
【田中地区】 当日質問記録 7 月 1 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 

空き家対策に

ついて 

適正に管理されていない空き家への所有者へ市

から通知を出してもらえるとのことなので、今後活

用していきたい。 

 空き家は年々増加してきているので、空き家対策

の強化を重ねてお願いしたい。 

要望として承ります。 生活環境課 

空き家につい

て 

管理されていない空き家で、庭の木が通学路まで

ある公道まで出てきてしまっているので、行政とし

て対応できないか。 

現地を確認させていただき、所有者に対応し

ていただくよう指導します。所有者が不明な場

合は、道路に影響のある部分について市で対応

します。 

建設課 

県道稲荷町線

の道路改良に

ついて 

右折レーンの検討は、具体的にどう進むのか。 現在のところ具体的な案はありません。今後

上田建設事務所や関係機関と協議してまいり

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 

海野宿につい

て 

(1) 海野バイパスができたが、結局大屋のあたりで

渋滞が起きてしまっている。丸子方面までつな

がる橋を作ってみてはいかがか。 

(2) トイレを増やし、かつシャワートイレを導入し

て欲しい。 

(3) 時代考証家の山田順子先生にお話を伺ってみ

てはどうか。 

(1) 大屋海野地域道路整備推進協議会で事業

推進を進めています。東部側の整備が終了

しましたので、今後は西海野から大屋の間

について事業推進して参ります。 

(2) 新設した第２駐車場にシャワートイレを

整備しているほか、うんのわの中庭にも観

光客の方が使えるトイレがありますので、

数については充足していると考えており

ます。 

(3) 今後、観光振興を進めていくなかで必要が

あれば意見をいただきたいと思います。 

(1) 建設課 

(2) 商工観光課 

(3) 商工観光課 

海野宿につい

て 

(1) 海野バイパスができたので、宿場内の交通規制

をしてはどうか。 

(2) 海野宿駅の検討をしてみてはどうか。 

 

(1) 区の総意がまとまったところで、ご意見を

お伺いしたいと思います。 

(2) 市でも要望を受け検討しましたが、道路網

を検討した上での整備は 10 数億かかると

のことです。しなの鉄道によれば、傾斜の

関係から、新たな駅を作るとしたら海野宿

は可能性があるとのことですが、踏み切り

等の影響が心配されます。ただ、観光列車

ろくもんが好評なこともあり、プラットホ

ームのみの駅を継続してしなの鉄道と検

討していきたいと考えております。 

(1) 生活環境課 

(2) 商工観光課 

 

 

 



３ 市政全般について 

 意見・要望等 回答(内容) 所管課 

市所有の区の

管理施設につ

いて 

私の区は 50％以上が高齢化している。そのよう

な状況の中で、市所有だが区が管理している場所

（遊園地やポケットパーク、緑地帯）の維持管理に

苦慮している。たとえば大木の伐採の場合、区民だ

けだと手に負えず外部へ委託するとなると多額の

費用がかかってしまう。市での補助を検討していた

だけないか。 

自分たちでできることは自分で、という原則

ですが、危険な箇所は放置できませんので、市

へご相談ください。 

地域づくり・移住定住

支援室 

②田中地区の

地域づくり支

援員について 

7 月より田中地域の地域づくり支援員が配置さ

れるとのことだが、勤務場所が市役所の本庁舎と聞

いた。気軽に相談等行きたいと考えているので、中

央公民館に配置していただきたい。 

7 月より配置する支援員には田中地区のほ

か、和地区も支援していただく予定で、当面の

間は市役所本庁舎にいていただくこととしま

した。活動の状況を見ながら今後の配置の場所

を検討したいと思います。 

地域づくり・移住定住

支援室 

③18 号「海野

宿入り口」の

信号について 

「海野宿入口」信号の交差点の海野宿側からの道

路について、現在「左折」と「右折・直進レーン」

に分かれているが、直進車が無理に追い越そうとし

たり、渋滞を引き起こしている。「左折・直進レー

ン」と「右折」レーンにすることはできないか。 

関係機関と協議をしているところですが、直

進レーンと交差点の北側道路との中心線がず

れているため、直進レーンを左折レーンと統合

すると、直進車による交差点内での事故の危険

性が高まります。そのため直進レーンとの統合

ではなく、北側の道路改良と交差点自体の改良

が必要となります。 

引き続き関係機関との協議を続けてまいり

ます。 

建設課 

 



