
平成３０年度　地区別懇談会　意見・要望への対応　

１　環境・安全　（次代につなぐ安全・安心なまち）

　　【防災】

No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

1

富岡にも合併したころ、台風９号による
風水害あったが、旧妙義町と旧富岡市
では行政の考え方の違いがあったと思
うが、１１区は住民数に比べて避難所が
少ないのではないか。バランスを考えて
もらいたい。
妙義の観光振興も大切だが、地域住民
の生活も大切にしてもらいたい。

　今回の大雨の状況では、早めの避難が大切で
あること、自然の猛威にはかなわない面もある。
避難所の充実は、市民の安心安全につながること
であり、「市民の安全安心を守り抜く」と宣言してい
ますので、しっかりと対応していきたい。
　なお、高田11区地域においては、以前、高田小
学校が避難所に指定されていましたが、土砂災害
警戒区域に指定されたため、現在は、避難所とし
て指定しておりません。
　しかしながら、現在、土木事務所により土砂災害
警戒区域の見直しを実施しており、高田小学校
は、砂防工事の完成により、土砂災害警戒区域か
ら外れる予定となっていますので、今年度中に指
定避難所として指定したいと考えています。

危機管理課

2

西日本の災害に関連して、富岡市のハ
ザードマップが使えるものかどうか、もう
一度見直しをしてもらいたい。さきほど
体育館は非常に暑いとのことでしたが、
運動するだけではなく、避難所として使
えるのかも考慮してもらいたい。避難所
として暑い中、生活することができるの
か検討してもらいたい。
想定外というのは言い訳でしかない。水
害、地震、浅間山の噴火などもあるの
で、再度見直しをしてもらいたい。

　ハザードマップにつきましては、群馬県が浸水想
定区域及び土砂災害警戒区域の見直しを行った
ことを受けて、今年度予算計上し、新たなものを作
成することとなっています。
　また、避難所の暑さ対策につきましては、レンタ
ル会社２社と災害協定を結んでおり、２社ともに全
国展開している業者であるため、クーラー、扇風
機等のレンタル機材の供給を安定して受けられる
ものと考えております。
　避難所の生活環境については、暑さ対策も含め
て、良好に保たれるよう整備に努めたいと考えて
います。

危機管理課

3

富岡市には防災マップはあるのか。
最近は大災害のニュースを聞くことがあ
るが、雨がどれくらい降った場合に、ど
のような災害が発生する恐れがあると
把握しているのか。
黒岩地区の避難所は想定外の災害が
発生した場合には、どの程度、安全な
のか。市はどのような時に避難指示をし
ているのか。住民が理解できておらず、
住民は危機意識が低い。
黒岩地区は狭い地域であるので、ある
程度、目安を示していただきたい。

　防災マップは、平成22年3月に作成しています
が、昨年、群馬県が浸水想定区域を見直し、ま
た、土砂災害警戒区域の見直しを実施中ですの
で、この結果を基に今年度内に全面改訂を実施す
る予定です。今後、新たなハザードマップをもと
に、各地域における危険箇所の再確認や避難経
路の確認を、地域の皆さんと一緒に進めていきた
い。
　また、黒岩地区の指定避難所は、津波以外の全
ての種類の災害に対しての避難所として基準を満
たしています。
　避難指示の発令の基準は、河川洪水の場合、
河川洪水予報、水位情報、今後の気象予測、河
川巡視者等からの報告等を総合的に判断して発
令します。
　土砂災害の場合は、近隣で土砂移動現象、前兆
現象が発見されたり、土砂災害が発生している場
合、または、土砂災害警戒情報が発表され、土砂
災害危険度情報において、現在の土砂災害発生
の危険度が判断基準線を上回る地域が発生した
場合に発令します。

危機管理課
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対応
担当課

4

民生委員をしてるが、一人暮らしの方に
は、常に安全の心配をしている。安全に
逃げることが優先であると言われるが、
災害時に一人暮らしの方はどう対応し
たら良いか。誰がその人を救うのかが
問題である。民生委員の会議の中で
も、対応について答えが出ない状況に
ある。
富岡市には防災士の資格を取得してい
る人が８名しかいない。災害時に出向
いて支援するには足らない。前市長の
時に育成したいとのことであったが、足
らないので増やしていただきたい。

　高齢者の一人暮らし、在宅重度障害者等の要配
慮者に対しては、避難行動要支援者台帳への登
録を勧奨しています。台帳への登録がない要配慮
者に対しても、災害時の対応等の周知・啓発活動
は実施する必要があると考えています。
　防災士については、群馬県の防災士養成講座を
活用し、29年度に5名が資格を取得しました。今年
度も現在２名が取得を目指しています。今後も、
引き続き防災士を養成していく予定です。

危機管理課

福祉課

5

防災無線であるが、先日の地震では、
携帯で地震速報がなった時に、安中の
防災無線は鳴ったが、近くの防災無線
は鳴らなかった。最近は、住民がうるさ
いとの苦情もあり、消防関係の防災無
線を鳴らさなくなってしまったようだ。
防災関係で一斉放送を鳴らすのであれ
ばどんな大きな音で鳴らしても構わない
が、音が割れるほどの大音量で「夕焼
け小焼け」を流す必要性があるのか。
（田中地区）マイクの位置で割れてしま
う。

　先日の地震発生時の安中市防災行政用無線の
放送は、Jアラートが2回流れたようです。
　Jアラートは市町村ごとに設定が可能で、富岡市
においては、緊急地震速報は予想震度4以上で放
送されるよう設定しています。今回、富岡市では放
送される基準に達していませんでしたので、放送
されませんでした。なお、消防関係の火災発生鎮
火時の放送については、従前と変わらず現在でも
放送しています。
　該当箇所のスピーカーの音割れについては、9
月に保守点検を実施する予定ですので、対応を検
討していきたい。
　なお、「夕焼け小焼け」に曲目を変更した際に、
音量も大音量から中音量に変更しています。

危機管理課

6

　富岡、妙義で大雨が降り、想定外の水
害が発生した場合、どうなってしまうの
か。また、橋げたに物がつまって、溢れ
た時には、田畑は浸水してしまうが、富
岡は大丈夫なのだろうか。
　どのような対策を考えているのかお伺
いしたい。また、万全の対策をお願いし
たい。

　先月発生した西日本豪雨と同様に、富岡市でも
浸水想定区域においては、雨量に応じた浸水被
害の発生するおそれがあります。このことから、今
年度改訂するハザードマップをもとに、各地域に
おける危険箇所の再確認や避難経路の確認を、
地域の皆さんと一緒に進めていきたい。
　市では、大雨による洪水、土砂災害に備えて一
人の逃げ遅れも出さないよう、早めの避難勧告等
の発令ができるよう、天候の変化を見ながら、昼
夜にかかわらず職員が出勤、待機するなど態勢を
整えています。また、台風等の接近の際の情報収
集や災害に対する備え等についても、さらなる啓
発・周知を実施していきたいと考えています。
　なお、河川の浚渫、護岸工事等の要望につきま
しては、具体的な場所等がございましたら、土木
事務所に要望していきたいと考えています。

危機管理課
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7

　先日、曽木地区で大火があったが、消
火栓や防火水槽が足りないようであっ
た。消防車があっても水が出なかった。
農業用水路が２つあるので、緊急時に
は、緊急水路として止められないもの
か。
　南側に浅岡堰といものがあり、東側か
ら鏑川に落としている。水門を作ればか
なりの水を貯めることができる。火災の
際には非常に役立つのではないか。今
回を教訓として、しっかりと考えていた
だきたい。

　火災家屋の近隣には消火栓が2基あり、消火す
るための水量としては十分でした。必要十分なだ
けの消防車に放水をさせ、その他の消防車は放
水の準備はしておき、必要に応じて放水できる体
制をとっておりました。
　用水路の水については、今回は消防水利が足り
ていたので利用していませんが、消防署・消防団
ともに用水路を一時的にせきとめる設備を持って
いますので、必要に応じて、消火に利用しておりま
す。浅岡堰につきましては、都市下水路であり雨
水を流すための施設であることから、水門を設け
てしまうと大雨等の際に近隣地域の水害の原因と
なる可能性もあるため、必要に応じて一時的にせ
きとめて利用をしてまります。

消防本部警防課

8

①防災ラジオの再配布について、先日
の火事は午前2時頃に発生したが、防
災無線を聞くことができたという人はほ
とんどいなかった。寝入った時間でも
あったと思うが、平成34年にデジタル化
すると書いてあるが、デジタル化すると
聞こえるようになるのか。平成34年まで
は待っていられない。緊急時の連絡が
しっかり取れるように対応をお願いした
い。
②緊急にお願いしたい。人命にかかわ
ることなので。
③各戸で一人一人が知ることができな
い。そのような形になっていることを知っ
ている人がいるのか。高齢者などはどう
すれば良いのか。
④メールでするというのか。市長さんは
市民の安全を守るのが仕事ではない
か。

　避難勧告等の発令時は一人の逃げ遅れもない
よう、防災行政無線放送の他、緊急エリアメール、
とみおかインフォメール、広報車での広報、戸別の
呼びかけ等を行うなど、情報伝達態勢を整えてい
ます。
　デジタル化をすることで現状より聞こえるように
なるということではありませんが、デジタル化に併
せて、より万全な態勢としていくため、現在検討を
進めています。早急に結論を出し、整備を進めて
いきたい。

危機管理課

9

①防災倉庫を作ってもらった。東富岡地
区は、公民館に100人、ウイングプラザ
に80人しか避難できない。東富岡には
4,200人の人口があるが、避難できるの
は180人しかいない。高齢化しているの
で、安心して避難できる場所を考えてい
ただきたい。

②大雨が降っているときには、防災無
線は聞こえないがどうしたらよいか。

　地域避難所というものを進めていきたいと考えて
います。災害発生時は、地区の公会堂をまずは地
域避難所として、小集まりできる公会堂に皆さん
が集まっていただき、安否を確認していいただき、
身の安全を確保してから、次にとるべき行動を考
えていただきたい。地域の皆様と相談させていた
だき、進めていきたい。
　また、避難勧告等の発令に際しては、防災行政
無線放送の他、緊急エリアメール、とみおかイン
フォメール、広報車での広報、戸別の呼びかけ等
を行い、一人の逃げ遅れもないよう万全の態勢を
整えるよう努めています。とみおかインフォメール
は、防災行政放送の内容がメールで送信されま
す。大雨時は自ら情報収集することも大事なこと
ですので、啓発、周知を図っていきたいと考えてい
ます。

総務課
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　消防団・4分団の定員は、19名のとこ
ろ18名で活動している。新しい団員の募
集はしているものの、なかなか見つから
ない状況である。現在、自営業者は3名
のみであり、日中の火事の際には3名
のみで出動して、初期消火活動してい
る。あと2～3年後には、退団する予定で
あり、すべてサラリーマンになってしまう
かもしれない。
　一番大事な初期消火ができない状況
であるので、心配している。何かの集ま
りなどの際には、声をかけているが、高
瀬在住の市職員の方に何名か消防団
員に入ってもらえる制度を作ってもらえ
ないか。

・消防団員の確保等について：
市内の被雇用者(いわゆるサラリーマン)の割合が増
えるに伴い団員の確保や入団後の活動に制限があ
るケースもあることから、企業訪問を行い、消防団員
の加入協力をお願いするとともに消防団活動を説明
し、理解を求めていきます。　　また、消防団員を雇
用し、消防団活動にご理解をいただいている企業に
は、入札時の加点や市ホームページへの掲載による
イメージアップ等の優遇措置の検討を行い、団員が
確保され、消防防災活動を適切に行えるよう努めて
まいります。個人へも消防団優遇の店(消防団員で
あると割引等が受けられる店舗)の事業がありますの
で、周知を行い、募集の一助としてまいります。

・初期消火人員の減少について：
高瀬地区を含めて初期消火人員が少ない地域の火
災では近隣地区消防団から直ちに応援にきてもらえ
るような体制を整えるとともに、消防本部とも同地区
の初期消火態勢について情報を共有し、より迅速に
対応できる体制を確立してまいります。

・市職員の消防団入団について：
富岡市職員は現在25名が消防団に在籍しており、全
消防団員の約7.4%を占めており一団体からは最多と
なっております。市職員は団員になっても性質上公
務を消防団活動に優先しなければならず、消防防災
の際に必ずしも団活動ができない場合もあります。し
たがって、引き続き市職員に限らない人材の勧誘を
団員のみなさまにおねがいするとともに、要望があ
れば消防団の説明に伺うことや、前述した消防団優
遇の店の周知や公共施設へのポスター掲示等で団
員の確保をはかってまいります。

危機管理課

11

　市民満足度調査のポジショニングマッ
プでは、消防関係は、満足度は4点近く
あり、充実しているところにある。ただ、
活動している者としては、大きい災害が
富岡市にないだけで、実際に起こった
時には大変なことになると思う。
　先程、市長さんは、公務員には消防
団加入へのルールは作れないと言った
が、消火活動は6人くらいいないと対応
できない。半数くらいの方を各分団で公
務員で補ってもらわないと消防団のシ
ステムが成り立たない。
　すぐに回答をいただきたいというもの
ではないが、2，3年かけて、公務員の方
に引き継いで行けたらよいのではない
かと考えている。よろしくお願いします。

No.10の回答と同様 危機管理課
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　消防団員の募集が大変である。区長
さんに若い人でなくても良いからとお願
いしたり、公民館報に掲載したりしてい
るが、見つからない。額部地区の5分
団、6分団も団員が少なくなってきている
ので、合併するという話も出ている。
　他の地区は市職員である方で消防団
員となっている方もいる。高瀬地区も家
も増えているので、市職員もいるのでは
ないか。
火災の際の初期消火は、3名では何も
できない状況である。できれば市職員
にも協力してもらいたい。長期的な視点
でお願いしたい。

No.10の回答と同様 危機管理課

13

　上岡本の南後箇に隣接したところに
住んでいる。防災無線であるが、南後
箇と集落センターから聞こえてくる放送
が、非常に聞き取りづらい。外に出ても
聞き取りづらい。放送の初めの富岡市
しか聞こえず、内容が分からない。
　分かりやすい話し方をしてもらえれ
ば、聞こえるようになるのではないかと
思うがどうか。

