
担当部署 地区 市の回答

免許がないと困るが、具体的にどんなことを
やっているか。

磯部
岩野谷
安中
坂本・入牧
後閑
松井田
臼井

免許を返納した場合、

・写真付きの身分証明がなくなるので、それに代わる運転経歴証明書を群馬県公安
委員会で発行できます。申請は安中交通安全協会で行え、手数料として1,000円の
負担がありますが、その金額を市が負担します。
・免許返納時にタクシー利用券（6,000円相当分）の申請ができます。審査後、対象
者には後日タクシー利用券が郵送されます。
・運転経歴証明書を提示しますと、県のタクシー協会に加盟している会社は10％タク
シー代が減額されます。

旧松井田地区で巡回バスやコミュニティーバ
スなどを出してもらうと免許を返納がしやすい
と思うが。

坂本・入牧
細野
九十九

総合計画のためのアンケートでも公共交通機関の見直しと医療機関の問題への要
望が多く、なおかつ満足度も低くなっています。松井田は定期のバスが走っていな
いのでタクシーを利用せざるを得ない状況も伺っております。公共交通機関の見直
しの中で、コミュニティーバスの提案もいただきましたので、今後いろいろと検討させ
ていただきます。

信越線の本数も減っている。今後、高齢者の
生活が狭まるのではないかと思うのでそのあ
たりを聞きたい。

安中 信越線は乗降客の関係で２本くらい減便となっています。学生も困ります。できるだ
け市民の皆さんに乗っていただくよう、公共交通機関の再編成の検討の中で信越線
と結びつけてどういった形でできるか検討していきたいと考えています。

返納すると買い物、通院などが不便。小さい
バスにして走らせる回数を多くすると利用者
に便利になるのではないか。検討を願いた
い。

磯部 今安中市の公共交通を見直そうということで検討会議を立ち上げる準備をしていま
すのでいろいろとご意見をいただければと思います。

あっちこっちから聞こえてきて、何を言ってい
るかわからない。聞き取れない。

磯部
板鼻

聞き取りづらい地域には現地で聞き取り調査を行い、状況に応じてスピーカー
の角度を変更するなどの調整を行っています。
また、通話料無料の防災行政無線テレホンサービスや、防災行政無線とほぼ同
様の内容を配信する市メール配信サービスを案内していますので、あわせて利
用していただきたいと思います。

他の市町村では、時報みたいに放送を流し
ている。聞こえ具合のチェックにもなるので、
流した方が良いのではと思うが。

磯部
岩野谷

旧安中市地区は以前に定時放送についてのアンケートを行い、その結果必要な
いとの意見が多数であったことから、定時放送を中止した経緯もあります。
様々なご意見がありますので、今後も検討していきます。

防災無線を利用して昼とか３時に音楽を流し
て、体操をしたらどうか。

坂本・入牧 防災行政無線は災害が発生するおそれがあるときなど、緊急性および重要性が
高い情報を放送しています。音楽などを放送することにより、緊急かつ重要で
はない放送が多くなり、本来伝えなければならない緊急情報を聞き流してしま
うことが懸念されます。そのことから、その地区全ての住民が賛同するなど、
条件や規約などを含めて総合的に研究していきます。

防災無線について

総務部

タウンミーティング意見・要望一覧表（ホームページ用）
意見・要望

高齢者免許自主返納
奨励事業について
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担当部署 地区 市の回答

タウンミーティング意見・要望一覧表（ホームページ用）
意見・要望

自主防災組織につい
て

区長をしている。去年から区で避難訓練を実
施している。その際に、すでに区という単位が
あるのに、さらに細分化して自主防災組織と
して組織化をしていないと、補助対象になら
ない点がひっかかる。
改めて規約をつくり、役員をおいてというのは
どんなものか。１つの区でやっているときには
もっと気楽に活動した方が良いのでは。

岩野谷 自主防災組織は災害対策基本法で組織の充実を図るように位置づけていて、市だ
けでなく国や県も組織結成の推進を行っています。避難訓練を実施しているというこ
とで、すでに自主防災組織の活動はできているようですので、新たに組織を結成す
るのではなく、現状の区単位で規約などを作成し市に提出していただければ認定組
織になります。認定組織になりますと訓練などに補助金の交付や避難行動要支援者
名簿の活用なども可能です。

板鼻防災センターにつ
いて

板鼻に防災センターができるという話を聞い
ているがどうなっているか。

板鼻 当面高台に駐車場を整備した運動公園を作る話を進めています。農振除外の手続
き、用地買収契約、所有権移転登記などが終了しました。しかしながらその場所は
文化財の調査が必要となっています。今年中に調査を終了し、年明けには造成工
事に着手、来年は完成させたいと思います。

駅のバリアフリー化に
ついて

お年寄りなどが楽に行き帰りできるよう駅のバ
リアフリー化をお願いする。

東横野 現在安中駅で実施しており、JRに国、県、市の3者で補助金を出し合って進めていま
す。乗降客が多い駅、一定数の基準を上回った駅が対象となっておりますが、今後
JRに対象とならない駅も含めて強く要請をし、早期にバリアフリー化できるよう努力し
ていきます。

５つのまちづくりについ
て

５つのまちづくりのなかに、安心して長生きで
きるまちづくりとあるが、お年寄りに対しての
事業があまりない。お年寄りに対しての事業
を検討してもらいたい。

後閑 現在行っているお年寄りに対しての事業も継続的に行っていきます。それに加え
て、安中元気いきいき体操や高齢者の活動を支援していくものをさまざまな角度から
考えます。子育て支援拠点事業についても高齢者の方も利用できるようにするなど、
さまざまな世代が関われるようにしていきます。

松井田横川地区のバ
ス運行について

松井田横川地区で、バスが通っていないこと
が大変との声が高齢者の方から出ている。公
共交通機関は電車があるが、駅の階段や段
差なども多くあるため、バスの利用を要望した
い。

松井田 駅の段差について、現在安中駅において段差などの解消の工事をしています。JR
が主体となり行っていますが、乗降量数の多い駅を優先しているため、松井田地域
の駅は遅れてしまっているのが現状です。バスの関係は見直しを進めています。効
率性の問題もあり、なかなか改善とまではいかないかもしれませんが、できるだけ市
民の皆さんが有効に活用できるようにしていきたいと思います。

支所の機能について 安中と松井田が合併したことで、市役所など
に出向く機会が多いが、以前よりも支所の規
模が縮小している。現状だと本課のほうに行
かないと結論が出ず、支所でそのまま結論が
出るように規模をもう少し大きくしてほしい。

西横野 　今現在、行政改革の時代であり、人数を減らしていることも事実です。ただ、地域
の人に対しては、ワンストップで対応できるようにこれからも体制作りをさまざまな角
度から検討していきたいと思います。

財政について 広報に掲載されていた借入金については、
市の借金ということか。合併したときに両方で
多くの借金があったが、10年ちょっとで借金
がさらに増えたことに関して財政破綻してしま
うような認識はあるか。借金を減らす工夫など
はないか。

西横野 借入金については市の借金です。当初予算の額を超えるものになっています。イン
フラを整備するときに、その時代に生きている人のみの税金でまかなうとその人たち
だけの負担になってしまうので、平等に負担してもらうという意味と資金を得るために
市債を発行しています。借金の返済は毎年30億円くらいしていますが、これが増え
ると通常の事業をするのにも支障が出てくるので、どこまで借金ができるか、何年で
返済するかわかっているのでそれを含めて事業は選択しています。市民の方からさ
まざまな要望がありますが、順番をつけさせてもらい、財政が継続できる範囲内で借
金をしていくようにしています。