【滋野地区】 当日質問記録 7月４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 

通学路におけ

るブロック塀

等の安全対策

について 

(1) ブロック塀の転倒を防ぐには、鉄筋による補強

対策が必要とのことだが、鉄筋の有無を調べる

機械を市は保有しているか。 

(2) 保有していないのであれば、どうやって調べる

のか。 

(3) 要望として、例えばどのくらい傾いていれば危

ないのかなどチェックリストを作成してもら

い、一緒に調べるなど、対策を検討してもらい

たい。 

(1) 市では保有していません。 

(2) 目視で「ひび割れがあるか」「塀が傾いて

いないか」などを確認してください。 

(3) 「東御市交通安全プログラム」を実施して

いるので、併せて検討します。 

 

建設課 

巡回バスの運

行検討につい

て 

 デマンドバスを使用するための条件を改めて教

えてほしい。 

事前に商工会にて登録の手続きが必要とな

ります。登録していただければ、８時 30分か

ら 16 時 10 分の間で使用が可能です。事前予

約が必要となります。現在は、50 歳代以上の

方が使用する方の９割以上を占めています。 

商工観光課 

巡回バスの運

行検討につい

て 

 高齢化が進み、免許の返還などもある状況にあ

る。誰もが安全で自由に移動できるための公共交通

機関の構築が必要である。状況によっては複数個所

回りたい方もいるはずである。 

デマンドバスを活用する際に複数個所まわ

るようであれば、事前予約の際にオペレーター

に言っていただければ、対応可能です。 

商工観光課 

巡回バスの運

行検討につい

て 

 親戚でデマンドバスを活用した際に、大きな荷物

を持ち込むと運転手に怒られると聞いた。弱者のた

めのデマンドバスなので、行政からもしっかり指導

してもらいたい。 

そういった苦情は数件いただいています。４

月からオペレーター、運転手、商工会、市で月

１回の会議を開催し、情報の共有化を図るよう

にしました。今後も会議を重ねる中で、苦情が

なくなるように努めていきます。 

 

商工観光課 



滋野駅につい

て 

 田中駅と滋野駅では利用者数が異なることは充

分承知しているが、市として滋野駅を大事にし、将

来の方向性を考えるようにしてもらいたい。具体的

にはロータリーなどのハード面の整備）（要望） 

滋野駅は東御嬬恋線の拠点となっています。

今後、県や地元の期成同盟会と協議・調整して

いきます。 

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 

支 え 合い 台

帳、生ゴミ処

理の説明会に

ついて 

(1) 支えあい台帳を作ることとなったが、どのよう

な点を台帳にいれたらよいか要点を教えて欲

しい。 

(2) 生ゴミの処理の講習会が先日あったが、男性の

参加ばっかだった。女性が行うことが多いの

で、是非女性にも呼びかけていただきたい。 

(1) 担当から伝えます。 

(2) 生ゴミ処理施設建設に関しては本年度か

ら着手しており、来年度から試運転をへて

本格稼動を予定しております。8 月から

10 月にかけて説明会を行いますが、ご要

望も含め広く周知してまいりたいと思い

ます。 

(1) 福祉課 

(2) 生活環境課 

 

 

３ 市政全般について 

 意見・要望等 回答(内容) 所管課 

道路計画につ

いて 

旧菅平有料道路について国道から南側に伸ばす

という計画を聞いたが、どのような状況か。 

もし計画が決定した場合は、地域住民に説明など

はしてもらえるのか。 

県へ要望しましたが、現段階では難しい状況

です。 

今後、計画を進める段階になりましたら、地

域、地権者の皆さんにご説明したいと考えてい

ます。 

建設課 

 信濃病院近くの交差点のサンラインから祢津街

道へ上がる道路がひび割れており、雑草が生えてい

る。交通量も多く、車の行き違いも困難であるので

拡幅などのも検討してみてはどうか。 

現場の確認をいたします。また、道路パトロ

ールを実施しておりますので軽微なものは対

応します。 

道路拡幅については、区の長期計画としてご

要望をいただければと思います。 

建設課 

 



