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参加者

人

分

50

ている︒以前に要望書を受

のもとに県警と協議を行っ

警の所管であり︑町は要望

自治会 住民が安全に浜幹線
を横断できるように︑信号
機を設置してほしい
行政 信号機の設置は兵庫県

15

い﹂とのことだったが︑今

号機を設置するのは難し

けた際の回答は﹁すぐに信
できないかと相談を行った

塀のうち一部だけでも改修

土地所有者には︑ブロック
れば町で補助ができる

公園として活用するのであ

自治会 公民館が老朽化して
いるが︑建て替えは難しい
と聞いている︒何か知恵は
ないか
行政 現在の場所では建築基
ム﹂を設置し︑勉強の場を

委員会に﹁ふれあいルー

徒・児童については︑教育

こっていない︒不登校の生

め問題があったが︑播磨町
ではどうか︒また︑町内の
不登校の生徒・児童の状況
は
行政 教職員間のいじめは起

相談してもらいたい

受けられる場合もあるので︑

ない場合でも︑町の補助が

っている︒県の補助を受け

とともに町独自の補助も行

あるのは防犯カメラである
が︑不法投棄については監
視カメラの設置なども検討
している︒ごみステーショ
ン改修についての補助はあ
る
自治会 古宮住吉神社の常夜
灯跡について︑豊臣秀吉の
朝鮮出兵にゆかりを持ち︑
古宮村の名前の由来となる
ような由緒ある史跡である
が︑これが十分に周知され
ていない
行政 重要な文化財であると
認識している︒郷土資料館
を通して文化財保護審議会
に伝える

指定しており︑土山駅につ
いては明石市と相談してい
る

ため︑地区全体のまちづく

併せての整備が必要である

自治会 駅前地区の下水道は
いつ整備できるのか
行政 上下水道は道路などと

ていただくほかない

立てるなどの対策を検討し

たり︑抑止力として看板を

車両に注意喚起の紙を貼っ

は直接関与できない︒放置

自治会 地区の公園や公民館
に自転車やバイクを無断で
停めている︒また︑飲食な
どのゴミが散乱しているこ
ともある︒警察にも相談し
ているが︑町として何か対
策があればお願いしたい
行政 私有地であるため︑町

りと共に進めていくことに

自治会 駅周辺の交差点内で
車が駐車しての乗り降りが
多く︑困っている
行政 駅南側でも同様の事例
はあるが︑送迎者のマナー
によるところが大きい
自治会 近隣市町は駅周辺を
禁煙地区に指定していると
思うが︑播磨町にも禁煙条
例はあるか
行政 近隣市町は環境政策の
一環で駅周辺を禁煙地区に

企画グループ
☎０７９︵４３５︶０３５６

▼問合せ

ています︒

を通じて順次各地域で開催し

行政懇談会は︑自治会など

なる

設置する場合は︑県の補助

自治会 近頃不法投棄が多い
ため︑ごみステーションに
監視カメラを設置してほし
い︒また︑不法投棄防止の
ためのフェンスなどの設置
に補助はあるのか
行政 現在︑町の補助制度が

が︑難しいとの回答があっ
た︒地元からの要望も大事
なので︑引き続きお願いし

自治会 大池広場について︑
公園としての整備と敷地内
への防災機能・広場管理機
能を兼ねた東部コミュニテ
ィセンターの新設移転の検
討を要望する
行政 東部コミュニティセン

たい

ある︒ケースバイケースで
ターの移設について︑現在

が協働で進めていくもので
あり︑ルールは設けていな
２か 所 の 案 を 出 し ︑ 東 部 コ
見を聞き︑検討を進めてい
る
自 治 会 古 宮 第 １自 治 会 内 の
公民館建設用地について︑
現在は空き地となっている︒
子どもの遊び場として開放
することはできないか
行政 地域で意向があるなら

準法をクリアすることが難

つくっている︒また︑各学

町に相談してもらいたい︒

しい︒将来的に道路ができ

ている

自 治 会 Ｂ ｉ Ｖ ｉ土 山 の 空 き
店舗について︑入居の予定
などはあるか
行 政 Ｂ ｉ Ｖ ｉ土 山 自 体 は 町

自治会 駅北側に防犯カメラ
を設置する予定はないか
行政 防犯カメラを自治会が

るといったことがあれば︑

校にスクールソーシャルワ

自治会 駅エレベーター付近
や駅のフェンスに子どもた
ちの作品展示ができないか
行政 線路沿いフェンスなど

の働きかけも含めて対応し

自治会 町が再開発に関して
指導力を発揮してもらえる
とありがたい︒近隣の再開
発の事例や情報も取り入れ
てもらいながら︑進めてい
ってもらいたい
行政 引き続き協議をしなが

は ＪＲ の 管 理 で あ る た め ︑

自治会 高齢者の福祉施策と
して交通費などを補助する
考えはあるか
行政 高齢者に限らず︑交通

の所有ではないが︑運営会

町からの回答は難しい

弱者対策としてどのような

県内で教職員のいじ

かける

社には今後も引き続き働き

自治会

討している

支援ができるか具体的に検

きたい

ら︑現実的なものにしてい

ーカーを配置し︑保護者へ

建て替えも出来ると思う

自治会 播磨南小学校の生徒
が通学路として使用してい
た私道について︑該当通路
に面するブロック塀が安全
基準を満たしていないこと
が分かり︑通学路を変更す
る必要が生じた︒暫定的な
措置を解消し︑安全な通学
路を確保してほしい
行政 検討は常に行っている︒

ミセン区の自治会長会で意

い

自治会 旧浜国道南側の古宮
地区について︑道路の拡幅
工事をお願いしたい︒道路
の隣接地が私有地であって
も工事を進められるような︑
道路整備のルールは町にあ
るのか
行政 まちづくりは町と地域

後も要望していく

地域の﹁声﹂をまちづくりに 行政懇談会

人

時

町長・幹部職員が地域に出向き︑町の将来像である
﹁まちが いきいき きらめくはりま﹂の実現に向けて︑
まちづくりに関するご意見︑ご要望などを直接住民か
らお聞きし︑今後の町政に反映させ
ることを目的に開催するものです︒
行政懇談会でいただいた意見の
※
一部を︑抜粋して掲載しています︒

テーマ﹁令和元年度予算について﹂
古宮自治会
月９日
時〜

11

古宮公民館

午前

■開催■
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テーマ﹁令和元年度予算について﹂
土山駅前自治会
月９日
分

40

土山駅前公民館

参加者
20
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午後７時〜８時

■開催■
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