
【田中地区】 当日質問記録 ７月３日（月） 

 

１ 事前通告の回答に対する質問 

   

 意見・要望等 回答(内容) 所管課 

事 前 通 告 ６

「城ノ前通過

車両軽減」の

バイパス道及

び７「市内防

犯カメラの設

置」について 

（1）バイパス道の新たな建設計画はないとのこと

だが、東御市の環状線として島川原～カクイチ～ミ

マキ本社～旧菅平入口までを通す道を一つの案と

して長いスパンで検討してほしい。 

（2）小学生の殺人事件で防犯カメラの威力が発揮

された。防犯パトロールだけでは足りないので、カ

メラ設置を要望している。他の市町村を含めて今後

前向きに考えていただければありがたい。 

（1）要望として承ります。 

（2）カメラの設置については、まず生活環境

課にご相談ください。 

（1）建設課 

（2）生活環境課 

空き家対策に

ついて 

空き家の生い茂った植木を誰が切るのか回答が

ないので、回答が欲しい。 

基本的には所有者に切ってもらうことにな

るので、そのような場合はまずは生活環境課に

ご相談ください。 

建設課 

 生活環境課 

 

 

２ 地区の懇談テーマに沿った意見交換 

 発言(内容) 回答(内容) 所管課 

田中商店街の

空き店舗等に

ついて 

田中も空き店舗、工場が多い。良い活用例があれ

ば聞きたい。 

コワーキングスペースとして利用されてい

る事例として「えべや」があります。滋野地区

の「おらちのえんがわ」も 1 つの活用例です。

地域で活用を話し合ってもらうのも 1 つの方

法と考えています。 

地域づくり・移住定住

支援室 



海野宿につい

て 

海野宿では、元気づくり支援金を使って、人材育

成、地域ビジョンづくりなどを 3 年かけてやってき

た。今年は、地域づくり支援金を活用して、古民家・

空き家再生の第一人者であるアレックス・カーを呼

んで講演会をするので参考に聞いてみて欲しい。 

 

 

田中商店街に

ついて 

田中商店街というけれどお店が開いていない。後

継者がいないため直すこともしていない。市として

も対策を考えてもらえたら嬉しい。 

今年度、観光ステーションをオープンしまし

た。田中を知ってもらう活動をしていきます。

中心市街地活性化については地域おこし協力

隊などの新しい視点を入れて進めていく予定

であり、地域の皆さんにも協力していただきた

いと思います。また、空き家に対する持ち主の

考え、本音を知ることが大切だと考えていま

す。 

商工観光課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【滋野地区】 当日質問記録 ７月４日（火） 

 

１ 事前通告の回答に対する質問 

   

 意見・要望等 回答(内容) 所管課 

災害対策につ

いて 

 危険性地域は東御市だとどこの地域になるのか。  一番危険性が高いのは、本海野の海野宿地

域。次に祢津の西宮から東町にかけての住宅密

集地となっています。 

 消防課 

雷電生家駐車

場について 

 駐車場整備については、道路東側の水田を活用し

てほしい。すべての地権者の了承を得ている。早急

に実施を希望する。 

 農振地域のため、駐車場整備は高いハードル

となるが、協議を進めています。 
 生涯学習課 

消火栓の点検

について 

 点検が行われているかどうか分からないので、区

に点検した際の診断書が欲しい。 

消防課と上下水道課で協議し、結果通知しま

す。 

 消防課 

 上下水道課 

消火栓の点検

について 

消火栓の取り扱いについて、何らかの指針が欲し

い。 

周知方法や内容を検討して、9 月の防災訓練

で消火栓の取り扱いについて、区長にお示しし

ます。 

 上下水道課 

消防団広報車

について 

車のスピードが速すぎて内容が聞き取れないの

で、もっとゆっくりと走ってほしい。 

交通事情、風向き、住宅の位置により、聞き

づらい箇所があると思います。要望として承

り、有効な広報としてまいります。 

 消防課 

 

