
 

 

第７回 出まえ議会報告 

たくさんのご意見・ご要望ありがとうございました 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者状況 

開催日 時間 会場 会場担当 参加者 

11月 7日 午後 7時 川西公会堂 総務文教常任委員会 7 

11月 8日 午後 7時 八手地区農村環境改善センター 社会産業常任委員会 11 

11月 9日 午後 7時 海岸公民館 社会産業常任委員会 8 

11月 10日 午後 7時 西越地区農村環境改善センター 総務文教常任委員会 5 

出雲崎町議会では「開かれた議会」を目指し、町民の皆様に直接議会の活動状況を知っていた

だくと同時に、議会や町に対する貴重なご意見をうかがうため、出まえ議会を開催しました。 

4会場で出たご意見等をとりまとめ、町に伝え回答をいただきましたのでお知らせします。 

臨時号 

 

発  行 / 出雲崎町議会 

責任者 / 議長 山﨑 信義 

平成 29年 1月 25日 

 

八手地区農村環境改善センター 



2 

定例会、臨時会について 

No. 質問・意見・要望 当日回答 町からの答弁 

１ 造成中の松本団地の価格は 

いくらになるのか。 

まだ提示されていません。 これまで分譲した土地と大差が

ないようにします。間もなく提

示します。 

２ 現在てまり団地で家が売られて

いるが、松本団地は必要なのか。 

ひまわりハウス、川西ひまわり

ハウス入居者の今後の受け皿と

しても考えられています。 

定住人口増対策として造成した

ものです。若い世代を呼び込む

ためにも条件の良い場所に造成

しています。 

３ 多目的運動場について、他市町

村との差別化を図り屋根付きに

するなど高齢者も利用できるよ

うにしてほしい。 

まだ設計段階で、最終的には決

まっていません。要望は町に伝

えています。 

 

投資の面を考えて、屋根を付け

る考えはありません。 

４ 役場から川西に下る坂道は工事

に何年もかかった。１回ででき

なかったのか。 

町道改良は何路線もあり、予算

上 1 カ所に集中できません。 

町の単独事業ではなく、国の交

付金を入れた事業のため、一度

にすべてはできません。 

５ 町道、県道などセンターライン

等が見えにくかったり消えてい

るところが多数みられる。白線

を引いてもらいたい。 

行政に伝えます。 町道は徐々に整備を進めます。

県道については県に要望してい

きます。 

６ 公費で家の解体をするのはどう

いった場合か。 

町所有のものであれば公費で解

体をしています。 

当日回答のとおりです。 

 

 

 

 

 

川西公会堂 
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地方創生事業について 

No. 質問・意見・要望 当日回答 町からの答弁 

１ 高校生の通学補助は大変助かっ

ているが、越後線の本数減、ま

た長岡へのバスの減便で通勤通

学に困っている。対策を考えて

いただきたい。 

今後の方向を考えながら町当局

と話し合いたいと思います。交

通機関は経営が難しい状況と聞

いています。 

町民の利便の確保をしなければ

ならないと思っています。町と

して対策を検討していきます。 

２ 人口減少は仕方がない面があ

る。近隣町村との絆を深め助け

合いが必要。町を出て行った方

が故郷に帰りたくなるビジョン

が必要ではないか。 

ともに助け合いができる町づく

りが必要です。町は 7 割森林な

ので、それを活かしたのどかな

町づくりも考えられます。 

子育て環境の整備など進め、魅

力あるまちづくりを進めていき

ます。 

３ 人口減少が心配。出雲崎に限っ

た話ではないが、対策が必要と

思う。 

古民家の再生やリフォームの減

税事業もあり、すぐにとはいき

ませんが、取り組んでいるとこ

ろです。 

社会動態の中で対策を考えてい

きます。 

４ 海岸は商店も少なくなって大変

不便。もう少し便利になるよう

にしてほしい。 

人口が増えないと解決しない問

題かと思います。 

商工会の意見を聞きながら、対

応を検討していきます。 

５ 町の取り組みとして、子どもの

考えをもっと取り入れるべき。 

議会では基本条例で子どもの意

見を聞くことを定めています。 

先日新潟市で行われた夢創造ナ

ビゲーションサミットなど、大

変良かったと思います。前向き

に検討していきます。 

 

 

 
西越地区農村環境改善センター 
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議会関係について 

No. 質問・意見・要望 当日回答 

１ 議会だよりの昨年 7月までの追跡調査は非常に

良かったが、以後どうなっているのか。 

毎回の記事ではなく、まとまった段階で発表して

います。 

２ 町人口減に伴い、議員定数の削減をしてはどう

か。 

合併の際に 16人から 10人に減らし、最小限度の

人数と考えています。 

３ 出まえ議会の参加者が減ってきていると思う

が、考えは。 

議会活動を知ってもらうためのものとして行っ

ています。 

 

 

 

 

 