総務部

財務部
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担当部署 地区 市の回答

タウンミーティング意見・要望一覧表（ホームページ用）
意見・要望

各事業について 国の予算をひっぱってきた事業があるとのこ
とだが、国や県の予算で行う事業は補助がな
くなったら継続していくのか。意気込みを聞き
たい。

細野 市の財政事情も厳しい中で、国や県の使える補助を活用して市の事業を進めて行
きたいと財政当局とも話をしています。確かに数年で終了してしまう事業もございま
すが、良い事業は継続していく意気込みでやっております。

市営墓地について 市営墓地について。アンケートをとって、結果
もでていると思うので、候補地を絞って進めて
もらいたい。

安中 昨年度の市民アンケートをもとに検討させていただいています。今年度から候補地
を絞るため現場を確認する作業にはいっています。公園として整備した中で墓地を
確保していくためには、一定の広さも必要となりますので、早急に建設する市営墓地
の方向性を定め、候補地を絞ってまいりたいと考えております。

ＤＶ対策について DVで市外から逃げてきた人の待避所がある
かどうか。空いている市営住宅を使うのはどう
か。

後閑 専門の相談窓口を平成28年12月に設置しています。実際に逃げてきた人などに対
し、状況に応じてシェルター（市の施設ではありません）の紹介をしてますが、空いて
いる市営住宅等の使用も可能です。

地蔵峠の不法投棄場
所について

地蔵峠の不法投棄のビニールが何カ所か破
れている。あそこの場所は秋間の水源です。
秋間の水源を汚されてそのままにしている。
市として調査などをしているか。地蔵峠は秋
間を通るたったひとつの県道なのにふさがれ
てしまっている。昔のように自由に通れる道に
してもらいたい。

秋間 不法投棄の場所は県と市で外に流れ出ないように 環境に影響を与えないように幕
（シート）を張っています。今年も現地を見てきました。少し幕（シート）にもへこみが
出てきたり、破れそうなところもありますので、継続的に監視して環境に影響が出な
いようにしていきたいと思います。ただしあそこは個人の土地なのでそれ以上の対策
が今はできないのが現状ですが当面は漏れ出さないようしっかり対策をとっていきた
いと考えております。

結婚支援事業につい
て

安中市は出会いの場がない。安中市で出会
うのは難しいため、全国まで範囲を広げてい
る。しかし、子育ては地元である安中市で行
いたいので、婚活支援事業について期待し
ている。

松井田 結婚支援関係について市では29年度から、未婚化・晩婚化に対する取組として、結
婚を希望する独身の男女のために出会いの場を提供する事業へ補助をするなどの
支援策を実施しています。

建物ができました、利用者がありませんとなら
ないようにしてもらいたい。子育て支援を柱に
しているのだが、安中市全体を見ると学童が
あるが、狭いところで運営している場所もある
ので、今後の建設などの計画を立案しておい
てもらいたい。

磯部 子育て支援拠点ですが、設計業者を決めるときにも市民の意見を聞くことを条件に
しています。大人も子どもも利用できる施設にしたいと考えています。
学童保育に関してですが、今課題となっている地区が安中と九十九です。安中はい
まできることを検討しています。その次が九十九となります。今後も協議していきま
す。

老若男女みんながまた行きたくなる公園をぜ
ひ作っていただきたい。

原市 周りをウォーキングしたり、ボランティアさんがいたり、大人たちがいつも見守っている
公園を作っていきたいと思います。
現在地域の方、子育て世代の方、まちづくりを考える方々などで、設計のワーク
ショップを行っています。ぜひご意見をいただければと思っています。

市民部

子育て支援拠点等整
備事業について

財務部

保健福祉部
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担当部署 地区 市の回答

タウンミーティング意見・要望一覧表（ホームページ用）
意見・要望

土地は汚染はされていないのか 原市 上毛天然ガス跡地の汚染がご心配という趣旨だと思いますが、そこは子育て支援、
多世代交流のため、公園化していきたいということで今事業を進めています。前段階
が土地の購入です。ガスの跡地ということで市民の皆さんの中にご心配される方が
いらっしゃいますが、10メートル真四角ごとにすべて検査をしました。その中で実は2
点基準を超えたものがありました。１つはホウ素で大幅な量ではなかったのですが、
鉱泉の井戸を掘った際、自然由来のホウ素が、鉱泉の噴出により井戸にたまりまし
た。ホウ素はつい最近環境基準に含まれるようになったものです。もう１つは鉛が若
干基準を上回りました。理由はプロパン容器の塗装に鉛を使ったことが原因です。
双方とも井戸の周りとボンベを塗装した周辺に集中しており特定できています。その
部分を撤去し、そのあと市が購入手続きに入るということで進んでいます。撤去も開
発行為が発生するので、県もそれを確認します。市の方も撤去の始まりからすべて
立ち会って確認し、安全性を確認ができた上で購入の手続きを進めていきます。

学童クラブについて  安中学童は今１２０人のこどもを預かってい
る。夏休みだけでも３０人預かっている。病院
の跡地を買ってくださいと申し出ているが、な
んの回答もない。安中だけ学童の施設がな
い。市はどんな姿勢で考えているのか。前向
きな姿勢で向かってもらいたい。早急に対応
してもらいたい。

安中 あんなか第二学童クラブのお話かと思います。ここは遊び場がない、学校から遠い
ために通うお子さんの危険が伴うということで検討を進めてきました。今年度予算を
つけて、学校の余裕教室を改修するというものです。今、学校と協議をしながら子ど
もたちによりよい環境を提供できるようにしっかり取り組んでいきたいと思います。

子どもの貧困について 子どもの貧困が問題となっているが、子ども
食堂など積極的に取り入れていただきたい。

東横野 安中市においても松井田地区で実施しています。さらに色々な意見を頂戴しながら
検討を進めていければと思っています。

がん検診について 年齢制限がある。受ける受けないは自分の判
断なので年齢制限を外してもらいたい。誰で
も気軽に検診できるようにしてもらいたい。

板鼻 今は発症率の高い年齢層を対象としているのも事実です。年齢については予算もあ
るのでなかなか全面撤廃はできませんが、受診率を上げ、また年齢を下げるなどの
対応ができるか検討したいと思います。

5歳児検診の見込みに
ついて

5歳児検診というのは子どもの成長段階の中
で、一番重要な年である。就学前の検診であ
るので、私も母子保健推進委員を10数年も
やってきて検診のお手伝いをする中で、5歳
児検診は発達障害などが発覚することがある
ので、安中市も早々に検診の見通しをつけて
いただきたいと思う。

原市 就学時前に検査することはすごく大事なことです。今担当課に検討させています。
市が取り組んだのが、乳幼児検診が8ヶ月と1歳半ですが、その時に、発達障害がわ
かるそうです。乳幼児の2次検診を館林に次いで2番目に始めました。その時に先生
がちょっとこの子は様子を見ようかなとか、そういった場合にはいろんな施設もあるの
でご紹介したり、また様子を見てもう一度きてもらったりと、発達障害の早期発見のた
め乳幼児の2次検診を実施しています。

恵みの湯について 砂塩風呂についての記事があるが、委託金
を毎月100万円支払って事業をしてもらって
いるが、1つの業者に対して高額な委託料を
支払う価値があるのかどうか。