 

２ 地区の懇談テーマに沿った意見交換 

 発言(内容) 回答(内容) 所管課 

中尾根の活用

について 

中尾根をサイクリングロードとして活用できた

らすばらしい。 

2020 年に向けてスポーツサイクリングを楽

しめる美しい景観があると思う。オリンピック

後に可能性がでてくるかもしれない。横堰まで

市長 



の 1,000m の景色が資産になるかもしれない。

ポイントポイントを整備して地域の活動が盛

り上がっていけば良いと考えています。 

 

 

３ 自由意見 

 意見・要望等 回答(内容) 所管課 

荒廃農地の活

用について 

玄そばの需要が広がっており確保が難しくなっ

てきている。そばよりも草の成長の方が早く、そば

の収穫前に草が生い茂ってしまうため 3 年程そば

生産できておらず今は大豆を生産している。原口か

ら聖にかけて荒廃農地があり、そこでまたそばを作

りたい。この事業は補助金の対象となるか。 

現地を確認し、相談しながら進めて参りま

す。 
農林課 

道路の維持管

理について 

池の平へ上がる道路が傷んでおり、通行が危険で

ある。早急に対策できないか。 

4、5 月のパトロールで部分的に修繕してい

ます。再度確認して対応します。 
建設課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【祢津地区】 当日質問記録 ７月６日（木） 

 

１ 事前通告の回答に対する質問 

   

 意見・要望等 回答(内容) 所管課 

事 前 通 告 ６

「東御～嬬恋

線 緊 急 迂 回

道」の管理に

ついて 

「引き続き地域の協力を頂きたい」という回答

は、市は今までどおり何もしないのか。 

 市も枝払い、草刈等いたしますので、地域の

皆様にも引き続きご協力をお願いします。現在

上小森林組合が作業中で、道路状況が非常に悪

いですが、復旧は森林組合が行います。また何

かあれば建設課までご連絡ください。 

建設課 

事 前 通 告 １

「せせらぎ公

園へのトイレ

設置」につい

て 

子どもたちの行事の際は、トイレがないので個人

が軽トラで仮設トイレを設置・撤去をしているので

実情を確認してほしい。 
 現在仮設トイレは２箇所ありますが、ご提案

は検討してまいります。 
生涯学習課 

仮設トイレは公園入口にあるので、子どもたちが

遊ぶ上流に設置してほしい。 

事 前 通 告 １

「親水池改修

工事」につい

て 

改修までの経過を教えてほしい。昔はもっと景観

がよかったので、残念な形になってしまった。もう

少し検討をしてほしかった。 

 親水池が枯れ、雨水が溜まった中にゴミが捨

てられるなど、不衛生な状況にありました。市

民からの要望もあり、検討を重ねて親水池では

なくて噴水としました。ご理解いただきたい。 

生涯学習課 

事 前 通 告 ６

「東御～嬬恋

線 緊 急 迂 回

道」について 

70 年前は通学路として使用していた。昔通って

いた経過を記録として残してほしい。  地域づくりの活動の一つとして地元で検討

していただきたい。 

地域づくり・移住定住

支援室 

事 前 通 告 ６

「東御～嬬恋

線 緊 急 迂 回

いざという時に軽自動車がすれ違いできない場

所が１キロ続いている。計画的に待避所を設置願い

たい。 

 区の長期計画等で提案願います。 建設課 



道」について 

城山の木の伐

採について 

城山の木の伐採について農林課へ届けはあった

のか。 

市へ届けています。景観等考えながら計画的

に行っています。 

（祢津地域づくりの

会） 

 

 

