「公約推進のためのまちづくり懇談会」
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素晴らしい提案の数々で、これが実際に遂行されることを願っ
ております。
避難のところで市長も仰られた通り、これからもますます自然
災害が来る可能性がある。明日かもしれないし、来年かもしれな
いということですが、実際、この間の 19 号で避難勧告が出まし
て、私は渡良瀬川のすぐ側で危険な地域です。相生二丁目のあた
りですが、その近辺には堤防がありません。国交省の方にも聞い
たことがありますが、堤防がほとんど無いに等しい、とても危険
な区域でした。でも犬と猫がいて避難出来なかったです。雨の中
をある程度車で行こうと思ったのですが、あまりにも強い雨と強
い風でしたので、それも断念しまして、垂直避難ということで、
荷物をまとめて一応二階にしようということになったのですが、
以前２～３年前だったと思いますが、市役所の方に同行避難って
知っていますかと聞いたら、そういったことは一切考えていませ
んと言われました。
国も県も、阪神淡路大震災以降、そういった野良猫、野良犬が
増えるとかえって人に危害を加えるということで、飼っている動
物たちは同行避難というのが当たり前のように策定されていま
す。東京都の中でもしっかり策定されています。そういったこと
をぜひ加えていただきたいです。
それから、避難した方が避難所に入れなかった。それというの
は、校庭がぬかるんでしまって後から使えなくなるから困るとい
うことで、リーダーというか校長先生ですよね。元校長先生のお
話ですと、桐生市の方でそういったことに対して後からフォロー
してくれる予算を出してくれるなら安心して許可できると言う
んです。ただ、何でもかんでも行政に頼りすぎるのもどうかと思
いまして、私たちは、ちょっと話は違うのですが、小学校の頃に
石拾いとか整備とか、ぬかるんでいるところは自分たちで砂を入
れたりしました。
ここのところを行政のせいだとか、そういう風にし過ぎてい
て、市民が自分の力、自分で汗をかかないで少し頼りすぎている
のではないかと思います。実際問題、国の方も行政の方も大変で、
自分の水は自分で何日分かは確保してねと言われているように、
実際無理だと思います。広域に亘ってこの間のように。「幸い桐
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生はほとんど被害が何も無くて良かったね」で済んではいけない
ような気がします。ちょっと長くてすみません。
市長

ありがとうございます。この台風 19 号については先ほどもお
話をさせていただきましたが、私自身就任して間もない中で、
色々と決断をするのが難しいところもありまして、２回の避難勧
告という部分の中で、特に２回目の桐生川河川が氾濫する危険が
あるという中で、急きょ、東小学校と南小学校と境野小学校に避
難所を設置しました。
対策本部中には教育長はじめ関係者がすぐに対応してくれま
して、その三校を避難場所として提供することができましたが、
本当に突発的なものでしたので、ご指摘いただきましたとおり、
東小学校につきましては、駐車場として校庭を開放することがで
きずに大渋滞を引き起こしてしまったと聞いております。
また一方で、南小学校の方は、校庭の中に車を停められたので、
それほど混乱は起きなかったと聞いておりますので、そのあたり
の対応をこれからしっかりと統一していかなければならないと
思います。
相生町の渡良瀬川流域の氾濫リスクということですが、これか
らも、決壊の可能性があるとか、整備しなければならないという
ところも、当然出てくると思いますので、都市整備部をはじめ安
全安心課とこれから協議をしながら対応を検討していきたいと
思います。さらに国交省の方にも働きかけて、渡良瀬川を整備で
きればと思います。
また、動物の方も仰る通りで、動物を飼っている人は避難でき
る状況では無いという声をいただいていますので、これから検証
しなければならないと思います。
最後に、市民の方々の自助努力ということで、これも桐生の防
災アドバイザーをしていただいている、釜石の軌跡で全国的に有
名な片田先生、それから、ちょうど台風の前日に講演をしていた
だいた群大の金井先生も、まずは「自らの命は自ら守る体制を作
ってください」と、「行政の力には限界があるので自分で命を守
ることを心がけてください」ということを盛んに言っていまし
た。それと同時に行政の限界というお話もされていましたので、
これからも、まずは自らの身を守るということを第一義的に市民
の方々に示していかなければならないと思っています。
ご指摘の通り、様々な指摘がありましたので、しっかりと精査
をしながら、次の有事に対応できるようにスピード感を持って取
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り組んでいきます。
また、余談ですが、桐生市は両毛６市で災害協定を結んでおり
まして、足利市さんと佐野市さんが河川の堤防が決壊して、非常
に大変な状況にあります。テレビ等で皆さんご覧になっていると
思いますが、災害ごみの仮設置き場も既に満杯ということで、10
月 28 日に佐野市の災害ごみの受入れを桐生市がいち早く開始さ
せていただきまして、またこの月曜日（11 月 11 日 ）からは足
利市さんの災害ごみの受入れも開始させていただきました。さら
には、住宅が流された人には市営住宅の提供ということで話をし
ているところでございます。応援体制という部分の中で、やはり、
被災された地域の方々は同じ両毛圏ということで、少しでもお役
に立てるようにと思い、使命感を持って今回やらせていただきま
したのでご紹介させていただきたいと思います。ありがとうござ
いました。
市民Ｂ

