豊浦地域、紫雲寺地域、加治川地域における合併建設計画区長説明会 質疑応答一覧
地域

質疑区分
建設計画 行財政調整 新規事業

豊浦

○

豊浦

○

豊浦

豊浦

その他

質疑

資料１−２

回答

①県営豊栄天王線はどこをやっているのか。
①豊栄―鳥穴間は終わっている。その先（天王方
②天王小へ行く歩道を先に作ってもらいたかった。 面）は未定。
鳥穴を先にやったのは新発田のエゴではないのか。 ②福島潟の堤防整備と並行して行って先にしたも
③早くやってもらいたい。
の。
①五十公野公園線はいつできるのか。
①Ｈ２３に着手の予定。
②新栄町荒町線との取り付けが変わると聞いている ②新栄町荒町線との取り付けは都市計画決定を変
が。
更し、交通に支障のないように行う。
③完成はいつするのか。
③概ね５年程度で完成したい。
○

①道路の基盤整備はいいが、消雪パイプ整備が遅
れるのはどうかと思う。また、建設業者と除雪体制を
整えてもらいたい。
①職員や議員は減らすのか。また、民間委託を進
めるのか。

○
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①除雪については、毎年地域の要望を聞いて、業
者と打合せてから行っている。
①財政的に苦しい中で合併した。よって、合併をした
からといってバラ色になるわけではない。行政改革
は必要である。職員数は合併で１０００人になった
が、現在９３０人まで減少した。主に総務部門であ
る。目標は８８０人であるが、保育園の配置基準の
見直しなどがあり多少変わってきている。ただ、必要
なサービスは確保しながら減少させていく。
議員のことはコメントする立場にない。
西部工業団地での企業誘致などで税収増を目指し
ているが、事業の見直しも必要。少子高齢化、地球
環境問題に対応できるようスリムな体制づくりを行
う。
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地域

豊浦

質疑区分
建設計画 行財政調整 新規事業

○

その他

質疑

資料１−２

回答

①合併してよかったのは４６０号だけ。あとは中央部 ①合併の是非は５，６年で出るものではない。合併
のみがよかったのでは。
してよかったと思えるまちづくりを目指す。
②なぜ橋上化が必要なのか。
②新発田駅は毎日８千人が利用する。県立病院リ
③事業費は。
ウマチセンターも年２０００人が通院し、そのうち駅利
④湖月閣はなぜ見直しになったのか。
用者も多い。高齢者に対応できるよう公共施設や道
⑤湖月閣は合併の約束である。駅の橋上化は市長 路のバリアフリー化を進めなければならない。現在、
の公約である。
事業設計に入っている。おおよその事業費が分かっ
⑥合併してよかったのは旧新発田のみ。側から事業 た段階で最終判断をする。また、ＪＲ負担について
はやってもらわないと不公平である。
は、国の中でルール事項となっており、８千万から１
億程度と見込まれる。
③現在、積算中であるが、おおよそ２５億前後。全
部が市でやるのではなく、国の補助金のメニューも
ある。有利なものを使っていく。
④ようやく財団から財産が移管された。何を先に
やっていくのかを考えた中で、湖月閣はＨ２７以降と
なった。どうやるのかを検討しながらやることとした。
⑤当初、復元で協議したが事業費が２０、３０億とい
うことで難しい状況だった。名称を「文化遺産活用住
民交流施設」として住民利用施設とした。現在、産業
振興部でソフト事業に取り組んでいる。それをやりな
がら検討していきたい。駅の橋上化は合併後出てき
た事業として、今後入れていきたいものである。

○

豊浦

○

豊浦

○

豊浦

○

豊浦

○

①住吉上館線の改良に合わせ、集落内に大型車が ①管理者である警察に要望する。
入ってくる。速度標識が折れているので管理願いた
い。
①わくわくが出店する地区には天田さんが住んでい ①現地は確認した。これから民間業者から地元説
る。刀作りに支障があると思われるが現地は見たの 明があると思う。その中で論議したい。
か。
①環境整備事業でできた道の除雪を申請している。 ①前向きに検討する。
①ダンプの交通量が朝晩多い。集落内を通らないよ ①新潟国道管理事務所に市から要望する。
う手配できないか。
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地域

