
 参加人数：男性15名、女性０名、合計15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
　①除雪・排雪について
　　・日新地区は狭い道路や私道が多いため、今後ますます排雪についての要望が出されるようになっていくと考えられる。
　②議員定数について
　　・ほとんどが定数減の方向の意見であったが、４つの案を提案したために市民には分かりにくかったようであった。
　【その他の主な意見等】
　　・市民税について、溢水対策について　など

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
　　　街の小さな拠点づくりとコミュニティセンターの利活用について
　⑵　テーマ設定の理由、背景
　　　日新地区は別名「熱心地区」と呼ばれるほど地域住民の自治意識が高く、その拠点となる場所が日新コミュニティセンター
　　　である。しかし、地区の高齢化に伴い利活用の見直しを図る必要に迫られたことから、地域の方のご意見をいただくことでそ
　　　の課題解決につなげるため。
　⑶　主な地域課題
　　　日新コミュニティセンターは、地域の各種団体の会議や友好の場として地域になくてはならない場所であるが、建物の老朽
　　　化や利用者の高齢化などにより利用者数の減少が見られるため、コミュニティセンターの運営への影響と活性化が課題とな
　　　っているところである。
　【その他の主な意見等】
　　　公民館や新しいコミュニティセンターとの競合、コミュニティセンターの人件費の確保、目的外利用の是非など。

第20回市民第20回市民第20回市民第20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））））

 開催場所：日新コミュニティセンター　

 開催地区：日新地区  開催日時：平成30年５月13日（日）　17時00分　～　19時18分

 担当班　：第３班（出席議員）鈴木　陽、目黒章三郎、阿部光正、譲矢　隆、佐藤郁雄、小倉孝太郎　（欠席議員）なし
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政策討論会第４分科会では除排雪対策のあり方に
ついて調査研究しているということだが、八日町
内の市道と市道をつなぐ私道で除雪をすることな
く除雪車が素通りしているところがある。道路維
持課から要望を出して欲しいと言われて出したと
ころなのだから、ブルドーザーで入ったならば
しっかりと排雪までしてもらいたい。

道路の幅員が４メートルあることが除雪の条件で
あるので、確認のために現地調査をさせてもらっ
てから事後報告することにする。

○ ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ７に記載）

雪害対策

ここ数年、日新小学校の前のスクールゾーンの排
雪がされていないので、しっかりと行ってほし
い。除雪をするだけなので、住民がまた道路に出
してしまって自転車やバイクに乗れなくなってし
まう。雪溜め場になりそうな空き地には最近、家
が建ってしまった。

ロータリー車でダンプに積んでいくのが効率的で
あるが、一台の値段が高く、市にはお金がないの
が実情である上に、城下町で道が狭い。他の小学
校と比べて日新小学校前の道が狭いのが原因でも
あるので、文教厚生委員会を通じて重点的に当局
に伝えていく。

○ ③

後日調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

雪害対策

横浜から越してきた方が本市の市民税が高いのに
驚いているが、固定資産税なども含めて本当に高
いのか。市債もあることだし、歳出をもっと減ら
していくべきではないのか。

税金には均等割と所得割があることや、都会は本
社などがあって法人市民税が多く集まるために個
人市民税が低くなることがあるのではないか。た
だし、借家か持ち家かなど、引越ししてくる前後
の個人の状況が変化していることもあり、一概に
本市が高いとは言えない部分もある。

○ ① 財政

本市は全国的に見ても議会改革が進んでいると言
われているが、他市（郡山市が人口約34万人で議
員が38名など）を参考にするなどして議会改革を
更に進め、議員定数を24～25名などにしたほうが
よい。

議会制度検討委員会でも類似団体との比較もして
いるが、あくまでも本市独自の理論で議員定数を
決めていきたいと考えている。なお、今回のご意
見は議会制度検討委員会に持ち帰らせていただい
て、再度検討させていただく。

● ② 議員定数

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　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

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

2



市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　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

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

議員には政務活動費があるが、議員定数を考える
際に政務活動費との関連性はあるのか。

政務活動費は現在一人当たり月額３万５千円であ
るが、現在の議論の中で直接的に関連付けて議論
はしていない。ただし、定数が変更になれば、そ
れから政務活動費をいくらにするのかの議論が生
まれてくると考えられる。

● ①
会派

議員定数

先日の新聞で読んだのだが、議員年金を復活させ
ようとする動きがあるようだ。厚生年金との兼ね
合いも含めて、議員定数に影響は出てくるのか。

確かに議員年金の復活に対する議論は国会議員の
ほうで一部議論されているようであるが、まだま
だ実現性が低いので今回の議員定数の議論として
は分けて考えている。しかし、実際に議員年金が
復活した時には議会費の増額となるので、定数の
削減の一要因となる可能性があるだろう。