西横野 砂塩風呂については、業者に委託しているが人気のある施設です。ご指摘いただい
た部分を持ち帰って内容を検討したいと思います。

ちいき生活応援隊に
ついて

安中市社会福祉協議会と介護高齢課でちい
き生活応援隊を立ち上げた。その勉強会へ
の参加したが参加者が少ない。良い企画な
のに周知が足りていない。

磯部 今年から始めた事業です。周知が足りないとのことですので、力をいれていきたいと
思います。

子育て支援拠点等整
備事業について

保健福祉部
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担当部署 地区 市の回答

タウンミーティング意見・要望一覧表（ホームページ用）
意見・要望

在宅介護について 現在の婚活や子育て事業が実を結ぶのは何
十年も先の話になる。ある一定の時期に入れ
ば、地域で、在宅で介護をしていかなければ
ならなくなるが、今の若い世代（0歳～の子ど
もたち）が本当に支えていくことが最も大変に
なり、地域で覚悟して対応していかなければ
ならないのに、いまいち浸透していないのが
現状。

後閑 高齢化が進むなかで人口減少が加速していますが、それに歯止めをかけるために
は10年、20年の年月が必要になります。その下地をどのようにつくっていけるか、人
口減少について、日本人のだれもが経験したことのない領域に入っていくので、お
金をかけないで地域全体でケアをすることが地域包括ケアであると考えますが、大
変な家庭を地域全体で応援していく意識づくりがこれから重要になるものだと思って
います。

老老介護について 民生委員が訪問する高齢者の年齢が70歳以
上に新年度より変更となった。しかし、一番大
変なところは老老介護を行っている家庭であ
るが、多人数家庭のため対象から外れてい
る。民生委員が行うといったことではないが、
苦労をケアできるような行き届いた行政をお
願いしたい。

東横野 国が進めている地域包括ケアシステムを一年前倒しで体制づくりを進めています。
今後も体制強化を進めていきたいと思います。

建設部 安中榛名駅の方に太陽光のパネルがたって
いる。市でなにか景観に対する対策はできな
いのか。

秋間 太陽光パネルが急な斜面にできて大雨のとき危険との話も出て、環境に与える影響
もいろいろとあると思います。安中市としましては、太陽光パネルに特化して９月議会
で条例を制定する予定となっています。（平成２９年９月２１日第３回安中市議会定例
会にて議決されました。）ただし景観については規制がありませんので、その条例の
中では触れていませんが、景観条例も将来的には考えていく方向でおります。景観
条例は１２市中約半分が持っています。安中市も今後条例化も考えてまいります。

太陽光発電施設への対策を積極的な意欲を
持っていただきたい。国を待っているのでは
なく、市民の生活の安全のためがんばってい
ただきたい。

東横野 市では規制をかけられるような条例を９月議会で上程できる予定です。（９月21日に
平成29年度第３回安中市議会定例会で正式に議決されました。）市民の生活の安
全を確保するのは市の使命でありますので、できる限りの対応をしていきたいと思っ
ています。

七曲がりの橋の通行止
めについて

不自由をしているので、県に働きかけて早め
に使えるとありがたい。

磯部
東横野

七曲がりの橋についてですが、市民の皆さんにご迷惑をおかけしております。橋の
修理ですが、増水期には工事ができない事情があり、渇水期となりますと工事の施
工が秋以降となっています。まだ１年近くかかりますので、県の土木事務所にできる
だけ早めていただけるようお願いをしていきたいと思います。

西毛広域幹線道路に
ついて

西毛広幹道ができて安中と富岡がつながりや
すくなる。だが、安中市がただの通り抜けの
場所になってしまわないか、それに対する考
えがあるか聞きたい。

安中 西毛広幹道は、安中にとってはチャンスのインフラ整備であると考えております。た
だの通過点にならないよう地域の活性化には施策が必要になります。企業、商業施
設の誘致などを総合的に検討して安中が発展できるよう検討していきたいと考えて
おります。

保健福祉部

太陽光パネルの設置
について
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担当部署 地区 市の回答

タウンミーティング意見・要望一覧表（ホームページ用）
意見・要望

原市の道路環境につ
いて

非常に悪いと思う。水路から水があふれると
か。原市の2区から1区の坂を下りた辺から非
常に道が無くて迷路みたいな道ばかりだ。農
道を拡幅した乱開発によってまだ途中だが、
何とかメインの道路を引いてもらって後閑新
道に抜けたり、榎下神社の先に抜けるような
その辺の話を一緒に検討していただきたい。

原市 原市も18号南側にもいろいろな問題がありますし、北側は住宅も増えておりまして、
なかなか道路がうまく機能していない部分もございます。限りある財源でございます
が、そういった地元の方々の意見や御提言を伺いながら、一緒になってより効率的
な道路網を整備していきたいと思っています。

松井田妙義インター
チェンジから市内へ向
かう道路の整備につい
て

松義台地ほ場整備幹線道路西端（越泉地
区）から松井田妙義インターチェンジに繋が
る道路を幹線道路と同じ程度に整備をお願
いしたい。

西横野 松義台地ほ場整備から松井田妙義インターチェンジに繋がる道路の整備ですが、
地元地権者の方となかなか上手く折り合いが付いていません。計画路線を変える事
も検討していますが、地権者の理解が得られないのが現状です。地権者の方と交渉
を含めてできるだけ早期に事業が進めるよう検討していきたいと思っています。

共和化工の問題につ
いて

ちょっと停滞している。その辺の理由がどうな
のか、本当にもう共和化工があきらめたのか、
市や県はどういう風に動いているのか、その
辺をちょっとお聞かせ願いたい。

原市 裁判の経過はご承知おきのとおりだと思います。結果的に共和化工の動きがござい
ません。市の方も注視をしている状況です。動きがあれば地元にお知らせしながら
対応していきたいと思います。

秋間団地の遊具につ
いて

団地の遊具の色がめちゃくちゃである。これ
は改善してもらいたい。

秋間 確かに色というのは教育の一環でもありますので今後機会がありましたら色彩を考え
ていきたいと考えております。

公園のトイレについて 公園に簡易トイレを設置していただきたい。 東横野 今回の子育て支援事業においても、災害時の機能を持たすこともコンセプトに入れ
て設計を進めていきます。色々な公共施設においても、災害に強いということを念頭
に置いて施策を行っていきます。

住宅リフォーム補助事
業について

平成28年度の事業費の総額を教えていただ
きたい。循環型の経済政策と考えるので、
もっと補助を増やし事業者の収入も増やすよ
うな方策も考えるべきである。

東横野 平成28年度は1，000万、平成29年度は1，200万円に増額させていただきました。市
内業者に限っているので、循環型の効果に期待できます。ご指摘いただいた点を総
合的に検討していきたいと思います。

ＤＭＯ推進事業につい
て

何度でも訪れたくなる町づくりとあるが、残念
ながらこれといったビジョンがない。リピーター
の見通しが見えない。碓氷峠の文化遺産は
全国的にみてもあまりない環境である。下に
は鉄道文化むらもある。これに対してもっと真
剣に考えてもらいたい。

安中 安中の歴史、文化などさまざまなことを繋げて活かしていきたい、と考えています。訪
れた人にいろいろな体験をしてもらうメニューを50作成しました。これを300〜400まで
増やしていきたいと思います。さまざまな形で安中の魅力を掘り起こして、発信して
いきたいと思っています。

