよいのか検討させてい
ただき、通知する方向で対応する。また、配布方法についても区長会
と協議する。との回答を得た。

[第２班として]
・除雪業者へのマニュアルは、明確な項目で地区との協議事項が盛り
込まれている。従って、この逆バージョンである地区へのマニュアル
もあってしかるべきである。地区との連携が効率よい除排雪になるた
め、早期に実現していただきたい。
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行仁地区行仁地区行仁地区行仁地区

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．市直営と地域との除雪マ
ニュアルに沿った打ち合わせ
の実施について
　　　　　　　　　（Ｐ６）

【市民からの要望・質問】
・市直営で行う路線も除雪マニュアルに沿った打ち合わせをやってほ
しい。

【事後処理結果】
・11月16日、道路維持課と協議する。
○道路維持課から
・市直営は道路維持課が担当であり、各地区との打ち合わせは徹底し
て行っていく。との回答を得た。

[第２班として]
・業者、市直営ともに各町内会との事前打ち合わせは重要なので、徹
底して行っていただきたい。
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