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第６回議会報告会の意見・要望に対する検討結果について 

第６回議会報告会において市民の皆様からいただきました意見・要望等について、検討した結

果は次のとおりです。 

 

１．除融雪に関すること 
  除融雪をきめ細かく、迅速に行えるよう市当局と協議を重ねた結果、今年から次のように

なります。 

・除雪業者を３業者増やします。(１３業者 → １６業者) 

・学校周辺通学路等の一部の歩道の除雪を実施します。 

・県管理となっている、角田橋・枝野橋の歩道の除雪について、さらに強く要望します。 

・現在、除融雪業務に参加していない業者にも参加していただき、さらに円滑な除融雪

業務が展開できるよう検討します。 

 

２．水道ビジョンに関すること 
  大震災による長期間の断水を経験した関係から、安心で安定的な水道事業を運営す

るため市当局と協議を重ねた結果、次のようになります。 

・自己水源確保の観点から、小田・枝野浄水場は改修しながら当面維持します。 

・隣接自治体と配水管を接続し、緊急時に水の相互供給を行う緊急連絡管の整備

及び災害時における応援給水について検討します。 

・水道水の安定的な供給を確保するために高倉地区に配水池を築造します。 

 

３．ごみ有料化に伴う対応に関すること 
  昨年の７月から家庭ごみが有料化されたことに伴い、家庭で使いきれていない旧指定ごみ

袋の有効利用を図るため、新しい資源ごみ袋と交換するよう市長に提案しました。 

・旧指定ごみ袋と新資源ごみ袋の交換を２月に行います。 

 

４．農業の館に関すること 
平成２４年１２月２０日に７回目の特別委員会を開催し、次のとおり「角田市農

業の館の改善に向けての提言(中間報告)」を取りまとめ、市長に要望しました。 

なお、今後とも角田市農業の館の実績を見ながら、設置目的に沿った施設となって

いるか判断し、継続して調査検討してまいります。 

項目１ 原料堆肥の確保について 

① 利用組合員全体の会議を月１回程度開催し、計画通りの搬入が出来るよう努

めるとともに、利用組合が自発性を発揮できる組織にすること。また、広く畜

産農家の協力が得られる環境を整えていく必要があること。 

② 堆肥づくりに精通する職員を置く方向で今後検討すること。 

項目２ 原料堆肥の水分調整について 

① 水分７０％以下で搬入するよう徹底すること。 

② 水分含有率が少ない繁殖肥育牛農家の利用組合への加入を促進すること。 

項目３ 乾燥について 

① 灯油を使用しない方式を確立すること。 

② 熟成槽で切り返しをし、戻し堆肥の利用率を高め、日数をかけて製品づくり

をすること。 

③ 醗酵菌、酵母菌の使用も検討すること。 

Ⅳ 配布資料 
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項目４ 副資材の投入について 

① 畜種変更も考え、鶏ふん、米ぬか、堤防の草等、有機物の利用を調査研究し、

積極的に取り組むこと。 

項目５ 堆肥の品質について 

① 定期的に分析し、品質の高い安定した堆肥を生産し、地区毎に実証田を設け、

検証すること。（大きい看板で表示すること。） 

② 他の施設で生産された堆肥と比較分析し、品質の高い堆肥を生産すること。 

項目６ 機械の修繕について 

① プラントを熟知し、定期的に点検して、故障の早期発見に努めるとともに、

修理には地元・近隣の業者で対応できる体制づくりをすること。 

項目７ 指定管理について 

① 単年度毎の指定管理とし、その実績をみて判断すること。 

項目８ 収支について 

① 項目１から項目７までの運用改善をして赤字額を減らし、有機農業の里づく

りの目的達成のため、角田市農業の基本となる循環型農業の推進のため、有効

に利用すること。 

 

 

 子ども議会の結果について  

 

 平成２４年１１月２７日、角田市子ども議会を議会議場で開催しました。 

この子ども議会は、昨年９月から議会ライブ中継をインターネット配信することになっ

たものを、広く市民の皆様に知っていただくための記念事業として、角田市、角田市教育

委員会の協力のもと開催したものです。 

 当日は、市内の８小学校から１６人が子ども議員として、質問に立ちました。子ども議

員からは、「安全・安心なまちづくりについて」「角田市のこれからの商業について」など

の質問が出されました。 

【 一 般 質 問 】 

１番 枝野小学校 齋藤拓真 議員、天野佑哉 議員 

・登下校の安全面で、もっと安心して通学できるようになるための対策や今後の計画につい 

 て 

２番 東根小学校 永井珠李 議員、安齋杏果 議員 

・安全、安心なまちづくりについて 

３番 北郷小学校 芳賀桃花 議員、平山時生 議員 

・角田市のこれからの商業について 

４番 西根小学校 佐藤 優 議員、佐々木かれん 議員 

・西根地区の防災と通学路の安全確保について 

５番 横倉小学校 渡邉泰生 議員、山内 楓 議員 

・防災について 

６番 藤尾小学校 山中謙市 議員、齋藤朱里 議員 

・安心して暮らせるまちづくりについて 

７番 角田小学校 玉手 優希 議員、瀬戸ひかり 議員 

・角田の町づくりの構想について 

８番 桜小学校 金子 知諭 議員、佐久間 梓 議員 

・角田市の交通と美化・安全なくらしについて 

※ 詳細は、議会だより第１６９号(平成２５年１月１日発行)に掲載しております。 
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※事業所・店舗・商店の旧指定ごみ袋は交換できません※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●日時  平成２５年２月１日～２月２８日（祝日を除く月曜日から金曜日） 