中山道を歩いている人がいる。ほとんど県外
の人。中山道を歩くだけでなく、寄り道をした
いという人がいる。原小と第二中学の間には
南７００ｍに二子塚古墳が整備されている。だ
けど案内版がない。北に８００ｍの場所には
安中という地名のもとになった神社がある。安
中市の指定の天然記念物である。その案内
版があれば良い。

原市 中山道を歩く人のための要所の案内所や休憩所、トイレも必要だと思います。これか
ら検討していきます。

産業政策部

6 / 16 ページ



担当部署 地区 市の回答

タウンミーティング意見・要望一覧表（ホームページ用）
意見・要望

富岡から必ず安中に寄る、そういった仕掛け
をつくらないといけない。ＤＭＯをやることだ
けが目的にならないようにお願いしたい。

磯部 昨年から「あんとりっぷ」というパンフをつくりました。色々な体験をしながら安中市を
楽しんでもらうメニューづくりを進めています。また、テレビや映画などに撮影される
機会を増やして安中市の魅力を発信していきます。ＤＭＯの取り組みは、国の補助
を受けていますが、これは毎年何人来たかを検証していくことが条件になっていま
す。

他の市の人に安中って何がある？って聞か
れる。地元では有田屋の便覧舎と侍マラソ
ン、温泉マークの３つ。中山道で安中から板
鼻などを歩くといろいろとある。ＤＭＯにもそ
のあたりを組み込めたら良いと思う。

磯部 中山道を歩く外国人の人も増えているので、案内版とかお休みところとかも検討して
いきたいと思っています。

安中榛名駅と松井田インターチェンジの活用
についてどう考えているか。安中榛名駅、松
井田インターチェンジともにできて２０年近く
経過している。この好条件の中で安中市が伸
びていかない。

秋間 安中榛名駅も乗降客数が増えないなど、観光に結びついていない。松井田インター
に関しても道路整備網が完成していません。今後安中市がこの２つをどう活用してい
けるかしっかりと検討したいと考えております。

歴史認識のある人なら安中市って素晴らしい
歴史があることを知っている。安中にある資
源を活用するよう力を入れればハイキングで
観光客が降りて、石仏をみたりできる。安中
市を活性化するなら秋間から活性化してもら
えば地域が軸でまわっていく。

秋間 安中の素晴らさを知っていただく 、まずは市民の方が安中の良さを知ってもらうこと
が大事だと考えています。昨年から「安中学」というのを始めました。今年も４回計画
をしています。多くの人に知ってもらい、発信していくことが大事だと思っています。

安中市は知名度が低い。 秋間 確かに安中市は知名度が低い部分があります。なかなか位置もわかってもらえな
い。実は素晴らしいところがたくさんあるのですが、それが点で終わってしまい、点と
点が結ばれていない、市に来てくれる人に効果的な発信ができていません。 それに
対してＤＭＯがその突破口をつくる機会であるとおもっています。ＤＭＯで紹介して
もらい、点と点をつなぐ、線になってそして面をつくっていく、そういったことで観光を
活性化していければと考えています。

ＤＭＯなどで坂本宿の取り上げが見当たらな
い。峠と坂本はリンクすると思うが。

坂本・入牧 安中の魅力を掘り起こして磨き上げるということを考えています。中山道の中での坂
本宿は安中市の観光振興にとって重要なポイントであると考えています。

外国人の観光客がいる。碓氷峠を外国人が
だいぶ通っている。外国人と話せるような簡
単な英語の案内を指導してもらいたい。

坂本・入牧 外国人の方が多いという話が確かにありますので、簡単な会話ができるような手引き
などが作成できたらいいと思っております。

ＤＭＯの中で梅の事業をやっているが、市が
予算を把握していない。総額で８００万円くら
いで、安中観光機構に丸投げしている。緊張
感がないのではないか。

細野 ＤＭＯの梅の事業につきましてですが、５年間の補助金があるということです。５年間
で事業が自立することを目指して国と市が補助金を出しています。市もそれぞれの
事業が独り立ちしていけるような下支えをしていきます。基本的には自立を目指した
可能性を追求していくということでいま進めております。

産業政策部
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担当部署 地区 市の回答

タウンミーティング意見・要望一覧表（ホームページ用）
意見・要望

職場の横川サービスエリアのスターバックス
で安中市のパンフレットを置いているが、PR
のやり方について考える必要があるのではな
いか。安中の紹介というところに重点を置い
たほうがよいのでは。

松井田 さまざまなパンフレットを見やすいように一本化して統一するように進めているところ
であります。群馬大学の学生さんが若者目線で安中を紹介したパンフを作成し、歴
史やグルメなどを紹介し、市外の人へアピールできるものであります。できるだけ多く
の人に来てもらえるように有効利用したいと思います。

観光を進めていくとのことだが、女性が一番
困るのがトイレの問題。要所にはあるが、松
井田についてはコンビニやスーパーなどに
寄ってもらっているのが現状。ほかの地域で
は３キロごとにトイレが設置されている。それ
ぞれの街の入口にでもトイレを設置してもらえ
れば観光客も増えるのではないか。

西横野 ほかの地域では確かにトイレがたくさん設置されており、種類もさまざまでそれも観
光にいかせています。現在、中山道を歩く人も増えているので、ご提言の通り女性が
非常に困るという話も聞いています。また、何百メートル先にトイレがあるとわかる看
板があると非常に安心します。おもてなしをするという精神で観光客に来ていただく
には、トイレに限らず案内が必要になってくると思いますので、総合的に整理をして
いきたいと思います。

中山道を歩いている人が増えているとの話が
あったが、安中には観光案内所や休憩所が
見当たらないとの話を聞いた。たとえば、空き
家などを利用して休憩所などにするのはどう
か。また、その場所についても中山道からは
ずれた場所ではなく、街道に面したところに
あると便利だと思う。

西横野 中山道を歩く人のための要所の案内所や休憩所、トイレも必要だと思います。これか
ら検討していきます。

地域のコーディネーターの人材育成につい
て。補助金を使って事業を進めていこうとして
いるものが多く見受けられるが、人材を育てる
ことも必要になるのではないか。DMOや地域
おこし協力隊の事業を進めていくにしても、
その地域に住んでいるコーディネーターを育
成しなければならないので、そこにもう少し力
を入れてもよいのではないか。また、人材バ
ンクについて、困ったときにこのような人がい
ると紹介できたり、人材育成を進められるよう
に仕掛けを作っていく必要があると感じた。

西横野 人材育成については非常に大事なことだと思っています。安中にいる人で人材バン
クを作ろうと考えています。さまざまな人や資格を持った人がいるので、その人たち
に登録してもらい、うまく結び付けたいと思います。また、紹介できるようにしたいと思
います。

空き家対策推進事業
について

近所に空き家がある。区長を通じて去年調査
したと思うが、所有者が把握できたか。

磯部 ご協力いただいた調査の結果、空き家が１，９２４件ありました。その中で危険などの
問題のある空き家の数が２９９件ありました。今、調査が終わり所有者に対応をお願
いする手紙を出しています。先日シルバー人材センターと協定を結びました。
所有者が対応できない場合に、シルバー人材センターを紹介して剪定などの作業
や簡単な管理に対応できるメニューを用意する内容です。

