
平成 27 年度 まちづくり懇談会 当日質問記録 

 

■田中地区 

１ 事前通告の回答に対する質問・・・なし 

２ 地区の懇談テーマに沿った意見交換 

①ふるさと納税について 企画財政課 

②姉妹都市との連携 地域づくり支援室 

③しなの鉄道の利便性の向上 商工観光課 

④医療費の即窓口無料化 福祉課 

３ 市政全般への意見 

①地域活性化における人材について 地域づくり支援室 

 

■滋野地区 

１ 事前通告の回答に対する質問 

①デマンド交通に関して 商工観光課 

２ 地区の懇談テーマに沿った意見交換 

①歩道、商業施設に関して 建設課・商工観光課 

３ 市政全般への意見  

①市民祭りに関して 地域づくり支援室 

②少子化対策に関して 子育て支援課 

 

■祢津地区 

１ 事前通告の回答に対する質問 

①通学路の整備に関して 建設課 

②河川の監視について 建設課、企画財政課 

③城山の整備に関して 建設課 

④不法投棄に関して 生活環境課 

⑤山林について 生活環境課 

２ 地区の懇談テーマに沿った意見交換 

①総合戦略に関して 企画財政課 

②空き家対策に関して 企画財政課 

③市民病院での対応について 市民病院 

３ 市政全般への意見  

①真田丸の対応・市民祭りについて 商工観光課 

 

■和地区 

１ 事前通告の回答に対する質問 

①事前通告に対して 教育課、建設課 

②湯の丸整備構想に関して 企画財政課 

２ 地区の懇談テーマに沿った意見交換 

①ふるさと納税に関して 企画財政課 

②空き家活用に関して 農林課、商工観光課 

③新規就農に関して 農林課 

④松くい虫に関して 農林課 

３ 市政全般への意見  

①シティプロモーションに関して 企画財政課 

 

■北御牧地区 

１ 事前通告の回答に対する質問 

①事前通告 1 に関して 教育課 

②事前通告 4 に関して 消防課 

③事前通告 2 に関して 生活環境課 

２ 地区の懇談テーマに沿った意見交換 

①学校と地域のつながり方に関して 教育課 

②知名の向上・移住促進について 企画財政課、農林課 

３ 市政全般への意見・・・なし 

 



【田中地区】 当日質問記録 5 月 11 日（月） 

 

１ 事前通告の回答に対する質問 

  なし 

２ 地区の懇談テーマに沿った意見交換 

 意見・要望等 回答(内容) 回答者【所管課】 

①ふるさと納

税について 

前年度よりふるさと納税による寄附金が増えてい
るということであるが、強化したといえるのかどう
か。他市町村と比べれば普通になっただけではない
だろうか。 
現在のラインナップの特産品以外にも、体験型商品
（田植え体験、スキーリフト券等）やその他地場商
品の展開も考えられるのではないか。 
さらなる特産品の研究をして、ふるさと納税制度の
強化をお願いしたい。 

東御市の施策への応援ということがあれば、すばらしい納税
になると考えています。 
ふるさと納税の基本的な考え方を大切にして、今後も推進し
てまいります。 

市長 

【企画財政課】 

②姉妹都市と

の連携 

毎年大田区の小学生がきている大田区の休養村も
ひとつの窓口になりうるのではないか。 
市民祭りなどとリンクして、小学生同士の交流、大
人同士との交流も考えられるのではないか。 

童謡・唱歌による交流や、野球チームによる民間交流のほか、

災害が起きた場合の準備のための交流も行われています。 

行政は行政同士、民間は民間同士という考え方のもと、今後

も交流を継続してまいります。 

市長 

【地域づくり支援室】 

③しなの鉄道

の利便性の向

上について 

毎日、しなの鉄道を利用している。 

東御市は交通の便がいいといわれているが、上田止

まりの便が多かったり、乗り継ぎが不便な面があっ

たりなどする。しかし、松本と比べると本数も多い。 

しなの鉄道の利便性が向上すれば、職場は市内にな

くても、メリットを生かすべきであると考える。 

駅周辺の整備も含めてしなの鉄道へ要望をお願い

したい。 

意見としてお聞きしました。 【商工観光課】 

④医療費の即

窓口無料化に

ついて 

医療費の即窓口無料化をお願いしたい。 

何度も手続きに訪れる必要がなくなると考えられ

る。 

無料化に関しては、国の理解を得る必要がありますが、県に

も要望してまいります。 

市長 

【福祉課】 

 