９：００～１２：００ 

●場所  裏面の日程表に従って市役所・自治センターを回ります。 

●内容  家庭から持参いただいた旧指定ごみ袋（Ｓ・Ｍ・Ｌすべて）の枚数

に対し、新資源ごみ袋（同枚数）のＬサイズと交換します。なお、受

付の際は氏名、住所、電話番号を所定の用紙に記載していただきます。 

 

平成２４年７月からごみのさらなる減量化・資源化を進めるため、家庭ごみが有料化さ

れました。これに伴い、これまでの指定ごみ袋は、新しく「有料の共通ごみ袋（黄色のレ

ジ袋型）」と「レジ袋型資源ごみ袋」の２種類にリニューアルしましたが、旧指定ごみ袋に

ついては７月から１０月末までの４ヶ月間に限り、袋の種類にかかわらず資源ごみ袋とし

て使用できる経過措置期間を設けて進めてきました。 

しかし、未だに旧指定ごみ袋を使いきれていない家庭が数多いことから、この事業によ

り旧指定ごみ袋の有効利用を図ります。 

交換により市役所へ提供いただいた旧指定ごみ袋については、市の庁舎、市民センター、

自治センター、小・中学校等の公共施設から排出されるごみ袋として有効利用いたします。 
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●ごみ袋交換日程・会場● 

平成２５年２月 
日 月 火 水 木 金 土 

     

1 2 

市役所(※) 
(中央監視所) 

 

3 4 5 6 7 8 9 

 市役所(※) 
(中央監視所) 

市役所(※) 
(中央監視所) 

西根自治センター 西根自治センター 北郷自治センター  

10 11 12 13 14 15 16 

  北郷自治センター 桜自治センター 桜自治センター 東根自治センター  

17 18 19 20 21 22 23 

 東根自治センター 藤尾自治センター 藤尾自治センター 枝野自治センター 枝野自治センター  

24 25 26 27 28 

   小田自治センター 小田自治センター 横倉自治センター 横倉自治センター 

(※)市役所…角田市水道事業所中央監視所(下記の地図のとおり) 

いずれの会場も９：００～１２：００です。 

 

●角田市水道事業所中央監視所(市役所)地図● 

 

 

こちらが市役所の 
交換場所です。 

こちらに駐車 
してください。 

入口 

出口 
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ＴＢＳ恋愛応援バラエティーもてもてナインティナイン 
 

 

 

角田市では、花嫁不足の解消と角田市の魅力を日本全国にＰＲするため、Ｔ

ＢＳ東京放送にご協力を頂き、ＴＢＳ恋愛応援バラエティー「もてもてナイン

ティナイン 角田の花嫁・お見合い大作戦」を開催します。 

 

◆◆どんな内容の番組？◆◆ 

毎週火曜日、午後 7 時からの全国放送のバラエティ番組。司会者は、お笑い

コンビのナインティナイン岡村隆史と矢部浩之のふたり組です。 

花嫁不足で悩む農村や漁村で暮らす地方在住の男性のために、一般女性を全

国から募り開催地の市町村を舞台にお見合いをする内容で、お見合いに参加し

た男女の様子をクローズアップして伝えています。結婚したい男性・女性の幸

せをお手伝いし、なおかつ開催地域を全国にＰＲできる番組です。 

 

◆◆お見合い内容◆◆ 

１  お見合い回転寿司：参加男女 1対 1で順番にトークをする 

２ フリートーク：気になる人に自由にアタックしてお話しする 

３ お宅訪問：女性が、一番気に入った男性をひとり選びそのお宅に訪問 

 ４ 最終フリートーク：告白前の最後のアタックチャンス 

 ５ 告白タイム：男性が女性に告白し、ＯＫをもらえればカップル成立☆♪ 

 

◆◆参加条件◆◆ 

・独身の男性であること（結婚歴の有無は問いません）。 

・角田市に住民票を有していること。 

・１８歳以上で真剣に結婚を望まれる方であれば、年齢の上限はありません。 

 

◆◆イベント開催スケジュール（予定）◆◆ 

12月 27日（木）19時～市役所３０１会議室にて参加男性への説明会開催 

1月 12日（土）参加男性へのインタビュー・仕事風景撮影及び決起集会 

1月 15日（火）番組次回予告にて、角田市の参加男性の紹介ＶＴＲを放送 

2月 16日（土）・17日（日）お見合いイベント本番！！ 

3月中旬～下旬 番組放送予定 

 

 

【お問い合わせ】 角田の花嫁・お見合い大作戦 

事務局：市役所生活環境課 電話 0224-63-2118 

 

 