管理のない空き家の草刈りなどにいくらか区
の事業として補助をしてもらえるか。できる人
を登録して保険代くらいは補助をしてもらえ
ないか。お助け隊としてやるので。

岩野谷 市の方も空き家対策に取り組んでおります。７月から条例が施行されました。危険な
空き家などに市も限定的ですが手を入れられることとなりました。お助け隊的なもの
にどういった支援ができるか、検討させていただきます。

産業政策部
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担当部署 地区 市の回答

タウンミーティング意見・要望一覧表（ホームページ用）
意見・要望

相続の問題も出てくる。専門の職員などがい
ないとなかなか進まないと思うがどう考えてい
るか。

坂本・入牧 空き家対策協議会が発足し、メンバーに弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋
調査士などの皆さんに入っていただいています。専門的な意見をいただきながら解
決をしていきたいと思っております。

子どもの通学路や生活路に面している空き家
で、非常に危険な空き家が2つある。危険な
状況が進んでいるが、一向に対策がとられて
いない。最も怖いのは道路に面しているた
め、壁が飛んできて通行者にぶつかる可能
性がある。空き家の面でも道路交通の面でも
法的に動けるのではないかと考えている。危
険な空き家への対策を早急に対応してもらい
たい。

松井田 空き家対策については、7月から条例が施行になっており、今まで個人の財産だっ
たため、なかなか踏み切れない部分があり、危険なものにも手が出せないところもあ
りました。条例が施行されたため、対処できるようになったので、そういった問題に対
して、積極的に対応していきます。危険な場所は区長さんと相談しながら早急な対
応を進めていければと思います。

所有者に手紙を出すそうだが、内容について
教えてほしい。補助金の内容などは載せてい
るのか。7月から施行された条例の中に対策
協議会を立ち上げるとの内容があったが、そ
れはすでにできているか。今後も空き家は増
える、さまざまな問題が出てくると思う。町内
に苦情が出てくることも想定されるが、区長が
市の窓口として相談し、市に相談することも
出てくると思うが、そのときに市としても全力で
解決に取り組んでほしい。

臼井 まずは適切な管理をお願いする内容になっています。補助金の内容については確
認して記載されていないようであれば、記載するようにしたいと思います。今年の7月
から条例が施行になり、通常は所有者に連絡をし、了承を得てから措置をしますが、
危険な場合は緊急対応ができる内容を含んでいます。職員が問題のある空き家を
確認し、危険なものから対応を進めています。対策協議会については、すでに設置
され、協議会を開いています。その中で対策を考えていきたいと思います。手入れ
ができていない空き家に鳥獣が住み着いたりする危険性もあるのでしっかり対応して
いきます。今のところ、危険など問題のある空き家として寄せられた２９９件のうち15
件が既に解体されています。

若い世代が定住できるまちづくりがあったが、
転出する人に話を聞いたところ、高齢者が多
すぎるとの意見を聞いている。自分の区が約
200人いるが、そのうちの65％が65歳以上。ど
のような対策をとっているのか、若者にもわか
りやすい案内を提示してもらえれば、ありがた
いと思う。

松井田
九十九

高齢化が進み、若い世代が地域に魅力を感じなくなっていることも課題です。観光
に従事する若者を増やすのもひとつの方法であり、さまざまな安中独自の体験メ
ニューをつくるなど魅力のある地域づくりが、歯止めになるのではないかと考えてい
ます。

高崎に行けばゲームセンターや映画館など
があり、確かに楽しい。安中にあればよいが
若者が少ないし利用者が少ないかもしれな
い。ただ、そういったものだけではなく、高校
生だけでなく、大人や子どもが楽しめる施設
がたくさんあれば、利用しやすく、若い世代
が定住できるまちづくりにつながるのではな
いか。

松井田 若者の定住について、指摘のとおりだと思います。さまざまな角度から検討していき
たいと思います。

若者の定住について、市も事業を行っている
のもわかるが、おもいきった対策を取らないと
若者の定住は難しいのではないか。

西横野 地域が元気にならないと安中市全体も元気になりません。地域力をつけるための政
策を展開していきたいと思います。

定住対策について

産業政策部
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担当部署 地区 市の回答

タウンミーティング意見・要望一覧表（ホームページ用）
意見・要望

企業誘致について 若者の働き場所を確保し、定住をしてもらうに
は企業誘致が必要だと考える。専門に担当
する部署の新設や水道料金の減免、道路の
整備などの誘致条件が必要になるのではな
いか。

後閑
原市
西横野

30年後には人口が半減すると言われています。対策として若者が定着できるような働き
口が必要です。企業誘致は安中市にとって非常に重要なものと認識しています。現在
は提供できる工業団地がないため、用地を選定し、工業用地をつくるための取り組みを
進めています。高速のインターチェンジと新幹線の駅がある利便性を活用しきれていな
いのが現状です。総合的に考え、企業が来ることの相乗効果によって人口減少に歯止
めをかける、また、人口増加やUターン就職をしてもらえるように取り組みます。

人に住んでもらうにはどうしたらよいか、企
業、研究所、学校などの誘致が必要。地盤、
気候も安定して、東京から１００キロ圏内なの
になにもないのは行政の怠慢である。自然の
地の利を活かした企業誘致などを東京に
行ってでもやってくる意気込みがほしい。

安中 どうやったら人が定着してもらえるか、まずは働く場所があるというのが大事だと思い
ます。西毛広幹道などの開通も視野に地域力をつけていく施策を展開していきま
す。

有害鳥獣対策事業に
ついて

イノシシも猿も増える一方だ。地元の責任は
何もない。対策を真剣にやってもらいたい。

坂本・入牧
原市
九十九

猿、イノシシ、鹿が増えています。従来からの施策に加え、捕獲体制の更なる強化に
向け対策協議会も作りましたので、地域の方と一体となって対策を進めていきます。

捕獲の関係で活動していて、高崎と安中の
境界がわからない。境を明記してもらいたい。

板鼻 境がどのような形で表示できるか、農林課、高崎市と話をして検討します。わからな
いところはご指導お願いします。

文化会館の付近の給食センターにクマが出
たことがあり、河川敷のところにクルミの木が
無数に生えている。ほかのところにも生えて
いる。クルミの実を食べにきている可能性もあ
るので、そこの管理をしてほしい。

西横野 クマについては一度味を覚えると頭の良い動物のため繰り返し出てきます。なるべく
そういったものを与えないようにするためにも、地域で解決していきたいと思います。
農林課につなぎ、どんなことができるか検討していきます。

農業団地を作ってみては。荒れてる畑はたく
さんあるし、だけどもそれは横のつながりでし
か動けないし、もっと革新的な何かを持って、
使える畑をうもらせておくのはもったいない
し、市がそこに井戸を掘ってくれてハウス建て
てくれるのなら、初めての人でも来れると思
う。そういうことを考えてくれるのであればあり
がたいと思う。計画は。

原市 ハウスなどがあって若い人が来たときに、自分たちが手伝ったり教えてあげられるか
ら、そういうのをやらないかと意見をいただいています。農林課に指示をしてご提言
を活かし今後やっていければと思います。

横野平地区など土地改良が行われ完了して
いるが、中野谷地区など農家の担い手がい
ない。他の地区の人が来て耕作している状況
である。地域おこし協力隊など制度を積極的
に導入すべき。

東横野 担い手であれば現在はいろいろな支援があり、就農するための準備の2年間、従事
して5年間の支援金が出るなど色々な事業があるので、それを紹介させていただきた
いと思います。また、他の地区から集積した農地を耕作してもらいさらに移住してもら
うという方法など、様々な支援がどこまでできるか、また、そういった支援を農家の後
継者にわかりやすく説明していくようなことに取り組んでいきます。

