
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　（片岡会場）

開催日時 2016年10月13日（木）　19：00〜21：00 開催場所 片岡コミュニティホール

担当議員
［◎：班長
○：副班長］

◎関由紀夫、 ○ 櫻井惠二、 宮本妙子、 大島文男、渡邉孝一

司会者 関由紀夫 報告者 櫻井惠二

ご参加人数 67名

NO ご意見・ご提言 ご回答 担当

1

毎年の予算が減っている中で、敬老会の予算はどのくらいになっているのでしょう
か？ちなみに安沢では市から1500円（1名）プラス行政で1000円、合計で2500円
の商品券をあげています。ボランティアで幼稚園児に来てもらい、公民館で高齢
者の方々を楽しませている。1500円の趣旨を聞きたい。

敬老祝賀事業はH27年度決算が1199万円。招待者4316名、米寿183名、95歳以
上98名です。
高齢者の健康と長寿のお祝いとして、各行政区に2万円プラス高齢者ひとりあたり
2100円を支出しております。

【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。

総務

2
人口増、企業誘致は分かるが、お金を落とす場所が街には無く、お金が回ってい
ない。

お金を回せる街にするには、人を呼び込むことが第一歩と考えています。今後共
それを踏まえて頑張っていきたいと思います。今後も貴重な意見をお聞きしたい
と思います。

経済

3
①環境に優しい太陽光の設置をお願いしたい。市道５０号線の新設６００ｍ程度
（コリーナから南産業団地入口）。
②イノシシの増加で農作物の被害が増えているので対策をお願いしたい。

①ご要望として承ります。
②駆除一頭につき6000円の補助を出し、猟友会の協力を得て行っていますが、
なかなか難しい現状であります。今後も継続して執行部の方に要望を伝えていき
ます。

経済

4
①片岡中学校の後ろ、国道４号の東側の住民は不便をしている。東西を繋げて
欲しい。市議会としての考えを伺いたい。
②道路が良くなったことにより不便が出ている。

①鉄道により東西が分断され不便なことは認識をしています。具体的な内容とし
ては当局と協議をしながら全体的な街づくりの中で一つ一つ取り組みたいと思い
ます。
②貴重なご指摘ありがとうございます。利用者目線に立った計画とその具現化に
向けてチェックしていきたいと思います。

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
（仮称）とちぎフットボールセンターについて。JTの跡地には反対。何故ならば矢
板での問題は人口減人口増の為にJT跡地は住宅にして人口減に歯止めをかけ
て欲しい。

JT跡地は（仮称）とちぎフットボールセンター用地として購入しており、駅前の立地
を生かし、活性化の起爆剤となることを期待しています。ご意見として承ります。

経済

2 政務活動費の使用率は？ 平成27（2015）年度の執行率は、86.42％です。 議会

5
企業の誘致、誰がどのようにしているのか、南工業団地が埋まらないのは何故な
のか？他の市町に比べ、良いところだと思うが、不思議で残念である。

南産業団地は県企業局の担当であり、矢板市だけのものではないというところが
他の団地とは違うところであります。新市長としても、トップセールスで頑張りたいと
のことです。議会としても積極的に関わります。

経済

9
片岡駅西口市営住宅跡地は今後どうするのでしょうか？みんなが集まれるような
所を市に作って欲しい。

多目的スペース（イベント、駐車場）などに利用しております。 総務

6
（仮称）とちぎフットボールセンターについて。
中心市街地にサッカー場のある事例はあるのかどうか。

（同じような例の有無については、把握しておりませんが）街の活性化、スポーツ
推進、健康増進、交流人口増加のため、議会としても市民の皆さまと一丸となっ
て取り組んでいきたいと考えております。

経済

7
（仮称）とちぎフットボールセンターについて、1億５００万円をどの様に捻出するの
か？

議会としても今後どの様に穴埋めしていくのか、どの様にこの事業を推進していく
のか検討していきたいと思います。

経済

NO

10
若い方に住宅資金が貯まるまでの間、市営住宅に無料で住まわせるという取り組
みをしている所もある。

ご提言として承ります。 経済

1
議員定数の話。なぜ16人なのかという説得あるお話を聞きたいので、今後是非お
話を頂きたい。
また、政務活動費についてどのように考えているのか？検討されているのか？

平成19年に定数を22名から16名に削減しました。市民の皆様に議員の役割をご
理解して頂くよう取り組んで参ります。
また、議員の資質向上のために政務活動費は必要なものととらえております。領
収書、研修報告書、現金出納簿などは請求があれば、いつでも情報開示できる
状態であり、平成28（2016）年８月から全議員の収支状況一覧をホームページで
公開しております。矢板市議会としては、項目ごとに一覧として記入されているの
で、不正はないと思っております。
金額は年間24万円、半年ごとに12万円ずつ交付され、残った分は返還しておりま
す。

【以後の状況報告】
平成27（2015）年度の報告書、領収書など提出資料一式を平成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。と同時に、平成28
（2017）年度の政務活動費後払いの実施に向けて検討しております。

議会

ご意見・ご提言 ご回答 担当
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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〜