【祢津地区】 当日質問記録 7月５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 

せせらぎ公園

について 

せせらぎ公園を今後どのように活用していくの

か、また護岸沿いの道路（ヘアピンカーブ）をどの

ようにしていくのかということについて、区ととも

に考えてもらいたい。 

今後、一緒に考えていきます。 建設課 

不法投棄につ

いて 

不法投棄がされている鳩峰林道の所有権を明ら

かにしてもらいたい。 
後日確認してお知らせします。 農林課 

不法投棄につ

いて 

不法投棄を理由に公道を通行止めはできないと

いうことだが、その公道を通って不法投棄をされて

しまっている。是非、周知・監視活動をしっかり行

ってもらいたい。 

問題となっている具体的な場所について、農

林課へご相談をお願いします。 

監視については、県からも任命を受けていま

す。これからも定期的に監視活動をつづけるよ

うにします。 

農林課 

生活環境課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

御堂開発につ

いて 

御堂開発を機として地域活性化につなげたいと

考えているが、地域の意見は反映されるのか。 

御堂開発の主目的は、荒廃農地の復旧であ

り、共同醸造所や直売所等の計画は現在市では

しておりません。 

地元推進委員会から地域の意見を市にお寄

せいただければと思います。その中で、地域の

活動を市として支援してまいりたいと考えて

おります。 

農林課 

農業体験につ

いて 

(1) 湯の丸高原の観光振興として農業体験の説明

があげられているが、どういうことか。湯の丸

高原で農業体験のイメージはないが。 

(2) 湯の丸高原にプールが建設されるとなった場

合、水の供給および排水はどうなっているの

か。 

 

(1) 現在、市全域でグリーンツーリズムを推進

していきたいと考えております。その中で

観光拠点として湯の丸高原をつなげたい

と考えておりますので湯の丸高原で農業

体験をするという訳ではございません。 

(2) 現在、スキー場への人口雪の供給として井

戸水からポンプアップしています。冬季し

か使っていないため、プールの水として活

用できるのではないかと考えられます。ま

た排水に関しても、沢を伝って排水できる

のではないかと考えております。 

(1) 商工観光課 

(2) 企画財政課 

（峰村社長） 

御堂開発につ

いて 
先ほどの質問に関して、要望を出していただきたい

といわれても、現在計画がどこまで進んでいるのか

がわからない。推進委員会のみならず、地域づくり

組織の意見も聞いていただきたい。 

推進委員会には地域づくり組織の方もメン

バーとしています。 

先進地視察を今後行う予定なので、地域づく

り組織の方にもご参加いただければと思いま

す。 

農林課 



御堂開発につ

いて 

どこが主体となってこの計画が進められているの

か、明確でない。地域主体というが、観光振興を目

的とした会を立ち上げて、市は協力していただける

のかといった道筋があるのかが分からない。そうい

った会を市で立ち上げていただけるのか。立ち上げ

た場合、市は意見を聞いてくれるのか。 

市としての方針はありません。 

推進委員会に投げかけながら、地元主導で進

めていただきたいと思います。 

農林課 

 

３ 市政全般について 

 意見・要望等 回答(内容) 所管課 

ため池の利活

用について 

防災の対策として、ため池に浄化装置などを付け

て利活用することを検討してはどうか。 
ご意見として承りました。 総務課 

金井の火祭り

の場所につい

て 

火祭りの碑の場所を草刈して欲しい。 

また説明版や水のみ場、腰掛の設置を検討してみて

は。 

草刈は先週、行いました。 

今後、除草剤の散布などを検討します。 
（金井区） 

下水道の排水

について 

集落排水に関して、農業用水負担金を納めている

が、下水道に接続していない方の洗濯排水が流れて

きている。下水に接続しない方へのＰＲを行って欲

しい。 

ＰＲはしているところですが、費用がかかる

のでなかなか理解していただけない状況です。

継続して、宅内工事の業者案内や合併浄化槽の

ご案内をしてまいります。 

市としても現地を確認いたします。 

上下水道課 

大日堂近くの

整備について 

大日堂の下の竹やぶが繁茂しており、対応が必要

と考える。 

地域づくり組織としても協力をしたいと考えて

いるので、市としても補助金などにより支援してい

ただけないか。 

市としても何らかの対策をしなければと認

識はしています。 

市へご相談をしていただければと思います。 

地域づくり・移住定住

支援室 

市長 

 