質疑区分
建設計画 行財政調整 新規事業

豊浦

質疑

①新発田は、新潟都市計画区域に入っている。現
在、県、農地と協議をし、市街化区域の拡大を目指
しているところである。ただ、「人口が増えるので拡
大をする」という理由での区域配分となる。
②新発田の資源を活用して総合的な魅力づくりを
行って人口増につなげたい。その中で中心市街地を
どういうふうにもっていくのか、総合的に考えなけれ
ばならない。

①消火栓ホースの格納庫は市で直してくれないの
か。直さないなら撤去してくれるのか。

①合併前は豊浦で設置したもの。合併後、消防団の
再編成を行い、ポンプ積載車を１００％整備し、消防
力は向上していることから、市で格納庫の更新は行
わない。地域で必要であれば自主防災組織補助金
を活用し整備いただきたい。なお、不必要であれば
市で撤去する。

①にぎわい商品券の恩恵はほとんど中心地であり
不公平である。

①最終集計を見ないと判断できない。第２弾もあり、
検討委員会でより良い方法を検討する。事務局案で
は大型店と個店のプレミアム率を変えることも考え
ているが、それだけではなく地域独自のプレミアムを
つける取組も必要である。

○

豊浦

○

豊浦

○

○

回答

①人口増のために都市計画区域の見直しをし、拡
大する考えはあるか。
②新発田の便利さを利用して、増を目指してもらい
たい。
○

豊浦

豊浦

その他

資料１−２

①今年、区長になったばかりで事業内容がわからず ①冒頭に説明したとおり、この場だけで意見をもらう
質問ができない。あらかじめ資料をもらえないか。 のではなく、盆前までに地区で意見をまとめ支所に
言っていただきたい。
①自分が住んでいる地区の事業がいつ終わるのか ①示した資料は完璧ではない。行政は単年度予算
を教えてもらえればありがたい。
で議会で審議をいただきながら事業を行っている。
②南バイパスはいつできるのか。
「概ねの計画では５年度に完成」というような言い方
しかできない。
②県事業であるが、Ｈ２４を目途に頑張っていると聞
いている。
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豊浦地域、紫雲寺地域、加治川地域における合併建設計画区長説明会 質疑応答一覧
地域

豊浦
（後日）

質疑区分
建設計画 行財政調整 新規事業

○

豊浦
（後日）

豊浦
（後日）

その他

○

○

資料１−２

質疑

回答

○県道天王豊栄線の歩道設置について
何年も前から要望しているがまだ依然として進展
がないのが残念である。特に朝、夕の天王小学校
へ通学する子供たちの安全性を考えると早急な対
策、検討が必要と思う。
交通量も多く特に三ッ椡集落内は幅員も狭く速度
も落さず通過する車が多く交通事故の危険が大き
い。説明会では進捗状況は実施中になっているが、
実際は何ら工事はしていない。
早急な対策を講じてほしい。

県道天王豊栄線については、県道ですので管理
は新潟県になりますが、説明会で進捗状況を「実施
中」としたのは、豊栄―鳥穴間を福島潟の堤防工事
と併用しての事業として実施していること、また、そ
の先の天王方面については未着手ですが、県で検
討中であることによるものです。天王方面の着手に
ついては、市でも、毎年県へ要望しておりますし、今
後も要望を継続していきますが、地元からも粘り強く
要望していただけるようお願いします。

○天王豊栄線より乗廻集落へ入る福島地区の道路 新発田地域振興局地域整備部に状況を伝えま
修復について
す。
路肩のくずれ、雨が降ると水たまりになるところが なお、新発田地域振興局の職員が現地確認する
あり、下水道工事終了後、舗装工事前に修復をして 際に、立会を求める場合がありますのでその際には
いただきたい。
ご協力願います。
○消火栓の器具置場について
豊浦町の頃、設置して、木箱も老朽化してきてお
り、今春の強風でこわされてしまい、市へ電話したら
地域で直すことになっているという返答であった。修
理したが今後残りの７ケ所についても修理を要する
状態になっている。消火栓のすぐ近くにあるので、万
が一の時、住民も初期消火できるため必要と思う。
今後、防災組織も必要と思うがその前に現状をふ
まえ、修理に何らかの補助も検討していただきた
い。

