
大沢地区　意見交換会

開催日時

開催場所

参加者数 １６ 人

報告内容

基本的に、皆さんが地域で頑張っている様子、地域で取り
組んでいることの中身を議会に生かそうという趣旨である。

こちらが、一方通行の要望や意見を言ってそれをまとめるだけなのか。

地区別意見交換会（大沢地区）　記録（概要）

間もなく森友・水無の近くにバイパスができるが、大沢地区のメリットはどの
ように考えているのか。
バイパスができて便利になったが、この大沢はただの通過地点になってい
てこの大沢はどうなるのか。
大沢地区センターから日光市役所までをサイクリングコースにし、レンタル
できるようにするといいのではないか。

・地元で障がい者の施設の理事長をやっているが、常日頃大沢地区の皆さ
んにはお世話になっている。
施設として、「クリーンデイ」として毎月第１土曜日に缶拾いなどしている。
・杉並木の話が出たが、私ももったいないと思っていて予算の問題もあるか
と思うが、仕事を与えてもらえるのであれば私たちが掃除をするという案も
あると思う。
・杉並木をこれからどう活用していくのか、考えるのかを何かで知らせても
らえれば我々もやりがいがある。
・大沢地区センターの入り口にお墓がありその横に観音さまがある。六尺
藤など大沢地区も地域おこしとしていろいろＰＲしているが、観音さまの所を
開発して名所にすればという案もある。
障がい者の施設をやっているからだが、散歩する範囲がある程度決まって
くる。国道から少し離れているので大丈夫だが、いろいろなところへ車いす
でいきたい。
大沢の名所をいろいろ回るときに、そういう新たな発見・名所づくりも必要で
ないか。
・「おおさわふれあいまつり」など私たちも積極的に参加していて、今は受入
れ体制もすごくいい。
・大沢インターの前に「道の駅」を作り、そこから日光・鬼怒川へと、そういう
発想もいいかと思う。

要望だけになってしまうと、意見交換会の趣旨がなくなって
しまうので、要望があれば簡潔にまとめて出してもらい、要
望がそのまま執行部・市長のところにいくシステムがあるの
で、別の機会に説明することになると思う。

（傍聴者）斎藤伸幸議長、亀井崇幸議員、荒川礼子議員、粉川昭一議員、
　　　　　　市民１名、大嶋大沢公民館長

　地域のことを教えてください！

・大沢町はみんなでやることが多い。大沢町第1・第2で一緒になって行う神
社の祭「八坂祭」は、お神輿（子供お神輿も）、屋台を飾りつけしてもらい楽
しんでもらっている。
昔は「大沢村」という宿場町なので、昔からの古いお祭りが現在続いてい
る。
・文化財になっているものを補修する場合、市から少し補助が出るが、同額
までいかなくとも、7割～8割出ればもっと活性化されてお祭りも続いていく
のではないか。
・杉並木の境石（杉並木寄進碑）を、宇都宮から来た観光客に、並木の中を
歩いて見てもらう。
そのとき今やっていないホテルの駐車場を借りるのはどうか。
大沢町の活性化ということで考えてもらいたい。

市民意見 議員意見

一つ一つ返事をするのか。

　平成３１年１月２５日（金）　午後６時００分 〜 午後７時３５分

  大沢公民館　会議室

出席議員
　福田道夫（代表者） 　齊藤正三 　瀬高哲雄

　山越梯一
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大沢地区　意見交換会

市民意見 議員意見

卓球、バドミントン、ユニカール、フリスビー、輪投げ、ボッチャ。用具は全て
大沢スポーツクラブが無料で貸してくれる。
子供に返って夢中になってしまう。
他の方も無料で借りられたらいいと思う。

・分譲地管理委員会があり、昭和50年以前（昭和50年3月31日以前）の道
路は認めて、年間130万円くらいの補助金がある。日光市の下水道工事で
随分アスファルトをカットして、凍ってしまいバリバリである。自治会が広範
囲にわたるため、分譲地対策事業で対象になる場合は、そういうお金で直
せるが、対象外のところは一切直せない。年１回、アスファルトをくれるが、
アスファルト分として10万円くらいもらっても、50・60個では全然足りない。
量を増やせとは言わないが、対象外の認定外道路についても何か打開策
があれば教えていただきたい。

