
第８回　市民と市議会との意見交換会

【２班　平野地区・豊田地区】

分類 意見・提言・要望・質問等 地区

意見交換会

意. 市長にはなかなか言えないことも、議員には言える。意見交換会に若い人
や女性が参加できる方法、場を考えてほしい。若い人や若い議員の考えを聞い
てみたい

Ａ. 切実な問題だと思う。今後検討、努力していきます。

平野

議会運営

意. 市債が昔に逆戻りし、後々市民に負担がかかってくるのではないかと心
配。補助金があっても市債は増えてくる。今までの事業が減り、サービスの低
下につながるのではないか。そうならないよう議員も財政に目を配ってほし
い。コミュニティセンターでは議会中継を見ているが、昨年の12月議会はひど
かった。チェックだけはしてほしい

Ａ. 財政面については議員も心配しています。指摘は当然のこと、努力してい
きます。今後もチェックしていきます。

平野

議会運営

意. 市議会だよりを読んでいるが、一般質問の内容が偏っている。長井市全体
のいろいろなことに目を向けて質問してほしい。答弁で検討中とあるが、検討
した後はどうなのか。その後のことも載せるべきでは

Ａ. 一般質問は、各議員の個性を活かし質問しています。議員一人ひとりの考
えがあり、検討した後の内容、結論については各議員の考えで対応していま
す。

豊田

議会改革

Ｑ. 県内市町村でも議員の成り手が少ない。長井市でも一人多かっただけだっ
た。議員として具体的にはどう思うか

Ａ. 個人的な意見は控えなければなりませんが、あえて言わせていただけれ
ば、市民であれば、誰でも出れます。市民の評価が得られるか様々な個人の考
えがあります。全国でも90歳以上の高齢者がいます。

平野

議会だより

意. 意見交換会で出た質問や意見は、項目だけでも全て市議会だよりに掲載し
てほしい。一部だけの掲載は、せっかく来て意見を述べた人を侮辱しているの
ではないか。ホームページも見にくい

Ａ. 非常に大切なことだと思います。ただ予算の関係もあるため、今後検討し
ていきます。

平野

公共施設

Ｑ. 公共施設整備は、予算内で完了するのか。今後どうなるのか

Ａ. 国の補助金などを含めて計画していますが、増加傾向にあります。市議会
では、特別委員会を設置し調査、提言を行っていきます。

豊田

公共施設

Ｑ. 公立置賜長井病院の改築にかかる経費の内、長井市分はいくらか

Ａ. 全額負担となっています。補助金等を活用しながら市の負担の軽減に努め
ていきます。

豊田

公共施設

Ｑ. なぜ、長井病院を現在地に建てるのか。浸水は大丈夫なのか疑問に思う

Ａ. ６階建ての病棟を解体撤去した跡地は市の土地であり、多くの公共施設整
備が進む現状では財政面も考慮して、現在地に建設することになっている。浸
水については、垂直避難も含め対応について検討しています。再度、特別委員
会でも調査、研究を進めていきます。

豊田



第８回　市民と市議会との意見交換会

分類 意見・提言・要望・質問等 地区

災害時議員
対応

Ｑ. 災害によって異なると思うが、議員の行動、対処の仕方はどうなっている
のか

Ａ. 災害時の議員の行動については、今後マニュアルの作成も含め、議会運営
委員会を中心に取り組みを進めていきます。

豊田

防災

Ｑ. 避難場所は適正な場所になっているのか。自主防災組織を作ったがどうす
べきか連絡がなかった。防災ラジオ屋外拡声装置の音が雨の音などで聞こえな
い場所がある。ハザードマップはどうなっているのか

Ａ. 避難場所については、内容により場所が変わるところもあります。自主防
災組織の動きや避難場所については、市民がよりわかりやすいものになるよ
う、また、屋外拡声装置については、確認、調査、調整するよう、当局に伝え
ます。ハザードマップについては、土砂災害、洪水を合わせたものを当局で準
備作業を行っています。備蓄については、一日あたり3,000人分の備蓄をしてい
ます。

