
主なご意見・ご提言　〜行政編〜

２０１６　議会報告会・意見交換会　報告書　（泉会場）

開催日時 2016年10月12日（水）　19：00〜21：00 開催場所 泉公民館集会室

担当議員
［◎：班長
○：副班長］

◎伊藤幹夫、 ○髙瀬由子、 佐貫薫、 石井侑男、今井勝巳

司会者 伊藤幹夫 報告者 髙瀬由子

ご参加人数 ４５名

NO ご意見・ご提言 ご回答 担当

1 保育所の運動会に小学校の校庭を使ってはいかがか？

確認後、ご報告致します。

 【以後の状況報告】
 一週間前に空いていれば、お貸しすることが可能です。

経済

2
矢板那須線バイパスについて４回、県と市担当課との会議を持った。そ
の後何か月も会議がないが、どこまで進んでいるのか？

確認後、ご報告致します。

 【以後の状況報告】
 バイパス整備事業については、県の事業になっていますが、担当課に問い
 合わせたところ、矢板土木事務所と担当課との合同説明会開催が決まっ
 ています。５行政区の区長さん・役員さんへの説明会が11月中旬、全体
 説明会が12月中旬に泉公民館で予定されています。

経済

3
市民体育祭への負担は地区により差がある。小さい学校を対象としてで
きる内容にするとか、学校に４、５人以上のチームを作るなどの工夫が必
要だ。毎年子供が出れば、親もついてくるものだ。

議会からも市民体育祭運営委員２名を選出し、区長会からの提言により
検討委員会を設立しました。皆さんの意見を吸い上げて、知恵を出し合
い、種目の工夫についても考慮すべきだと認識しています。

経済
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NO ご意見・ご提言 ご回答 担当

4
ヒルクライム参加選手を公民館に宿泊させ、協力している。予算がないと
言いながら１０００万円ある。ぜひ横断幕を作って頂きたい。

１０００万円は各種イベントの全てを入れた予算です。最良の配分を検討
して横断幕を作るよう担当課に申し伝えるとともに、議会としても積極的に
取り組んでいきたいと思います。

経済

5
（泉地区の）活性化委員会に所属している。八方の交流人口・定住人口
増加の提言書は立派でよいが、周辺施設がイメージを壊している。土地
所有者に話して八方の客の宿泊利用などの提言をしてもらいたい。

土地は矢板市の所有ですが、建物は個人所有です。借り主への提言は
しているそうですが、荒れた状態ですので、議会としてこれからも積極的
に取り組んでいきたいと思います。

経済

6
スマートインターチェンジからの接続は有難い。県民の森線拡幅工事が
されているが、　長井から泉に抜ける市道と県民の森線の進捗状況は？
また、緊急時、旧長井小学校が避難所になる。道路の拡幅状況は？

全体の詳細設計はまだ出ていません。確認後、ご報告致します。

 【以後の状況報告】
 ご要望について、議会から担当課に申し伝えるとともに、県土木事務所に
 も働きかけるよう伝えます。

経済

7
国道４号のバイパスは大谷津交差点から次の交差点までたった１０ｍで
渋滞しがちで不便である。コリーナの方とつながれば利便性が上がる。道
路整備について要望する。

確認後、ご報告致します。

 【以後の状況報告】
 国道については、国の事業ではありますが、道路整備促進期成同盟会を
 通して、議会として定期的に要望を出しております。この件に関しても伝え
 ます。コリーナとの連絡道路についても、担当課に申し伝えます。

経済
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NO ご意見・ご提言 ご回答 担当

主なご意見・ご提言　〜議会編〜

8
国の医療費は４０兆円。矢板市は、削減するためのどんな施策を行って
いるか？

「はつらつ館」や「きらきらサロン」を使っての高齢者の生きがいづくり、介
護予防などを行っています。

総務

NO ご意見・ご提言 ご回答 担当

1
次期環境施設について「100億円高い」と言う事をビラや立て看板で宣伝
した議員がいたが125億円で決定した。前回の119億円より高いのに何故
反対しなかったのか？