 

２ 市政全般について 

①地域活性化

における人材 

地域の活性化においては、新しい風を入れて、古く

からのみなさんとの融合が必要であると考える。地

域づくりの面からも、地域おこし協力隊に加えて、

融合の理論を示してくれる人材を市で示していた

だくような人がいるとよいのではないか。 

意見としてお聞きしました。 【地域づくり支援室】 



【滋野地区】 当日質問記録 5 月 12 日（火）  

１ 事前通告の回答に対する質問 

内容 意見・要望等 回答 回答者【所管課】 

①デマンド交

通について 
滋野地区には路線バスが走っていない経
緯は。 
 
国道沿いは走っているが、それ以外の地区
は走っていない。 
再検討していただき、公平な運行をお願い
したい。 

市内の公共交通としては、朝夕の定時定路線バス、昼間のデマンド交
通を導入しています。 
しかし、千曲バスが国道沿いを走っていますので、定時定路線バスは
滋野地区で走っていないのが現状です。 
かつては聖からの路線がありましたが、乗客が少ないため廃止した経
過があります。 
朝夕の定時定路線は小中学生を対象としていますので、ご理解いただ
きたいと思います。昼間であればデマンド交通がありますので、そち
らをご活用ください。 

商工観光課長 
産業経済部長 

 
【商工観光課】 

２ 地区の懇談テーマに対する意見交換 

①歩道・商業

施設関して 

セブンイレブン東部滋野店から、とんちき
亭の間の国道沿いには歩道がない。安全性
のためにも歩道もしくは横断歩道をつけ
るよう要望していただけないだろうか。 
また、商業施設・病院等の誘致も検討して
いただきたい。 

歩道設置については長野国道事務所へ要望します。 
その他の件については、ご意見としてお聞きしました。 

【建設課】 
【商工観光課】 

３ 市政全般に対するご意見 

①市民祭りに

関して 

市民祭りの名称をかつてのように「雷電ま
つり」に戻すことはできないか。 
市全体として、雷電の知名度をあげるため
にも有効ではないだろうか。全市として雷
電をＰＲする方法として行っていただき
たい。 

現在の名称は、当時公募で決めた経過がありますが、最終的に市で決
定をしました。 
北御牧にもドカンコがありますが、合併協議の中で、新しい祭りをや
っていこうという協議がなされました。 
しかし、雷電も郷土の誇りであります。 
実行委員会の中で様々な議論を行い、今後検討していきたいと考えて
います。 

商工観光課長 
市長 

 
【商工観光課】 

②少子化対策 少子化対策に関して。 
子供は欲しいが育てられないという問題
は深刻である。 
３人目の子供の出産に対して補助金を出
しているという自治体もある。 
産んだ後、育てられるような施策は考えら
れないか。 

意見としてお聞きしました。 【子育て支援課】 

 



【祢津地区】 当日質問記録 5 月 13 日（水） 

１ 事前通告の回答に対する意見 

 意見・要望等 回答(部・課・者) 回答者【所管課】 

①通学路の整備に

ついて 

通学路の整備に関しては、期限を区切ったうえできちんと優

先順位を設けて行っていただきたい。 

今後も、緊急度の高いところから実施するように

努めています。 

建設課長 

【建設課】 

②河川の監視につ

いて 

河川の監視に関して、ホームページなどで周知するとのこと

だが、外で作業を行っている人のためにも、耳で聞ける情報

も必要ではないか。 

２重の情報提供が必要であると考える。 

防災ラジオのほか、メール配信、公用車のスピー

カー、消防団の小型ポンプ積載車などを併用して

情報提供を行ってまいります。 

総務部長 

【建設課、企画財政課】 

③城山の整備に関

して 

城山の整備に関しては、60パーセント程度の出来だと考える。

さらなる整備はどうか。 

更なる検討が必要であると認識しています。 市長 

【建設課】 

④不法投棄に関し

て 

先日、軽トラ１台分の不法投棄があり市と交番に適正に対処

していただいた。他地域からの不法投棄については、個人で

の対処が難しい面がある。 

個人を特定するためには、手を付けてはいけないということ

をその場で知った。 

市民カレンダー等に、不法投棄があった場合の手順などを書

いてもらえると、対策がしやすいのではないか。 

ご意見としてお聞きするとともに、今後も関係機

関と連携をとりながら対策してまいります。 

生活環境課長 

【生活環境課】 

⑤山林について 山林でのパトロールを行っているが、私道が伸びてきており、

対処に苦労している。 

また、要望については期限を切って対応していただきたい。 

ご意見としてお聞きしました。 

【生活環境課】 

 