・ここのところ、商業施設が乱立状態であるが、そこに市道がある。道路を
広げるわけにいかないだろうが、歩道が片方にしかない。道路を横切らな
ければならないし、歩道がないところを歩かなければならない状況である。
子供たちの通学時も一部そういうところがあるので改善できたらと思う。
・必要なところは整理して金を使う形で考えないと、市政と市民が乖離する
心配もある。
・生涯学習や生活の拠点は地区公民館でなく、自治会までおりてこなくては
ならないと思う。その時代のライフスタイル、年齢層、高齢化、それぞれに
あった状態につくり変えていかなければと思う。
・自治会で公民館を建て始まっているが、誰でも自由に出入りしてもらい、
そこで好きなことをやってもらおうと考えている。お金がないので、借り入れ
をしながら借金を残してつくっていく。これからは、古い公民館もありそうい
うところを建て替えるのに、昔みたいに任意の寄附をもらいながら建てる状
況ではないから、補助金が500万出ているが財政が厳しくても検討すると
か、無利子の借り入れの枠を増やすなど検討してはどうか。

並木の活用については、他からも意見が出ているので伺っ
ている。

・健康管理、会員の親睦を図るために年１回のレクリェーションを大沢体育
館で実施している。こういった親睦はいざ地震などが発生した際、団結が大
切ということで開催している。
・市から防災関係の補助として２万円もらっているが、引き続きお願いした
い。
・体育館も無料で借りているが引き続きお願いしたい。
・60代以上が半数となっており、75歳になると健康診断や検査等をしないと
免許が更新できない。国道に関東バスは来ているがバス停まで１キロメー
トル以上あり、年寄りが荷物を持ってとなると無理かと思う。市営バスが大
沢地区センターまで来ているので山口の方まで来て、根室青少年スポーツ
センターまで回った方がより効果的かと思うので是非やってほしい。

レクリェーションを体育館で行うのは具体的にどんなことか。

平成町は、ちょうど駅前にあり、毎年４件くらい世帯数が増えている。
行事は人と人との交流・親睦を常に念頭に置いて開催している。
敬老会会員も年々増えている。学校が２つあり育成会も２つあるが、親睦
交流ということで納涼祭と敬老祝賀会を一緒に行っている。その他芋掘り
交流や年末に収穫祭ということで防災訓練を行っている。
防災訓練時は、今まで地震体験車だったが、昨年から国土交通省の災害
体験車に来てもらった。自治会で呼ぶとお金がかかるが市を通すと無料に
なる。
今は日光市の助成金はないが、バス旅行を行い、親交を含め、大体１回
115人、バス３台で行く。バス３台になると参加者が多く役員も大変で、困っ
ている。
大沢地区社会福祉協議会のいきいきサロンは、今年日光市社会福祉協議
会に認定を受け、まちカフェとして”平成カフェ”を毎月実施し、１回で20～25
人は参加している。
昨年11月から貯筋アップ体操を導入し、毎週月曜日実施している。
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大沢地区　意見交換会

市民意見 議員意見

・猪倉新町の活動は、子供たちのふるさとづくり、思い出づくり、子供たちの
ことを考えて行っている。
・6月に団地祭を行っているが、その際消防本部・分団の方に来ていただ
き、防災訓練・避難訓練を取り入れている。
住民からは、防災訓練を年１回行うことは非常に有効なので、毎年やっても
らいたいとの声がある。
・7月末か8月上旬には盆踊り大会を行う。
・9月に敬老会を行い、2年ほど前から子供たちも参加してもらっているが、
招待者から好評を得ている。
・12月に餅つき大会、クリスマス会を行う。
・下水道が通っていて、汚水処理場も直営で持っている。昭和40年代の処
理場のため、老朽化が進んでいる。年前に市に見積もりをいただいたら処
理場が4億、本管整備が4億円くらいかかるとのことだった。自治会だけで
はそれだけのお金は用意できないので、市に引き取ってもらえばありがた
いが、引き取ってもらえなければ新たに市の公共下水を引いていただきた
い。

・大沢地区は職員だけではできないため地域の人を巻き込んだ行事が多
く、それに関わる地域ボランティアも地域力が高いと考えている。だが、ボラ
ンティアもどんどん高齢化し、加わる人も減ったため、「人づくり部会」として
小中高校生のボランティアを募って地域で活躍できる人材づくりを頑張って
いる。
・他の地区に比べ、子供対象事業も多く、学校が週休2日制になったときか
ら地域の人たちが継続している事業もあり、「地域で子供を育てよう」という
気持ちが強いところである。
・昨年から市にお願いしているのは、大沢地区には子供が遊べる公園がひ
とつもない。是非、公園をつくって欲しいと言っているがお金がないというこ
とでつくってもらえない。
土地を寄付してくれる人がいれば、考えなくもないと市から話が出たので、
どういう公園をつくって欲しいかを地区で考えようということで、子育てサー
クル、小学校のＰＴＡ会長、子育てに関わっている人たちを集めて、１回話を
した。これからも引き続き話し合っていきたいと思う。
・大沢地区は他の地区に比べると人口が減少していなく、高齢化率も1番低
い。子育て世代が1番多いところである。宇都宮市に通うことが可能なた
め、市外からこちらに移り住んでもらうためにも、もっと地区として子育てし
やすい環境を整えなければと思っている。
・日光市は子育てに関する補助金など整っているが、ＰＲが下手である。Ｐ
Ｒをもっとすべきであり、ハード面だけでなくソフト面も地区で子育てしやす
い気持ちを盛り上げていければいいなと思うため、子供たちが遊べる公園
をつくっていただけるようお願いしたい。