この議会報告会及び意見交換会は、議会という組織として行っているも
のであり、建設的な会にしたいと思っています。議員個人の考えを述べる
ことはできませんので、その趣旨をご理解いただき発言をお願いします。
ビラの配布等について、各議員はそれぞれの考えにより各議員の責任に
おいて議員活動を行っていますので、その活動に対するご指摘などは別
の機会で個々の議員に直接おたずねいただきますようお願いいたしま
 す。
なお、次期環境施設が125億円で決まるかどうかわかりませんが、新たに
追加した発電施設に20億円かかるとみていますので、先に否決した119
億円と比較をするのであれば105億円との比較になります。

議会

2

次期環境施設の発注方式がDBO方式（設計・建設・運営管理一括発注）
からDB+O方式（設計・建設と運営管理分離発注）になって、当初は安く
感じるが修理費がかさむ20年30年後を見ればかえって高くなるのではな
いか？

DBO方式から今回DB+O方式に変更した理由は、手続等の事情により現
有施設の使用期限に間に合わなくなるからです。従ってO（運営管理）を
分離発注し、DB（設計・建設）を先行させ施設の着工を早め期限内に完
成させることを優先したものです。ご指摘の通り瑕疵担保責任や5年10年
は修理費用が少なく済み、年数と共に増加していく事は推測できます。
今後組合としてどのように運営管理費を計画していくのか矢板市議会とし
ても注視していきます。

議会

3 議員に対して議員報酬削減公約についての質問あり

議会報告会・意見交換会は、議会全体に関わるものを話し、建設的な意
見を取り上げて市政に発展していくのが目的です。
目的をご理解いただき、それぞれの議員が取り組んでいることについて
は、議員個人に申し入れていただきたいと思います。

議会
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NO ご意見・ご提言 ご回答 担当

主なご意見・ご提言　〜アンケート〜

4
政務活動費の報告が１年ごとだと内容を忘れてしまう。四半期ごとに提
出・報告すべき。調べたいことがあるので検討して欲しい。また視察にあ
たっての着眼点は何か？

政務活動費は、議員が政策立案や政策提言の能力を向上させるため、
市政に関する調査研究活動を行う際に必要な経費の一部を助成するも
のです。矢板市議会の場合、一人当たり年間２４万円で半期ごとに１２万
円が交付されており、１円からの領収書と研修報告書、現金出納簿など
が提出義務となっています。今まで以上にわかりやすくするために、ホー
ムページでの公開や事後精算の検討もしてできるだけ早く市民の皆さん
のご期待に沿うよう努力していきます。

 【以後の状況報告】
 平成27（2015）年度の報告書、領収書などの提出書類一式を平成28
 （2016）年11月1日から矢板市議会ホームページで公開いたしました。同
 時に、平成29（2017）年度の政務活動費から後払い制度の導入を予定し
 ており、実施に向けて詳細を検討しております。

議会

5 議員に対して敬老会についての質問あり

議員個人の意見が出されました。確認後、ご報告致します。

 【以後の状況報告】
 この件につきましては３会場でご指摘を受けました。
 敬老会は行政区が主催し、市が運営費の補助を行っております。各行政
 区役員の皆さまの多くのご労苦により会が開催され、楽しみにされている方
 も多いかと思います。また、配られました記念品にお喜びの方も多いことか
 と思いますが、一方でご不満や不信感をお持ちになった方も複数いらっ
 しゃることを把握しています。議会としましては、今後開催されます敬老会
 実行委員会におきまして、そのことをご報告させていただきます。

議会

NO ご意見・ご提言 ご回答 担当

1
市内の環境美化について、もっと活動を展開する策を考えていただきた
 い。

今後の検討課題として参ります。 総務

4/7



NO ご意見・ご提言 ご回答 担当

2
進行さえスムーズならもっと短時間、内容も充実。司会者の進め方はお
かしい、議長ではなく司会者が発言を止めさせなくては！

貴重なご意見、ありがとうございます。
お一人でも多くの方にご意見、ご提言をお伺いできるように、また、ご参
加頂いた方々に「来てよかった」と思っていただけるよう、内容の充実、司
会のレベルアップに取り組んでいきたいと思います。