雑草が凄い。近隣の人が処理した場合、その
対価をもらうことはできるか。市の条例か何か
で考えられないか。

板鼻 耕作放棄地の問題は、地域で弊害が出ています。農業委員会で地元の耕作放棄
地対策を進める委員も選任しています。場所を教えていただければそちらにも話を
させていただきます。

産業政策部

耕作放棄地の対策に
ついて
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担当部署 地区 市の回答

タウンミーティング意見・要望一覧表（ホームページ用）
意見・要望

立ち会い演説会で市長が転車台をつくると
言ったが、どうなったか。

坂本・入牧 転車台は作りたいと思っています。市が作るのではなくＪＲなので毎年お願いに行っ
ています。市も応援していくのでと話をしてお願いしています。

鉄道文化村のＳＬが後ろ向きに引かれてい
く。あの光景が興ざめだ。転車台がないのが
原因。観光に力をいれるなら転車台が必要
だ。

細野 転車台は毎年ＪＲにお願いしています。今年も今月中にいきます。いろいろな方法で
市もできることがあれば一緒にして進めていきたいと思います。

農業資格について 農業の資格を取る際に九州まで研修に行っ
ている人がいるが、安中市でもそのような資
格を取得できる研修をしてほしい。

西横野 農業関係者にとって後継者や支援が非常に大切であり、大事なことだと思っていま
す。具体的な内容について詳しく教えてもらえれば、確認し、そのような事業がある
か、もしくは検討できるかさまざまな角度から進めていきたいと思います。

峠の湯について 峠の湯に大きいものでなくても良い、ブランコ
やベンチくらいで良いので作ってもらいたい。

坂本・入牧 峠の湯への遊具の設置の提言をいただきましたが、花とみどりのぐんまづくりの跡地
に市民の人が憩いの場として使ってもらえる、観光や子どもたちが遊べる場所として
の整備を検討しています。今のご意見を取り込めるかどうかも含めまして検討をして
いきたいと思います。

ＰＲ動画について 他の県はＰＲ動画をやっているが、安中市は
市外の人に知ってもらうなど、ＰＲ動画の作成
はしないのか。

細野 観光の動画配信をしています。また、撮影誘致で安中ロケーションサービスが動画
配信しています。

八風平キャンプ場につ
いて

利用状況が市内・市外を含めわからない状
態であり、建物の老朽化やシャワーの設備が
あればさらに使いやすくなるので、整備をして
ほしい。また、夏休みの期間中だけでも昼間
に子どもたちが体験できるようなイベントを行
うなど、安中市の重要な施設として活用でき
るのではないか。

松井田 八風平キャンプ場について、夏休みにおいても子どもたちに対してどのようなことが
できるか検討していきたいと思います。

碓氷関所について ボランティアは年間でも80日くらいしか出られ
ないので、残りの280日はどうするのか。観光
客は比較的来ている状態だが、小さな資料
館も閉まったまま、なぜ関所の門が残ってい
るかなどの説明を観光客にできない。年間約
2万人が訪れている。管理するには素人だけ
では限界がある。有料の資料館を作ったり、
学芸員を配置し、観光客に納得してもらえる
施設をつくってほしい。めがね橋についても、
お土産屋さんなどのお金を落とす仕組みが
足りない。ほかの観光資源も含めて複合的に
活用する必要がある。碓氷関所についてどの
ような方向性で考えているのか教えてほし
い。内部で検討する前に現地の状況を確認
し、連絡を密にしてもらいたい。

臼井 碓氷関所跡については様々な意見をいただいています。どのような方向について動
けばよいか、調査検討委員会があり、現在は碓氷関所と一体となる堂峯番所がほと
んど変わらないまま残っているため、それを使って碓氷関所の国指定に動くのはどう
かということで県が協力してくれるようなことが出てきました。方向性が見えてきたの
で、地域の人には説明できると思います。資料館については、確かに古くなっている
ので、調査をするために一度麻苧茶屋に移し、DMOと協力をして年間をとおして資
料館を開けていく方向で進めていきたいとおもいます。

産業政策部

転車台について
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担当部署 地区 市の回答

タウンミーティング意見・要望一覧表（ホームページ用）
意見・要望

教育部 予定が被ったときは双方の話し合いで決めて
もらっている。しかし、予約用紙が配られると
すでに安中市内の旅館が市外の人を招き、
体育館を使う予定が入っていた。その旅館の
担当者はその会議にも出席しておらず、不平
等ではないかと市の職員に訴えたが、聞き入
れてもらえなかった。公平な調整会議となるよ
うにしてもらいたい。

松井田 夏休み期間について、以前からこのような状態になっています。文化施設や教育施
設、スポーツ施設は市民の方に使ってもらいたいという思いからさまざまな工夫をし
ていますが、教育委員会の範疇を超えて大きな枠で考えると、観光的な面から市外
の人が訪れ、お金を落としてくれることも大切ですので、市外から来てもらえることも
安中市にとっては重要なことです。両者にとって折り合いがつき、うまく進められるよ
うに検討していきたいと思います。今後市外の利用者や今回の旅館のような場合が
増加すれば、すべて事前に埋まってしまうことも想定でき、その影響で市民の方が使
えなくなってしまうのは困るので、条件をつけたり、体育館の全面を貸すのではなく、
半面ずつにしたり、事前に予約で埋まる場所を調整会議の出席者に知らせることも
可能性として考えられます。できる限り担当部局と協力して対応していきたいと思い
ます。

市の体育館を週に３回ほど使っているが、ど
こかの大学の合宿などで使えないなどのこと
があるため、提案として夏休み期間中の小・
中学校の使用していない体育館をそのような
人たちに使ってもらうのはどうか

松井田 可能性はあると思います。以前は中学校の体育館は東京の学生が使ったりしていま
したが、現在は部活動が盛んになってしまっているため難しいですが、小学校の体
育館については検討の余地はあるので、十分検討させていただきたいと思います。

光化学スモッグ注意報が出ても、部活を普通
にやっているのが疑問。防災無線で言ってい
ても平気でやっていると防災無線をこどもが
信じなくなるのでは。

秋間 光化学スモッグに関しては、学校でも研修をやっています。しかしながら学校によっ
て温度差があるのも事実です。おっしゃるとおり先生が敏感にならないと子どもたち
も敏感にならないので、校長会を通して伝達していきたいと思います。
（注意報発令時には屋外での運動を中止するよう６月７日付けで市内小中学校に通
知済み。
同日、定例校長会議において指導済みです。）

中学校の部活動が朝練や土日はほとんど部
活がある状態。毎日部活でいろいろな活動が
できないのは問題ではないかと感じている。
先生の労働も過労死レベルではないか、先
生自体も授業への準備もおろそかになったり
するのでは。

秋間 部活については中体連の申し合わせとして、土日のうちの１日は休みにして、平日も
１日は休みにしようという話になっています。夏の中体連の前については土日続けた
場合には、週の中で早めに帰す日をつくるとかの努力をしてください、と伝えている
状況です。先生方が一生懸命指導してくれている芽を摘んでしまうことがないように
しながら足並みをそろえていければと考えています。

通学路の安全につい
て

中岩井に子どもたちの通学路がない。通称
赤城坂という赤城橋の所の坂は朝は交通量
も多い。下校時も飛ばす車が多い。お金もか
かると思うが、子どもたちの安全の確保から通
学路の整備を検討してもらいたい。