豊田

防災

要. 防災ラジオ屋外拡声装置が聞こえる場所と聞こえない場所がある。災害に
対する準備が大切、全市を網羅できるようにしてほしい

Ａ. 設置時も検討しているはずですが、再度調査、確認するよう当局に伝えて
いきます。

平野

決算

Ｑ. 一般会計では、前年と比べて何が高くなっているのか

Ａ. 土木費、民生費、教育費、総務費が高くなっています。
豊田

長井小学校
第一校舎

Ｑ. 旧長井小学校第一校舎について、今年はプレオープンと言われているが、
運営費などはどうなっているのか

Ａ. ２階部分の整備がまだできておらず、新しく活用する団体等が出てきてい
ませんが、そこを活用できるようになれば本格オープンになると聞いていま
す。運営費補助金については、指定管理者制度を導入していますので年間の金
額が決まっています。細部の金額については、後日報告させていただきます。

豊田

長井小学校
第一校舎

意. 旧長井小学校第一校舎は若い人の利用が多いが、高齢者は大変だ。駐車場
が無く、スロープも無い。玄関が入りにくい等の要望も多いのでは。もっと利
用しやすい、使い勝手の良い施設にすべきではないか。オープンしてから我慢
してくれと言われても納得いかないが

Ａ. 駐車場については前々から議論されてきましたが、学校敷地内ということ
もありますので、市役所本庁舎、第２庁舎も含めてこれから検討していきま
す。入口については免振構造となっており、９月議会において、手すり、ス
ロープ等の予算が可決されています。今後も検討していきます。

平野

長井小学校
第一校舎

要. ギャラリー展示については、展示する人からの評判が悪い。不便で展示場
的でない。条件整備を１室ぐらいしてほしい

Ａ. 利用者が使いやすいよう検討、努力していきます。
平野

コミュニ
ティセン
ター

Ｑ. コミュニティセンターの職員は、なぜ辞めていくのか。議員は緊急なこと
と把握しているのか

Ａ. 職員の給料が安いからだと思うが、給料だけの問題ではないと考えられま
す。議員も心配しており、今後検討していきます。

豊田
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分類 意見・提言・要望・質問等 地区

コミュニ
ティセン
ター

Ｑ. コミュニティセンター運営協議会会長と事務局長の館長が同一人物では、
チェック機能が発揮できないのではないかと思うが

Ａ. 中央地区は別になっているが、同一人物か別人かは、各地区の実情により
活動を進めやすい方法がベストだと考えます。大切なのは会長、館長と職員の
意思疎通が大切と考えます。

豊田

コミュニ
ティセン
ター

Ｑ. 以前、館長の常勤について一般質問がありましたが、常勤館長となれば負
担が掛かり、お願いする人を探すのが大変になるのでは

Ａ. コミュニティセンターの活動は、地域づくりや防災、福祉関係など従来の
社会教育、生涯学習中心の公民館事業にくらべ、広い分野の活動となっている
ことから、中心となる館長についてはボランティアではなく常勤として勤めて
いただき、コミュニティセンターの役割を進めるべきと考え提案しています。

豊田

文化財

要. 市には文化財、資料等、寄附された宝物がたくさんある。「道の駅」で観
光に活用する方法もあるが、展示する場所がない。東根市で開催する書道展に
は、バスで大規模に見学に来る。長井市の新庁舎には空間がないと聞いている
が、市民が作品を発表する場を検討してほしい。学芸委員の活用も大切だと思
う

Ａ. 展示するスペースについては、観光も含めて検討していきます。併せて、
作品や資料の展示場所だけでなく、保存場所についても新庁舎、旧庁舎、教育
委員会の今後の活用方法も含め検討していきます。

平野

文化財

意. 新庁舎ホールにおいて、長井らしい生業、冬の景色等、重要文化的景観を
ＰＲしていく上で、菊地隆知先生の関わりも良いアピールになるのでは

Ａ. 菊地隆知先生の作品は議長室にも飾られていますし、駅シリーズもありま
す。当局に伝えていきます。

平野

道照寺平ス
キー場

要. ここ数年で行った外灯のＬＥＤ化は、電源立地交付金が使われていると思
うが、どの程度整備されているのか。道照寺平スキー場のナイターの準備はし
ているが、スキー場近くに電気が来ていないため、非常にお金がかかると言わ
れている。ナイターができるように電気を引っ張る方法を議員も検討してほし
い。市長はｔｏｔｏを当てにしているが、いつになるか分からない。財源を確
実にしてほしい