● ①
議員

議員定数

八日町の23班から24班にかけての200メートルほど
の側溝の底打ちを数年前から道路維持課にお願い
しているが、まったく進んでいないので対応して
欲しい。

全部を市にお願いしなくても、材料だけを市から
支給してもらって地域の人たちで底打ちをしてし
まう方法もある。そのようにするかどうかも含め
て、現地調査をさせていただいて確認してから事
後報告することにする。

○ ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ９に記載）

側溝

八日町の県営住宅の脇の石ふたがしっかりとかけ
られていないために、車が通るたびに音がうるさ
くて夜など近所迷惑であることから、対応してほ
しい。数年前から市に伝えているが、見に来たこ
ともない。

該当箇所が市道か県道かも含めて、現地調査をさ
せていただいて確認してから事後報告することに
する。

○ ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ10に記載）

側溝

環境

のぞみ保育園とフォーラム日新町のところの交差
点で年に数回ほど溢水が起こり、膝まで水につ
かってしまい、床下浸水になる被害が出ている。
大雨が降る予想がある時などは水門を変更するな
ど、対策を講じてほしい。

最近は予報に対応して水門を自動でコントロール
しているケースも出てきているが、問題はその対
象になっているのかである。現地調査をさせてい
ただいて確認してから事後報告することにする。

○ ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ11に記載）

いっ水

いっ水
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

○　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

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

赤井町・諏訪四ッ谷・融通寺付近でカラスの糞害
が発生していたが、１月19日頃、環境生活課に快
く対応していただいて大変感謝している。ところ
が、雪が溶けてみるとまた糞が落ちているので、
定期的な対応をお願いしたい。

カラスを追い払うには拍子木で音を出したりレー
ザー光線を当てるのが有効であり、東京では巣を
壊したり生ゴミを減らすなどで被害を削減してい
る。本市でも全市一斉にレーザー光線を当てるな
どを検討するべきだと思うが、まずは環境生活課
に伝えておく。

○ ③

後日調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ12に記載）

環境

元気いっぱい若松店から金川屋ビルの北側の道路
（市道若３－305号線）が相互通行になって数年が
経つが、市への寄附をしてもらった土地の部分が
まだ舗装されていない。石が脇のお店にはねるな
どの被害もあるので、早急に舗装をお願いした
い。

該当の道路は非常に狭く、すれ違うのが難しいほ
どであると認識しているので、現地調査をさせて
いただいて確認してから事後報告することにす
る。 ○ ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ13に記載）

道路

けやき通りの先の市道幹Ⅱ-５号線（藤室街道）に
続く「しもとり商店」前の道路だが、緊急車両や
観光客が頻繁に通行するので、優先的に舗装をお
願いしたい。

前回の意見交換会でも要望をいただいたことは認
識しており、裂傷の状況を確認しながら地元町内
会と連携を図り進めていくとの回答であると報告
を受けている。改めて現地調査をさせていただい
て確認してから事後報告することにする。

○ ③

現地調査し、事
後報告する
（事後処理報告
書Ｐ14に記載）

道路
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○　地区別テーマでの意見交換について

日新地区における街の小さな拠点づくりとコミュ
ニティーセンターの利活用について、まずは現状
を、その後に課題・問題の事例などを教えていた
だきたい。

日新地区の小さな拠点としては、小学校や幼稚園
などが隣接している日新コミュニティセンターが
一番最適であるが、利用者の特徴としては、徒歩
や自転車で通われる方が多いことや、女性の利用
者が多いことが挙げられる。一方で、平成24年度
から利用者の減少が続いているのが現状である。
今までも利用者の増減はあったものの、平成28年
度から部屋の利用回数が千回を割り込み、利用料
金も100万円を切ってしまっている。
減少の理由として自分たちで解決できることもあ
るが、創立30周年を迎えて建物の老朽化や利用者
の高齢化など、自分たちだけでは解決できないこ
ともある。
特に公民館や新しいコミュニティセンターとの競
合が大きな理由として挙げられるため、利用者を
増やしてコミュニティセンターを活性化させるた
めには、古いコミュニティセンターと新しいコ
ミュニティセンターの利用料において差別化を図
ることや、利用料を無料化していくことも今後は
検討しなければならないと考えている。