岩野谷 通学路については、通学路安全点検というのを今実施しています。４年目になりま
す。学校から危険な場所を挙げていただいて夏休み中に点検をするということで、対
応できるところはすぐに対応するということになっています。ただし土地の買い上げと
か拡幅とかは年数がかかりますが、標識やラインを引くなどであれば昔と比べても早
く対応してもらえるようになりました。危険な場所がありましたら是非学校を通して伝
えていただければありがたく思います。

英語教育について 子どもたちの英語教育についてその効果を
どう考えているか。

秋間 英語については 文科省の方で小学校英語を充実させるということで、５，６年生がい
ま英語活動をやっていますが、今度の学習指導要領でこれが週２時間の教科となり
ます。そして今の５，６年生がやっている英語活動が ３，４年生に移ります。安中市で
一番に考えているのは、英語が低学年に降りてきたときに英語嫌いをつくらないこと
です。小学校のうちに嫌いになってしまうと どうにもならないので好きになってほしい
と思います 。そのための授業ができるよう、先生方に研修をしています。

学校の部活動につい
て

体育館利用者調整会
議について
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担当部署 地区 市の回答

タウンミーティング意見・要望一覧表（ホームページ用）
意見・要望

スクールバスについて 中学の部活に入ると間に合わない。朝の部
活に間に合うようなバスの増便をお願いした
い。

東横野 スク－ルバスに関しては運転手との契約等難しい問題があります。いろいろと検討は
してみたいと思います。
１台のスクールバスで２地区の送迎を行っており、定期的に早い時間の出発と遅い
時間の出発を入れ替えて運行しています。

学区制について 東横野小学校の児童は現在1クラスである
が、中学に上がるときに1中区域と2中区域に
分かれてしまう。6年間一緒に学んできている
ので一つの中学校に行けるようにならない
か。

東横野 地元とよく話をさせていただき、子どもたち、地域にとって良い方策をとっていきたい
と思います。

奨学金について 通信制の大学に入学するために、本人につ
いての奨学金制度は安中市にはないとの回
答だった。高崎市には年間60万円の奨学金
の制度があり、３分の１が高齢者になり、退職
後に時間ができ、もう一度学んでみたいと
思っている人もいるかと思うが、高齢者と本人
への貸与型奨学金制度を作ってもらいたい。

臼井 奨学金については、高校生の段階で大学進学するための制度がありません。他の
市町村については大学への奨学金が増えているので、市内でも給付型・貸与型に
ついても検討しなければなりません。給付型はどうだろうかと少し検討は始めていま
すが、まだ結論は出ていません。ご意見を参考にし、検討していきたいと思います。

坂本小学校の利用に
ついて

坂本小学校は今後どのように活用するか。対
策はどう考えているか。プールはぼうふらが
凄いと思うが。

坂本・入牧 坂本小学校の体育館は今利用させてもらっていますが、校舎につきましては今は教
育委員会で管理をしています。難しい言い方になってしまうのですが、教育財産から
一般財産にして、いろいろなことに使えるようにしたいと動いているところです。プー
ルについてはまだ使い方が決まっていません。確認をさせていただいてこちらで水
を抜くなどの検討をさせていただきます。

中学の草刈りについて 北中学の土手の草刈りを公費で負担してもら
いたい。急傾斜地で危険を伴う。何かあった
ら補償もできない。他の学校はどうなっている
か。

細野 学校につきましては、市内の全校に学校管理費というのを配らせていただいて、そ
の中で除草などはそれぞれの学校で対応していただいているのが現状です。非常
に危険な土手があるということですので、持ち帰り検討させていただきます。

西中学校の避難所に
ついて

横川地区は、西中学校が避難所として指定
されているが、中学生がキャンプをやった際
に水が飲めないと聞いた。避難所と指定され
ているのに水が飲めないのは大丈夫なのか

臼井 西中学校は、水を一度タンクにためてから使っています。浄化などされればいいの
ですが、そのままだと汚染されている可能性もあるので使っていません。
非常用の飲料水としては、施設内に保存水を配備しています。

遠足侍マラソンについ
て

全国的にも有名な貴重な行事であると思う。
しかし、参加申し込みをしてもすぐに一杯に
なってしまう。規模を大きくすると運営が大変
になるが、参加する家族もきてくれるし、工夫
して人をたくさん呼べる行事にすればもっと
安中市を知ってもらえることになる。

東横野 ５月の連休の翌週に混雑する旧軽井沢地区をバスで輸送するので、峠コースに関し
ては難しいと考えていますが、いろんなことで工夫をしていきたいと思います。
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担当部署 地区 市の回答

タウンミーティング意見・要望一覧表（ホームページ用）
意見・要望

文化財の案内につい
て

文化財が豊富にあるので、それぞれの場所
に案内板があるが、朽ちてしまい何もないよう
な状態になってしまっている。文化財につい
て、マップなどを作成し史跡の説明文なども
案内板のような形で掲載してもよいのではな
いか。

松井田 旧道を歩く人が増え、案内板などがないとの指摘をすでにもらっています。観光に関
わることについても、横の連携も深めながら取り組んでいきたいと思います。松井田
城の入口についても看板がなかったので、取替えを行いました。

図書館の時間延長に
ついて

図書館の開館の時間延長を検討願いたい。 九十九 図書館を延長してもらいたい、との声が寄せられております。集客の時間帯を調査し
て、検討していますが、現在のところ５時を過ぎると来館者が少ないということです。
延長してピーアールすればそれも変わるかな、と思いますので、検討させていただ
ければと思います。
(17時以降の来館者数は安中図書館が10人程度、松井田図書館が5人程度という調
査結果があります。また、図書館利用に関するアンケートの実施についても検討した
いと思います。）

安中学について 内容がどんなものになるのか聞きたい。 西横野 安中学について、安中のことを安中の人たちに知ってもらう機会を作るために企画し
ました。昨年は学習の森で４回講座を開きました。内容としては古い地質や地形など
を中心に行いました。その中で参加者の方から歴史についてもう少し詳しく教えてほ
しいと依頼があったため、今年度は市の歴史など古いところからスポットを当てていこ
うと考えています。また、安中が輩出した人物にスポットを当てた講座を開ければと
思い、担当課と調整しています。
今年度は、歴史や地形・地質を学ぶにとどまらず自ら体験・実践するような講座を4
回予定。

半田富久さんについて ４月２０日に安中市出身の半彫刻家である半
田富久さんがお亡くなりになった。世界各地
に彫刻を残されている。 お墓も安中にあるよ
うだ。アトリエも安中にある。観光にも役立つ
し、記念館を作ったらどうか。

九十九 ご指摘のとおり御巣鷹山に記念碑があります。また市役所の庭にも彫刻があります。
アトリエも安中にあり、安中に縁の深い芸術家でございますので、功績をどうひろめ
ていけるか検討したいと思います。

松井田城について 松井田城の復元の話もあるようだが、市として
も応援してもらいたい。

九十九 松井田城ですが、７０ヘクタールを超える敷地に山城の空堀など状態が良いと思い
ます。興味をもっていらっしゃる方が多いと思いますので検討していければと考えて
おります。