 

 

 



２ 地区の懇談テーマに対する意見交換 

内容 意見・要望等 回答(部・課・者) 回答者【所管課】 

①総合戦略につい

て 

総合戦略の VTRでは様々な具体策が出てきた
が、東御市だけで進めていくのか、近県で解
決することなのかどこまで具体策をひろげ
ていくか、教えていただきたい。 
実現に向かって、一般市民なども含め色々な
ところから情報集めてプロジェクトを進め
ていくべきだと考えているが、どのような状
況か。 

産官学金を交えた有識者委員会での意見交換にもとづいて、
東御市版の総合戦略を策定しようとしています。 
また、事業に盛り込んだものに関しては、評価をして見直し
をしてまいります。 
地域ビジョンは地域の皆さんが目指す地域の方向を目標と
するものですので、地域の皆さんと一緒になって、作ってい
きたいと考えています。 

企画財政課長 

【企画財政課】 

②空き家対策につ

いて 

東町区へ家を探しに来た方がいたが、物件に
は水洗化されていなかったり、放置されてい
たため老朽化していたりするものが多く、紹
介ができなかった。 
すぐ入れるような体制を整えることはでき
ないか。 
 
（空き家バンク制度について） 
そういう制度があっても知らない人がいる。
ぜひ広報していくべきだと考える。 

持ち主が貸す又は売る意思のある空き家について、登録して
いただければ宅建協会が仲介するというシステムがござい
ます。 
また、本年度は現在、空き家がどの程度あるかという一斉調
査を行ってまいります。調査したうえで、地区のみなさんに
ご相談していきたいと考えています。 
空き家バンクについては、広報でもわかりやすくお知らせし
たいと考えています。 
このほか、移住希望の方向けに、就農住宅を短期間滞在に応
えていけるような施設も準備してまいりたいと考えていま
す。 

企画財政課長 

【企画財政課】 

③市民病院での対

応について 

市民病院に関して、対応が冷たいと感じる部
分があった。 
安心して暮らせるまちづくりのためにも、あ
たたかい対応をお願いしたい。 

職員の気配り・心配りにかける点があった点について、職員
に伝え、あたたかい対応ができるようにしてまいります。 

市民病院事務長 

【市民病院】 



３ 市政全般への意見 

①真田丸へ対応に

ついて、市民祭りに

ついて 

(1) 真田丸の放映にあたり、東御市はどの
ような取組をしていく予定か。 

 

白鳥神社や海野氏の菩提寺である興善寺が当市にもあること
から、上田市とも連携しながら、歴史的な面からも、イベント
を検討しています。 
現在は市役所や海野宿にのぼりばたを掲揚しています。市の知
名度をあげるためにも交流人口の増加を念頭におき、「真田丸」
をひとつのキーワードとして取り組んでいきたいと考えてい
ます。 

産業経済部長 

 

【商工観光課】 

(2) 市民祭りの参加者が減少している。高
齢者にとっては、踊りが早くてついて
いけない。新たな種類を検討していた
だけないか。 

現在、市民まつりの踊りの種類としてはステップアップバージ
ョン、普及バージョン、簡単バージョンの３つがあり、簡単バ
ージョンはゆっくりなものとなっており、お年寄りにも気軽に
参加いただけるものと考えています。 
踊りの指導もしておりますので、市の担当にご相談ください。 

 



【和地区】 当日質問記録 5 月 18 日（火） 

１ 事前通告の回答に対する懇談について 

 意見・要望等 回答(部・課・者) 回答者【所管課】 

①事前通告 1、

2、4に関して 

通告の回答に関して、タイムスケジュール
的な表現はできないか。 
道路に関しては、実際に事故も起きている
ので早急な安全対策が求められると考え
る。 

和児童館の移設に関しては、27 年度の耐震化が終わったところで検討して
まいりたいと考えています。 
 
和児童館の移設、小学校体育館の改修に関しては、事業の中でも最優先課
題であるとは考えています。 
これまで、構造部材の耐震化と非構造部材の耐震化をやってきました。今
後、すべての小学校の長寿命化をどうしていくかを検討していく必要があ
ります。和児童館の建設に関しても、体育館をどうしていくかという目処
を立てる必要があります。28 年度から市民合意を得て努力してまいりたい
と考えています。 
 