私は障害手帳を持っていますが、市役所の福祉課に手帳を持っ
て行ったとき、利用できる制度ということで色々と確認をしまし
た。みどり市の岩宿駅のところに、オンデマンドバスで行けるの
か停留所を確認しましたら、市外へは全然出ていませんでした。
簡単に言います。みどり市へオンデマンドバスを乗り入れるこ
とはできるでしょうか。

市長

先ほどもお話をさせていただいた通り、今、桐生みどり未来創
生会議を立ち上げており、奇しくも、次の会議では公共交通がテ
ーマになります。当然、桐生市とみどり市の相互乗り入れの話が
出てくると思います。
これから、例えば桐生の方々ですと、新桐生から東邦病院まで
バスが欲しいと。逆にみどり市さんの方からは、岩宿駅から桐生
厚生総合病院までバスで行きたいと。相互連携の中で、色々と取
り組まなければならないものがあると思います。
桐生市の中では、新里と黒保根でデマンドバスを走らせていま
すが、みどり市さんの場合はデマンドタクシーが走っています。
桐生の場合はおりひめバスとＭＡＹＵもあります。そういったお
互いが持っている財産を複合的に絡ませることによって、更に連
携が取れた公共交通網ができると思いますので、その部分を次の
会議の中で、今言っていただいたご意見を参考にしながら進めて
行きたいと思います。

市民Ｂ

大澤市長、亀山市長、今までの市長さんの話や広報きりゅうの
中でときどき出ていましたが、今回進むことができるのですね。
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市長

今度の桐生みどり未来創生会議の中で、その項目を議論するこ
とになっておりますので、一つでも二つでも前に進むように取り
組んでまいります。

市民Ｂ

障がい者の方々や高齢者方々が利用すると思いますのでよろ
しくお願いいたします。

市長
市民Ｃ

貴重なご意見ありがとうございます。
先ほど市長から、災害の時には近くに住んでいる市の職員が対
応できれば良いということを伺いましたが、市の職員の服務規程
25 条の中に、市職員は市内在住が望ましいとあります。さて、
市の職員さんの中のおよそ３分の１以上の方が、市外からの在勤
の方だと総務の方から伺いました。これは服務規定に反するので
はないでしょうか。しかしながら、これには抜け道がありました。
許可を受けた者については、市外在住を認めるというものがあり
ました。ところがこの許可書をみましたら、一番下のところに、
なんと許可ありきの文言がありました。現物がこれですが、申請
書ですが、一番下のところに「申請のとおり許可いたしたい」と
いう文言が書かれています。許可することを前提として作られた
許可申請書、これはちょっと如何なものかと思います。
やはり市民感情から申しましたら、市役所職員たる者は、市内
在住者がやはり望ましいのではないか。例えば、太田、足利から
桐生市に職員として通勤される方、あるいはみどり、伊勢崎、前
橋の方もいらっしゃるとすれば、では太田市民が桐生市のことを
どれほど思えるでしょうか。足利市民の方が桐生市のことをどれ
ほど思いやることができましょう。
※桐生市職員服務規則
第 25 条 職員は、市内に居住しなければならない。ただし、市
外居住許可申請書(様式第 15 号)を提出して許可を受けたとき
は、この限りでない。

企画課長

大変失礼いたしますが、冒頭で申し上げましたとおり、本日の
説明に関する前向きなご提案、ご意見ということでお願いいたし
ます。

市民Ｃ

ですから、それを踏まえてですね、これからは市職員採用規程
を見直していただいて、やはり 25 条どおり、市職員は市内在住
の者としていただきたいです。何らかの事情があって、転出する
のは致し方ないと思いますが。