・日光市はＰＲ下手というが、そのとおりだ。フェイスブックをみても、いいと
ころがひとつも出てこない。
ＰＲだけやって、行ったら全然だめだったということあるが、日光市特に大沢
地区や今市地区はそんなことは絶対にない。ＰＲしても他のところに負けな
い。

・昨年から始めた、4小学校（大沢・猪倉・南原・大室）での年２回の情報交
換会がとても有意義な会議になっている。
・大沢地区には産婦人科がある。子育て世代と民生委員等がもっと出会え
ないかと思っているが、個人情報の壁がありその先に進めない。何かあれ
ば、活動も広げられるのではないか。
・産婦人科にいろいろな広報を置かせてもらったら、問い合わせがあった。
もっと民生委員等の方たちが市民とふれあえる機会があればと思ってい
る。

・大沢地区には民生委員・児童委員、主任児童委員あわせて34名いる。
今、空き家が結構あるので、それを利用して組単位や隣接の組同士が集ま
るところを作り、年寄りを集めれば子供たちもつられて集まってくる。それに
力を入れると、もとの隣近所のお付き合いに繋がっていくのではないか。空
き家の利用を考えてもらえれば先が見えてくるのでお願いしたい。

・空き家を利用するのはいいが、風化している空き家が増えている。所有者
の責任だと言うが、なんとか解決しないと本当に危険でどうしようもないとこ
ろが沢山ある。
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大沢地区　意見交換会

市民意見 議員意見

特別ひどいところは、市が調査にきて認定されると、上限額
100万円までがでるが、それは（経費の）2分の1なので、あと
の半分は持ち主にお願いするしかない。

最後まで持ち主にお願いすることになる。

前は補助金はなかったが、つくようになった。

・大沢地区では大きなキャッチフレーズとして、誰もが住みたい大沢にした
いという考えで活動している。こうやって話を聞いて、皆さんから意見を出し
ていただいたものをまとめれば、本当に住みたいなと思うまちになる。

・桜の木を植える、杉並木を見るという意見が出たが旅行会社に売り込む
のも案だと思う。これから植えて名所をつくるのもいいが、既にあるものプラ
ス杉並木を見てもらうというツアーを組んでもらう。市から売り込むべきもの
ではないかと思う。ＰＲ下手な日光市にもう少し頑張っていただきたい。

なんとかしないと、所有者がわからない家が増えつつある。手をつけるにも
つけられない。

自治会内に空き家や空き倉庫があるが、毎年夏になるとスズメバチの巣が
できる。市に相談にいったが、自治会の責任で駆除してくれと。

斡旋しかない。

・日光市はこれから非常に財政が厳しくなると聞いているが、こういうことを
やれば日光市が生き延びるという政策を出してもらいたい。もちろん住民も
考えなければならないが、市民の代表として議員の皆さんにも知恵を絞っ
て、議会で討議してもらいたい。
・ただの通過地点でなく、まずここを市の玄関にするようなことを考えたらど
うか。ＪＲ下野大沢駅から新里街道のトンネル入り口まで、道路が直線で活
用すればいい道路になると思う。歩道も広く整備されて人が歩きやすく、観
光客が歩けば有名な何かがある、杉並木を通っていけばこういうものがあ
る、何かそういうものが欲しい。例えば、途中で食べ歩きできるような、大沢
地区でないと食べられない、買えないような。この辺で足尾町の肉屋さんで
おいしいコロッケがあるが、関東地方でも有名だ。どこからでも観光客は行
く。

・私もわざわざそこに行く。足尾町から出ている電車、ソースかつ丼、有名
なもの。
・一生懸命ＰＲして、紙のＰＲでなく通信でＰＲすれば人は集まる。
日光市を活性化するのであれば、まずＪＲ下野大沢駅を日光の表玄関とい
うキャッチフレーズにして頑張っていただければいいと思う。