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) 所管課 

御堂開発につ

いて 

全般的にアクションが遅いのではないか。 

どこにワイナリーを建設していいのかが不透明。こ

のままでは、単なるぶどうの供給地になってしま

う。積極的な協力体制の構築を。 

また、信州大学に委託をして構想を検討するとい

うことだが、そのような専門家がいるのかどうか。 

個人ワイナリーか、集合ワイナリーか、また

地理的表示をどうするかということもありま

すが、ブティックワイナリーが多く存在する地

域になればと思っています。 

また信州大学へ丸投げするのではなく、地域の

皆さんとの話し合いが一番重要と考えており

ます。 

農林課 

湯の丸高原開

発について 

(1) 6 月議会でプール建設がだめだったという説

明があり、議会が終わった直後に別の計画があ

がってきたととらえているが、そのようなこと

は議会・議員がないがしろにされているのでは

ないか。 

(2) 国に建設を訴えるためにどのくらいの費用が

使われたのか。 

(3) 学習センターをビジターセンター化するとの

ことだが、近隣市町村も共有しているもので

は。 

(4)国立公園は誰のものと考えているのか。 

(1) オリンピックまでに長水路プールを建設

することは不可能といいましたが、次善の

策を検討せざるをえないと申し上げ、あき

らめたとは申しておりません。 

(2) 私の人件費と東京に行く際の交通費のみ

です。 

(3) 内閣府の了承を得て、訪れた方にお金を落

としていただく仕組みをつくったところ

です。 

(4) 国立公園は地主のものと考えています。 

市長 

 

 



３ 自由意見 

 意見・要望等 回答(内容) 所管課 

湯の丸高原開

発について 

大規模な開発となるので、それぞれの建設費用を

お示しいただきたい。また利用員数の見込み、維持

運営費はどのくらい見込んでいるか。 

建設費用は①～③1 億 2300 万円、④4,500

万円、⑤3,870 万円、⑥2,200 万円、⑦13 億円、

⑧2 億 200 万円、⑨5000 万円、⑩2 億 5000

万円です。 

維持管理費については、①～④500～600 万円、

プールは 5000 万円となっています。利用員数

については同様の施設がないため見込むこと

が困難です。 

企画財政課 

湯の丸高原開

発について 

開発に当たって、環境アセスメントは行われたの

か。 

開発にあたっては東信森林管理署と協議し、

許可をいただいています。環境アセスメントに

ついては必要ないものと国から確認をいただ

いています。 

企画財政課 

御堂地区大雨

時の対応につ

いて 

先日の雨で、畑に川の水が流れ込んできた。側溝

が整備されていないことがあったが、費用負担につ

いて年度内の解決を望む。 

また災害時は迅速な対応をお願いしたい。 

側溝整備に関しては、現場で打合せさせてい

ただいたとおりです。 

大雨時には、業者が現場待機しております。

また、河川等でおかしな状況があればすぐに市

までご連絡をお願いいたします。 

農林課 

情報周知につ

いて 

市の情報の周知が不足していると感じる。施策に

ついては早めにお知らせいただきたい。 
ご意見として承りました。 企画財政課 

大雨時の対応

について 

先日の雨のときに、農政係に連絡したが日曜日で

誰もいなかった。結局宿直から課長に連絡していた

だいた。緊急時の連絡体制を整えていただきたい。 

体制をとるようにいたします。 農林課 

御堂開発につ

いて 

御堂開発については、不安が残る。 

なるべく表土を削るのを少なくして欲しい。でない
ご意見として承りました。 農林課 



と水位が高くなってしまう。地滑りの誘発を防ぎ、

責任を持って対応して欲しい。 

災害時の情報

提供について 

防災の観点から御堂の地形変更はいかがか。 

また、防災メールで雨の情報に関しては入ってこな

かった。上田、佐久は入ってきた。東御市の場合入

ってくるのは火事だけである。 

ハザードマップにしたがって、足を運んで調べる努

力をして欲しい。 

ご意見として承りました。 総務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【和地区】 当日質問記録 ７月 12日（水） 

 

１ 事前通告の回答に対する質問 

   