　防災無線放送をする場合、反響等の影響をなる
べく軽減するため、ゆっくりと１文節ごとに区切りを
入れて話すように心がけていますが、改善できる
点がないか再度確認を行い、放送が聞き取りやす
いように、今後も十分注意を払い、放送を行ってい
きます。
　また、災害発生時の避難情報等、重要なもの
は、音量を上げる他、繰り返し放送したいと考えて
います。
　なお、登録制メールの「とみおかインフォメール」
に登録することにより、防災無線の放送内容が
メール配信されますので、ご利用ください。

危機管理課

14

①防災無線であるが、大雨のときには
聞きづらいのではないかと感じた。スマ
ホが普及しているので、直接連絡が届く
ような形にしてもらいたい。家の中にい
ても状況が把握できるので、このような
ことが可能かどうかお聞きしたい。

②インフォメールではなくて、市から大
雨とか地震などの情報を直に送信して
もらえるような形で対応してもらいたい。

　登録制メールの「とみおかインフォメール」に登
録することにより、防災無線の放送内容がメール
配信されますが、最近では、プッシュ式の通知を
行う防災アプリもあることから、できる限り便利な
システムとするよう、技術的なことも含めて検討し
ていきたい。

危機管理課



　　【環境】

No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

1

富岡市内で、ゴミ集積所は971か所があ
るが、市では改修、建替えでの助成が
ない。県内では千代田町が10/10で補
助をしている。ゴミ集積所の改修、建替
えでの助成金の制度を作ってもらいた
い。富岡市も先駆けて、住民サービス
の向上をしてもらいたい。
私案ですが、市内1,000か所の建替え
（20万円）・改修（10万円）を行うとして、
年間800万円の予算をつけてもらえれ
ば、20年ですべてできる。

　市内のごみ集積場1020カ所は、地域の利用者
のみなさんが協力して設置、管理しております。
　集積所につきましては、場所の条件及び施設の
形態が鉄骨や木造でできているもの、スチール製
物置を利用しているもの、また何も設置されてい
ないところと様々でございます。
　このことから統一的にごみ集積場に係る補助金
制度を創設することは難しいと考えております。

環境課

2

ゴミ集積所の問題について。ゴミ集積所
が回収後も汚れていたり、回収されず
に残っていることがある。回収されず取
り残されていたりするゴミがあったり、前
日の夜に搬出したものがカラスにつつ
かれてちらかっている。分別されていな
かったり、収集日以外の搬出がある。
特に転入者には、転入手続きの際に、
ゴミ収集のルールを資料等で伝えるよう
お願いしたい。

　 ごみの分別、排出方法については、市ホーム
ページ、ごみ分別早見表、ごみ分別辞典にてお知
らせし協力をいただいております。ごみの減量化
をさらに推進するため、マナーある搬出をお願い
いたします。
  ごみ集積所については、市内に１０２０箇所ほど
ありますが、集積所の設置及び管理は地域の利
用者の方、区長、廃棄物減量等推進委員さん等
の協力でおこなっております。今後も適切な維持
管理をお願いいたします。
　転入者への周知については、転入時に資料を配
布し協力をお願いしておりまが、地域間での話し
合いもお願いいたします。

環境課

3

　ゴミ、リサイクル、分別について、ゴミ
分別等の改定があった時には広報に載
せてもらっているが、なかなか全体に周
知されていないと感じる。地区でも分別
されていないことが問題となっている。

　高崎、前橋に遊びに行ったときに、ゴ
ミ分別について、ゲーム感覚で、遊びな
がら学べる機会を設けていた。子供の
ころから、リサイクルや分別について学
ぶ場を設けていた。市でも、何か楽しく
学べたらよい。市の方針とは違う出し方
をしてしまう人もいるので、ゴミの分別に
ついて、改めて関心を持っていただける
ようにしてもらいたい。

　今年度から3年かけて、上高尾にある清掃セン
ターの改修工事を行います。2基あるものを1基づ
つ停めて行うので、1基しか使えないので、ごみの
焼却量が落ちます。皆さんには、分別やごみの減
量の協力をお願いしている。
　ごみの分別、排出方法については、市ホーム
ページ、ごみ分別早見表、ごみ分別辞典にてお知
らせし協力をいただいております。分別、排出方
法等については、平成２７年度に改定以降変わっ
ておりません。今後もごみの減量化をさらに推進
するため、ごみを出す人　区長　廃棄物減量等推
進委員の協力をいただきマナーある搬出をお願い
いたします。
　また、ごみの分別や減量等の周知につきまして
も、子供達や高齢者に、より判りやすくお知らせす
るような取り組みを図って行きます。

環境課

4

　市長公約が絵にかいた餅にならない
ようにしていただきたい。
丹生湖近くのバイオ発電について、完
全に終息したのかどうかお聞きしたい。

   丹生地区で計画していた、バイオマス発電施設
の企業誘致事業については、地元区長への説
明、議会答弁のとおり、事業の見直しを行い中止
となりました。

環境課



２　都市基盤　（人にやさしく、だれもが快適に暮らせるまち）

　　【道路整備】

No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

1

道路側溝にフタをしてもらいたいと要望
書を提出している。予算もあるので、順
次対応していくとの回答を得た。前の区
長の時にも要望している。治せるのかど
うか分かるように、説明してもらいたい。

現地調査を行った結果、延長が１２４ｍあり、側溝
の傷みにより蓋が出来ない箇所が６３ｍある。
対応方法としては
①全体の側溝整備を行う（H31予算に計上）
②蓋の出来る部分だけ溝蓋を原材料支給し、部
分的な側溝の補修を行う（H30原材料及び修繕工
事で対応）
①②のどちらの方法で行うか地元と調整をする。

道路建設課

2

小野公民館の近くの交差点の改良につ
いて、地主が因業で進まない。昨年、公
会堂で説明会があったが、年明けの１
月１２日には個人の家に違う設計のも
のを持ってきた。
改めて公会堂で説明をしてもらいたい。
公会堂で説明してもらわないと進まな
い。

富岡土木事務所所管の事業なので、要望につい
て、富岡土木事務所に繋ぎます。

都市計画課

3

道路に樹木が張り出していて、車の通
行に支障がでている。農免道路、大鳥
のところ等で動いていただいているとこ
ろだが、これからもこのような問題がお
きてくると思う。本来、所有者が対応す
べきものだが、高齢であったり対応でき
ないケースもある。
所有者の調査の際には、市にも協力を
お願いしたい。

民地からの道路への樹木の張り出しについては、
まず地元から土地所有者に話をしてもらい、対応
されない場合は市からも木の管理依頼をしていま
す。所有者調査については協力を行っています。
なお、倒木等により道路通行に支障となった場合
には、通行確保のため市が撤去を行っています。

道路建設課

4

相野田の高尾・小幡線から蕨に入った
ところ、精米所から極端に幅員が狭く
なっている。40年以上も前のままである
が、交通量は増加している。また後賀へ
いくところの橋の計画もなくなってしまっ
た。朝晩は通勤、昼は廃棄物を運ぶト
ラックの通行量が多いので、工事をして
いただきたい。
また、松山地区の路肩の側溝などの整
備。交通量の抑制として、スピードを抑
えられるような対策を白線でしてもらい
たい。

新設道路については、平成１２年度に測量設計を
行いましたが、一部地権者の反対により進んでい
ません。
その後、平成２２年度に再度要望があり現地の境
界復元等の測量を行いましたが、一部地権者の
理解が得られず用地買収まで至っておりません。
現在は国道２５４号バイパスが完成し、県道下高
尾小幡線の拡幅改良が実施されており、当初と状
況が変わってきています。
改めて地元の協力体制が得られ、関係者及び関
係すると思われる土地所有者の署名捺印のもと、
区長名で要望が出されれば、事業実施の検討を
行います。

また、松山地区については、側溝の整備の要望箇
所がわかる位置図をつけていただき、区長名で要
望をいただければ事業化の検討を行います。
また、スピード抑制の路面標示について、区長と
相談し設置の検討を進めます。

道路建設課



No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

5

Ｕ字溝のフタの設置についてお願いし
たところだが、業者から電話連絡があっ
た。10トン車が入るかとのことであった
が、区長に確認することではなく、業者
が事前にすべきことである。市からは業
者に指導をしっかりしてもらいたい。
長学寺に向かう入口のところ。

業者には指導を行います。 道路建設課

6

北中学校の周りは、きれいにしてもらっ
たが、県道まで整備することになってい
るわけです。1～2ｍほど道路を拡幅し
てもらいたいので、地権者に判子をも
らって、市長と議長に陳情書を持ってい
くので、ぜひ予算をつけていただきた
い。なるべく早く、子供たちの安全のた
めに歩道を整備してもらいたい。

北中周りの歩道整備については、平成２３年度に
要望が出され、要望箇所の道路整備をすべて完
了しています。
新規に要望が出されれば、事業化に向け検討しま
す。

道路建設課

7

小野小学校の体育館側の近くの出口の
南側。小学校3年生が道路から畑側に
転落した。顔を擦りむいて、歯が折れ
て、動けないで泣いていた。救急車を呼
んで、警察も来た。年間2～3人が落ち
ている。そこのＵ字溝は大人の胸まであ
る高さであるが、柵などはなく危ない場
所である。ガードレールなどの設置を早
めに対応してもらいたい。今後、区長よ
り要望があると思います。

小野小学校体育館の南側の道路との落差部分に
ついては、交通安全施設整備工事で転落防止柵
の設置工事を行います。
８月末の入札を予定しています。

道路建設課

8

新富鮨の前後の歩道が上がったり下
がったりしている。本日、進展していると
話がありましたが、通りづらい歩道であ
るので、一日も早く平らにしていただき
たい。通学路で危険であるので、安心し
た歩道に直して欲しい。

Ｈ３１～Ｈ３３年度の３ヶ年で社会資本整備総合交
付金事業（補助率５５％）を活用し工事を実施する
ため、補助金要望を行っています。
平成３０年度については、９月補正で測量設計委
託費の計上を予定しています。

道路建設課

9

PTA役員として、保護者の声を代弁させ
ていただきます。
子供たちを守るため、通学路の改善を
吉田地区全体で
農免道路、用水路沿いの危険箇所、国
道の交通量が多い箇所、横断歩道が見
にくくなっている箇所について、陳情を
上げてもらっていますが、安心して通学
できるよう優先的に整備を進めていた
だきたい。

　通学路の安全確保については、、各学校から出
された危険箇所について、関係課（道路建設課）、
関係機関（土木事務所、富岡警察、PTA連合会）
と合同で点検し、改善を図っている。
　吉田地区は、今年度２箇所上がっており（小学校
前道路の横断歩道等の白線の引き直し）、8月1日
に合同点検を実施し、対応していく予定である。前
年度からの継続が２か所（南蛇井駐在所前の道
路の舗装、中沢６８－１付近のグリーンベルトの設
置）あり、継続対応する。
　ブロック塀については、各学校より提出された箇
所（7/31）について、場所を確認後対応を検討して
いく。

道路建設課

学校教育課



No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

10

通学路の件で、「速度を落とせ」などの
表示物について、H27.5.1付で神成区
長、南蛇井駐在所連絡協議会の連名で
要望をしている。まだ、実施されていな
い箇所がある。

神成地区のオリエ産業から上信越自動
車道のトンネル下まで、要望から3年が
経つのですが、グリーンベルトの表示が
されていない。ぜひ、子どもの安心安
全、西中、吉田小の通学路でもあるの
で、せめて右側だけでも表示をしていた
だくようお願いしたい。ここだけが実施さ
れていない、なぜ実施されていないの
か確認をしていただきたい。

平成２７年度に地元より要望を受け、区画線及び
グリーンベルトの設置を順次行っています。
本要望路線は延長が２，１００ｍと長く、未だ完成
に至っていません。
ご指摘の区間については、平成３０年度の交通安
全施設整備工事で実施予定であり、８月末の入札
を予定しています。
※参考
　グリーンベルト設置工　2,500円/m
　区画線工　700円/m

道路建設課

11

5月の段階ですが、PTA、子育連の方々
からの話である。南蛇井駐在所の前、
上小林からの通学路となっているが、
横断歩道の白線が消えている。駐在所
の前でもあるので、白線を引いていただ
きたい。
また、駐在所の前の押しボタン式信号
であるが、秋口以降から日がかげる時
間帯に、日の中に信号が入ってしまい
見えにくくなってしまう。
危機管理課へ話をつないだが、返事が
来ていない。ぜひ、警察へのつなぎをお
願いして、早急に対応をお願いしたい。

駐在所前の横断歩道、押しボタン式信号について
は、警察の管理となるため、富岡警察署に話を繋
ぎました。
押しボタン式信号については、今年度予算でLED
信号機に設置替えする予定とのことです。

道路建設課

危機管理課

12

市民プールから広木工業の間に住んで
いる。河岸段丘のため土地が低くなって
いる。大雨が降った時には、上から水が
流れ落ちてくるとともに、側溝へ水が流
れず、フタの端から水が溢れ出してい
る。以前は、フタを取って清掃していた
が、フタが元に戻らなくなり、近年は清
掃しなくなった。下にたまっているノロを
数年に1度でも消防車で流してしまうこ
とはできるのか研究していただきたい。

現地調査の結果、北からの流入と東からの流入
（本要望箇所）がぶつかり合い、流下が阻害され
てしまっているため、東側水路の補修について検
討します。

道路建設課

13

西毛広幹道は5年後に開通すると聞い
ている。下黒岩の谷津には「ほたるの
里」があり、地域の皆さんの協力により
賑やかになってきた。そこを通ることに
なっている予定であるが、工事を実施し
て、コンクリートからの水を流されると心
配である。黒岩では、ほたるはここでの
み生息しているので、しっかりと対応し
ていただきたい。

西毛広幹道は、富岡土木事務所所管の事業なの
で、要望について、富岡土木事務所に繋ぎます。

都市計画課



No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

14

　10月のとみおかまつりに関連して、市
役所から諏訪神社までの道路工事の進
捗状況はどうなっているのか。おまつり
までに出来ているのかどうか。

　県道であるので土木事務所の管轄となってい
る。工期は平成32年度末までとなっている。県富
岡土木事務所でもこの10月に行われる富岡まつり
については承知しており、山車等の運行について
は問題ないように対応するとの回答を得ている
（現道のアスファルト舗装のままの状態を保つとの
こと。）。