・仮にいろは坂のカーブ全部に桜の木を植えたらどうなのか。そのくらいの
発想で盛り上げるのもひとつの方法である。

・大沢地区体育協会では、5月にソフトボール大会。7月に婦人バレーボー
ル大会、8月は市内で唯一の綱引き大会、11月は大沢地区ふれあいまつり
にニュースポーツの何種目かで協力。12月の駅伝大会で、昨年は支部対
抗の部で優勝した。
・住民の皆さんの意識低下による参加率の減少がある。
・子供から高齢の方まで幅広い層に対応するニュースポーツの備品を数多
く購入し、普及に努めていきたい。ボッチャは平成28年度日光市で初めて
購入した。ニュースポーツの普及に力を入れている。

・大沢地区に青年団がある。昔の活動と全く違うが、その頃の勢いはなくと
も、若い世代がもがいているのを温かい目で応援してもらえるとありがた
い。報告会があると地区の回覧にあった。是非報告会に参加してこういうこ
とをやっているというのを理解して、今後も応援していただければと思う。

・福祉のまち大沢というのをＰＲしたらいいのではないか。大きい病院が近く
にできれば、医療と福祉のまち。魅力を付け加えると大沢地区は全体的に
これから活性化するまちではないかと思う。
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大沢地区　意見交換会

市民意見 議員意見

班としての総括・所感

　大沢地区で開催された「意見交換会」は、地域の自治会役員、子育て中のお母さん、スポーツクラブ役員の方などに参加していただき
ました。
　地域で頑張ってる方、地域を支えている皆さんに参加していただき、前向きな元気のある意見が多く出されました。
　住民のつながりを大切にした、祭りの継承、納涼祭、敬老会やスポーツ・レクリエーションなど、自治会等の取り組みが紹介され、地域
の様子がよくわかりました。また、参加された自治会長さんも相互の交流になったのではと思います。
　地域をもっと良くしたいという思いから、子どもが遊べる公園の整備や観光振興として日光杉並木の活用を提案する意見がありまし
た。こうした意見を実現するために、大沢地区では組織づくりが始まっています。
　日光市の子育て施策が充実していることがよく知られていないので、もっとPRしてほしいという意見もありました。
　大沢地区のみなさんから、前向きなエネルギーを受け止めた意見交換会となりました。

・地域をどうアピールしたらいいのかという意見が多くあった
感じがする。
・地域で頑張っているお祭り、地域独自にレクリエーションを
やるなど工夫されている。
・要望も、公園の問題、杉並木の活用、子育て世代の抱える
問題、市の財政再建を示せという意見もあった。
・大沢地区全体で人口が増えているという前向きな話も沢山
出されたと思う。
・要望はその部門ところで、地域からの要望や自治会から
の要望を出していると思うのでそれはそれで進めて取り組
んでいただきたいと思う。
・地域でがんばっている、地域を支えている皆さんに参加し
ていただき、自治会でいろいろ取り組んでいることを教えて
いただいた。
・参加された方もお隣の自治会の取り組み等共有できたと
思う。
・皆さんからいただいた意見をもとに議会活動にさらに取り
組んで、前に進めるよう生かしていきたいと思う。

・病院の話はまだ具体的になっていないが、病院ができたら
ここの地区は大きく変わると思う。大きく変われるいろいろな
材料をもっていることが、話を聞いてわかった。

・日光市で1番元気な地区は大沢。私は日光市で1番元気の
ない栗山地域に住んでいる。栗山の皆さんには、皆さんが
集まって話をしたことを地域が一生懸命集まって検討してい
かなければだめだと言っている。
・今日の集まりは、我々よりもこの会に出席された方が、こう
いったことが大事なんだなとそのような気持ちで聞かれてい
るのではないかと思う。
・地域を均等に見ると、行政の手法によって寂れる地域と栄
える地域が出てくる。
・地域に生きながら日光市全体のバランスを考えていただけ
ればありがたい。

・日光市は広いので、外側の地域に行くと高齢化率が高く、
今後自治会運営の継続が難しいという地域が出てきてい
る。
・お話を聞かせていただき、本当に皆さんの地区は元気が
いい。若さもあると思うが、最終的には皆さんの熱意が地域
づくりの活動に繋がっていると感じた。
・自治会運営もやる方がどなたか骨を折らなけらば実行す
ることはできないので、本日お集まりいただいたみなさんが
いろいろな面で苦労しながら、各自治会又は団体の活動を
されていると思うと、頭が下がる。
・引き続きサポートするよう我々議会も頑張って、少しでも行
政へ伝えられるようしっかり頑張っていきたい。
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