【和地区】 当日質問記録 7 月６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 

県道大屋停車

場・田沢線の

早期改良につ

いて 

子どもたちの通学路でもあるので、大変危険であ

る。建設課としても積極的に県へ働きかけてもらい

たい。 
県には今後も強く要望していきます。 建設課 

県道大屋停車

場・田沢線の

早期改良につ

いて 

 子どもたちの通学時間に合わせて、時間制限を設

けて、安全に配慮する方法はないか。 

時間制限を設けて交通規制などを行う場合

は、警察との協議が必要となります。 

現場を確認させていただいて、協議させても

らいます。 

生活環境課 

和児童館の早

期建設につい

て 

児童館と体育館のあり方との関連について、再度

説明をお願いしたい。 

今年度の早いうちに体育館を含めた各学校

の改修計画を策定します。この計画の決定後、

児童館の建設場所や時期等の検討を行います。 

市も早期に進めていきたいと考えています。 

教育課 

 

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 

祢津城山のミ

ッキーについ

て 

祢津城山の頂上のミッキーについて、子どもたち

があいさつしているが、最近剪定が乱れているせい

かかたちが乱れている。整備してみてはどうか。 

自然の産物なので、剪定でコントロールする

ことは難しいと考えます。 
市長 

 

 

 

 



３ 市政全般について 

 意見・要望等 回答(内容) 所管課 

湯楽里館入口

交差点につい

て 

事前通告 4に関して、検討不足ではないか。時差

信号など、信号のプログラムを変えるなどの方法も

ある。事故が起きる前に処置をして欲しい。 現場を確認し、警察と協議のうえ前向きに検

討をいたします。 
生活環境課 

滋野のツルヤがなくなってから車が増えたと感

じる。渋滞している時間での現地確認が必要と考え

る。 

農道整備につ

いて、市民病

院の対応につ

いて 

(1) 農道の整備に関して、多面的機能事業を活用し

て整備を行いたいと考えているが、市道である

ため整備はダメだといわれた。対応を考えて欲

しい。 

(2) 市民病院について、専門外の医師の対応に疑問

を感じた。医師や案内について専門的な配置を

検討して欲しい。 

(1) 地元が管理している市道もありますが、市

道に関しては、最終的な責任は市にありま

す。また多面的事業については国のルール

にのっとる必要がありますのでご理解を

お願いします。 

舗装については、従来の農林課による補助

率の変更を検討しておりますので、その中

で支援していければと考えております。 

(2) 対応について、お詫びを申し上げます。 

午前中の外来については 8 割は予約の患

者さんであり、殆どが内科です。初診外来

についてはその合間に入れるため、外科の

先生で内科を診れる先生にお願いする場

合もあります。そのため、初診で専門的な

先生に診てもらえない場合もありますの

で、ご理解をお願いいたします。 

(1)産業経済部 

(2)市民病院 

 



【北御牧地区】 当日質問記録 7 月７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 

FM とうみに

ついて 

災害時に FM とうみで対応できるのか。また、現

在の放送時間はどうなっているか。放送内容を工夫

してもらいたい。 

災害時は、市役所から直接災害のお知らせが

できるようになっていますので、充分対応可能

です。放送時間は、24 時間放送しています。

普段から聴いていただけるように FM とうみ

と協議しながら改善を図っていきます。 

企画財政課 

みまきの湯に

ついて 

 みまきの湯に刺青のある人が来ているが、規制す

ることはできないか。 

貼紙による啓発は実施していますが、法的、

強制的に遠慮していただくことができないの

で、引き続き貼紙による啓発を実施していきま

す。 

商工観光課 

結いの高欄道

について 

結いの高欄道が錆びてきているので、補修するこ

とはできないか。 

限られた芸術むら関係の予算の中で、なるべ

く早期に補修するように努めてまいります。 
商工観光課 

芸術むら公園

の整備につい

て 

現在の遊歩道は、かなり狭いが何とかバリアフリ

ー化をお願いしたい。 

明神池周辺は桜だけでは寂しいので、もう少しに

ぎやかな雰囲気になるように工夫してもらいたい。

また、子どもたちのための遊具などの設置も検討し

てもらいたい。 

現在、芸術むら公園全体の基本構想を練って

いるところです。いただきましたご意見も踏ま

え、地域づくりの会、芸術むら公園を愛する会

の皆様と協議しながら、いいものにしていきた

いと考えています。 

 

