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平成２９年１月～３月 

 

５６ 近所の野良猫･スズメの被害について <平成２９年１月４日> 

                                       （根崎 匿名） 

 野良猫に餌をやる人がいるので猫の数が増え各家庭の軒下などに糞をするので、そのたび片付ける

のが大変です。ペットボトルや猫よけの薬剤を使用しても役に立たず困っています。 

 ３０羽くらいの雀に餌をやる人がいます。何の食品か白っぽい餌を食べた後に隣近所の樹木にとま

り、木の芽を食べ尽くし花が咲かなくなりました。近くにある井戸端の桜の花芽も食べ尽くし桜木の

半分が枯れてしまいました。 

【内容を確認しました。現地確認、巡回をしております。】 

 

 

５９ 大壇山・二勇士の桜の管理について <平成２９年３月６日> 

                                   （大壇 遠藤 浩） 

 毎年、大壇山･二勇士の桜並木の桜を見るのが楽しみです。遠くから見に来る人もいます。 

ところが、桜の病気（てんぐす病と思われる）が進み、枯れ枝が多くなり大変見苦しくなっています。 

なんとか、桜並木の名所として対策をお願いしたいと思います。また、周囲の整備もお願いします。 

【内容を確認し、次のとおり回答しました。また、現地確認をし、伐採を行いました。】 

ご意見いただきました大壇山の桜につきましては、危険な枯れ枝の伐採等対応してまいります。な

お、当該土地につきましては、現在は公園等の用途に供しているものではなく、周囲の整備予定はご

ざいませんが、草刈り等美観の保持に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

（事務取扱：契約管財課管財係） 

 

 

６０ 安達駅東西自由通路への提案について <平成２９年３月３日> 

                                     （油井 安齋） 

〈安達駅の案内等について〉 

① 普段、安達駅を利用しています。先日、ご高齢の男性が西口エレベーター前でキョロキョロしてい

たので声をかけると、切符売り場や改札を探しているとのこと。若い人のように『分からないけ

ど上がってみたら違っていたのでまた降りる』というのは高齢者にとって大変な負担だと思いま

す。エレベーター付近に『右上矢印』と合わせて『切符売り場・改札』の案内があると、普段利

用しない人でも分かりやすいと思います。 

② 安達駅西口を入った１階にあるフロアは、椅子がおいてあるだけでとっても殺風景な空間になって

います。旧安達駅舎に飾ってあったように、懐かしい駅舎の風景写真や高村智恵子情報を掲示して

みてはいかがでしょうか。以前、駅舎前の池には金魚が泳ぎ、ホームに降りると、植込みで形作ら

れた鶴と亀。冬になると待合室には朝早くからストーブが出ていて心も体もあたたまりました。あ

の古めかしい駅舎が大好きだったので、新駅舎も皆さんから愛される駅舎になってほしいと願って

やみません。 

※駅員さんから「切符売り場を境に北側と東西自由通路は市の管轄なので…」と伺い、提案させて頂

きました。維持管理は大変かと思いますが、ぜひこの『たね』が小さくても『実』になるよう願っ

ております。 

【内容を確認し、次のとおり回答しました。】 

 安達駅の１階では、駅の窓口等の位置が分からないため、案内を設けるべきとのご提案をいただき

ました。慣れない方には分かりにくく、不便であることを認識しております。現在、駅の２階、駅窓

口の近くに公衆電話の設置を進めており、これに合わせ、１階でも時刻表や建物２階の配置も分かる
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案内板の設置を行いました。次に、駅西口１階フロアが殺風景であるため、掲示物の設置等のご提案

もいただきました。このご提案については、地域住民の皆様のご意見等もいただきながら、今後、利

用者に親しまれ、便利な駅となるよう、色々と検討や工夫をしつつ、管理して参りたいと考えており

ます。 

（事務取扱：安達支所産業建設課建設管理係） 

 

 