都市計画課

15

　魅力あふれるまちづくりで、製糸場周
辺で無電柱化が行われている。景観が
良くなり、安全性が高まるとのことだが、
住民の立場からすると、夜が心配であ
る。街灯ががなくなってしまい足元灯の
ようなものを作るようである。

　仲町通りには、通りの西側から３つの組合があ
り、旧14地区及び旧15地区については、新たな街
路灯を設置する計画と聞いている。旧16地区につ
いては、新たな街路灯は設置しないと聞いてい
る。現在街路灯がないため、通りが暗いとの苦情
があることから、県富岡土木事務所で、工事期間
中は、電柱に防犯灯を９灯設置してくれることに
なっている。通りの北側5灯は、8月1日に通電し、
南側４灯は、お盆前には通電できるとのことであ
る。北側の電柱は東京電力、南側はＮＴＴのもので
あり、通電時期に差があるが、県土木事務所とし
ても最大限対応いただいているところである。
　旧16地区には、新設の街路灯がたたないため、
電線類地中化工事の中で、低位置照明を配置す
る計画だが、足元を照らす程度なので、防犯灯の
役割は果たさない。この問題をどう解決するか
は、街路灯組合、地域の要望などを整理し検討す
る必要があると思います。

都市計画課

16

　本日、危機管理課、産業振興課（街路
灯担当）、都市計画課（道路担当）に役
員とともに話を聞きにいった。
　仲町通りが暗くなっていいとは誰も考
えていない。地域住民もどうしたら、安
心安全なまちづくりができるのかと考え
ている。市も暗くなっていいと考えない
で、知恵を出し合って、３課で調整してく
れるとのことであった。
　8月末までに、道路の無電柱かしたと
ころから、電気の取り口を取るリミットで
ある。最低限の明るさの防犯灯のような
ものでも何でもよいが、検討していただ
きたい。市と地区でと協力し合って、安
心安全なまちづくりをしていきたい。

　安全安心なまちづくりのためには、市と地区が協
力し、それぞれが役割を果たすことが重要です。
　仲町通りには、通りの西側から３つの組合があ
り、旧14地区及び旧15地区については、新たな街
路灯を設置する計画と聞いている。旧16地区につ
いては、新たな街路灯は設置しないと聞いてい
る。現在街路灯がないため、通りが暗いとの苦情
があることから、県富岡土木事務所で、工事期間
中は、電柱に防犯灯を９灯設置してくれることに
なっている。通りの北側5灯は、8月1日に通電し、
南側４灯は、お盆前には通電できるとのことであ
る。北側の電柱は東京電力、南側はＮＴＴのもので
あり、通電時期に差があるが、県土木事務所とし
ても最大限対応いただいているところである。
　旧16地区には、新設の街路灯がたたないため、
電線類地中化工事の中で、低位置照明を配置す
る計画だが、足元を照らす程度なので、防犯灯の
役割は果たさない。この問題をどう解決するか
は、街路灯組合、地域の要望などを整理し検討す
る必要があると思います。

危機管理課

産業振興課

都市計画課



No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

17

①寺坂橋、鶴巻橋の荷重制限は９トン
である。現在の消防車は１０トンあり通
行できない。何故そのようになっている
のか理由をお聞きしたい。また、改修の
予定などがあればお聞きしたい。

②丹生新道から入るところに荷重制限
がある旨の看板が設置されていない。
大型のトレーラーが進入してしまったこ
ともある。看板の設置を検討いただきた
い。

①寺坂橋が架橋されたのが、S42年、鶴巻橋は
S44年であり、すでに49年、51年が経過している。
当時の設計では、農道設計荷重ということで、そ
の基準に則って9トン以下で作られた。寺坂橋・鶴
巻橋については、橋桁の補強を行う方法と、橋自
体を架け替える方法があると考えられます。
Ｈ３０年度に見直しを行う橋梁長寿命化修繕計画
により、今後の修繕の計画を検討していきます。

②看板設置については、県道への設置となるた
め、富岡土木事務所と協議を行い設置を行いま
す。

道路建設課

18

　市政懇談会の結果報告の中で、神農
原地区の踏切での渋滞緩和について、
渋滞がひどい状態である。出前の麺類
も伸び切ってしまうこともある。
　「田島交差点の左折帯改良」、「神農
原踏切付近の交差点改良」の対応策の
他に、具体的に上がっている渋滞緩和
策はあるのか教えてもらいたい。

　２つの緩和策をしているが、抜本的な解決には
至っていない。県内でも有数の渋滞箇所となって
いる。
　富岡土木事務所所管の事業なので、地域から
の要望について、富岡土木事務所に繋ぎます。

都市計画課

19

　前回もお願いした件であるが、丹生湖
の近くのひまわり畑の一番奥の道路に
ついて、雨が降ると砂利が流出してし
まっているので、公費で舗装工事をお
願いしたい。
　地区としても要望書を提出しているの
で、今後の対応をはどのようになってい
るか。

　ひまわり畑周辺の道路舗装については、小規模
農村整備事業としてＨ３０、３１の２ヶ年で実施しま
す。今年度は、丹生湖に近い道路、31年度はその
反対側を実施する。

平成３０年度　小規模農村整備事業
　　　　　　　　　下田地区舗装新設工事
請負業者　　岩井建設株式会社
請負金額　　１７，９２８，０００円
工　　　期　　8/1～11/30
工事概要　　工事延長L=766.0m
　　　　　　　　Ａｓ舗装工A=2,944.0㎡

道路建設課

20

　カーブミラーの設置をお願いしたい。
下仁田へ行くことがあるが、岩染の上と
下の間、内田工業さん付近から入って
いき、急坂を上り詰めたところを野上に
抜ける道である。上のところに１つ設置
していただければありがたい。

　区長から要望をいただければ、現地を確認し
カーブミラー設置について検討を行います。

道路建設課



　　【空き家】

No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

1

西小学校へ行く歩道橋の下の今にも壊
れそうな家について、子供が通るとき非
常に危ない。富岡の街中は空き家対策
をしてもらっているが、こちらまで来てく
れない。あそこは怖い人のようだと聞い
ているので、市として何とかして対応を
していただきたい。

先日、所有者に会いに行って話をさせてもらって
いる。とりあえず秋までにという回答はもらった段
階です。だ、所有者が分かっている建物を勝手に
壊すわけにもいかないので、引き続きねばり強く
継続的に指導していきます。
９月に再訪問を実施し、進捗状況の確認及び、通
学路であることから、まずは危険個所の改善を指
導していきたい。

建築課

2

　3～4年前に、空き家対策調査を市の
方で実施して、調査をした経験がある。
昔の東富岡農協であるが、30年ほど空
き家状態であり、いつ潰れてもおかしく
ない状況であり、瓦も落ちそうである。
そのあたりをどうのように検討している
のか。

　予算化した内容で、空き家対策は59
万円である。空き家から火事が発生す
ることも考えられる。空き家対策の予算
がどのようになっているのか教えていた
だきたい。

　昔の農協であるが、所有者は市外在住者であ
り、市も接触している。所有者は、建物と土地を売
却したい意向である。個人の所有であり、市の指
導に直ぐ応じていただけないが、引き続きねばり
強く指導していきたい。
　空き家対策の５９万円は、昨年の市政懇談会で
の地域からの要望により追加したもので、電話連
絡のつかない所有者宅への訪問のための旅費で
す。当初予算で空き家除却補助金・空き家改修補
助金・空き家を利活用した事業等を行うため９９，
３３７千円を計上しています。

建築課

3

　空き家など崩れそうな家は、どう対応
すれば良いか。
　屋根瓦が半分落ちそうな家などにつ
いて、危険な建物について。

　空き家の管理は、所有者や管理者が行うのが原
則ですので、管理不全の危険な空き家について
は、空家特措法に基づき市が所有者に是正指導
をおこないます。ご近所で所有者の連絡先を知っ
ている方がいれば、地元から所有者に連絡してい
ただくのも効果があると思います。

建築課

4

　田篠教会というものがあるが、市のも
のではないのか。
　くるまやラーメンに向かう国道の左側
（北）で、少し下がったところにある建
物。瓦も1/3ほどが落ちそうである。

　田篠教会という建物は確認できませんでした
が、質問された付近に田篠二組公会堂という看板
を付けた建物があり、屋根が１／３近く崩れた状
態でした。看板から推測すると地域で所有する建
物ではないかと思われます。
個人や団体が所有・管理する建物であれば、その
所有者や管理者の責任で是正していただくことに
なりますので、確認をお願いします。

建築課



　　【河川整備】

No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

1

ＪＡ妙義支所の近くの高田川の堤防の
かさ上げを要望してきた。堤防の管理
が県なので、市の担当課長とも要望し
てきた。地元としては、堤防の内外の地
権者に同意をもらった。県からの回答で
は、地権者がもっとおり、だれが所有者
が分からない状況であり、進められない
とのことであった。
洪水があった場合には大変なことにな
るので、市としても低い堤防の改良を
県・国に対して力添えをいただきたい。
市としてもかさ上げができればサイクリ
ングロードを設置したい意向とのことで
あった。

高田川堤防嵩上げ要望については、地元区長と
共に富岡土木事務所に要望を行ってきている。今
後も地元と協力し、富岡土木事務所に働きかけを
行う。
要望区間はサイクリングロードに指定されている
ものの、堤防が整備されていないため「未整備区
間」となっている。堤防整備後はサイクリングロー
ドとして整備を進める。

道路建設課

2

県に星川の水路の改修を行ってもらい
たい。
ニュースターの入ったところであるが、
先週の大雨の時には、桁下数十センチ
のところまで水が上がった。今後、台風
シーズンには心配である。
黒岩地区の星川はまっすぐなので整備
されているが、小野地区側はうねってお
り、整備が進んでいない。市から県に
しっかりと要望して、整備をしてもらいた
い。市長の方から予算を取ってもらいた
い。

一級河川星川は、群馬県の管理となるので富岡
土木事務所に要望を行います。

道路建設課

3

　一ノ宮下区は、高田川と丹生川の合
流地点がある。合流地点付近では、土
砂の堆積があり、土木事務所に引き上
げをお願いしている。
　また、高田川の阿曽丘から黒川に抜
ける橋の下流において、土砂の堆積が
ひどくなっているので、早急に対応して
もらうようにお願いしている。
　旧雇用促進住宅には、100軒ほどあ
り、昨今の異常気象により高田川の氾
濫の恐れ、危険もあると思うので、危機
管理の面から、意見や把握している状
況をご教授いただきたい。

　高田川、丹生川の浚渫については、引き続き富
岡土木事務所に要望を行います。
　また、先月発生した西日本豪雨と同様に、富岡
市でも浸水想定区域においては、雨量に応じた浸
水被害の発生するおそれがあります。旧雇用促進
住宅の辺りは浸水想定区域ではありませんが、想
定を超えた豪雨等により被害が発生するおそれ
はあります。このことから、今年度改訂するハザー
ドマップをもとに、各地域における危険箇所の再
確認や避難経路の確認を、地域の皆さんと一緒
に進めていきたいと考えています。

道路建設課

危機管理課



　　【太陽光発電】

No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

1

太陽光発電があり建設されている。昨
年から説明会が実施されている。市は、
業者には地域の皆さんの意向に沿って
事業を実施するよう話しているとのこと
である。
2回やってまだ交渉段階である。今後、
住民、業者、設計業者、請負業者と話し
合いが行われる。１年のうち、1～2回は
大水が出る。市の方へお願いに行こうと
考えている。
各戸で擁壁を設置しているが、水を抜く
穴から水がでているが、とても水を飲み
切ることができない。今のところ、業者
は丁寧に対応してくれている。太陽光パ
ネルはすでに設置済み。市の方に、伺
いますのでご返答ください。

　この事業については、市開発事業指導要綱を改
正する前に着手されたものであり、同指導要綱の
対象外の事業です。
　今年の10月1日に条例が施行されれば、条例施
行日前になされた事業であっても、災害又は生活
環境への被害等が発生する恐れがあれば、市長
は土地所有者等に対してその防止策を求めること
ができます。
　よって、現時点では、根拠をもって事業者や土地
所有者に対して指導や命令をすることができませ
ん。住民と事業者等の間で話し合いがもたれてい
るとのことですので、事業への要望事項、改善事
項などについて、真摯に対応してもらえるように、
引き続き関係性の維持に努めていただきたいと考
えます。
　そのうえで、強制力はありませんが、住民要望
があれば、行政として事業者に改善をお願いする
ことはできると思います。

都市計画課

2

　太陽光発電であるが、家の周りに太
陽光発電が設置され、太陽光の中で住
んでいるような状態である。気温も2度、
3度あがる、電波現象が起こるなどの問
題がある。住宅の周りに作るというのは
いかがなものか。
　丹生に住みたいという若い人が、太陽
光だらけなので、家を建てるところが少
ない。丹生から人がさらに減少してしま
う。今後どうしていくのか。

　今年の10月1日に太陽光発電設備設置事業の
許可制度が始まります。この制度では、事業の実
施に当たって、事業者に事業区域の境界から
100m以内に居住する者及び土地・家屋を所有す
る者を対象に住民説明会の実施を義務付け、住
民等は、意見を申し出ることができ、この場合、事
業者はこれと協議することを義務付けています。
　また、事業の許可に当たっては、市の定める基
準を満たす計画である必要があります。市として
は、自然環境、景観、災害、住民の生活環境を脅
かすことがないよう、許可の基準を設けており、基
準を満たすと認める場合のみ事業を許可します。
　なお、10月1日以降は、条例施行日前になされた
事業であっても、災害又は生活環境への被害等
が発生する恐れがあれば、市長は土地所有者等
に対してその防止策を求めることができます。

都市計画課

3

　浅香入から野上にかけて、山を削った
り、谷を埋めたりして、メガソーラー設置
の予定があるようだ。行政は法律に
則って指導していくが、事業者は法律を
守ってもらうことが前提であるが、法律
では、30年に一度の雨に耐えられるよう
にとのことである。最近は、50年に1度、
80年に1度の大雨が降ったり、災害が起
こっている。30年に一度の雨に耐えうる
という基準で大丈夫であるのか心配で
あるが、どのように考えているか。

