
【日　時】令和２年７月１５日（水）午後6時30分～午後8時20分

【場　所】ニュータウン中山地区多目的集会施設

【参加者】２０名

１.開　　会

２.あいさつ

　町　長

　区　長

　地元町議会議員

３.職員紹介

４.懇談会概要説明

５.町の重点事業等について

　・町民福祉課（特定健診・各種がん検診、新型コロナウイルス感染予防に関する協力依頼）

　・事業課（矢祭山親水広場造成工事、地域おこし協力隊の活動について、矢祭もったいないプロジェクト）

　・教育課（GIGAスクール構想）

　・議会事務局（業務説明・・・・・議会運営全般、監査委員事務局に関すること）

　・出納室（業務説明・・・・・町公金の収入・支出に関すること）

　・自立総務課（第６次総合計画の策定）

６.懇談会

＊要望書の要望・意見

③

②

ニュータウン内各所とSMC第２工場
へ行く道路脇には、中学生卒業記念
植樹が植栽されている。手入れがさ
れていないので、年１～２回の草刈
りをお願いしたい。

➀

人口減少対策の施策を問う。町への
転入促進活動の具体的な対策をどの
ように実施していくのか。

本町では、結婚祝い金や赤ちゃん誕生祝い金など、町独自の支援
策を講じて参りましたが、死亡が出産を上回る自然減と転出が転
入を上回る社会減が重なり、人口減少が徐々に加速している状況
であります。２０６０年の人口を４,４００人と目標設定してお
り、目標達成のための施策として、固定資産税を軽減する「二・
三世代同居支援事業」など、経済的支援を行い定住を図っていま
す。また、県と連携した移住相談窓口の開設、「八溝山周辺地域
定住自立圏」や「しらかわ地域定住自立圏」の地域間交流で交流
人口の増加を図っています。この他、FIT構想推進協議会の構成
団体とも連携を図りながら首都圏等との交流人口増を図る施策等
に取り組んでいます。

【鈴木自立総務課長】
植栽した樹木の管理については、平成２５年度までは行っており
ましたが、平成２６年以降、ニュータウン内は草刈りを行ってい
るものの、SMC第２工場に通じる町道沿いについては、ご指摘の
とおり手入れが行き届いていない状況でございます。記念植樹を
された皆様に、郷土への誇りと情愛を持ち続けていただくため、
今後はSMC第２工場に通じる町道沿いについても、しっかり管理
して参りたいと思います。

【鈴木自立総務課長】

ニュータウン中山区まちづくり懇談会　　　会議録

投票率を上げるためにも、開発セン
ターではなく、選挙投票所をニュー
タウンの多目的集会所に設置できな
いか？

投票区の変更については、町選挙管理委員会の議決事項となりま
すので、この場で新たな投票所についての明確な回答は控えさせ
ていただきたいと思いますが、昨今の有権者の減少に伴いまし
て、町選挙管理委員会では、効率的な選挙管理と執行経費削減の
観点から「投票区の見直し」について、検討を始めたところであ
ります。こうしたことから、新たな投票所の設置については、難
しいものがあるかと思いますが、近隣町村の状況を勘案しなが
ら、町選挙管理委員会において見直しを行っていただきたいと考
えております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【鈴木自立総務課長】
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⑬
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町内における各種スポーツの活動状況を踏まえながら、まずは既
存の施設を有効に活用していくための手立てについて、検討して
いきたいと考えております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【高橋教育課長】

矢祭霊園の改良工事の予定と内容

フェンスに大量のツタが絡まってい
るので除去して下さい。

SMCに確認したところ、商品・資材の搬入・搬出をする業者の方
には、ニュータウン中山区内の町道は通らないように指導してい
るとのことです。今後も、ニュータウン中山区内の町道は通らな
いよう指導してくださるように話をしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【大森町民福祉課長】

国道３４９号改良工事の中で、県と公安委員会との協議で交差点
に信号機は必要ないと判断されたと聞いております。そのことを
踏まえ、朝・夕の交通状況をみながら信号機が必要かどうか検討
した上、町として公安委員会に要望するかどうか検討してまいり
ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【大森町民福祉課長】