 

 

 

 

商工観光課 



中学校通学区

の見直しにつ

いて 

小中一貫教育により実績が出てきていることに

ついては、良かったと思っている。しかし、限られ

た部活しかない問題点は、課題である。 

また、高校生になるまで、大勢の中でもまれない

ことも課題であると考えている。 

このことについて、どう考えているか。 

大勢の中でもまれることも大切であります

が、北御牧中学校については、規模が縮小して

いる中で、「選ばれる学校」「特色ある学校」づ

くりを目指し、協議を重ね、小中一貫教育を行

うこととなったので、ご理解いただきたい。 

部活の問題については、生徒のニーズに合っ

た部活に再編していくことも１つの手法と考

えています。 

教育課 

教育長 

 

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 

地域農業につ

いて 

荒廃農地に関して、この地域にも増えている。 

復旧への補助や、Ｕターン者への補助を検討して

はどうか。 

荒廃農地に関しては、要件がそろえば復旧に

関する補助をしています。また、人と農地をマ

ッチングする場も設けています。 

荒廃農地の活用先として、ワイン用ぶどう栽

培も考えられます。これにより観光や雇用など

他産業との結びつきがうまれると考えていま

す。 

新規就農者への補助金もあり、今後も農業を

基幹産業として重点事業として位置づけてま

いります。 

農林課 

区の活動につ

いて 
区内でのコミュニケーションのとり方が難しい。

先進事例などがあれば紹介して欲しい。 

今後、そのような場を設けたいと考えたいと

思います。 

地域づくり・移住定住

支援室 

ランキングの

指標について 住みよさランキングの指標を教えて欲しい。 
民間が独自の調査したもので、子育て支援や

インフラの状況を偏差値で表したものです。 

企画財政課 



地域づくり、

分譲地につい

て 

働く世代が住みやすいランキングが上位だとい

うが、住んでいる人が幸せだと思わないとだめでは

ないか。子育て世代や子どもたちが帰って来たいと

主合えるような地域づくりを。 

また、人口増のために魅力的な分譲地を計画して

はどうか。 

市が政策的に行えることには限界がありま

す。まずは家族や地域がこどもたちに帰ってく

るように働きかける必要があると思います。そ

こに対して市は支援をしていきたいと考えま

す。 

また、分譲地に関しては現在ある土地を売却

する必要があるため、あらたな分譲地の開発は

検討していません。 

地域づくり・移住定住

支援室 

副市長 

地域づくりに

ついて 

ひと・いきもの・暮らし研究所など、都市農村交

流などの支援について、市はどう考えているか。 

また、親が子どもたちに帰ってくるようにいえるよ

うなことは重要だと感じる。 

小学校区単位の地域づくりをしていくなか

で、東御市に住んでいて幸せだったと思える施

策展開をしてまいりたいと考えています。 

地域づくり・移住定住

支援室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 市政全般について 

 意見・要望等 回答(内容) 所管課 

区長について (1) 区長の業務が多すぎるので、軽減化を。 

(2) また、区で管理できないところに関してのアレ

チウリはどうしたらよいか。 

(1) 区長さんの多忙については市として認識

しております。負担軽減を検討してまいり

ます。 

(2) 現場を確認しますので、市へご相談くださ

い。 

(1) 地域づくり・移住

定住支援室 

(2) 生活環境課 

まちづくり懇

談会の時間に

ついて、敬老

会のための名

簿について 

(1) まちづくり懇談会の時間を 30 分ほど長くして

欲しい。 

(2) 参加者が少なくなっている敬老会のご案内の

ため、70 歳以上の名簿を提供していただけな

いか。 

(2) 名簿の提供は個人情報であるため、できま

せんのでご理解をお願いいたします。 

合併時に北御牧地区の敬老会に関しては、

5 年で打ち切るという方針となっていま

したが、地元の要望により公民館活動とし

て継続している背景があります。どういう

支援があるか、話し合いが必要だと考えま

す。 

 

市長 

 ダイレクトメールをもらっても参加しない

人はしない。一方、地元区で開催すれば参加し

たいということは多い。全体で行うことを再考

してはどうか。 

芸術むら区長 

横関 

 