　この事業については、構想の段階と認識してい
るが、計画の実現性が確実となれば、県の大規模
開発に関する条例、森林法に基づく林地開発、農
地法、市の太陽光発電設備設置事業に関する条
例などに基づく許可が必要となります。
　仮に事業者から事業の構想書が提示された場
合には、事業実施の確実性や地元の意向などを
踏まえ事業の受け入れの可否を判断します。受け
入れる場合には、現行の各法令等で定める許可
基準を満たすことを事業者に求めるが、基準を超
える過度の設備を求めることはできないと考えま
す。

都市計画課



　　【公共交通】

No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

1

　デマンドタクシーについて、リバーサイ
ドも30年が経過して、高齢になりつつあ
り、乗合タクシーも通っておらず、東の
孤島になりつつある。上田篠、原田篠も
含めて、免許証を返納して、どうのよう
に買い物に行くのか、病院にに行くの
か、どう生活するのかを考えて、配慮い
ただきたい。

　平成30、31年度で、都市計画マスタープラン・地
域公共交通網形成計画を策定しますので、その
中で乗り合いタクシーの抜本的な見直しに取り組
みます。今年度は、モデル地区を選定し、地域の
皆さんとしっかり意見交換しながら、地域の実情、
意向等を確認して見直しにつなげていきます。

企画政策課

2

　丹生地区では、運転免許証を持たな
い高齢者は、買い物難民となっている。
乗合タクシーはあるものの、乗合タク
シーを利用する人も、まちなかを通っ
て、病院に行って帰ってくるだけである。
上野村の村営バスは、スーパーに立ち
寄っているようだ。買い物ができると良
い。帰りはタクシーでも良いので、スー
パーなどへ寄れるような路線などを検
討してもらいたい。

　平成30年度、31年度にかけて、都市計画マス
タープラン・地域公共交通網形成計画を策定する
予定であり、乗り合いタクシーの抜本的な見直し
に取り組みます。また、今年度はモデル地区を選
定して、地域の皆様としっかりと意見交換をしなが
ら、地域の実情、地域の意向を確認して見直しに
つなげていきます。
　公共交通の抜本的見直しとともに、タクシー券助
成、介護サービスとの連携、地域主体の取組など
幅広い見地から、高齢者の移動手段の確保を検
討していきます。

企画政策課

3

　他の都市へ行く際に自動車が使えな
い場合、磯部駅に行って信越線を利用
している。市として、磯部駅への連絡の
ための交通手段を検討してもらいたい。
　また、乗合タクシーは、丹生から市街
地にいくのに１時間くらいかかるので、
細かな発着点を設けるか、妙義にも
行っているので巡回バスを検討してもら
いたい。

　平成30年度、31年度にかけて、都市計画マス
タープラン・地域公共交通網形成計画を策定する
予定であり、乗り合いタクシーの抜本的な見直し
に取り組みます。
　また、今年度はモデル地区を選定して、地域の
皆様としっかりと意見交換をしながら、地域の実
情、地域の意向を確認して見直しにつなげていき
ます。
その中で、幅広い見地から、高齢者の移動手段の
確保を検討していきます。

企画政策課



　　【水路整備】

No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

1

6月6日に道路建設課に提出した写真の
件について。
水路脇の土留めであるが、パイプを
打って、石板で土留めをしており、素人
が見てもずさんな施工となっている。上
はゲートボール場になっている。下流は
星川の支流となっている。
前区長、前々区長の時から要望してい
るものの、変わらない。これまでの経緯
を教えてもらいたい。早期に工事を実施
してもらいたい。

・区長の「パイプを打って、石板で土留め」は、数
年前に、その上流部もさらに数年前に道路建設課
で崩落補修をしました。水路補修の要望は以前か
らいただいていますが、一般的に緊急性と現場状
況を勘案し、優先順位の中で対応しています。本
水路も整備する計画として群馬県の現地調査を
受けています。事業化までの間に豪雨等で崩落
があれば、今まで同様早急に補修を行います。
・区長には速やかに上記のとおり経緯を伝えまし
た。

土地改良課

2

蚊沼川から神農原までの放流堰につい
て、始まるところまで来ているようであ
る。
想定外の雨にも、対応できるよう整備し
ていただきたい。

県富岡土木事務所所管事業なので、要望につい
て、富岡土木事務所に繋ぎます。なお、今年度か
ら用地買収に着手して、平成35年を目途に完了を
目指しているとのことである。

都市計画課

　　【公園】

No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

1

①千平の東側に広場を作り、トイレ、水
道を設置すること
　　（昨年11月からの継続要望）

②南蛇井上区には公園がないので、公
園の設置をすること

①大桁山登山者が利用できるトイレは、旧大桁山
キャンプ場跡地（大桁やすらぎの森）駐車場に水
洗トイレが整備されている。また、石尊山登山者に
ついては、仮設ではあるが千平駅のトイレがあり
ます。また、要望の場所は、土砂災害警戒区域で
す。以上のことから市としてこの場所を整備する考
えはありません。

②このような要望については、候補地を示すだけ
でなく、まず地元としてどの範囲まで整備ができる
のか、土地の使用権の問題、整備後の管理の問
題などをよくご検討いただきたいと考えます。その
うえで、行政が支援できることがあるのか、その必
要性も含め検討したいと考えます。一から行政が
整備することは考えられません。

都市計画課



　　【上下水道】

No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

1

水道事業について、お聞きしたい。2年
前、水道管から自宅の止水管までの間
の水道管が破裂した。止水弁を使おうと
したところ、錆びついて動かなくなってし
まっており、違う方法で修理をした。
水道管は、古くなっているので、他の地
区でもありうることである。計画的に止
水バルブの交換、更新する予定がある
か。
黒岩地区はどのくらいになるのか。

施設の財産関係から言いますと、本管から取り出
し、給水装置につきまして、すべてお客様の財産
となっております。管理の関係上メーターまでの間
につきまして漏水等が発生した場合、便宜上、水
道局により行っておりますが、本来であればお客
様にお願いするべきものであります。今回の場合
につきましても、止水栓はお客様の持ち物でござ
いますので適正な管理をして頂くところでありま
す。更新につきましては、本管の更新時期となり
施工することになりましたら、取出し部につきまし
ては、お客様に了解を得た上で取出しの更新施工
を実施いたします。

施設課

　　【ほ場整備】

No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

1

吉田地区のほ場整備であるがぜひ進
めてもらいたい。
吉田地区は、ＩＣ、国道254号線、上信電
鉄とすべて揃っている。構造改善と並行
して、工業団地、住宅団地も整備しても
らいたい。高速に近く、良い条件である
ので、放っておくのはもったいない。ＩＣ
の価値が生きていないので、上手く活
用してもらいたい。片倉は富を生まない
ので、この地を活かせれば価値が出る
と思います。

・昨年度は、平成30年3月29日に地元役員による
「吉田地区土地改良事業推進協議会」が発足し、
ほ場整備事業がスタートしました。
・今年度は、平成30年５月30日に群馬県農村整備
課発注で「県営農業損整備調査計画（県営事業調
査計画）吉田地区測量設計業務委託」を契約し事
業の推進を図っています。
・区画整理を進める中で、工業団地等に活用でき
る土地を生み出すなど、土地の有効利用を計画し
ます。

土地改良課

産業振興課

　　【工業団地造成】

No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

1

　30年前に高瀬に引っ越ししてきたが、
市内で一番住みたい地区ナンバーワン
は高瀬地区ではないかと思っていま
す。

　道の駅よりも、優良企業が進出できる
工業団地の造成の方が重要ではない
か。道の駅の予定地に工業団地整備を
するような発想の転換をお願いしたい。

　工業団地の整備には様々な法律上の規制があ
るうえ、周辺の環境等にも配慮しなければならな
い。検討の余地があれば考えていきたい。

産業振興課



３　産業・経済　（世界に誇る地域資源を活かした力のあるまち）

　　【観光】

No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

1
観光大使などで市のＰＲをしているが、
テレビなどで活躍する芸能人を使って、
富岡市でも活用してはどうか。

観光大使には要件があるが、団しん也さん他、３
名の観光大使をお願いしている。妙義地区では、
プロゴルファーの矢野東さんにもお願いしている。
今後、さらに情報収集を行い、該当者がいれば積
極的に「ふるさと大使」として委嘱したい。

観光おもてなし課

2

北長屋の整備について、平成28年度か
らの3年間で2億3,000万円が公金投入
されているが、今後も公金投入するの
か。
議会でも当局は、文化財価値があると
のことだが、市報での説明など市民に
説明がまったくない。
韮塚直次郎はわずか３年間のみの操
業であり、これだけで文化財価値がある
でしょうか。最近は歴史的に価値がある
と変わってきている。誰が見ても空き家
対策法の違反になり、罰金50万円であ
る。遺構に価値があるとのことだが、榎
本市長の英断をもって、投資の中止・見
直しをしていただきたい。

　北長屋については、明治9年に韮塚直次郎が創
業を開始した製糸場であることが発掘や建物調査
で判明した。
　明治初期に建てられた民間製糸工場の主要部
が現存しているものは少なく、また富岡製糸場を
模した仕様であることから貴重な文化財である。し
たがって引き続き事業を推進していく。今年度末
完成予定。
　なお、市報への掲載については、５回くらいの連
載記事として掲載させていただきました。

拠点整備課

3

市民養蚕のつながりで、ここ4年くらい富
岡製糸場へ入場することがある。富岡
市民であれば、ID提示で無料となるが、
対応するまちづくり富岡の職員により、
対応の温度差がある。市民によって対
応が違うことがあった。券売所から１
メートル離れたところで見せた市民は
OKだったのでに、私が同じことをした
ら、良く見せるよう言われた。温度差が
ありすぎである。
市民の希望者には通行手形のようなパ
スカードか何かを作ってはどうか。

まちづくり会社の対応の件については、担当から
ご意見があったことを伝えさせていただきます。今
後、不公平感のでない対応を徹底します。
パスカードについては、今まで通り既存の証明で
対応したい。

観光おもてなし課

4
　回遊型観光、DMOの確立について、も
う少し詳しく教えてほしい。

　全世界では観光産業は、ＧＤＰの約1割にまで成
長している。インバウンド、海外から来る方も増え
ている。地域の経済が停滞する中、観光産業は伸
びる可能性がある分野である。富岡版のＤＭＯ
で、官民が連携して、観光を推進して、幅広く稼い
でいく組織であり、観光で富岡を活性化していこう
という取り組みである。
　市内での回遊、市内での滞在時間を多くして、で
きるだけ食事、お土産でお金を落としていただき、
できれば泊まっていただきたい。まちやど等、リノ
ベーションで宿を作っていこうという動きもある。小
さな積み重ねですが、観光産業の育成を行ってい
きたい。
　富岡市の２大観光拠点に位置付けられる富岡製
糸場と妙義山を軸に市内観光資源を結びつける
回遊ルートを構築し、市内滞在時間の延長と観光
消費額の増加を目指します。

観光おもてなし課



No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

5

　観光客がゆっくりするところがない。製
糸場の近くに無料駐車場を作ってもらえ
れば、まちをゆっくりと散策できるので
はないか。有料駐車場だとゆっくりでき
ない。市庁舎前に花が飾ってあるが、そ
こに無料駐車場を作ればよいのではな
いか。もったいない感じがする。

　無料駐車場の件は、一理あると思うが、無料駐
車場が観光施設の近くにあると市内の滞在時間
延長にはつながらない。遠くであっても、現在の無
料駐車場に停めていただくことが、まちを歩くきっ
かけとなる。
　また、庁舎前庭広場は、７月に活用者の募集を
行い、８月から利用を開始します。これにより、市
民の交流の場、憩いの場となるよう利活用を推進
していきますので、現時点で駐車場として整備す
る考えはありません。

観光おもてなし課

財政課

6

①富岡倉庫について、どうなっているの
かと聞かれることがあるが答えられな
い。具体的に教えてほしい。

②操糸機はどのようなものか。

①煉瓦造の１号倉庫は群馬県が世界遺産セン
ターを整備し、４つの構成資産を中心にガイダンス
施設を設置する。石造の2号倉庫は、現在検討中
であるが、飲食店などの稼げる場所として活用し
ていく。土蔵造の3号倉庫はおかって市場を移設、
乾燥場は操糸機を入れて製糸の動態展示を行う
施設としていく計画。

②現在、検討しているところである。

拠点整備課

7

　貫前神社の参道の下のトイレについ
て、閉鎖・廃止されると聞いた。毎日の
ように前を通るが、下のトイレの必要性
もまだあると思う。浄化槽の改修に伴っ
て、費用もかかるので、神社側は閉鎖し
たいとうかがったが、地域としてはあっ
た方が良いと思う。再度、前向きに検討
していただきたい。

（区長による試算）
廃止　180万円、合併浄化槽による改修
470万円、　市町村型浄化槽設置　381
万円＋ランニングコスト（汲み取り、電
気、水道）月額3～4万円。仮設トイレ10
基設置した場合、年間33万円ほどかか
る。
諸々を考慮すると、回収して市町村型
浄化槽を入れた方が良いと思う。

　8月23日に関係者で協議する予定であるので、こ
の協議結果を踏まえて対応したい。

観光おもてなし課

8

　7/21付の上毛新聞掲載記事につい
て、ドローンを地域の盛り上げるために
活用することが載っていた。ドローン
メーカーの協力により、空撮や農薬散
布用のものを飛ばした。今後、丹生地
区の観光に繋げていただき、取り入れ
ていただきたい。
　丹生湖の堰堤老朽化による工事のた
め、釣り事業、管理棟の維持などが課
題である。また、バイオ燃料発電事業の
廃止となっているが、丹生湖の活性化
のため、ドローンの活用を市はどのよう
に考えているか。

　現時点では、丹生湖でのドローンの活用は未定
です。今後、市としてどのように関わっていくか、ま
た、どのようなことができるかを情報収集などし
て、産業振興、観光振興が図れるかを検討してい
きます。

産業振興課

観光おもてなし課



　　【道の駅】

No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

1

岩井市長の時の6～7年前に西毛広幹
道付近に、道の駅をつくるという話が
あった。地元では、60％くらいが反対で
あった。
空いている土地もあるので、広い場所
でもあるので、道の駅として地元と話し
合いをしてもらいたい。

　今後、（仮称）富岡市道の駅調査検討委員会を
設置し、市内全域を対象に事業として長期にわた
り運営できることを念頭に、適正な場所や事業規
模、内容等を調査検討をしていく。
　なお、関連予算を9月定例会に補正予算として計
上した。