歴史的に見ても、公民館は社会教育法に則って、
一定区域の住民のために教養の向上や健康の増
進、生活文化の振興、社会福祉の増進などの社会
教育を推進することを目的として作られた施設で
あり、教育委員会が管理責任を負うことになって
いる。
一方、コミュニティセンターは自治体の条例が根
拠法令となり、憩い、集会、教養、スポーツ、レ
クリエーション等を通じて市民の皆さんの交流、
自治意識の高揚を図ることを目的として設置され
た施設であるため、地域住民の方が中心となって
組織されている指定管理者によって管理・運営さ
れている。
他のコミュニティセンターに比べて日新コミュニ
ティセンターは駐車場のスペースが少ないことも
あり、それが利用者数にも大きく影響していると
思われるので、今後どのように駐車場を確保して
いくかが課題となる。
他にも若者の利用を増やすためにも、開館時間を
延長するなどの新しい手法を取り入れていったら
良いのではないだろうか。

○ ①

→　街の小さな拠点づくりとコミュニティーセンターの利活用に
　　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
→　街の小さな拠点づくりとコミュニティーセンターの利活用に
　　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

利用者を増やすためにも、営利企業の利用禁止な
どの規制を緩和していくことも必要なのではない
だろうか。

どのコミュニティセンターも目的外利用の場合に
は利用料を増額することで対応してもらっている
が、コミュニティセンターの目的から考えて、で
きるだけ目的に添った利用を増やしていくように
していただきたい。

○ ①

コミュニティセンターは利用料が取られるので、
高齢者の方などは利用料のかからない町内会館な
どを貸して欲しいという要望が増えている。

他の地域でも同じようなケースが見受けられる
が、コミュニティセンターの位置づけから考えて
も、できるだけ利用料を低額に抑えていただき、
運営費はこの利用料および指定管理料で対応いた
だくという考え方で運営していってもらいたい。

○ ①

公民館は市の職員が対応しているが、コミュニ
ティセンターは指定管理者であるため、給与体系
が全く違う。コミュニティセンターの収入は指定
管理料および利用料のみであるため、せめて人件
費だけは確保できるようにしていかないと担い手
不足になってしまうことも考えられるのではない
か。

確かに最低賃金設定をわずかに越える程度の給料
になっていると考えている。地域コミュニティー
のためにもなるべく他の経費を削減して人件費の
確保に努力してもらいたいが、公民館並みの体制
をどうするのかについては、場合によっては地域
の方が集まって陳情や要望を出していただきた
い。

○ ①
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日新地区日新地区日新地区日新地区

件名 処理（対応）内容 備考

１．八日町の除雪・排雪につ
いて
　　　　　　　　（Ｐ２）

【市民からの要望・質問】
　八日町内において市道と市道をつなぐ私道の除雪をお願いしている
が、除雪が不十分な箇所がある。道路が狭いので、できるだけ排雪ま
でしっかりとやってほしい。

【事後処理結果】
○これまでの経過
　道路維持課より、市道と市道をつなぐ私道の除雪を行うことになっ
たので該当する箇所があったら申請して欲しい、という要請があった
ために該当地を申請した。

○今回の対応
　５月16日に八日町の副区長と地元住民の方の立ち会いのもと、現地
調査を実施した。翌17日に今回の要望について道路維持課と協議した
ところ、今年度の除雪が始まる前に、担当の業者に除雪を丁寧にして
もらうように指導していくということになった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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
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日新地区日新地区日新地区日新地区

件名 処理（対応）内容 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

２．スクールゾーンの除雪・
排雪について
　　　　　　　　（Ｐ２）

【市民からの要望・質問】
　ここ数年、日新小学校の前の道路の排雪がなされていないようだ。
日新小学校の前の道路は特に狭いので、子どもたちの通学に支障が出
ないように排雪までしっかりと対応をお願いしたい。

【事後処理結果】
○これまでの経過
　今までは、すぐに排雪できない場合には一旦雪溜め場に置いて、後
から排雪をしていた。平成29年度の雪は特に多かったが、数回は排雪
をしている。

○今回の対応
　５月17日に今回の要望について道路維持課と協議をしたところ、ス
クールゾーンについては子どもたちの通学に影響が出ないように今後
もできるだけ除雪・排雪に力を入れていくとのことであった。
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日新地区日新地区日新地区日新地区

件名 処理（対応）内容 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

３．八日町の側溝の底打ちに
ついて
　　　　　　　　（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　八日町の23班から24班にかけての200メートルほどの側溝が底打ちさ
れていないので土砂の除去が大変であるため、底打ちをお願いした
い。

【事後処理結果】
○これまでの経過
　この件は数年前から市長要望として申請しているが、なかなか進ん
でいない。

○今回の対応
　５月16日に八日町の副区長と地元住民の方の立ち会いのもと、現地
調査を実施した。翌17日に今回の要望について道路維持課と協議した
ところ、一度現地を調査させていただき、緊急性や優先順位を考慮し
た上で対応していくことになった。
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日新地区日新地区日新地区日新地区