市長

分かりました。お話の内容は非常に理解できるところだと思い
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ます。まだ私の中で精査しきれていない部分もありますので、し
っかり検証をして進めて行く形をとりたいと思います。
市民Ｄ

先日の台風で、桐生川の堤防を補強するのも良いでしょうが、
最近、桐生川の川底にも大分土砂が入っていますよね。あれを浚
渫（しゅんせつ）することによって、水位が大分下がると思いま
す。もちろん市だけではできないでしょうが、県や国と連携して
ぜひやってほしいと思います。

市長

ありがとうございます。その部分も今考えているところでござ
いまして、堤防を上げるだけではなく、まずは河川の底下げをす
ることは効果的だと思います。国交省等と連携して進んで行きた
いと思います。貴重なご意見ありがとうございます。

市民Ｅ

市民の提案や意見を聴いていただけるということで、すごく有
り難くて、お話を聞いていてすごくワクワクしました。
夏に「ゆい」で、政治のことを知ってみようというイベントが
あって、それをきっかけに集まったお母さんたちがいるのです
が、最近赤ちゃんを産んだ方から、私のように高校生の子供がい
る人、あるいは子育てが終わって子育て支援に関わっている人、
そういう幅広い年代のお母さんたちが集まって、何か市に提案で
きないだろうかということで、集まって何回か会合を重ねていま
す。そうやって話し合ってみると、やはりお母さん自身も子供に
ついてとか今後の子育てについてとか桐生市の今後についてと
か、すごくやばいなという実感を持っていて、私たちにできるこ
とがあれば市に働きかけていけないだろうかということで話し
合いを重ねてきました。それで、こういう機会をいただいて、今
参加させていただいています。
私たちのこの会に、荒木さんはお忙しいでしょうから無理かも
しれませんが、担当の職員の方を一度お招きできればと思ってい
ます。一度だけでもご参加いただいて、お話を聴いていただけれ
ばと思います。いかがでしょうか。

市長

ありがとうございます。私もこの間、「ゆい」から声をかけて
いただいて、若い起業家の方々と意見交換会をやらせていただき
ました。非常に面白い発想を持って、桐生市にとっても参考にな
る意見をいただいております。
市役所には「生き生き出前講座」というのがありまして、役所
に提案をしていただければ、私が行ければもちろん私自身がお伺
いして意見を聴かせていただければと思いますが、日程調整がで
きなかった場合には、間違いなく担当職員をその場に行かせて
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様々なご意見、声を聴かせていただく機会というのは既に持って
おりますので、遠慮なく言っていただければと思います。
市民Ｅ

ありがとうございます。とりあえずどなたにご連絡すればいい
でしょうか。

市長

広報でしたっけ。

企画課長

出前講座は生涯学習課です。

市長

生涯学習課にご連絡いただければ、たぶん僕のところに日程調
整がまわりますので、調整がついたらもちろん行かせていただき
たいと思います。

市民Ｅ

ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。

市長

貴重なご意見ありがとうございます。

市民Ｆ

公共交通に関して、私は住まいが広沢なのですが、正直一度も
バスに乗ったことが無い 70 何パーセントの一人なのですが、先
日、梅田の方でイベントがあった時に、バスでは行き方が分から
ないということで、自家用車で行ったという経緯があります。実
は私もあと 12～13 年で免許返納という歳になってきますので、
すごく身近な興味ごとです。公共交通の利便性が、もう少し例え
ば停留所に時間が貼ってあるとか、何か分かり辛いと皆言ってい
ます。うちの方でも婦人会がバスで梅田に行ってみましょうとい
う企画をして、けっこう大人数が参加したという話を聞いていま
す。ぜひもう少し分かりやすい交通網を、整備はお金がかかると
思うので難しいでしょうが、インフォメーションの方をもう少し
分かりやすくできないのかなという質問です。

市長

本当に仰るとおりだと思います。分かり辛い。どの路線でどこ
に行くのかということもなかなか分からない中で、乗らない方が
増えているというのがおそらく現状ではないかと思います。
県の方では、交通まちづくり戦略を策定しておりまして、公共
バスの乗りやすさはどうしたら良いのかということを研究して
いるところです。県としっかり連携を取りながら、市民の方々が
分かりやすく、乗りやすくなるような研究をこれからも進めて行
きたいと思います。ありがとうございます。
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