拠点整備課

2

　岩井市長から榎本市長へと交代とな
り、政策面で見直しでいろいろと変更し
た面があるが、市長が交代したとして
も、富岡市のためになる事業は継続し
ていただきたい。
　道の駅については、今ごろ遅いとか
様々な意見があると思うが、中には期
待している者もいた。状況の説明をお願
いしたい。

　今後、（仮称）富岡市道の駅調査検討委員会を
設置し、市内全域を対象に事業として長期にわた
り運営できることを念頭に、適正な場所や事業規
模、内容等を調査検討をしていく。
　なお、関連予算を9月定例会に補正予算として計
上した。

拠点整備課

3

　道の駅の見直しについて、北海道から
九州までの道の駅を利用して車中泊を
したことがあるが、中には利用客が少な
く、赤字経営であると思われる施設もか
なりある。
一旦白紙に戻してもらうようだが、十分
検討していいただきたい。

　今後、（仮称）富岡市道の駅調査検討委員会を
設置し、市内全域を対象に事業として長期にわた
り運営できることを念頭に、適正な場所や事業規
模、内容等を調査検討をしていく。
　なお、関連予算を9月定例会に補正予算として計
上した。

拠点整備課



　　【商業振興】

No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

1

女性視点から、昔のコロクやキンカ堂が
なくなってしまった。まあまあのものを買
うところが市内になくなってしまい、
ちょっとしゃれたものは高崎までいかな
ければならなくなった。若いうちはいい
が、年を取ってくると大変である。
食料品は良いが、衣料品やオシャレな
ものを、買い物に行ける店を作っていた
だけるよう努力してもらいたい。

大手の企業の出店はなかなか難しいところである
が、商店街にも何かの機会に伝えておきたい。
また、平成27年度より創業者支援事業計画を策
定し、創業に係る制度融資や、経営指導などを行
い、やる気があり、かつ魅力のある創業者への支
援を行っています。
さらに、中心市街地への空き店舗を改修して活用
する場合に補助金を交付するほか、ネットショップ
を行う事業者への補助金交付やセミナー等も行っ
ています。

産業振興課

2

　住みたいまちナンバーワン富岡といっ
ているが、商売しにくいまちナンバーワ
ン富岡になっているのではないか。

　富岡製糸場の観光客が減っている。
30店舗が出店したが、15店舗が閉店、
撤退している。厳しい状況で、さらに進
むのではないか。たくさんの観光客が来
たものの、固定客が来なくなってしまっ
た。さらに観光客が減っているので、よ
けいに減少している。
　商売がしずらいという認識がある。市
が施策を出すことは重要であると思う
が、リノベ、空き家対策では、効果がなく
糠に釘である。こんなレベルでは改善さ
れないのではないか。考えていだきた
い。

　観光客が減少しているが、これはどの世界遺産
も同様である。製糸場を地域の人がどのように活
かしていくのかを考えていく必要がある。
　今、再生しているまちは、市民の皆さんが自主
的に、市民の皆さんが本気で、活性化させている
というのが全国の事例である。大きな補助金を
持ってきて、バラ色の世界があるとは思わない。
小さなことかもしれないが、意識を変えていきた
い。皆さんと、商店街の方とも意見交換をしながら
やっていきたい。

　また、市内商店の閉店は、観光客の減少だけで
なく、高齢化や後継者がいない等様々な問題が挙
げられます。観光客対応では今後もインバウンド
対策は必要であり、併せて魅力的な創業者に対
する支援も行っていきます。事業承継はデリケート
な問題も多いため、関係機関と連携しながら情報
提供に努めます。いずれのケースも商店街の
方々のやる気が第一であると考えますので伴走
型の支援が重要であると考えます。

産業振興課

　　【市民養蚕】

No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

1

　4年前から市民養蚕をしているが、市
民に受けておらず、浸透していないので
はないかと感じる。今後も事業を継続し
ていただきたい。

　今後も周知を徹底し、市民を中心に養蚕に携
わっていただけるよう事業を行っていきます。

農政課

2

　7月に市民養蚕に参加した。年3回、参
加すると記念品が貰えるとのことであっ
た。要らないものをもらっても仕方ない。
ゴミになってしまうのではないか。クオ
カードとか商品券の方が良いのではな
いか。

　参加回数が３回になる毎に、記念品を贈呈して
いますが、現在贈呈しているのは、リースストラッ
プです。この記念品は市民養蚕に参加された方々
から回収させていただいた繭を製糸場で手作業で
の繰糸の実演をおこない、そこで繰糸された生糸
を原材料にして作成した絹製品で、蚕、繭、生糸、
絹製品という一連の流れを考慮した、養蚕に関係
する記念品です。（販売価格は税抜６００円）
　なお、クオカードや商品券は景品表示法の規制
により、提供できません。（２００円分までなら可）

農政課



　　【有害鳥獣】

No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

1

小型獣については、箱ワナを借りて、15
匹を捕獲した。大型獣の捕獲のため、
大型の箱ワナを借りたいのだが、有害
鳥獣対策協議会に入らないと大型獣が
捕れない。自分自身で捕獲したいので、
（有害鳥獣対策）協議会に入らなくても、
借りられるように要望します。

大型獣は、狩猟免許を取って、有害鳥
獣対策協議会に入らないと、大型獣の
箱ワナを貸してくれないとのこと。

　大型の箱ワナは狩猟免許を取って、有害鳥獣対
策協議会に入らないと貸し出していません。免許
が無い者に対しては、被害農家に代わって有害鳥
獣対策協議会員が箱ワナを設置して捕獲を行っ
ています。
　当人は昨年の地区懇談会で同様の発言をした。
人が変われば免許なしで借用できると思い発言し
た。自分でなんでも実施しないと気がすまないとの
こと。また、自分の財産を守るために行うことに対
して、市は法律や条例等で決められていることを
理由に邪魔をしないで欲しいとの考えを持ってい
る。

　小型の箱ワナについて昨年、行方不明になって
しまったことに関しては、当時の担当者が代わり
の箱ワナを２基貸し出して対応しています。

農政課

2

①市政懇談会による予算について、有
害鳥獣対策で375万円が計上されてい
るが、丹生地区にはいくら配分されてい
るのか。鳥獣ということで、鳥とか獣とか
に個別にいくらついているのか。375万
円で何ができるのか、割り振りの根拠を
教えてもらいたい。

②販売していないと助成がないというこ
とか。人口を増やすことや子どものため
ということとは違い、地区をどう守るの
かということである。商売としてしている
のなら、収入の中で何とかできるはずだ
が、生活している人は違うと思う。山と
畑の間の30メートルをきれいにしておく
と、有害鳥獣が出てこないとのことだ
が、市として実施することを検討してい
ただきたい。

　有害鳥獣対策については、規則や要綱があるの
で、それに基づき、引き続き対策を継続していきた
い。

　農業関係の助成制度は、基本的に安定的に農
産物の生産と供給を図るための販売農家に対す
る制度となっている。自家消費のための栽培等に
対しては補助出来ない。一方で、里山や竹林等の
整備については、所有者が自ら整備出来ない場
合、実施要件を満たせるようであれば、（緑の県民
税を活用し、）地域住民やボランティア団体による
整備作業に対して、資機材や消耗品購入等の経
費に一定の補助金を交付する制度があるので、
活用されたい。

農政課



　　【耕作放棄地】

No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

1

中沢・神成は、農地の荒廃、耕作放棄
地が増加して、環境悪化している。目を
開けてしっかりと見てもらいたい。
現在、環境保全会で耕作放棄地を整備
している。市にも協力してもらっている
が、予算も少ないようである。補助金は
総事業費の１／６で、上限が３０万円で
ある。補助金をいただいても費用が大き
すぎる。昨年は2haを開墾した。市民で
やるのは大変であるので、行政にも支
援をお願いしたい。
富岡のまちづくりもいいが、田舎の方に
も目を向けてもらいたい。

耕作放棄地対策についても、しっかりと目を向け
ていきたい。
農地だけではなく民家等も含めて人が使わなく
なったことによる環境悪化は市内全域における課
題であるが、農地に関しては農地中間管理機構
への利用権設定を進めることにより、農地の集約
化・有効活用を図り、耕作放棄地の発生防止と解
消に努める。また、後継者や担い手が不足する状
況において、高齢化した農業者の農地を継承して
いくためにも新規農業者を増やすことが必要なの
で、新たな取り組みとして、新規就農の場合の農
地権利取得の下限面積を本年4月1日から緩和
（40アールから10アールに引き下げ）し、農業に参
入しやすい環境整備を進めており、さらにＰＲ等を
行い農地の集約化・有効活用を図る。
一方、国（農林水産省）は、非農地判断（登記簿地
目上は農地でも農地に適さない筆は農地として扱
わないという処置で、農業投資をしない、耕作放
棄地としてカウントしない、等の扱いをする）を強く
推進しており、非農地判断された農地が増えた場
合、農地の荒廃、耕作放棄地増加という観点から
は問題解決されるが、土地が荒廃し環境悪化して
いることは変わらないので、農地ということではな
く人が使わなくなったことによる環境悪化に対して
は抜本的な対策が必要と思われる。
なお、質問者の浦野氏が取り組んでいる集落営農
及び耕作放棄地解消に対しては、平成29年度は、
集落営農組織化支援事業（定額20万円）、市耕作
放棄地再生事業（26.31アールの解消に対し解消
にかかった経費の2/1、49.9万円）として補助して
いる。

農政課

2

耕作放棄地が増加している。環境面で
考えると、草の種が飛んできたり、夏は
草、冬は枯草で火災の危険もある。所
有者が管理する義務があるが、儲から
なくなったから畑を放棄するのではな
く、罰金を払ってもらうようにしてはどう
か。払ってもらった罰金で市が草刈りを
シルバー人材センターに頼むなどして、
定期的に回ってもらってきれいにしても
らいたい。

農地だけではなく民家等も含めて人が使わなく
なったことによる環境悪化は市内全域における課
題であるが、農地に関しては農地中間管理機構
への利用権設定を進めることにより、農地の集約
化・有効活用を図り、耕作放棄地の発生防止と解
消に努める。また、後継者や担い手が不足する状
況において、高齢化した農業者の農地を継承して
いくためにも新規農業者を増やすことが必要なの
で、新たな取り組みとして、新規就農の場合の農
地権利取得の下限面積を本年4月1日から緩和
（40アールから10アールに引き下げ）し、農業に参
入しやすい環境整備を進めており、さらにＰＲ等を
行い農地の集約化・有効活用を図る。
一方、国（農林水産省）は、非農地判断（登記簿地
目上は農地でも農地に適さない筆は農地として扱
わないという処置で、農業投資をしない、耕作放
棄地としてカウントしない、等の扱いをする）を強く
推進しており、非農地判断された農地が増えた場
合、農地の荒廃、耕作放棄地増加という観点から
は問題解決されるが、土地が荒廃し環境悪化して
いることは変わらないので、農地ということではな
く人が使わなくなったことによる環境悪化に対して
は抜本的な対策が必要と思われる。

農政課



４　教育・文化　（地域に誇りを持ち、世界とつながり合う人が育つまち）

　　【学校教育】

No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

1

子供が地域にいることは良いことであ
る。黒岩小学校も少なくなっている。現
在、１、２年生は7人しかいない。複式学
級になる基準になってしまうが、対応で
きていない先生も多いので難しいようで
あるが、本当になってしまうのか。学校
側も危惧しているようだ。
複式学級にならないような対応をしても
らいたい

複式学級の基準は１６名となっているので、来年
の２、３年生では複式学級にならざるを得ない状
況である。
現在、丹生小学校では、複式を解消する臨時職員
を配置し、道徳、学級活動等を除いて、ほとんどの
教科を学年ごとに分け、別々に指導できるようにし
ている。来年度、黒岩小学校に複式学級が見込ま
れることから、丹生小学校と同様に臨時職員の配
置を要望していく。

学校教育課

2

　子どもたちが急激に少なくなってい
る。
　3中学校、4小学校の統合を念頭にお
いて、行政側から提起していっていただ
きたい。

　平成３０年度は、市内小中学校の現状を市民の
皆様に知っていただくため、地区公民館単位の地
域（１２地区１１箇所）ごとに、学校施設の現状や
児童生徒数の推計などを説明するとともに、今後
の学校施設のあり方についてのご意見をお聞きす
る場を設けます。また、学校の再編や統廃合に関
する講演会・シンポジウムも開催する予定です。
　市では、いただいたご意見やご要望を参考に、
市としての方針案をまとめ、改めて地域の皆様と
協議を行って参りたいと考えております。

教育総務課

3

　「はだしのゲン」の10巻の描写につい
て。
ゲンの父親は反戦思想の方であり、友
達からのけ者にされていた。原爆によっ
て、父、姉、弟が亡くなった。生き残った
母と、妹、原爆孤児とともに、被爆地の
中で力強く生き抜くストーリである。これ
はこれで良いが、悲惨な戦争は、中国
共産党のプロパガンダとなっている。日
本兵の残虐性を描いている。

　小・中学校の図書館、市立図書館に
置いてあるのか。
　このような、嘘っぱちの本を見せてよ
いのか。10巻は閉鎖するなどしてもらい
たい。よく検討してもらいたい。

　漫画「はだしのゲン」につきましては、市内の一
部の学校図書館に置いてある状況です。市内の
各小・中学校には、今回いただいた御意見を伝え
るとともに、学校図書館には、児童生徒の学習や
成長に有益な図書を配架するよう指導してまいり
ます。
　また、市立図書館では、一般に開架し貸出を
行っています。図書館の全ての資料は、自由に利
用されるべきものであり、正当な理由がない限り、
ある種の資料を特別に扱うことはありませんの
で、閉鎖は考えていません。

学校教育課

生涯学習課



　　【文化財】

No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

1

自宅の門であるが、小幡藩に由来する
ものである。小幡藩がある士族に売っ
て、またその後、うちが昔、買い取った
ものである。
以前、小幡藩の調査をしている人と話を
する機会があって、調査に来てくれた
が、富岡市は知らないことである。
戦後、牛舎に改造している。今後どうし
たらよいか分からないので、いい方法が
あれば教えていただきたい。