接続道路についての安全性については、用地確保が必要です。地元の皆さ
んの協力を得る必要があると考えています。 
県深井線の拡幅については、地形測量を行い対策委員会を設置し、検討を
していきたいと考えています。 

教育課長 

花岡市長 

都市整備部長 

 

【教育課】 

【建設課】 

②湯の丸整備

構想に関して 

湯の丸の整備計画の進捗状況は。 本年、堀の内学園から湯の丸高原荘の譲渡を受けたところです。 

湯の丸に関しては、通年で道路が確保されている最高地点であり、インタ

ーからも近いという点もあり、日本水泳連盟のからの賛成も得ています。 

しかし、文科省に働きかけを行っていますが、難しい状況にある。必要で

あるという認識をスポーツ庁に伝えていきますが、いつつくるかは政治的

判断になります。 

 

地域の皆さんのためには、総合的な観光地化、スポーツレクレーションが

できる地域にしてまいりたいと考えています。キャンプ場の整備や、スポ

ーツやレセプションができるよう、計画を立て、予算が許すかぎり整備し

てまいりたいと考えています。 

花岡市長 

 

【企画財政課】 

 

 

 

 

 



２ 懇談テーマに関する意見交換 

 意見・要望等 回答(部・課・者) 回答者【所管課】 

①ふるさと納

税に関して 

ふるさと納税に関して。 
東御市はランキングはどのくらいか。 
 
寄附金額 700 万という数字は、努力不
足であると感じる。 
地ビールなどさまざまな資源はあるも
のの、資源がつながっていない。 
子供の農業体験は実施されているが、
大人の農業体験は行われていない。 
農業・商業・観光などさまざまな分野
の連携が必要であると考える。 
 

これまで、宣伝力が弱かったのは事実であり、さらなる強化を図ってまいり
ます。 
あわせて、シティプロモーションに取り組んでまりいます。都市圏へのイベ
ントへ参加するほか、移住・定住の窓口についても整備してまいりました。
空き家バンクに関しては、空き家の調査を行っていく予定です。連携をさら
にはかり、推進してまいりたいと考えています。 
地ビールに関しては、今年度から開発研究に着手するところです。また、新
たな特産品の開発に関しては、農家経営につながるように考えているところ
です。 
大人の農業体験についても、受け入れ態勢を検討しながら研究してまいりま
す。合わせて、宿泊する場所が少ないので、民泊なども研究してまいります。
農家や地域の皆さんと協力しながら更なる連携強化を図ってまいります。 

企画財政課長 

産業経済部長 

 

【企画財政課】 

【農林課】 

【商工観光課】 

②空き家活用

に関して 

空き家に関して、愛着のあるひとが多

く、手放す人がいないのが現状である。 

市で作った住宅は空いている。公共施

設の活用を考えていただきたい。 

和地区に新たな風を入れるためにも夏

休みに住宅を貸し出し、大田区の家族

と交流するなどの施策はいかがか。 

現在市では、新規就農者が滞在できる就農トレーニングセンターがあります。

改修費も予算計上していますので、その建物を使って、お試しで泊まれるよ

うな研究をしてまいります。 

産業経済部長 

 

【農林課】 

【商工観光課】 

③新規就農に

関して 

I ターンの新規就農について、経営展開

ができないなど、苦労している方が多

い。 

地元の若い人も就農する人は増えてい

る。 

さらに就農の促進をお願いしたい。 

市としても、農地の荒廃化が進んでいる中で、新たな担い手が必要と感じて

います。 

農地に関しても、担い手に関しても市民のみなさんから積極的な情報をいた

だきたいと考えています。 

産業経済部長 

 

【農林課】 

④松くい虫対

策に関して 

和の山が茶色くなってきている。 

ヘリコプターによる散布を行ったこと

もあると思うが、地域に松くい虫を防

除の理解を求め、山を守り、緑にして

いく努力をしていただきたい。 

市でもできる限り対応はしておりますが、土地所有者に責任があり対応して

いただくのが原則です。 

倒木など、交通に支障がある場合などは市へご相談ください。 

空中散布に関しては、健康被害が懸念されている点もあります。 

新たな対策が取れないか、検討してまいりたいと考えています。 

産業経済部長 

【農林課】 

 

 

 