 意見・要望等 回答(内容) 所管課 

事前通告２の

①「曽根の七

つ角交差点に

ついて 

事故の危険性が高いので、桃太郎旗では不十分で

ある。道を拡幅できないか研究すべきである。  どうすべきか県と調査・研究してまいりま

す。地元の皆さんにもご協力をお願いします。 
建設課 

事前通告２の

①「曽根の七

つ角交差点に

ついて 

道ができた当時は農業中心であったが、当時と今

とでは交通量が違う。現状をよく把握し、安全を重

視して早急に対応してほしい。 

 市としては危険性を十分承知しております。

まずは早急にできる対策として、看板等設置し

ていきたいと思います。 

生活環境課 

事前通告２の

①「曽根の七

つ角交差点に

ついて 

目の錯覚を利用したハンプも検討してほしい。 

 要望として承ります。 建設課 

事 前 通 告 ３

「空き家の対

応」について 

空家等対策協議会はどのくらいの人数なのか。  11 名です。区長会選出の区長、市議会議員、

弁護士、司法書士、宅建協会員、社会福祉協議

会選出者等、法務、不動産、建築、福祉、文化

等に関する学識経験者で構成しております。 

建設課 

 

 

 

 

 

 



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) 所管課 

あんしん情報

キットについ

て 

自分たちで安全を守る活動として「あんしん情報

キット」と、「あんしん情報カード」の運用を開始

しました。まずは、自分たちでというのが地域づく

りの会の狙いであると思う。 

  

 

 

３ 自由意見 

 意見・要望等 回答(内容) 所管課 

市の防災メー

ルについて 

市の防災メールは、どのような設定となっている

のか。災害のメールが全然入ってこない。 

 県と市のメールを両方登録していると、災害

のメールが重複するという声があり、市では注

意報・警報をメール配信しておりませんでし

た。配信方法について今後検討いたします。 

総務課 

災害時の公民

館に位置づけ

について 

九州の災害から、避難所としては近いところが望

まれていると思う。そこから、各地区の公民館は避

難所として良いと考えるが、大多数が避難所として

認定されていない・避難所として機能しない。不備

があれば改善し公民館を避難所として使えるよう

にして欲しい。 

耐震診断してあるものは使えますが、災害時

に簡易確認してからの使用となります。 
総務課 

まちづくり懇

談会の質問内

容の継続性に

ついて 

例えば、昨年、和のツルヤ交差点の右折信号の設

置は出来ないと回答をもらったが、それで終わり

か。その他の対応検討など対応してもらっている

か。 

まちづくり懇談会でいただいた質問、要望に

対する進捗については、３月に区長に連絡して

いますので、ご確認をお願いします。 

地域づくり・移住定住

支援室 

 

 

 



【北御牧地区】 当日質問記録 ７月 14日（金） 

 

１ 事前通告の回答に対する質問 

   