議会
3

もう少し規則通り、時間を守って質疑応答が進むと良いと思います。今後
も頑張って下さい。

4 同じ人が何度も質問しているので広がりがない。

5
泉地区でやった報告会で他地区の意見で時間が取られ、地区内の意見
が不消化に。今後の改善を望みます。

6
一部、大人の対応が出来ない参加者がいたのが残念。前向きな意見が
出なかったのが残念。 貴重なご意見、ありがとうございます。

広報活動、及び当日の運営を通し、議会報告会・意見交換会の趣旨、目
的をよりご理解いただくよう取り組んでいきたいと思います。

議会

7 質問する人が、少し自分の思いだけで話すのがよくなかった。

8
政務活動費は事前に交付ではなく、後払いで精算払いとされたい。額も
減らす。

貴重なご意見、ありがとうございます。
矢板市議会は平成29(2017)年度より、栃木県内で初めて、全国でも数例
目となる政務活動費「後払い」方式導入を決定し、現在、実施に向けて詳
細を検討しております。

議会

9
今話題の政務活動費について、各自どのように使われているのか、また
金額はどのように使われているのか、開示する必要があるのではない
 か？

貴重なご意見、ありがとうございます。矢板市議会は平成28（2016）年11
月1日から矢板市議会ホームページ上で、平成27年度分の政務活動費
の領収書、研修報告書などを公開いたしました。

議会

10
矢板市をアピールする一案として、東京にアンテナショップによる方法
 は？

現在、東京スカイツリーとちまるショップ内において、他市町含め矢板市
の商品を販売しております。また、パンフレットなどを置いているブースの
設置やＰＲイベントの実施をしておりますが、より一層の活用を検討して参
りたいと思います。

経済

11
矢板駅の橋上駅舎化の検討を願う。東西の交流が盛んになるのでは、利
便性も向上が見込まれる（高齢者がJR を利用する上で不便）。

今後の検討課題として参ります。 経済
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NO ご意見・ご提言 ご回答 担当

12 資料の数字や項目をもっと細分化してほしい。

議会報告会・意見交換会の運営、内容について貴重なご意見、ありがと
うございます。ご指摘、ご提言を真摯に受け止め、事案を検証、検討し、
今後の改善に努めて参りたいと思います。
また、議員一人ひとりがより一層自己研鑽に努め、矢板市発展に寄与し
て参りたいと思います。

議会

13 議長さんは、冷静に対応していた、立派です。

14

現在、懸案になっている事案に対して討論するにはしかるべき場所と
テーマをしぼってやるべきと思う。
この報告会は議決されたものの説明と懸案事項は要望として整理してお
いたのが良いのでは。
一つの事案のみの討論だし、他の事業に目を向けられない。

15 くだらなかった。泉地区の意見はよかった。

16
（議会報告会・意見交換会は）矢板1か所で良いのでは？議会からの報
告会、意見交換会はなじまない。無理がある。議員の責任を持って、行
動・発言をしてもらいたい。

17 今後は、テーマを決めて実施してはどうですか？

18
議会報告会で総務厚生、経済建設文教の説明を受けましたが、これらの
それぞれの事業で議会が果たした役割とはどのようなものがあるのでしょ
うか。その報告も必要と思われます。

6/7



NO ご意見・ご提言 ご回答 担当

以上の通り、報告致します。

19

説明が短かった。
・広域の問題は（各議員の問題）今回の報告会にそぐわないと
市民（とくに当該地域の人たち）にとって大きな関心事！
是非意見交換できるようにしてほしい！
ここでできなかったらどこで出来るのか？！
※国会等でも担当大臣や関係職員が答弁している（首相だけでなく）
・議長1人が苦労しているようにみえた。もっと全議員が発言をしてほし
 い。
・議員のレベルが非常に低く感じた。（少し言いすぎかな）ごくろう様でし
 た。
（政治活動）
・議員の公約に責任を持ってもらいたい。
（ゴミ焼却場の件）
・議員さんは、市民の代表なので、より資質を高めてもらいたい。

議会報告会・意見交換会の運営、内容について貴重なご意見、ありがと
うございます。ご指摘、ご提言を真摯に受け止め、事案を検証、検討し、
今後の改善に努めて参りたいと思います。
また、議員一人ひとりがより一層自己研鑽に努め、矢板市発展に寄与し
て参りたいと思います。

議会

20 制約があり、意見がのべられない。

2016年11月30日

矢板市議会議長　中村久信
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