現地を確認し、本人から門について聞き取りをし
ました。小幡藩の門は廃藩置県後に10件ほど売り
だされ、そのうちの1件ということです。現地確認の
結果、門を切り離し現在の位置に設置されたと考
えられ、また増築が行われているほか屋根材や壁
等は新しいものに変えるなど改変が著しいことが
わかりました。文化財の指定や補助対象は難しい
ことを伝え、本人も納得していただきました。

文化財保護課



５　健康・福祉　（だれもが健やかに安心して暮らし続けられるまち）

　　【高齢者】

No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

1

本日の参加者は高齢者ばかりである。
いたわり、憩いなどと良い言葉が出てい
るが、数年前、敬老会の1人あたま
1,000円が300円減らされて700円になっ
た。当時、事業仕分けのあおりを食っ
た。300円を元に戻してもらいたい。300
円とは言わずに500円くらい戻していた
だきたい。高齢者の癒しになるためにお
願いしたい。

　今後、高齢化が進み、敬老会の該当者も増える
ことが予測されます。敬老事業の趣旨にふさわし
い事業を区長会、各地区の地域づくり協議会とも
連携しながら実施していただきたいと考えておりま
す。
　市の財政状況が厳しいことに加えて、今後は、
お金だけではない幸せというものを、地域の皆さ
んで考えていただくことが、これからの時代には必
要になるのではないかと考えております。

高齢介護課

2

2025年問題の話がありましたが、グラン
ドゴルフを高齢者いきいき活躍ポイント
制度に対象事業とすることはできない
か。高齢者のいきがいづくりにもなるし、
元気の源にもなる。医療費の削減にも
つながる。

現在は、市が実施する介護予防事業に関する活
動に概ね１時間以上参加した高齢者に対し、実績
に応じてポイントを付与しております。
今後は、総合事業の実施を踏まえ、慎重に検討し
ていきたいと考えています。

健康推進課

3

居場所づくりについて、4地区でも昨年
度から毎月ではないが、40人くらいが集
まり2時間くらい実施している。
ボランティアが中心となって、ポイントは
貰っている。参加者はだめですが。ポイ
ント制度を活かしてもらいたい。高齢者
が生きがいをもっていけるよう応援して
いただきたい。
甘楽町では、お達者会という組織で、2
～3万円の補助があるが、居場所はこ
れに匹敵するものなのであり、先立つも
のがなければ活動できないので、側面
的な支援をお願いしたい。

現在、ふれあいの居場所には、設置に必要な経
費につきまして３０万円を上限に補助金を助成し
ております。今後、市が主催する介護予防・日常
生活支援総合事業を含めた中で検討して参りま
す。
また、地域づくり協議会での施策等も含めて、地
域で解決できる問題であれば、地域で解決するべ
きであると考えています。

高齢介護課

4
敬老会の費用について、区長会と市と
で総合的に敬老会の在り方を検討して
いただきたい。

敬老会の在り方については平成27年度に協議い
たしましたが、地区にとっての懸案事項等がござ
いましたらご提案いただき、検討させていただきた
いと思います。

高齢介護課

5

　高齢者の免許返納について、タクシー
初乗券を申請するともらえるようだが、
初年度だけか、毎年もらえるのか。でき
れば毎年もらえるようにな制度にしてい
ただければ、免許返納をしたとしても安
心して病院にもいける。
　公共の乗り物がないところだと、タク
シーを使わなければならないこともあ
る。生きている限り必要なものである。

　免許返納者へのタクシー券については、1回限り
で24枚の交付となっている。高齢者の運転による
交通事故を減少させるための支援事業であり、今
後、公共交通手段の見直しをする際には検討して
いきたいと思います。

高齢介護課



No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

6

　高瀬地区はいきいき健康教室に約
100名が参加している。参加には65歳の
規定があるが、先日、保健推進委員で
あった方で55歳の方を参加させようとし
たところ、参加者が少ない状況であった
ので、参加してもらうおうとしたが、市か
らは出入りされては困ると断られてし
まった。今、新しい人が入ってきていな
い現状もある。65歳以上を継続していっ
たら、今後、参加者はさらに少なくなっ
てしまうのではないか。
　その方は、耳に障害のある方で、引き
こもりの状態にある可能性もあった。他
の参加者も受け入れ可能とのことであ
り、双方にメリットがあることであった。
将来的に年齢の見直しや特例等の措
置を設けていただけるよう検討をしてい
ただきたい。楽しい健康教室にしていた
だきたい。

　「市から出入りされては困ると断られた」との対
応に関しまして担当職員からは、確認が取れませ
んでした。各会場で、65歳未満の方から参加希望
があった場合には、その場で回答せず保健セン
ターへ持ち帰り、参加人数や会場の状況等を確認
した上で、参加者兼会場準備等のボランティアとし
て参加をいただいております。
今回の場合も同様に会場のボランティア等をして
いただきながら参加をしていただきますようお願い
いたします。

　60歳未満の若い方と、高齢者の方では運動機
能の差が大きいため「高齢者の方が若い方に合
わせて無理をしてしまう傾向にある」と、健康運動
指導士からの指摘を受けておりますことから「40
歳からのいきいき健康教室」等身体の状態や目的
に合った教室を開催し、案内をさせていただいて
おります。

　今後も市民の健康寿命延伸を目指し、楽しく参
加できる健康教室を推進してまいりますので、ご
理解いただきますようお願いいたします。

健康推進課

7

　高齢者は、容態の悪化は非常に早
い。夫婦2人世帯であり、夫が妻の介護
をしているが、自動車を運転をして、病
院へ連れて行っている。突然、夫の具
合が悪くなり、自動車を運転するのも危
険な状況にある。年金暮らし（国民年
金）でもあるので、タクシー利用もため
らっている。
　介護保険は申請手続きをしたが、申
請から時間がかかると聞いている。緊
急対応ができるようにしてもらいたい。
不公正が出てはまずいが、対応をお願
いしたい。
息子もいるが、近くにいない状況であ
る。

　介護保険は、申請から認定結果が出るまでに
1ヶ月程度かかりますが、認定された場合には、申
請日までさかのぼりサービスを利用できます。申
請と同時にサービスを利用したい場合には、担当
ケアマネージャーにご相談ください。
　また、地域包括ケアシステムの中で、今後どの
ようなことができるか検討していきたいと思いま
す。

高齢介護課

8

　介護保険料について、納付書が郵送
されてきた。保険料が60,000円くらいで
あったがビックリした。市報には、年金
を早期に支払うと少なく払えば良いと
載っていたが、どのようになっているの
か。

　市の介護保険料担当課に個別に担当課に確認
をお願いしたい

－



　　【子育て・少子化】

No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

1

黒岩地区は、西に火葬場、南に富岡霊
園、東に上高尾の清掃センターがある。
老人会も昔はバス旅行を実施していた
が、最近は元気がなく、消滅してしまっ
た感じである。
黒岩保育所が閉園となるが、黒岩地区
は今後どうなってしまうのか。

黒岩保育所の閉所については、昨年・一昨年に保
護者会、区長さんとも話し合いをさせていただい
た。建物は昭和52年建築で老朽化し、耐震性に問
題があり、土砂災害警戒区域にあるため建て替え
もできない。また、地域の子どもの減少で保育所
の継続は困難であるため、平成31年3月末に閉所
することとなった。
現在、在園している子供は、行きたい保育園を調
査しているところであり、市の方でしっかりと保障し
ていく。

こども課

2

　人口が減少しているが、若い人に対
する出産から医療までの問題、子ども
の遊ぶ場所の問題がある。私には2人
の娘がいるが、富岡でこどもをどこに遊
びに連れていくのか考えてしまう。
　伊勢崎の華蔵寺公園は、乗り物代金
も50円であり、清掃から運営までシル
バー世代が活躍している。朝の9時前か
ら並んでいるようである。
　また、桐生が丘公園、藤岡の庚申山
公園などもある。
　富岡には、子育てをするような施設が
あまりにも少ないのではないか。すぐに
できないと思うが、3年、5年の範囲で検
討いただきたい。

　市民からは子どもを遊ばせる場所が少ないなど
の意見をいただいている。公園や水遊び場などの
設置については、子育て支援、人口減少対策など
の観点からも必要であると思われる。設置場所、
設置内容については、総合的に検討していきた
い。

企画政策課

こども課

3

　昨年10月、子どもが移住定住促進奨
励金をもらった。家を作って、人口が3人
増やすことができた。2人目、3人目を産
んでもらえるように、安心して子育てで
きる体制を作っていただきたい。
　伊勢崎は2人目の保育料は無料であ
る。若い移住者が安心して、子育てし
て、2人目、3人目を産める政策を実施し
ていただき、併せてPRをしていただきた
い。
　また、丹生保育園は待機児童がない
ので、働いていないなどの条件から保
育園に預けられない方もいる。柔軟に
受け入れをしてもらいたい。

保育料については、2019年には国が無償化する
方向である。現在、富岡市では、2人目は半額、3
人目は無料となっている。
伊勢崎市の保育料は、本市と同様に、2人目が半
額、3人目が無料となっている。丹生保育園は保
育園であり、保育を必要とする要件がない場合は
入所できない。認定こども園に移行すれば、保育
を必要とする要件がない場合でも、３歳以上児で
あれば1号認定で入園できる。

こども課

4

　婚活のことを市報で見るが、回数を増
やして、もらえたらありがたい。30代の
息子がいるが、以前申し込みをした時
に、女性の参加者が少なく開催されな
かった。出会いの場が少ないので、婚
活の回数を増やしていただけたら良い。

　今年度の婚活イベントは、市職員有志で組織す
る婚活事業応援隊を中心に実施するもの、委託
や補助事業として実施するものなど10回程度を予
定している。より参加しやすいイベントとなるよう、
これまでの経験を活かして進めていく。

こども課



　　【救急医療】

No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

1

妙義診療所が６月いっぱいで閉鎖と
なった。妙義診療所は開業医それとも
市の病院なのか。
妙義町は無医村になってしまった。高齢
者が増えて、救急車を使うことも増えれ
ば、救急医療を守ることができなくなっ
てしまうのではないか。救急車の必要
性も高まってくるのではないか。

甘楽富岡の消防署の再編については、現在の７
署所から４分署に再編することが決定している。
市では、新富岡消防署の用地選定をしていくが、
妙義地区はもちろん市内全域をカバーできるよう
な場所の確保を進めていく予定である。
職員の配置人数などは消防組織再編委員会にお
いて、効率的、効果的に整備していく予定である。

企画政策課

2

　総合病院の問題、身内が救急車を利
用した。以前は、搬送先が決まらずU
ターンすることがあり時間が掛かりすぎ
ることがあった。現在は患者を救急車に
乗せて、搬送先を決めてから出発した
が、それに、20分～25分くらいかかって
いた。救急で救急車を呼ぶのだから、ま
ずは富岡総合病院に搬送して、そこか
ら、治療をするか、病状に応じて再度搬
送するなどすればよいのではないか。
死亡してしまったらどうするのか。

　救急搬送については、隊員が対象者の症状・容
体を確認の上、その搬送対象者に最適と考えられ
る搬送先医療機関へ、受入可否の確認を取った
上で搬送しております。医療機関の状況如何に
よっては、必ずしも受けれいてもらえない場合もあ
り、その場合は順次、次に適切と考えられる医療
機関に搬送できるようつとめております。
　ご質問の富岡総合病院への搬送についても同
様で、受入体制が整わない状況では、搬送しても
適切な対応ができないことから、富岡総合病院に
限らない搬送対象者に応じた医療機関への搬送
を引き続き行ってまいります。
　また、富岡総合病院では、救急専任の医師は配
置しておらず、平日昼間は、各科医師が外来診
療、入院患者の診療、手術等の通常業務を行い
つつ、交代で救急業務に当たっています。また、
休日や夜間は当直体制をとり、内科系医師、外科
系医師、産科医師の限られた人員で救急対応をし
ていますが、救急患者の受入総数は、県内では一
番多いです。
　救急患者を受け入れるには、通常の業務を止め
る必要があるため、救急車の受け入れ可能か否
か、搬送前に消防より問い合わせをしていただい
ていますが、救急車の受入率９８．０％と非常に高
い水準です。
　受け入れ不可の場合には、他医療機関を当たっ
ていただくこともあります。また、病状により高崎総
合医療センター等の受診が望ましいと医師が判断
した場合、その旨を消防に伝えることもあります。
そのような場合、時間を要することが考えられま
す。

消防本部警防課

富岡総合病院



６　市民協働・行政運営　（みんなで支えあい、みんなで創る協働のまち）

　　【行政運営】

No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

1

妙義地区は、区の端から端まで４ｋｍ以
上あり、範囲が広い。留守にしていた
り、仕事を持っている者もいるので、１
人の区長では対応が困難である。区長
を専門でしているわけではなく、暇では
ない。
何かと区長を通して要望を上げることに
なっているが、職員の下請けではない。

区長さんは地区住民の代表として、区内の行政事
務を担任して頂いております。その手法、住民数、
区域の広さなど各地区により状況は様々かと思い
ます。各区で区長代理や組長等と仕事を分担する
などして、区長一人に負担が集中しないよう工夫
して頂きたい。

総務課

2

４月に区長になって、活字がたくさん送
られてくる（通知の意）。
市では会議、会議と多くて大変である。
中には行っただけですぐ終わるものも
ある。区長は忙しいので、会議を減らす
など工夫をしてほしい。

区長の負担を減らすため、チラシの広報や公民館
報への振り替えを進め、全戸配布を減らす取組を
進めていきます。また会議も各課がバラバラに行
うのではなく、区長対象の会議については、日程
を調整して同日に開催するなど来庁回数が減らせ
るような調整を強めていきたい。

総務課

3

市の美術館は、博物館の機能がないと
感じている。市外の美術館・博物館に行
くことが多い。
常設展がただ飾ってあるだけである。ま
た、妙義山関係の企画展もない。美術
部門はあるが、博物館機能はない状況
である。
資料のコピーサービスをお願いしたが、
できないとのことであった。

市の美術館は、美術館と博物館が併設されている
ものではなく、学芸員は美術関係のものしかおり
ません。
歴史・民俗など博物部門の展示は、年に数回小規
模な展示替えをしています。
各地域には歴史・民俗に詳しい方もおりますの
で、これらの方の協力をいただくことも検討してい
ます。公民館単位での展示を検討し、妙義山関係
の企画展については、妙義ふるさと美術館で対応
しています。
資料のコピーサービスについては、行っています。
お尋ねのコピーについては、コピーできない特別
な事情があったものです。