６２ 高齢者温泉等利用券の用途拡大の要望について <平成２９年３月９日> 

                                  （郭内 桑原 和雄） 

 高齢者温泉保養券の利用範囲を広げていただけませんか。 

市内にて食事に使えるとか、買い物に利用できるとか。団体にて保養に行けなかったあとでは、個人

では億劫になり行きそびれる時があります。 

【内容を確認し、次のとおり回答しました。】 

 当市の高齢者温泉等保養健康増進事業利用券は、高齢者が、温泉等施設を利用することで、健康の

増進や閉じこもりの解消を図ることを目的に作られた助成券となっております。現時点では、食事券

や買物券等への用途拡充は考えておりません。何卒、本事業の趣旨をお汲み取りいただきたいと存じ

ます。 

（事務取扱：高齢福祉課長寿福祉係） 

 

 

６６ 女性手当の新設と市民交通災害共済の収支について <平成２９年３月８日> 

                                  （匿名） 

 ・家族４人暮らしの母です。家族構成は男１人､女３人です。女性が多いと何かと出費が多く、しか

も消耗品ですので、何とかならないものかと思っておりました。具体的には、下着･生理用品･化

粧品等、個人差はありますけれども、女性が多いということで、出費が増える事は違いません。

何とか、二本松市が先駆けとなって、子ども手当のような「女性手当」の給付を、ご検討頂きた

いと思います。 

 ・市民交通災害共済の収支は、どのようになっているのですか？ 

【内容を確認し、次のとおり回答しました。】 

 ご質問のあった市民交通災害共済の収支の件についてご説明します。 

はじめに福島県市民交通災害共済についてですが、交通事故による被災者である市民を救済するた

め、福島県市民交通共済組合が地方自治法にもとづく一部事務組合として昭和４３年４月１日に制度

を開始し、現在県内１３市で実施しています。収支につきましては、確定しています平成２７年度の

会費と給付について申し上げますと、二本松市のみでは、歳入（会費）は１４，３８８，５００円、

歳出（支給）は６，９６０，０００円でした。二本松市を含む県内１３市の合計では、歳入（会費）

は２６４，２２７，５００円、歳出（支給）は１８７，２７０，０００円となっております。 

福島県市民交通共済組合では、この市民交通災害共済の給付のほかに、組合を運営するための事業や

会員を増やすための広報活動、交通安全の啓蒙活動などを行っており、これらに関する経費も含めて、

一年間事業を展開し、最終的に収支の残額が生じた場合は、翌年度に繰越して、組合運営費用の一部

として活用されています。 

このように、県内１３市全体で相互補完しながら事業を実施しておりますので、ご理解ご協力をお

願いいたします。 

（事務取扱：生活環境課市民生活係） 
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６８ 二本松駅待合室等の清掃・整備について <平成２９年３月７日> 

（匿名） 

 観光客の玄関口の二本松駅が他の駅よりどこを見ても汚い。待合室、待合室の床、待合室のゴミ箱、

ドア、トイレなど。（最近コンビニも閉まっているので余計に暗いのですよ。）二本松市からＪＲ二本

松駅に対応についてお願いできないでしょうか？観光の二本松として施策を行う前にまず駅をきれい

にしないと誰も来ませんよ。 

【内容を確認しました。ＪＲ東日本へ改善を要望しました。】 

 

 