中山霊園法面補修工事については、現在測量設計を委託しており
ますので、１０月以降の工事発注になるかと思います。この工事
は、中山霊園の法面がイノシシによってあらされたので、法面の
補修とイノシシ対策の電気柵等の設置工事になっております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【大森町民福祉課長】

町道の管理者として、白線の引き直しは対応していきます。た
だ、他の地区からも同様の要望があり、一括して発注した方が効
率的であると思いますので、実施時期についてはお任せいただき
たいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【古市事業課長】

現地を確認のうえ、土砂等の除去を実施します。具体的な場所が
分かれば教えていただきたいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【古市事業課長】

シルバー人材センターに依頼し、早急に対応します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【古市事業課長】

高齢者の健康維持に対する対策・
サービスの充実をして頂きたい。ま
た、少子高齢化対応をどのように進
めるか問いたい。

区内の一部に非常に暗く危険なとこ
ろがある、且つ段差もある歩道なの
で照明の設置をお願いしたい。

ニュータウン集会所前の交差点に防
犯カメラの設置をお願いしたい。ま
た、町内には何カ所の防犯カメラが
設置されているのか問いたい。

国道３４９号とSMC第２工場入口の
交差点に信号機設置を要望します。

消火栓・ホース等格納場所の確認、
点検が行われていないように見受け
るので、確認・点検を行って欲し
い。

ニュータウン内道路を通行しSMC第
２工場へ行くトラック等について

土砂や異物がたまっている調整マス
が４カ所位あるので、除去して下さ
い。

各種スポーツが多人数で出来る多目
的総合運動施設の設置を望む。

ニュータウン中山内の町道の通行車
線の白線の引き直しが全部完了して
いないので、実施して下さい。

高齢者の健康維持に対する対策・サービスですが、各公民館での
地域サロンや温泉サロンの開設、保健福祉センターでのトレーニ
ング機器を使った筋肉づくり講座や介護予防運動教室等を開催し
ております。また、IP・地域住民による安否確認や高齢者の足の
確保のためのタクシー代助成事業などを進めております。少子化
対策については、結婚支援を行う「プロジェクトY事業」や「結
婚祝い金事業」、子育て支援として「すこやか赤ちゃん誕生祝い
金事業」などの支援を行っております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【大森町民福祉課長】
防犯灯設置については、防犯協会各支部が予算の範囲内で、各地
区の要望により優先順位を付けて行っているものです。ニュータ
ウン中山区からは、平成２９年度に７ケ所の設置要望があり、う
ち４ケ所の設置をしたと聞いております。今後は、他の地区と優
先順位をつけながらの設置となると思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【大森町民福祉課長】

プライバシーや管理するための経費の問題から設置については、
今のところ難しいと考えております。また、官公庁関係では小中
学校、役場、中央公民館、開発センター、保健福祉センターに設
置されております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【大森町民福祉課長】

通常地元の消防団が点検等を行っています。点検は、消火栓より
水を出したり備品が壊れていないか、不足がないか等確認しま
す。地元の消防団に確認したところ、年に１回程度点検を行って
いるとのことでした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【大森町民福祉課長】
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現地を確認し、対応を検討します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【古市事業課長】

６月定例議会で、測量設計委託料を予算化しました。現在、発注
に向けた作業中です。早期に事業費を確定させ、９月定例議会で
工事請負費を補正した後、復旧工事を行う予定としています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【古市事業課長】

現地を確認し、対応を検討します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【古市事業課長】

専門家にみてもらい、追肥等行い、病気になってしまっている株
については撤去します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【古市事業課長】

現地を確認し、滑り防止対策にはどのような方法が良いか検討し
たいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【古市事業課長】