4

合併までは、豊浦町消防団では、ポンプ積載自動
車の配備が行われておりませんでしたが、合併後、
消防団の再編成を行い、ポンプ積載自動車を１０
０％配備し機動力の向上を図ったところです。これに
より、広域常備消防とあわせて、消防力は向上して
いることから、市で格納箱の更新は行っておりませ
ん。
地域の自主防災活動上、必要であれば市の自主
防災組織補助金を活用し整備いただきたい。なお、
不必要であれば市で撤去いたします。
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地域

質疑区分
建設計画 行財政調整 新規事業

その他

質疑

資料１−２

回答

①道路などの未実施の事業は必ずやるのか。
②やるのならいつやるのか。
紫雲寺

○

紫雲寺

○

紫雲寺

紫雲寺

○

○

○

①現在、個々の検討を深めている。皆さんのご意見
を含めて検討していく。合併特例期間とは、特例債
の活用できる期間という意味である。事業は期間後
も続くし、期間後になったからといってやらないという
ことではない。
①避難所の標識の設置はどうか。
①標識のないところは設置した。県道上に設置する
②消火栓設置はありがたいが、水道の老朽管はど 予定はない。
れくらい残っているのか。
②Ｈ２０末で８１９０ｍの残である。Ｈ２７完成を目指
③老朽管は、一気に放水すると破裂するのではな す。
いか。
③県道で１５０ｍｍ、支線で７５ｍｍの水道管が入っ
ている。消火栓は７５ｍｍ以上なければ設置できな
いが、１５０ｍｍで車２台分である。
西用水は水量が豊富であるが、住宅密集地に入る
と水量が不足することから、稲荷岡地区１４基、藤塚
浜地区に１０基を整備し消防水利の強化を図るもの
である。設置箇所については、消防出張所と支所で
ある程度の場所を見込んでおり、今後、地権者の関
係からも対象地区の区長に説明を行うこととしてい
る。
①合併特例債といえども３０％の負担はある。積み ①市長も健全財政を進めている。負担が大きくなら
重なれば大きな負担となるのではないか。
ないようにしていく。
①県営農道の市側は整備済みであるが、胎内側が ①協議会は年１度行っているが、胎内側が橋に届
遅れている状況である。協議会で取り下げなら実施 かない道にすえ付けを行っていることから、一昨年
の見込みがないということか。
と昨年の総会で廃止が了解された。
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豊浦地域、紫雲寺地域、加治川地域における合併建設計画区長説明会 質疑応答一覧
地域
加治川

質疑区分
建設計画 行財政調整 新規事業

○

加治川

○

加治川

○

加治川

○

質疑
①金山川の着工はいつか。

○

加治川

加治川

その他

資料１−２

回答
①県の一般財源事業であり、予定より遅れそうだ。
市としても県に強く要望していく。

①中川地区のほ場整備に関し、公園用地となってい ①表土の入れ替えがあり、土の投入を考えている。
る箇所の表土が取られ穴が開いているがどうするの また、購入の時期はほ場完了までにと説明してい
か。
る。
①十文字川の湛水防除の予定はどうなっているか。 ①協議会総会で県から説明があったが、今年度導
水路の着手をした。ただ、何年とはまだ言えない状
況である。各地の土地改良が進まないと排水ができ
ない。引き続き県に要望していく。
①金山川はどうつながるのか。

①県が取得した非創設農用地を通す。

①湖南下谷線は基盤整備と合わせて行うとの認識
である。金山川も全部絡んでくると思うが、いつにな
るのか。
①集落下水道を早くつなぎたいが、資金を貸すだけ
でなく、補助金はないのか。
②トイレの改修が大変である。台所だけでもよい
か。

①県と調整して後日回答する。

○

6

①折角建設した下水道である。なるべく早くつないで
もらいたい。旧加治川村では補助金があったが、現
在はありません。職員と接続促進員で地区に出向
いて接続のための相談、アドバイス等を行っていき
たい。
②個々に事情があれば相談いただきたい。
支所長：早くつないで接続率を向上させたい。支所
も出向いて手助けできることは行う。
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地域