細野地区生涯学習セ
ンターのトイレについ
て

細野地区生涯学習センターのトイレについ
て。男女２つあるが、洋式が１つずつしかな
い。両方洋式にしてもらいたい。

細野 公共施設につきましては様々なご意見があります。和式も残して欲しい、という意見
もあります。いろいろとご意見を伺って検討いたします。

臼井生涯学習センター
駐車場について

臼井生涯学習センターだけ駐車場がなく、道
路わきなどに駐車していた。近所からの苦情
や張り紙があり、教室によっては荷物が多く
なったり参加者が不便を感じてしまっている
ので駐車場について検討してほしい。

臼井 駐車場について、迷惑をかけていますがなかなか場所の選定ができず、苦慮してい
る最中であります。現在、臼井小学校のスペースを使用させていただいております。
老朽化も進んでおり、改築等も頭にいれながら検討していきたいと思います。

西横野地区の生涯学
習センターの駐車場に
ついて

駐車場が狭い。ほかの地区よりも人口が多
く、大勢の人が利用するときは大変になって
しまう。生涯学習センターの整備をお願いし
たい。

西横野 生涯学習センターの整備については、順次計画をしていきたいと考えています。
駐車場については、近隣に適当な場所がないか検討したいと考えています。

14 / 16 ページ



担当部署 地区 市の回答

タウンミーティング意見・要望一覧表（ホームページ用）
意見・要望

西毛野球場の管理に
ついて

１塁側や３塁側の最上段の擁壁が外に傾い
ている。ヒビ、剥離がある。そこに寄りかかって
いる人もいるので、検討してもらいたい。

板鼻  西毛の野球場は市が管理しています。陸上競技場もいろいろな声をいただいてお
ります。今年業者に点検を依頼しています。その結果で改修を検討していく予定で
す。

ローラー滑り台につい
て

修理の予算がついたと聞いた。昨年８月から
署名活動をして市長宛てに陳情している。議
会にも請願している。１２月の本会議で採択さ
れた。1,000人を超える住民が真剣な気持ち
で行政にお願いをした。早く実施してもらえる
ようお願いしたい。

細野 昨年たくさんの皆さんに署名をいただいて、検討させていただきました。現在、入札
に向けて資料（設計書）の作成手続きに入っております。工事の期間は不明です
が、業者が決まればできるだけ早く工事に入りたいと思います。

碓氷病院の改革について。暗い、患者も少な
い。碓氷病院のこれからを考えてもらいたい。

安中
原市
後閑

市民の命を守る病院を作っていきたいと思っています。群馬大学に足を運んでいま
すが、常勤の医師確保には至らず非常勤の医師でまかなっている状況です。一昨
年他の大学病院から常勤医師を1人確保できました。群馬大学だけでなく他の大学
にも行き医師確保の努力をしているところです。
病棟が暗いというのは３病棟あったところを２病棟にしたからだと思います。病床は減
らさず看護体制などの効率化を図っております。医師確保に取り組みながら市民の
方の信頼に応えられる病院にしていきたと考えております。

患者の減少が目立ち、病棟として使われてい
るのは３階、４階で２階は閉鎖されてしまって
いる。お年寄りが通院する中で、どの曜日が
どの科目なのか把握できない人もいるため、
門前払いのような形になってしまうケースもあ
る。そのため、総合的な医療窓口のようなもの
を作ってほしい。

後閑 ４月から地域包括ケア病棟を新設しました。急性期の患者が退院に向けて態勢を整
えるために整備しました。外科の常勤医師が1人で整形外科の常勤医師がいないの
で患者数が減少しています。当面は4階に急性期の患者を受け入れています。2階
についてはこのまま閉鎖してしまうのではなく、効率的な運営をしていくための措置
です。現状で取り組んでいる医師が確保できるようになれば、2階病棟の再開も考え
ています。高齢者の方が来て、診療科の診療日ではないときに門前払いのような形
にならないような意識改革を進めるとともに診療日の周知をさらに図っていきます。

現在赤字が多い碓氷病院について急性期の
病院にする気はあるか。国の病床数削減を
進めている現在、医師や看護師の人件費を
考えると市政でまかなうことはできるのか。東
京の力のある医療法人を誘致するビジョンや
ある診療科目に特化した病院経営について
どう思うか。

後閑 碓氷病院についてはさまざまな角度から検討する必要があります。赤字については
公立病院は民間病院が受け入れにくい患者を受け入れたり、リスクを負うこともあり、
若干の赤字は仕方ない部分もあるかと思います。現状では赤字が過大であるため、
市民の皆さまに理解していただくため、あり方委員会の中でも、検討していきます。

玄関について。富岡総合病院とかは玄関に
車いすがあってボランティアの人がいて、車
いすの人にはすぐ手を貸してくれる。碓氷病
院は、玄関に止めて、車いすを建物の中から
もってきて、降ろして、とやっているとすぐに
車が後ろに続いてしまう。車いすが必要な人
が行った場合にはすぐに降ろせる対策はで
きないか。

岩野谷 車いすの人にご迷惑をおかけしないようにすぐに病院に話をして、検討します。今、
ボランティアの方々に車いすの介助や案内、掃除などをしていただいております。来
院された方にご不便をかけないようさらに検討したいと思います。

病院事務部 碓氷病院について
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碓氷病院の位置について駐車場と病院の間
に道が通っていたり、敷地が狭かったり危険
が多い。富岡市のようにおもいきった移転は
考えているかどうか

後閑 ひとつの案として富岡市のようにおもいきった対応をすることも考えられると思いま
す。

サロンを中心に健康出前講座をやっている
が、それが非常に役に立った。多くのプログ
ラムが用意されており、無料で受講することが
できるので、さらにPRを含め進めていってほ
しい。

松井田 公立病院の役割として、このような事業を積極的に推進していくことは重要であり、こ
のようなことを続けて市民の方の信頼を得ていくことも重要だと考えています。病院
にも伝えていきたいと考えています。

碓氷病院について。年間どのくらい碓氷病院
に対して補助しているのか

西横野 ここ数年医師の数が減ることに伴い、入院患者の減少などがあり赤字が続いていま
すが、公立病院のため一定のリスクは仕方がない部分もあります。そのため、国から
交付金を受け取り、それを充てる形にしています。市は今年度7億9000万円ほど繰り
出しをしています。ただ、その前の年が8億7000万円です。現在、経費の節減などの
改革を進めていますが、市民の方に納得してもらえるように、あり方委員会などで検
討していきたいと思います。

医師の確保について国の法律などがあるが、
公共施設の病院が困ることのないように対応
してほしい。

西横野 医師の数自体は日本全体では増えています。都市部は必要以上の医師が集まって
います。キャリアを積むためには、症例数が多い、都市部を選ぶ医師が多いです。
国に対して地方の現状を伝え、医師の確保に取り組んでいきます。

安中市に産婦人科が必要ではないか。子ど
もを出産するときは富岡市に行ってしまう。

西横野 開設するのが難しいもののひとつに産婦人科があります。医師が産婦人科を選択し
てくれないという問題もあり、産婦人科は医師不足が顕著です。努力はしていきます
が,非常に難しいと考えています。

診療所の創設につい
て

市長が以前に診療所を作ると言ったが、考え
に変わりはないか。

坂本・入牧 碓氷病院の問題は、医師の確保など難しいと聞いていました。どこか別の場所に医
療センターのようなものができたら良いのでないか、という気持ちは今も変わっていま
せん。現状、碓氷病院の経営改善に取り組んでいる課程であることをご理解願いた
く思います。

病院事務部 碓氷病院について
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