台風１９号によるニュータウン中山
の崩落箇所の調査結果は。

ニュータウン中山の町道の法面が崩
れ水と土砂が遊水地に流れ込んでい
ます。調査して下さい。

au携帯電話施設入り口の土砂撤去を
お願いします。

国道から宅地に入るメイン道路わき
には、つつじが植栽されている。病
気に侵された状況になっている。伐
採するか新規に植栽するか対策を講
じていただきたい。

集会所前の交差点へ向かう歩道は非
常に危険である。全面的な舗装の修
正（張替）をお願いしたい。通学路
の一部でもあり、安全対策の面から
も早急に対策を要望する。

集会所前のあずまやの屋根下にある
テーブルの劣化が激しい。早急に対
策を講じていただきたい。

集会所、敷地内の「あずまや屋補
修」のお願い

不在地主に草刈りを徹底させて下さ
い。
⇓
１０年以上も放置している方もい
る。これまで町は所有者にどのよう
な方法で話をしてきたのか？

ニュータウン内の側溝からの悪臭改
善

ニュータウン内、北公園内のイノシ
シによる陥没箇所の改善及び公園の
刈草放置の改善

町としては、年２回（５月と７月）所有者の方に草刈り等の維持
管理をしていただくよう通知を出しているところです。また、遠
くにお住まいで草刈りに来れない方については、有償になります
が、年２回草刈り等の維持管理をしていただける方を紹介してい
ます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【古市事業課長】
⇓
これまでは、郵便のみでしたので今後は電話にて改めて維持管理
に関し話しをしていきたいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【古市事業課長】

集水桝の土砂が溜まっていて、水が流れないことも原因の一つか
と思いますので、まずは現地を確認します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【古市事業課長】

陥没箇所については、現地を確認し、対応を検討します。公園内
の刈草については、乾燥させ減容化した後撤去します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【古市事業課長】

商業用地として、集会所北側に一区画設けてありますが、買い手
がいない状況です。生活用品の買い出しが大変だということにつ
きましては、まちの駅において「買ってくっぺ便」という買い物
支援を行っており、平日の９時から１１時までに電話でご注文い
ただければ、その日の２時から４時までの間に配達するサービス
がありますので、今月号の広報やまつりにも記事を掲載していま
すので、ご確認いただければと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【古市事業課長】

ニュータウン登り口右側の池の清掃

森林環境交付金事業で新たなテーブルを設置するよう、担当に指
示してあります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【古市事業課長】

あずま屋本体については、まずは腐食防止のコーティング塗装で
対応できないか、あるいは修繕しないといけないか、建て直さな
ければならないかなど、専門家にみていただこうと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【古市事業課長】

排水口にゴミが溜まっているようですので、現地確認のうえ、渇
水時期を待って対応したいと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【古市事業課長】

ニュータウン内における商業施設等
の設置
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＊要望書以外の要望・意見

㉙

㉚

㉛

７.その他

８.閉会

町営の体育館を夏場利用するととて
も暑く、何か対応をお願いしたい。

立ち木も大きく育ち、高さも電柱を
超え、中には枯れ木となりいつ倒れ
ても不思議でなく、危険度はあると
承知していると思います。対策をお
願いします。

町所有の土地に太くなった木がフェ
ンスから生えている。地域活動では
なかなか難しいので対応をお願いし
たい。

交通安全の黄色い旗について
（壊れた旗が、景観上よくないと思
うので何か他の方法がないのか？）

現地を確認し、ご指摘の枯木の他にも伐採した方がいいと思われ
る木もあるので、早急に対応します。
　　　　　　　　　　　　　               【古市事業課長】

専門家に依頼したいと思います。
　　　　　　　　　　　                　　【古市事業課長】

黄色い旗に関しては、常時吊るすのではなく、交通安全週間の間
だけ吊るす方が効果があるとも言われております。この件に関し
ては、警察署長と話してみたいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　                【町長】

夏場の利用で暑さにより熱中症になってしまっては大変ですの
で、どのような方法があるか検討したいと思います。
　　　　　　　　　　　　　                【髙橋教育課長】

ニュータウン交差点から第２工業団
地に行く方の交差点、工業団地から
下りてきた側に「止まれ」の道路標
示を付けて欲しい。

「止まれ」の標示は、法定外の標示ですので、公安委員会の意見
を参考にしながら検討したいと思います。
　　　　　　　　　　　　　                【古市事業課長】