Ａ. 電源立地交付金は現在400万円となっています。電気は来ているはずだが、
キューピクル等受電設備のことでお金がかかると言われています。当局として
も前向きに検討していると思いますが。声を上げ続けてほしいと思います。議
会としても、当局に伝えていきます。

平野

道照寺平ス
キー場

要. 新庁舎建設については、楽しみにしている。民間の土地、民家も含め悔い
のない周辺整備をすべきと思う。道照寺平スキー場借地料について、無償から
有償に切り替えられたが、市長からの一方的でなく、市民の立場に立って、悔
いのないようにしてほしい。10年前と今では若干違っているが、約束したこと
は守ってほしい。議員も悔いのないようにしてほしい

Ａ. 現在も交渉中だと思いますが、悔いの残らないよう今後とも努力していき
ます。

平野
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分類 意見・提言・要望・質問等 地区

調理場

要. 現在、給食時に西根、豊田小学校には有志により提供されたお盆があるよ
うだが、衛生的に不安もあるし、他校にはない。飯豊、白鷹は全部ある。コン
テナに入らないとの理由だったが、児童、生徒の人数も少なくなってきてお
り、先生方の負担軽減や衛生面、使い勝手の面からも、学校給食共同調理場の
新築に合わせて、お盆の整備をしてほしい

Ａ. 確認して当局に申し入れをしていきます。

平野

育児用品贈
呈事業

Ｑ. 育児用品贈呈事業のその後はどうなっているのか

Ａ. ＮＰＯ法人の代表が所在不明であるため、なかなか進展しない部分もある
が、市としてはＮＰＯ法人の副代表から既に返金していただいており、実質的
な被害が無いことから、代表本人による関係者への謝罪、説明を待つことと考
えています。

豊田

地場産

Ｑ. タスへの市からの負担は、どのくらいあるのか

Ａ. 自主事業補助金と運営費補助金を合わせた地場産業振興センター支援事業
費として、29年度は8,267万円、30年度は8,431万円が支払われています。

豊田

川のみなと
長井

要. みんなの税金で建設された「川のみなと長井」と「菜々ポート」の売上等
について、市報などを利用しながら会員にも市民にも内容を明確にしてほし
い。何かを食べさせる、プレゼントするというと人が集まるので、これを利用
して市でも考えてほしい。目玉となるものがなく、食堂も高すぎるので、飯豊
の道の駅のように、簡単に食べられるようにすべき。バスを利用して高齢者が
集まれる場にしないと寂しい

Ａ. 道の駅に目玉をつくることは当然だが、生産者の考えも大切。イベントを
一年中開催することも必要と思います。ご提案いただいたことも含め、今後も
様々考えていきます。決算については、地場産業振興センターの決算になって
おり、「川のみなと長井」と「菜々ポート」の決算もその中に含まれていま
す。利益は出ておらず、食堂も不利益となっています。利益は必要だと思いま
すので、今後も様々な提案をしていきます。

平野

黒獅子まつ
り

意. 黒獅子まつりの参加経費が10万円程では苦しい。予算の枠内で決められて
おり、参加神社数で分けているのが実態とのことだが、もう少し考えてほし
い。観光資源として獅子舞をということであれば、現在各地区の獅子舞後継者
の育成が大変な時期ではないか。市としても考えるべきと思うが

Ａ. 黒獅子まつりには地元関係者だけでなく、地元以外の人たちにも参加、関
わりを持ってほしいと考えています。後継者不足も含め、経費がかかり大変な
ことは承知しています。今後も当局に提案していきます。

豊田

空き家

要. 空き家を１件持っているが、壊すのは惜しいし、売るには安い。台風など
の被災者のために役立ててほしいと思う

Ａ. 当局に伝えていきます。
平野

道路管理

要. 公共複合施設に期待しているが、通常の環境整備が疎かにならないように
してほしい。南バイパスの旧道の草や街路樹の管理が疎かになっている。南の
玄関口として、中央地区だけでなく周辺５地区も整備してほしい

Ａ. 情報の提供をしていただき、その上で、当局に伝えます。
豊田