その他のことについて 

No. 質問・意見・要望 当日回答 町からの答弁 

１ 川西公園のトイレは入口にで

きないのか。また、草刈りが悪

い。 

行政に伝えます。 トイレは必要性があれば検討

します。草刈りなど管理を徹底

していきます。 

２ 出雲崎町は観光資源が多いが、

金銀荷揚げの地や御金蔵の再

生を含め、場所の特定調査を求

める。教育委員会、産業観光課

など町に要望してほしい。 

佐渡金山の世界遺産のつなが

りで代官所御金蔵の調査をし

て、文章で取りまとめて報告し

ます。 

御金蔵跡は各所にあり、県も調

査しましたが確証が持てませ

ん。これからの研究課題であ

り、佐渡金山との相乗効果も考

えながら売り込んでいきます。 

３ ・川西橋の雑木の対策を。出雲

崎の入り口としてどうか。 

・島崎川に土砂や木が堆積して

いるので、県に働きかけてほ

しい。 

行政に伝えます。 そういった話を各地で聞いて

います。県に対し強く要望して

いきます。 

４ 電車の警笛について。前にも言

ったがなんとかならないか。 

要望は JR に伝えています。 当日回答のとおりです。 

５ 町から企業誘致をしてほしい。 長岡北スマートインターがで

き、その近くに工場団地をつく

る計画があります。 

町内に企業誘致が難しいため、

長岡北スマートインターの利

用を含めて、長岡と連携してい

きます。 

川西公会堂 
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No. 質問・意見・要望 当日回答 町からの答弁 

６ ・ポケモン GO に来る人から駐

車料金を取ったら良いのでは

ないか。 

・ポケモン GO に来る人はレス

トランを利用しないのか。 

道の駅は駐車料金を徴収でき

ません。レストランを利用する

人は少ないですが、自動販売機

等の売り上げは上がっていま

す。 

当日回答のとおりです。人が来

ることは賑やかで良い事です

が、イベント等の際には良識を

持って来ていただきたいと思

っています。 

７ 町の公共事業の発注は町内の

業者か、町外の業者か。 

指名競争入札制度をとってお

り、町内業者で対応可能なもの

は町内業者を指名しています。 

当日回答のとおりです。 

８ なぜ避難先が関川村なのか。 県から示された関川村と魚沼

市を避難先としています。 

当日回答のとおりです。 

９ 町道に覆いかぶさっている木

を切るように通達が出ている

が、素人には簡単にできない。

高所作業車を用意してもらっ

たらどうか。 

行政に伝えます。 高齢化等で難しいところもあ

ると思います。相談に応じなが

ら柔軟に対応していけるよう

検討していきます。 

10 桂沢地区は雨などで携帯電話

のつながりが悪くなるが、なん

とかできないか。 

行政に伝えます。 申し入れをしていますが、でき

るだけ解消できるよう町も努

力していきます。 

11 イノシシなどの害獣被害が出

ているが、対策はないのか。 

猟友会のわなの免許取得に補

助を出しています。 

当日回答のとおりです。町とし

て協力をし、最善の努力をして

いきます。 

12 除雪の際に、小木ノ城保育園の

付近に雪を置いていかないで

ほしい。 

行政に伝えます。 できるだけ迷惑がかからない

よう体制を整えていきますが、

ご理解をいただきたい部分も

あります。利便性を考えて行っ

ていきます。 

13 展望坂の拡幅工事は中止にな

ったという噂があるがどうか。 

展望坂の工事についてもっと

積極的に説明を行うべきでは

ないか。 

工事中止については初めて聞

きましたが、そういったことは

ないと思います。 

１月中旬に説明会を予定して

います。 

年明け前に案内を出します。 

14 事業が駅前ばかりで、海岸側に

は活気がない。 

交流人口を増やす対策を思案

していきます。 

地区固有の歴史・文化を活か

し、観光の拠点として事業を進

めています。 
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No. 質問・意見・要望 当日回答 町からの答弁 

15 相場川の橋が木造で通れない。

永久橋にしていただきたい。 

行政に伝えます。 状況を確認して検討していき

ます。 

16 敬老会の記念品が大変重い。軽

いものにしてもらいたい。 

行政に伝えます。 商品券などの軽いものを検討

していきます。 

17 今後長岡市との合併はどうな

るのか。 

個人的見解ではあると思いま

すが、現在のところは考えてい

ません。小さな町で目の行き届

くきめ細やかな行政が行われ

ると思っています。 

合併は今のところ考えていま

せん。 

18 池田駿投手の巨人 4位でドラフ

ト指名されたが今後の対応は。 

後援会の立ち上げなど、行政と

も相談していきます。 

町として考えていきます。 

19 陽だまり館が何の建物か分か

りにくい。「観光案内所」と書

くべき。 

行政に伝えます。 観光案内だけの施設ではない

ので、そういった表示を加える

等の対応を検討します。 

20 陽だまり館でタクシー券など

の申請ができないか。 

要望として行政に伝えます。 申請には条件等あるかと思う

ので、今後考えていきます。 

21 観光案内が少ない。看板の整備

など整備が必要と思う。 

行政に伝えます。 チェックをして進めていきま

す。 

 

 

 

 

 

 

海岸公民館 