文化振興課

4

人口減少が進んでいるが、市の職員が
家を建てる時には、市内に建てるように
決めたらよいのではないか。税収も市
に入るし、人口減少をくい止めることも
できる。対応をお願いしたい。

職員それぞれに事情もあるため強制することはで
きないが、市内への居住をお願いしているところな
のでご理解をお願いしたい。

秘書課



No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

5

細かいことだが、財政難にしては、市報
の紙質が良すぎるのではないか。今日
の紙でも十分ではないか。
（資料として配布したコピー用紙のこと）

　広報とみおかで使用している紙は、次の点など
を考慮し、Ａ判44.5㎏、古紙配合率70％以上の再
生紙を使用しています。
① 両面刷りのため裏写りしない。
② 各世帯へ配布されるまでに区長さんをはじめ
何人もの方にご協力をいただくため、ある程度の
耐久性、強度が必要。
③ ①②を満たす安価な物。
　また、印刷業者に確認したところ、広報のような
ページ物の印刷・製本は、ある程度のハリが必要
であり、薄くなると静電気が発生しやすく、めくりづ
らくなるなど扱いにくく手間がかかることになるた
め、現在使用している紙は広報の作成に適してお
り、仮に薄い物に変更した場合でも契約金額に変
わりはないとのことです。
　今後も安価でより適した紙の使用に努めます。

秘書課

6

市の予算について、収入が少なけれ
ば、支出を減らすしかない。生産性や
サービスをもう一度考え直してもらいた
い。今の職員数が必要かどうかを考え
てもらいたい。
先日、難しい手続きでもないのに、何枚
も紙を書かされた。民間ではそんなわ
けにはいかない。節約できるところは、
やってもらいたい。
また、市議会議員の数などについて
は、本当にいいのか、夜やってボラン
ティアですることも一つ。削減することは
たくさんある。ぜひやってもらいたい。市
長が変わったことは、ある面、いいチャ
ンスであるので、しっかりとやってもらい
たい。

少子化・高齢化と人口減少は予想を上回る速さで
進行しており、持続可能なまちづくりを進めていく
うえで大きな課題となっています。さらに、地震や
豪雨などの自然災害や社会経済の急速な変化、
市民のライフスタイルや価値観の多様化などの対
応をはじめ、公共施設の維持や更新、限られた財
源の有効活用など、市政の効率化が喫緊の課題
となっています。こうしたことを踏まえ、適正な職員
数の確保等行財政改革を推進させ、市民の皆さ
んが、安心して暮らせる市政運営に努めます。

企画政策課

7
財政を豊かにするには、人口を増やす
ことであるが、大学の誘致をすることも
一つの手であると思うがいかがか。

大学の維持には、最低、人口15万人以上が必要
であると全国的なデータでは言われている。人口
減少が進展し、大学の経営環境も厳しい中、人口
規模が小さな本市に大学を誘致することは大変難
しいのが現状です。
しかし、高崎商科大学が市内にサテライト事務所
を設置し、学生主体のフィールドワーク等を実施し
ています。こうした事例を大切にし、引き続き、大
学との連携を深化させ、地域の活性化に努めてい
きたい。

企画政策課

8

　選挙のことであるが、来年は参議院選
挙、市議会議員選挙がある。投票所が
集約されている。これから高齢化が進
んでくるので、投票所に行けなくなること
が多分にある。投票率が下がってきて
いる中で、市はどのように考えているの
か。

　選挙人の数が減少していく中で、平成２０年に投
票所の再編を行い、統廃合が進んだ。今後の人
口の減少、かつ高齢化が進むという状況の中、投
票しやすい環境を作って行かなくてはならないと
考えている。
　市長選の時に、移動投票所を試行して、期日前
投票期間中の一日限りで時間を区切り、地域の公
会堂で実施した。その結果を踏まえて、法的な問
題も踏まえて検討していきたい。

総務課



No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

9

　市長公約であるが、いまいち入ってこ
なかった。それは、時間軸で、どこまで
達成できたかが見えてこないからであ
る。達成できたか否かを分かるような形
で市報でもホームページでも、達成度を
が分かるように表現をしていただきた
い。

　今年度、市の最上位計画である「第２次富岡市
総合計画中期基本計画」を策定します。さらに、行
政改革の指針となる「行政経営改革プラン」を策
定します。本計画には、実施計画を盛り込み、進
行管理を行っていく予定です。市民の皆さんに経
過報告を公表していくよう、準備を進めていきま
す。

企画政策課

10

　これからの市の職員像、求められる人
材はどのようなものか。ボランティアや
イベントで手伝ってもらっている人もい
る。自己防衛的、火の粉が降りかから
ないよう、内向きになっている人が出世
しているのではないか。

　地域の活動をしている職員も数多くいるが、地域
にもっと出てほしいということかと受け止めた。職
員は、市の発展のために業務している。それプラ
ス地域に出て、リーダーシップを発揮してもらいた
いと思っている。
　地域のボランティア、イベント等への参加につい
ての強制力はないが、業務に支障がない範囲で、
現在、ＰＴＡ等の役員など多くの職員が携わってい
る。自助努力により貢献している職員の把握は常
にしており、評価に値するものと考えている。
　人事異動、昇任等については、常に公平公正な
観点から実施しているところであり、偏った評価は
行っていない。

秘書課

11

①40年後に富岡市の人口が半分にな
るということはショックであった。人口減
少や財政難であるが、何か方向性が決
まっているのであれば、教えてもらいた
い。

②コンパクトシティ化をお考えかどうか
をお聞きしたい。

　学校の統廃合も含めてこれから検討していく。相
当問題が出てくると思うが、やらなければいけない
課題である。地域の皆さんの意見を聞きながら進
めていきたい。
　コンパクトシティは、長い目で見ればならざるを
得ない。将来的な方向性は、必要な公共施設は
街中にまとめていく必要があると考えている。
　また、平成30、31年度で、都市計画マスタープラ
ン・地域公共交通網形成計画を策定しますので、
その中で「まちのまとまり」の維持とそれらをつな
ぐ多様な移動手段の確保について検討していく予
定です。

企画政策課

12

　市長の所信表明を聴いたが、市長の
市政に対する真摯な気持ち、姿勢がう
かがえた。市民の声を聴いていこうとい
うことで、今回の懇談会につながったと
思う。
　以前、行政改革検討委員会があり、
市長から委嘱を受けて、各種団体や公
募の方20名くらいが参加した。色々な案
件を深く議論したが、懇談会と両面で実
施したらよいと思う。

　現在、時代の変化に沿った市民サービスの提
供、人口減少社会の克服が行政の課題となって
いる。今年度、行政経営改革有識者会議を設置
し、行政経営改革プランを策定することにより、行
政改革を推進していきます。
7月13日に有識者会議委員13名に委嘱状を交付
したところであるが、年内に5回の会議を開催の
上、協議していただき、平成31年3月に行政経営
改革プランを策定・公表する予定です。

企画政策課



No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

13

　若者支援であるが、市から一方的で
はなく、若い人から意見を聴くことも必
要である。47、48年前であるが、青年議
会というものがあり携わったことがあ
る。20代の若者が青年模擬議員として3
つの委員会に分かれて議論した。最終
的には、当時の今井一豊市長に答弁し
ていただいた。
　中学生議会でも、高校生議会でもいい
ので、議会に関心を持ってもらうことが
大切である。そこから若者支援に結び
つけてもらいたい。

　市政運営にあたっては、各世代の意見を聴きな
がら、市民のニーズにあった施策を展開していくこ
とが重要である。今回の地区別懇談会において
は、若年層の参加が少なかったので、違う方法で
の意見聴取を検討していきたい。
　中学生や高校生に議会傍聴するなど市政へ参
加してもらうことで、市政への関心を高めたり、市
への愛着が増したりするなどの効果があると思わ
れる。関係部局とも協議の上、検討していきたい。

企画政策課

14

　市の職員採用について、自動車免許
所持の条件はあるのか。危機管理のた
めに、職員は最低でも運転免許は必要
であると考えます。
　ペーパードライバーだから、運転しま
せんという職員がいると聞いたが、どう
なのか。

　採用条件に、自動車免許所持は入っていない。
これは、市役所の業務が必ずしも自動車の運転を
必要とするわけではないためである。
　運転免許証については、全ての正職員が取得し
ているが、ペーパードライバーや運転未熟な職員
がいた場合、仕事をするうえで自動車を運転する
必要があれば、安全に運転ができるように自主的
に練習を行うよう指導していきたい。

秘書課

15

　所信表明を読ませていただいたが、カ
タカナが多く、理解することが大変で
あった。スマホを見ながら意味を理解し
た。

　若者世代への支援についてである
が、子どもは夏休み中であるので、市議
会の体験などを通じて、市長や市幹部
の話を聞いて、市議会のことを知ること
が大切である。心を大切にしていくこと
が必要である。純粋な心は、将来につ
ながっていくものと思います。

　カタカナが多いことについてはお詫びします。今
後、市から発信するものすべてについて、気を付
けていきたい。
　中学生や高校生の議会傍聴、こども議会の開催
など子どもたちの市政参画の場を設けるように関
係部局とも連携して検討していきたい。

企画政策課

16

　市政懇談会でも話をさせてもらった
が、市役所の事務スペースに、机の上
にペットボトルや水筒を置いているが、
そんなに必要なものなのか。そのような
職場は珍しい。見た目が良くないので、
机の中に入れたり、足元に置いたりす
るなど、考えていただきたい。
何度か言ったこともあるが改善しない。
改善しない体質があるのではないか。

　適度な水分補給は、健康管理上からも必要なこ
とであるが、お客様の目線で見た場合に、必ずし
も好印象を与えるものではない。
　また、転倒等により、書類等の汚損やパソコン等
の故障の原因になる可能性もあるため、体調管理
上必要最低限とし、お客様から目立たないよう対
応するよう全庁的に周知する予定である。

秘書課

17

　市では、大学・企業との連携をしてい
ると聞いたが、若者の人口を増やすた
めには、学生と共同して、AIやロボット
など新しい産業のことを勉強していく機
会をもった方が良いのではないか。

現　在、5大学と連携協定を締結している。提携内
容は、人材育成、産業振興、地域づくり、雇用創
出、若者定着、スポーツ・文化振興など多岐にわ
たっている。
　官学連携の推進、地方創生の流れの中で協定
締結をしているが、行政のニーズにマッチした現
実的な事業の推進を図っていきたい。

企画政策課



　　【施設整備】

No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

1
富岡市の新庁舎の表札が小さすぎて分
からない。分かりやすい表札を作るべき
ではないか。

市役所前の県道拡幅工事の完了後、適地に設置
します。併せて、「しるくるひろば」の案内板も設置
します。

財政課

2

１組の集会所であるが、昔からの養蚕
飼育所であり、老朽化しており、屋根も
朽ちており、多くの方が集まり集会する
と、床も落ちそうであり、危険な状態で
ある。解体することに決定したが、解体
費用については、コミュニティ何とかとい
う制度での援助はあるのか。
国道に面したところであるので、人身事
故の恐れもあるので、早めに申請した
い。

現在の市の補助制度では、解体のみを対象とす
る補助金はありません。解体後の集会所の新築
時に市の補助制度を申請をして頂きたい。宝くじを
原資とするコミュニティ助成事業についても同様
で、解体のみを対象とする補助金はありません。

総務課

3

　西富岡駅前の公衆便所を和式しかな
いので、洋式にしてほしい。昨年、秋に
も要望している。市には対応をお願いし
たい。
要望をした経緯としては次のとおり。私
は西富岡駅の防犯連絡員を鉄道警察
隊と上信電鉄から委託を受けて見回り
をしている。
昨年9月に、公衆トイレを利用していた
人で腰を落として立てないでいたのを助
けたことがあった。また、もみじ平の野
球場でも同様のことがあった。

地元区長からの要望を受け、現地確認を行った。
現在他部署ともに事務調整を行っている。

環境課

4

新庁舎の自転車置き場について、職員
が停めており、来庁者が停められない
状況である。半分くらいは利用できるよ
うにしておいてもらいたい。誰のための
自転車置き場かをはっきりしてもらいた
い。

来庁者用の駐輪場は３か所あり、現状それらの全
てが満車になるようなことはありませんので、空い
ている駐輪スペースへ誘導できるよう案内を充実
させます。

財政課



No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

5

太極拳で、もみじ平体育館の剣道場を
利用しているが、冷房施設がなく、非常
に暑い状況である。クーラーなどの冷房
施設を設置してもらいたい。
バスケットボールや卓球などをしている
が、倒れてしまうのではないかと心配に
もなります。

体育館のエアコンについては、各所から要望をい
ただいています。先の話になりますが、10年後に
は、国体のハンドボール会場にもなることが予定
されている。
今後毎年このような猛暑が続く状況だとすれば、
早急にエアコン設置などの対策を考える必要があ
る。設置方法等について具体的に検討してまいり
たい。

スポーツ振興課

6

　かぶらウォーターランドは老朽化によ
り取り壊しを行った。取り壊す際には、
検討委員会を開催して協議を行った。
新たに作るには６億かかる。利用者は、
市民が１/4、県外1/4、県内市町村が
1/2とのことであった。6億の負担ができ
ないこと、負担を次の世代に残すべき
かとの議論もあった。製糸場やまちな
か、新庁舎にもお金がかかるとのことで
断腸の思いで断念した経緯がある。

　衛生施設という迷惑施設の代わりに
地元関連の施設ということで作ったが、
施設を壊すのとは別に地元に還元でき
るようなものを作ってほしいということで
あった。検討してもらうはずになってい
るが、どうなっているのか。

　かぶらウォーターランド跡地の再利用について
は、新しいし尿処理施設の建設工事、福島１８区
や田篠区の地元の地域振興事業と関連付けて、
地元の皆さんの意見も聞きながら、市民町民の福
祉の向上が図れる利用計画の検討を進めてい
る。

※今年度、田篠地区では、地域振興事業の取りま
とめを行っているところである。

衛生施設組合

7

①衛生施設は必要であり、なければ困
る施設であるが、できることなら近くに
作ってほしくないものである。プールを
壊すとき、跡地に再利用できるものを検
討してほしいとの約束事があったがい
かがでしょうか。