６９ 東和地区における待機児童の件について <平成２９年３月８日> 

                                     （太田 奥山 猛） 

 ２月後半、一緒に農業をしている私の友人が、「子供が保育園に入れない」とのこと。この東和で？ 

首都圏での話題だと思っていたので、大変驚きました。二人目の子供が生まれて、仕事をするうえで、

上の子は保育園と思っていたでしょう。東和は住みづらいところだと思ったでしょう。今後、既に、

新規就農し子供を育てる人、又これから就農しようとする人にとって、大変なギャップになるのを懸

念しています。 

 入所できない原因は、定員制にあると聞きました。そこで定員制をフレキシブルに取り組んではも

らえないものか、提案いたします。 

 次年度に、何名の入園者がいるのかを、確認することは行政の仕事上難しいことでは無いと思いま

す。 

 その人員に合わせて、定員を設定し、保育士の確保を実施してもらいたいものです。 

 政府も来年度に向け待機児童対策を、６月に新計画とあります。 

 二本松市でも、是非待機児童の解消を宜しくお願いします。 

 来年度には、実施できるものと思い、重ねてお願いします。 

「二本松市の活性化」と「市民の幸せ」を実現して下さい。 

追伸 

 東和支所の２階スペースで臨時の保育は不可能でしょうか。 

【内容を確認し、次のとおり回答しました。】 

 当市の待機児童についてでありますが、市全体で待機児童が発生しており、多くは二本松地域と安

達地域でありますが、東和地域でも３歳未満児で待機児童がいる状況です。 

保育所の入所につきましては、施設毎に定員を設定しておりますが、子どもを安全な環境でお預かり

するため、保育士の配置数と子ども一人あたりの必要面積の最低基準を満たす範囲で定員を超えて最

大限受け入れできる人数を受け入れているところです。 

入所児童を決定するにあたっては、希望された方の中で優先度の高い方から入園の決定をしており

ますが、入園できなかった方には他施設を斡旋させていただくなど、保育を必要とする方のご希望に

沿えるよう努めているところです。 

（事務取扱：子育て支援課保育所幼稚園係） 

 

 

７０ 二本松南小学校の施設の建て替え要望について <平成２９年３月１５日> 

                                     （本町 竹内敬典） 

 ぼくは二本松南小学校に通う５年の竹内敬典です。ぼくの通う南小は老朽が進み、トイレなどはあ

まり気持ち良くなく、よごれがとても目立っています。体育館の線もほとんどなく、正しい試合がよ

くできているのか分かりません。さらに、学校中の塗装がはがれコンクリートがむき出しになり、と

てもきれいとは言えないです。どうかこの長い歴史を持つ二本松南小学校を新しくしてくれませんで
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しょうか。よろしくお願いします。 

【内容を確認し、次のとおり回答しました。】 

 さて、今回は二本松市をより住みやすいまちにしていくために、募集しています、「げんきのたね」

にてご提案をいただき、誠にありがとうございました。 

ご提案いただきました内容を参考にさせていただきながら、今後とも市民の皆さんの声が届きやす

い二本松市をつくっていきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

竹内君も４月から６年生ですね。最上級生として勉強や運動に頑張ってください。 

（事務取扱：教育委員会教育総務課文教施設係） 

 

 

７１ 二本松市内でのつるし雛の展示について <平成２９年３月８日> 

                             （匿名） 

 先日、飯野町の吊るし雛を友達と見て来ました。各商家のすばらしい物でした。又、桑折町の役所、

商店も点々でしたが、桃の花やお茶をいただき楽しく見て来ました。二本松市内も道の駅、竹田町で

も飾ってあります。本町でも吊るし雛はどうでしょう？又、足の悪い人は、一軒ずつは回れず、期間

中だけ（町の中）福祉センターで吊るし雛を飾り、大勢の人が来られるように、来年はよろしくお願

いします。もちろん無料です。 

【内容を確認しました。貴重なご意見ありがとうございました。】 

 

 

７５ ちびっこ少年隊の結成について <平成２９年３月２２日> 

                                    （郭内 荒川 慈花） 

 ちびっこしょうねんたいをつくってください。わたしはしょうねんたいにはいりたいです。 

 

 娘は少年隊が大好きで、家も刀を振り回してまねをしています。大人の少年隊もかっこよくていい

のですが、小さい子ども達の少年隊もかわいくてみんなが喜ぶと思うのですが、どうでしょうか。 

（母 荒川真紀） 

【内容を確認し、次のとおり回答しました。】 
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７６ 市民プールの入館時の注意事項について <平成２９年３月３０日> 

                                    （匿名） 

 子ども（小３以下）を４人つれて市民プールへ行きましたが、大人１人につき子どもは３人までと

言われ、利用できませんでした。広報にもホームページにもパンフレットにも書いてありません。小

３以下の子どもが４人以上いる場合、大人２人でといっても平日は無理です。せっかくの春休みなの

に利用できなく残念です。家族の場合、この限りではないとはできないでしょうか？  

【内容を確認し、ウェブサイトへ注意事項項目追加しました。ウェブサイト上の市民プール利用に係

る注意事項について、改善しました。】 