加治川
（後日）

加治川
（後日）

質疑区分
建設計画 行財政調整 新規事業

資料１−２

質疑

回答

○

小学校校舎の新築も他に先駆け開校の運びとな
り、父兄並びに地域住民にとって大変喜ばしい限り
です。
ところで、これに関係した小学校脇の道路拡張の
件に関し、速やかな工事の着工を要望致します。三
校統合にあたり、役所の方々から強い要望があった
小学校脇の道路拡張に関して、我々地権者は子供
や地域の為を思い、異議なく早期の買収に応じた訳
です。
しかしながら、依然として道路拡張工事が進まず、
関係者に聞いても来年度になるような話を聞きまし
た。工事進捗状況のご説明と速やかな工事着工を
お願い申し上げます。
学校へのバス運行は、既に行われているのです
が運行には支障をきたしていると考えますので、是
非とも工事を進め安全、安心の出来る道路通行にし
ていただくようお願い致します。

加治川小学校脇の県道紫雲寺菅谷線（現在は市
で管理していることから市道日光線）および市道上
今泉線の拡幅整備につきましては、三小学校統合
に際し、地元から強い要望を受けて実施しているも
のであります。
工事に当たっては、多額の費用を要することから、
複数年にわたって計画的に整備を進めることとして
おります。今年度は日光線拡幅部において用水路
のボックス化工事を行う予定ですが、用水が不要と
なる時期で、かつ学校の休業中での工事を考えて
いることから、冬期間での施工を予定しております。
なお、来年度は市道上今泉線における学校正門
前の区間の整備を予定しています。市道日光線の
整備は平成23年度からの予定です。

○

私たちの加治川地区では長い間、桜を大切にして
きました。
多くの住民が桜の手入れや管理にかかわってお
り、私も大峰山の管理を手伝っています。
最近は、新発田市の宣伝もよくなって、山桜の時
期に大変多くの登山客が来るようになったので、桜
を自慢したり、要望を聞いたりする機会が増えまし
た。
そこで、登山道奥のトイレを増やしてほしいという
要望を聞きましたが、市役所の誰に、どう話せばい
いのか分かりませんでした。
役所の人の顔も覚える機会も少なくなって、どこに
話をすればいいのか見当がつかないということには
困りました。
一緒に大峰山にかかわっている仲間も同じような
話をしていますし、区長の集まりでも同じような話が
出ます。

大峰山については、地元の方々の熱心な取組み
のおかげをもちまして年々登山客が増えており、地
域の活性化に寄与していると考えております。
その一方で、トイレの問題が発生しているとのこと
です。市といたしましても、登山客の利便性を向上さ
せ、また大峰山の環境を保全するため、よく現状を
調査し、所要の対策を検討いたします。
また、大峰山の登山に関係する事項については観
光振興課が窓口になりますが、大峰山の件に限ら
ず、旧加治川地域に関することであれば、まずは加
治川支所にご相談ください。

その他
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地域

質疑区分
建設計画 行財政調整 新規事業

その他

質疑
加治川地区公民館改築の進捗状況で期間後と
なっているが、いつ頃に予定されているのか。その
後の予定などを具体的に聞かせてもらいたい。

加治川
（後日）

加治川
（後日）

資料１−２

回答

○

加治川地区公民館は、社会教育の拠点施設とし
て、地域の生涯学習を始め、地域住民の様々な活
動の場として利用されてきております。
また、市としても、これからの「地域づくり」の視点
から、加治川地区公民館は、加治川地域の「拠点施
設」として、必要な施設であると位置づけておりま
す。
現在、検討を行なっている市本庁舎の建設に伴っ
て、建築年次が新しい加治川庁舎の活用を考えた
場合に、例えば地区公民館の機能を移転して利用
することなども視野に入れて検討しております。

○

下中地区の公共下水道事業について、ＪＲとの関
加治川地区の公共下水道は、下水道基本構想の
係で難しいとのことですが、今後、当地区はどのよう 見直しにおいて、農業集落排水事業で計画していた
に範囲が広げられ、いつ頃に整備されていくのか具 旧新発田市の三日市・早道場等を加治川浄化セン
体的に伺いたい。
ターへ接続することとし、これらの地区を含めて旧加
治川村の区域と一緒に汚水処理をする計画としまし
た。
現在、加治川地区については公共下水道を計画
的に整備する区域（事業認可区域）を決める作業を
行っているところであり、旧加治川村と旧新発田市
の下中を含めて検討しているところです。
現時点での整備予定範囲および整備年次につい
ては未定ですが、決まり次第広報しばたや市のホー
ムページでお知らせしたいと考えております。
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