３ 市政全般に対する意見 

①シティプロ

モーションに

関して 

東御市の Facebook を拝見すると、いいね

の数は 300 に満たない程度である。 

若い人は Facebook を使っていると思う

が、あることを知らない人もある。 

意見はメールでお願いしますとあるが、電

話番号しかない。 

いろんなメディアを有効活用し、東御市の

ＰＲをしてはどうか。 

Facebookに関しては、昨年開設したところであります。 

記事を掲載すると 5,000人ぐらいみていただいています。 

満足いく広報体制をととのえ、シティプロモーションの更なる推進を図っ

てまいりたいと考えています。 

企画財政課長 

【企画財政課】 

 



【北御牧地区】 当日質問記録 5 月 17 日（月） 

１ 事前通告の回答に対する質問 

内容 意見・要望等 回答(部・課・者) 回答者【所管課】 

①事前通告 1

に関して 

クラスの人数が減ってきたとされるとす
る目安は。 

県の基準・国の基準がありますが、人数にかかわらず２クラスを編成したい
と考えています。 
 
中学校には専科教員が配置されますが、人数が少なくなると専科教員の配置
にも支障がでてきます。しかし、２クラスであっても教育水準を維持するた
めに受け入れをお願いしたいと考えています。 

教育課長 
市長 

 
【教育課】 

②事前通告 4

に関して 

消防防災班については隣組長・区長が兼務
しているが、サラリーマンである人もいる
ということを考えると十分に役割を担え
るかどうか不安な面がある。 
会社をリタイアした方などを有効活用し
たほうがよいと考える。 

班員については、区で選出をお願いしております。 
定数も決まってはいるが、各支区により人数の上限の設定はできます。 
ＯＢや自営の方のなど経験者の積極的な登用を、区のほうで検討をお願いし
たいと考えます。 

消防課長 
 

【消防課】 

③事前通告 2

に関して 

望月街道沿いにアレチウリが増えている。 
安い除草剤もあるので、種になる前に枯ら
すようにしていただきたい。 
手での作業ができない場所については、市
での後方支援などの対応をお願いできな
いか。 

効果的な時期、適剤を検討していきたいと考えています。 
行政が消毒・散布をするのではなく、地元にやっていただく駆除を継続して
いただきたいと思います。 
手での作業ができない方法などについてはご相談させていただき、関係機関
と相談しながら適剤を検討させていただきたいと考えています。 

市民生活部長 
 

【生活環境課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２ 懇談テーマに対する意見 

 意見・要望等 回答(部・課・者) 回答者【所管課】 

①学校と地域

とのつながり

方について 

総合戦略に向けての提案に関しては、こど
もたちが考えていく必要があるのではな
いか。 
また、学校が地域と結びついていこうとい
う動きもあるなかで、学校が地域に、地域
が学校になにができるかを考えていく必
要があるのではないか。 

学校がどのように育っていくか、一貫教育に際しての推進委員会を設け、
検討しており、その中には地域の皆さん、保護者の皆さんにはいっていた
だいているので、地域のニーズを学校へ具体的に生かすという体制はでき
ております。 
一貫教育とした経過の中で、２クラス維持ができるか、小中の連携をしっ
かりとする、学校の特色をいかすという提言がありました。そのためには、
学力の保証をしていこうということになりました。また、他市への流出も
起きている中で、選ばれる学校でなければなりません。一貫教育としての
活動が定着したからよしとするのではなく、継続して検討していく必要が
あると感じています。 

教育長 
 

【教育課】 

② 地 名の 向

上・移住の促

進等について 

東御市の地名をもっと挙げていく方法を
考えていただきたい。引越しを検討する際
も、名前が知られていないといけない。 
どういったところが、特色かを考えるのも
大事であるが、体制として現在は縦割りで
はないかと感じている。休耕地調査はされ
ているか、就職口はあるか、子育ての面で
はどうかなどを、単体でやるのではなく、
横断的に話をまとめておいたほうがよい
と考える。 

市としても、総合戦略の中で十分に検討してまいります。 
 
休耕地の調査については、農業委員会のみなさんに調査をお願いしていま
す。 
農地は適正な管理をお願いするほか、担い手がいない場合は貸し手の相談
についても受けています。 
荒廃農地がひろがらないようにしてまいりたいと考えていますので、市へ
のご相談もお願いしたいと考えています。 

総務部長 
産業経済部長 

 
【企画財政課】 
【農林課】 

 

３ 市政全般に対するご意見 

 

なし 

 