②半分納得いかないが、地元還元、東
富岡に住みたいという地域にするよう努
力しているので、よろしくおねがいした
い。

　かぶらウォーターランド跡地の再利用について
は、新しいし尿処理施設の建設工事、福島１８区
や田篠区の地元の地域振興事業と関連付けて、
地元の皆さんの意見も聞きながら、市民町民の福
祉の向上が図れる利用計画の検討を進めてい
る。

※今年度、田篠地区では、地域振興事業の取りま
とめを行っているところである。

衛生施設組合

8

　公営の温水プールの設置をお願いし
たい。昨年、かぶらウォーターランドが
閉鎖され、利用できるプールは夏季の
みの市民プールしかない。
　高齢者が増加している中で、健康維
持が課題であり、医療費の削減にもつ
ながる。小、中学生の体力向上にもつ
ながる。歩行訓練にも有効である。
　子供たちが楽しむプールがなくなって
しまったので、前向きな検討をお願いし
たい。製糸場予算を高齢者や子供へ有
効活用してもらいたい。

　今ある施設のインフラ更新も厳しい状況であるこ
とをご理解いただきたい。何が本当に必要である
か、優先順位を決めて取り組んでいきたい。ランニ
ングコストもかかる事業でもあるので、しっかりと
見極めて取り組む必要があると考えている。
　現在の市民プールは昭和40年に建設され、既に
５０年以上経過しており、老朽化のため設備改修
に毎年多額の費用を投じている状況です。数ある
体育施設も多くが老朽化のため改修が必要に
なっております。温水プールは、設置後の運営経
費も年間を通して必要となり、後年度負担も多額
となることから、富岡市の公共施設全体のあり方
を検討する中で一緒に考えていく必要があると認
識しております。

スポーツ振興課



No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

9

　市庁舎前の東屋であるが、屋根に穴
が開いている。設計の段階でおかしいと
考えなかったのか。雨が降る中、傘を
持って立っていた人がいた。意味がな
いのではないか。

　８月中に東屋の屋根の穴をふさぐ工事を実施
し、使いやすい施設に改善します。

財政課

10

　大阪の地震では、ブロック塀の倒壊に
より小学生4年生が死亡した。富岡では
対応する必要があるのか。すぐに実施
するのか、今後の予定を教えてもらいた
い。

　市内の小中学校全１７校について緊急点検を
行った結果、１０校においてブロック塀が存在し、
そのうち富岡小学校、一ノ宮小学校、吉田小学校
の３校において、現在の基準に適合せず、劣化等
も進んだものがあったため、解体撤去又は補強工
事を行うことといたしました。
　富岡小学校については、プールの南側と東側の
ブロック塀を撤去しフェンスを設置、一ノ宮小学校
については、校庭東側のブロック塀を撤去しフェン
スを設置、吉田小学校については、体育館南側の
ブロック塀を鉄骨により補強します。工事は、３校
とも夏休み中には完了します。　なお、その他の学
校のブロック塀については、安全性に問題はない
と考えております。

教育総務課

11

　公民館の増築については、すでに市
には依頼しているが、優先的にすべき
案件が多く、そちらを実施してから協議
したいとの回答をもらっている。地区内
での全体会議となると、廊下にまではみ
出して会議室に入りきらないこともあ
る。
　人口も増加しているので、優先順位を
つけて対応をしてもらいたい。

　人口は増加はせず確実に減少します。地域全体
の会議については、年間数回ということであれば、
隣接する小学校に協力をいただくなどで対応する
とか、会議のスタイルを変更するなど、現状の会
議室で収まる方法等を検討していただきたいと思
います。増設や改修の予定はございません。

地域づくり課

12

　総合福祉センターの設置について、新
設による整備、公共施設の統廃合によ
る利用、耐震性補強による延命化の整
備を視野に入れて3つの選択肢から検
討いただきたい。
なお、市内小学校は50年経過している
が、今後は木造建築でお願いしたい。
　戦後各地で植林が行われたが、市内
には、50～60年前に植林した木があり、
今が切りごろである。県でも県内産材を
使うと優遇制度がある。林業の振興、林
業経営の活性化、間伐・枝打ち・下草刈
りなどが行われ、花粉が飛びすぎない
ようすることもできる。
　木造建築は第２の産業革命とも言わ
れており、技術が進歩している。世界で
は、木造建築での高層建築も可能と
なっている。木造建築は、地震に弱い、
火災に弱いと言われているが、
　日本での先進的な経営をしている「山
形県の株式会社シェルター」であるが、
書き留めていただき、研究していただき
たい。

　総合福祉センターについては「新設による整備」
や「公共施設の統廃合による再利用」を視野に、
総合的な健康づくり・子育て・高齢者・障害者支援
サービス等の拠点として、誰もが安心して利用い
ただける施設の整備、設置を目指してまいりま
す。
　また、北原市営住宅の建て替えにあたり周辺住
宅との調和を取るため、木造２階建て２棟（８戸）
で計画しております。
なお、平成３０年度中の完成予定です。
　校舎等への木材利用の有用性については認識
しているところであり、今後の学校建築では、防災
面における建築法令の規定の範囲内において、
木造で建築することも選択肢の一つとするととも
に、内装などに木材を多用することについても積
極的に検討して参ります。

健康推進課

建築課

教育総務課



No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

13

　費用対効果から考えて、市立美術館
である。しょっちゅうインフォメールが届
くが、メールが来たからといって、行くか
という気にはならない。
　費用対効果を考えて、早急に市立美
術館の休館を検討してもらいたい。

　美術館が単なる鑑賞の場にとどまらず、市民の
皆さんに親しまれ、誇りに感じられるような施設の
活用に取り組んでいる。
　平成30年度からは実行委員会を立ち上げたり、
収蔵品を利用するなど、極力経費をかけない企画
展を展開している。
　富岡市美術博物館・福沢一郎記念美術館協議
会（年2回開催）にて、委員から出される意見、提
言を踏まえ、「今後のあり方と運営方針（仮称）」を
今年度中に作成したい。

文化振興課

14
　中高瀬観音山遺跡付近には、濃香谷
の所からの道と高速道路の側道がある
が、新しい道を作るのか。

　今年度、観音山遺跡の整備に伴う基本計画を策
定する。策定にあたっては、検討委員会を設置
し、適正な事業規模、内容としていく計画である。
　具体的な道路や排水計画、公園としての活用等
は、その中で検討していく。
　なお、関連予算を9月定例会に補正予算として計
上した。

拠点整備課



　　【財政】

No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

1

５月号広報で市の財政状況が掲載され
ていた。
市債として、一般会計130億円、特別会
計77億円があり、合計208億円である。
また、市有財産として、基金が約99億
円、証券その他で99億円の合計198億
円がある。単純に借金から財産を差し
引くと、198億円（市有財産）－208億円
（市債）でマイナス10億円となっている。
市長は危機感を持っていることに安心
しました。特別会計も含めて考えられる
と思いますが。
31年度の一般会計において、財政収支
の黒字化を目指していくのか。将来世
代にツケを残さないようにするのか基本
的な見解をお聞きしたい。

持続可能な富岡市を目指していかなければならな
いが、財政は厳しい状況であります。
今後、単年度収支の黒字化を目指して、引き続
き、最適な財源配分と起債の抑制を行っていきま
す。

財政課

2

①29年度にガス事業譲渡（26億6,000万
円）、各種基金（11億円）について、併せ
て37憶円をどこに使ったのか教えてい
ただきたい。

②竹下内閣の時のふるさと創生基金の
1億円の残金はいくらあるのか。

③ふるさと創生基金は繰入金の中に
あったはずだ。目的が違うが何に使った
のか。

①ガス事業の清算金は、全て社会資本等整備基
金に積み立てを行いました。

②ふるさと創生基金の平成29年度末残高は0円で
す。なお、平成30年度中に基金を廃止します。

③平成29年度は、七日市駅舎整備や乗合タク
シーの車両購入、デマンド運行の拡充に向けた経
費など公共交通対策に使わせていただきました。

財政課

3

①予算説明書であるが、財源充当が非
常にラフである。
都市計画税は目的税であるが、どこに
使っているのか分からない。市民が見
て分からない。都市計画税（2億3,000万
円）は何に使っているのか。

②予算説明書を見ても分からない。新
市長が来たからには予算説明書を変え
てもらいたい。財源を何に使ったのか、
財源充当欄を設けてもらいたい。

①都市計画税の使途については、他の目的税を
含め、総務省から明示を求められているところで、
現在は、当初予算書に使途を明記しています。
(H30当初予算書のP.17に掲載あり)

②予算書は、総務省が定めた様式を基に作成し
ていますので、大幅に変えることはできませんが、
それ以外の方法で財源充当がわかりやすくなるよ
う努めてまいります。

財政課

4

　昨年の市政懇談会では、富岡市の財
政は健全であると前市長は言ってい
た。今日の話では、財政問題について
不安を覚えたが、財政を健全、安全に
運営をしていただくようお願いしたい。
　市長公約の中に取り入れてもらいた
い。

　健全で安定した持続可能な財政運営が続けられ
るよう、しっかりとした財政計画を作り、過度に将
来負担をかけないよう管理していきます。

財政課



No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

5
　土地開発公社はまだあるのか。あると
すれば借入残額、保有面積はどのくら
いか。

　富岡市土地開発公社は健全経営であるため、
借入残額は無い。今後も「公拡法」に基づき公共
用地等の先行取得や住宅用地、工業用地等の造
成を行っていく。

産業振興課

6

①合併前の旧妙義町の水利権はどの
ようになっているのか。5000人分の水利
権はどうなっているのか。

②市民満足度調査のアンケート結果で
は高得点であるが、全部を手放したの
は問題ではないか。手放すべきではな
かったのではないか。議会に報告はし
ているのか。

　旧妙義町におきましては、不足する水を安中市
から購入していたのであり、水利権を持っていた
訳ではありません。さらに、碓氷水系に水利権は
持っておりませんでしたので、手放すも何もしてお
りません。
したがって、議会に報告を行う内容ではございま
せん。

水道局施設課

7

①4月号広報の予算体系で、「世界に誇
る地域資源を活かした力のあるまち」
では、予算が14億737万円である。市と
して、これから、工業団地の整備など具
体的なことが分かれば教えていただき
たい。

②工業団地を造成するようだが、このよ
うな企業が来るとか教えていただきた
い。

　企業誘致により多くの雇用を創出し、地域経済
を活性化させるため、H30年度から工業団地整備
事業特別会計を設置して、スピード感を持って展
開しています。
　また、現段階では公表できませんが、企業誘致
条例に基づき進めていきます。選考にあたって
は、当然ながら進出希望企業の経営内容、市内
企業への波及効果、環境への配慮等総合的に評
価・検討する必要があります。

財政課

産業振興課

8

　人口動態については、20年先、30年
先の推計がされているが、それに併せ
て、大まかで良いが、市の収入につい
ても、10年先、20年、30年先の状況を明
らかにしていただきたい。よろしくお願い
したい。
　私の組では、21軒あるが、30年先に
は、戸数が半分になると思う。1人世帯
も増えるし、将来、一人世帯が大変を占
めるようになると思う。
　財政状況が厳しくなることを分かって
もらうためにも、市の収入の動向につい
て載せてもらいたい。

　的確な財政推計を作成し、市報等でお知らせし
ていきたいと思います。

財政課



　　【移住定住】

No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

1

ＩＨＩ株式会社には、2,000人が働いてい
るものの、ほとんどが市外から通勤して
いる方が多い。なるべく、小野地区に住
んでもらいたい。対応していただくようお
願いしたい。

教育面を考えて、高崎に住んでいる実態もある
が、教育やまちづくりなど富岡に魅力を感じていた
だけるようなまちを作っていきたい。
移住定住促進奨励金は、家を取得した場合に取
得価格の３％（上限あり）を交付するものですが、
移住者が市内企業に勤めている場合は加算措置
（10万円）があります。このようなことを企業にＰＲ
していきます。

産業振興課

2

若者世代の充実支援の移住定住促進
奨励金について、3人の子どもがいる
が、今後も継続していただくとともに、支
援金額も増額していただきたい。

移住定住促進奨励金は制度上、今年度までのも
のとなっております。来年度以降は、今までの実
績を検証したうえで、継続の可否を含め制度内容
の検討をしていきます。

産業振興課

3

　人口減少対策として、いろいろな方策
があるが、移住定住促進奨励金や借り
上げ住宅が紹介されていたが、人口を
増やすためのその他の方策はないの
か。
　他自治体の方策として、市民税の軽
減、固定資産税の軽減を聞いたことが
あるが、どのように考えるのか教えても
らいたい。

　人口減少対策については、移住定住促進奨励
金、移住者用市営住宅の確保をはじめとして、
様々な移住定住関連施策を実施しているところで
ある。
　ただ、抜本的な対策が出来ていない部分もある
ので、出生率の向上、子育て支援、雇用の場の拡
大、地域経済の活性化、まちの魅力向上など幅広
く、市として総合的に検討して対策を実施していき
たい。
　提案いただいた移住者に対する市民税や固定
資産税の軽減については、人口流入の効果と市
税減収との両面から検討していきたい。

企画政策課

　　【情報公開】

No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

1

　情報公開については、きめ細かく進め
ていただきたい。市民の間では、富岡製
糸場関係に予算を使いすぎているの
で、市道の改修や保健センター建て替
え、生活基盤、社会保障ができていな
い、優良企業の誘致も進んでいないと
いう声も聞く。
　富岡製糸場関係の運営について、市
民が知らなくことが多い。
　まちづくり会社、観光協会の決算や事
業内容、仕事内容について分からな
い。広報に載らないなど影の部分が多
いので、市民の知りたい事項でもあるの
で、透明化してもらいたい。

　観光協会や㈱まちづくり富岡については、事業
の内容により市の予算から負担金、業務委託料を
支出している。それぞれ独立した法人、会社であ
るので、今後どのような形で情報公開できるか検
討したい。

観光おもてなし課



　　【その他】

No. 意見・要望など 市の対応
対応
担当課

1

市長は激務であると思います。地元で
は、副市長はおかないのかと言われて
いる。妙義地区の要望として、ためにな
る副市長をおいてもらいたい。要望させ
ていただきます。

要望として承らせていただきます。 ―