 意見・要望等 回答(内容) 所管課 

事 前 通 告 ４

「地域づくり

推進交付金」

について 

 ６月市議会の答弁において、「地域づくり推進交

付金」についてどのような事業が対象になるのか地

域づくりと一緒に検討していきたいということだ

が、即検討していただきたい。 

 県の元気づくり支援金と「地域づくり推進交付

金」の違いは何か。 

「地域づくり推進交付金」は、これまで事業

ごとに交付していた補助金等を統合して、地域

の裁量で使っていただけるようにしたもので、

すでに統合している事業もあります。さらに、

どのような事業が対象となるかについては、早

急に、地域づくり組織と話し合いの機会を待

ち、検討してまいります。 

この交付金と県の支援金等の活用方法です

が、この交付金は、主に経常的な取組みを支援

するもので、それ以外の単発の大きな事業につ

いては、県の元気づくり支援金や市の地域づく

り活動補助金をご活用ください。 

地域づくり・移住定住

支援室  新しい交付金について説明が不十分である。相談

のうえでやるということだが、どのくらいの権限が

あるのか示されなければ申請のしようがない。 

小学校通学区

の見直しにつ

いて 

滋野の国道下地域など、東部地区の児童が北御牧

小学校に通学できるようにする等、北御牧小の２ク

ラス化を実現してほしい。 

生徒数の減少は全国的な問題となっている。

特色ある学校づくりをしていけば、将来的に

は、旧東部地区から北御牧地区の学校を選択し

て通学するということもありえるかもしれな

い。しかし川や鉄道は経済圏の大きな区割りで

あるので、現時点では区割りを見直すことは困

難である。 

（教育委員） 

学区を変更することは現時点では難しい。小

中一貫教育により優秀な子どもを育てるとい

うメリットで、クラス人数の欠点を補えるよう

市長 



努力していきたいと思います。 

 

 

２ 地区の懇談テーマに沿った意見交換 

 発言(内容) 回答(内容) 所管課 

スクールバス

について 

東部地区から北御牧小へのスクールバスがあれ

ば児童が増え、２クラスにできる可能性があるので

はないか。 

現在、特別な事情があれば他の通学区へ行け

るようになっていますが、スクールバスを出す

だけでは、東部地区から北御牧小へ行く可能性

は低いと考えております。 

教育課 

未婚対策につ

いて 

昨年までの事業を教えて欲しい。 出会いのイベントを 4 回開催し、参加者が

74名でした。また各種セミナーを含めると182

名の参加がありました。 

子育て支援課 

子育てサービ

スについて 

子育てサービスについて 子育てポータルサイトを開設しました。北御

牧地区にも子育て支援センターを設置してい

ます。保育料の第 3 子無料化、保育園の芝生化

など子育てし易い環境を整えています。 

子育て支援課 

住宅支援につ

いて 

若者向け住宅制度などの整備があった方が良い。 若者向けはありませんが、市所有の住宅団地

があるので活用していただきたいと思います。

また、市には耐震改修のリフォーム補助金、

国・県には新・改築の支援があるのでご相談く

ださい。 

建設課 

雇用の場につ

いて 

雇用の場について 雇用創造協議会を期間 3 年の計画で立ち上

げました。昨年度は合同企業説明会等を実施

し、計画 22 名に対し 40 名の雇用がありまし

た。 

商工観光課 



婚活テレビ企

画について 

婚活テレビ企画について 婚活前に選んでもらえるような個人磨きを

してもらう、おせっかい運動をしようとしてい

るところです。 

市長 

 

 

３ 自由意見 

 意見・要望等 回答(内容) 所管課 

懇談テーマ④

「区や各種団

体の役員の引

き受け手がい

ない」につい

て 

４に関連してだが、団体が多すぎるのではないか

と思う。現実的に人がいないのだから運営できな

い。統廃合していくのも 1 つだと思う。 
  

湯の丸高原施

設整備につい

て 

周辺の目印が乏しいため、湯の丸のイメージ図分

かりづらい。 
 分かりやすいようイメージ図を修正いたし

ます。 
企画財政課 

化石の里がえ

りについて 

太古のロマン里帰りということでお願いがある。

中学校で地層の発掘調査をしたことがあり、出土し

た化石から北御牧地区が小諸湖であったことを確

認した。その化石は小諸の博物館に展示されていた

が閉館されてしまい、今は旧館に保管されているた

め人目があたらない場所にある。北御牧の活性化の

1 つとして化石を東御に里帰りさせて欲しい。 

事実確認をして、対応してまいります。 教育課 

湯の丸高原施

設整備につい

て 

湯の丸高原整備事業の最終的な予算づけは？ 

現在、民間の資本を集めているところです。 企画財政課 



東部クリーン

センターの名

称について 

北御牧地区も東部クリーンセンターへのゴミの

持込となる。「東部クリーンセンター（東御）」では

なく、「東御クリーンセンター」という名称にして

欲しい。 

上田地域広域連合と話して調整していきた

いと思います。 
生活環境課 

 

 