件名 処理（対応）内容 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

４．八日町の石ぶたの騒音に
ついて
　　　　　　　　（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　八日町の県営住宅脇（市道若３－322号線）の石ぶたがきちんとかけ
られていないために、車が通るたびにふたのがたつき音がうるさくて
近所迷惑であるので、音が出ないように対応してもらいたい。

【事後処理結果】
○これまでの経過
　県営住宅が建てられる際に、今まであった側溝をセットバックした
が、その時に前の側溝をそのまま残してしまったために２本の側溝が
残ってしまっている。数年前からこの件については市に伝えている
が、いまだに対応してもらっていない。

○今回の対応
　５月16日に八日町の副区長と地元住民の方の立ち会いのもと、現地
調査を実施した。翌17日に今回の要望について道路維持課と協議した
ところ、石ふたの騒音については、がたつかないように局部的な補修
を行うとのことであった。２本ある側溝については現地を調査した上
で、１本にまとめるかどうかを今後検討していくことになった。
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日新地区日新地区日新地区日新地区

件名 処理（対応）内容 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

５．溢水被害について
　　　　　　　　（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　のぞみ保育園とフォーラム日新町の交差点において溢水が起こって
いるので、大雨が降る予報の時などは水門の方向を変えるなどの対応
をお願いしたい。

【事後処理結果】
○これまでの経過
　今までに年に数回ほどの溢水が起こっており、美容室の店内に水が
浸水したリ、住宅に床下浸水が起こったりしている。

○今回の対応
　５月16日に桂林寺町三丁目の区長の立ち会いのもと、現地調査を実
施しました。翌17日に今回の要望について道路維持課と協議したとこ
ろ、一度現地調査をさせていただいて、構造的なことも含めて対策を
検討していただくということになりました。

○現状と今後の対応
　５月20日にも大雨が降り、ニューパレス裏の駐車場でも溢水が起
こった。５月の今の時期は農業用水が流れているために、普段より溢
水が起こりやすくなっている。

○５月20日の市の対応
　降雨の事前対応として、のぞみ保育園の南西角の集水升内に設置さ
れている堰板を撤去した。
　また、当該水路の上流部に位置する藤室堰取水口（中町）の藤室堰
水門を倒して、農業用水が流れないようにするなど、取り得る予防的
な対応を行った。
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日新地区日新地区日新地区日新地区

件名 処理（対応）内容 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

６．カラスによる糞害につい
て
　　　　　　　　（Ｐ４）

【市民からの要望・質問】
　今年の１月中旬に、赤井町・諏訪四ツ谷・融通寺町におけるカラス
の糞害について環境生活課に丁寧な対応をしていただいたが、またカ
ラスが戻ってきているようなので、定期的に巡回見守りをしてほし
い。

【事後処理結果】
○今回の対応
　５月14日に今回の要望について環境生活課に伝えたところ、17日に
は諏訪四ツ谷の区長と電話で協議され、今後の見守りについての約束
をしていただいたとのことである。

○現状と今後の対応
　５月18日に改めて今回の要望について環境生活課と協議したとこ
ろ、今はカラスが群れをつくる時期ではないので、群れをつくる初夏
頃に向けて定期巡回をしながら当該区長と連絡を密に取りながら対応
していくこととなった。
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日新地区日新地区日新地区日新地区

件名 処理（対応）内容 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

７．道路の舗装について
　　　　　　　　（Ｐ４）

【市民からの要望・質問】
  元気いっぱい若松店から金川屋ビル北側の道路（市道若３－305号
線）で、市に寄附したところの舗装がまだ行われていないので、対応
をお願いしたい。

【事後処理結果】
○今回の対応
　５月16日に現地調査を実施した。翌17日に今回の要望について道路
維持課と協議したところ、該当地はまだ市に寄附されていないため、
今の段階では市としては勝手に舗装するわけにはいかないということ
であった。

○現状と今後の対応
　市としては、今後該当地が市に寄附された段階で舗装を検討してい
くこととなった。
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日新地区日新地区日新地区日新地区

件名 処理（対応）内容 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

８．道路の舗装について
　　　　　　　　（Ｐ４）

【市民からの要望・質問】
　国道49号から市道幹Ⅱ‐5号線（藤室街道）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】
○これまでの経過
　前回の市民との意見交換会の際にも同様の要望が出されていた箇所
であり、少しずつ舗装修繕は行ってきている道路である。

○今回の対応
　５月16日に現地調査を実施した。翌17日に今回の要望について道路
維持課と協議したところ、当該道路は年次計画のもとに整備を行って
いるので、当該地の北側車線の舗装整備については、現地調査をし
て、緊急性や優先順位を考慮しながら対応を検討していくこととなっ
た。

○現状と今後の対応
　当該地は緊急車両の通り道であり、観光客も多数通ることから、改
めて優先順位を考えていくこととなった。
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