このような報告会を、中学生・高校生向けの形式のものを開催して、将来を担う人
の興味・関心を高めてはどうか。

18歳選挙権のこともあり、今後もより広い世代の方々に議会に関心を持ってもら
い、参画して頂く議会が理想であると考えております。頂いた意見の姿に近づけ
るよう検討して参ります。

議会

広域議員による説明会を開いて欲しい。 ご要望として承ります。 議会

4 次期環境施設の問題について。安くすることを証明して欲しい。 ご意見として承ります。 議会

5
議員の方も色々な思いがあると思うが、良い矢板市にして頂けるようにお願いした
い。

NO ご意見・ご提言 ご回答 担当

1 資料の大きさにバラツキがあり、少々見にくい。 見やすい資料となるよう検討して参ります。 議会

2

3

貴重なご意見ありがとうございます。各議員、矢板市勢発展のために一層の努力
をして参ります。

議会

8
①人口減をどのように感じていますか？
②矢板が元気でないように見えるが、議会はどのように思われますか？

①矢板市も2060年には、人口が21000人になってしまうとも言われ、出生率も県平
均1.43を下回っています。若い人に住んでもらえる街になるよう努力して参りま
す。
②働く場所の確保、イベントづくり、人の流れを作る、子育て支援、防災、施設の
統廃合など、具現化すべき課題が山積しています。集中と選択で、重要事業に
経営資源（人、モノ、予算）が配備されるよう取り組んで参ります。

議会

6
昨年の実施において、次回のテーマにしますと言った3つの項目（グループワー
ク、テーマの設定、若い方々の参加強化）が今回なぜテーマに入っていないの
か？

総括から、今年度の計画としてしっかりと検討をしたうえで、前回同様の2部構成
（議会報告会・意見交換会）を踏襲することに致しました。理由として、
・新市長が誕生し、議会としての議案の説明責任の必要性が上がったこと。
・城の湯温泉の改築、（仮称）とちぎフットボールセンターなど他の大きな課題を
しっかり説明する必要がある、ということです。
また、若い方々の参加強化ですが、
・デジタルメディア、レディオベリーなどを通じて、認知を高めるとともに、参加者の
満足度を上げるために、議会報告会・意見交換会の充実に取り組んでいきたいと
思います。

議会

7 10年、20年後、市会議員の数を5人ほど減らしてもいいのではないか？

貴重なご意見ありがとうございます。
議員定数の削減含め、議会の役割、議員の活動をさらにご理解いただき、適正な
定数についてご判断をいただけるよう、議会報告会・意見交換会を中心に取り組
んで参ります。

議会
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NO ご意見・ご提言 ご回答 担当

12 陳情等の内容、結果を報告してはどうですか。

今後の検討課題とさせていただきます。なお、陳情等の結果については、議会だ
よりでお知らせしております。また、陳情の内容及び詳細な審査経過につきまして
は、市議会ホームページの「議会議事録」、「常任委員会会議録」でご覧いただけ
ます。参考にしていただければと思います。

議会

13
一方的な意見を一方的に要望として受けるとして消化しているだけで、市政が改
善されるとは思わない

ご意見ありがとうございます。ただ、議会報告会・意見交換会の趣旨としまして、皆
さまからのご要望、ご意見は貴重なものとして、聴かせていただいております。

議会

10 議会としての報告会とは？
議会として市民の皆様への説明責任を果たすための報告会、ご意見をうかがい、
政策提言、政策立案に活かすための意見交換会ととらえております。

議会

11 議会の方向性ははっきりしているか不明。
議会としての方向性、姿勢を示した矢板市議会基本条例を平成２７年４月に施行
しました。参考としていただければと思います。

議会

8
資料のほか、プロジェクターで、資料を拡大する方法は見やすく有効であると思
う。

ありがとうございます。今後とも見やすい資料の作成に努めてまいります。 議会

9 議会として今後のまちづくりのために、条例を作るなど何を考えているのか。
今回頂いたご意見等を参考に、まちづくりのための政策提言や条例提案に繋げ
るよう取り組んでまいります。

議会

6 時間一杯質問を受け付けなくても良いのではないか。 貴重なご意見ありがとうございます。次回の課題とさせて頂きます。 議会

7
最初に注意依頼について守れない人は、一度注意し、再度繰り返した場合退席
してもらってほしい。

不快な思いをされたことにお詫び申し上げます。運営の課題とさせて頂きます。 議会

4 意見交換会での質問と回答が一致していない。 貴重なご意見ありがとうございます。次回の課題とさせて頂きます。 議会

5 出席している議員全員が発言する機会があっても良い。
司会や説明者など、議員全員が担当になるよう、３会場別に担当班を分けるととも
に、可能な限り、担当班の議員が説明させていただくよう進めております。グルー
プワークなど別の方法などのあり方を含めて、今後の検討課題とさせて頂きます。

議会

3 資料の内容について、もう少し詳しく説明してほしい。 時間の制限もございますが、より理解が深まる報告会となるよう努めてまいります。 議会
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NO ご意見・ご提言 ご回答 担当

25
時間の制限は本当に市民の声を聞く態度ではない。他ではワークショップをやっ
ていた。長い時間を取るべきです。

今後の検討課題とさせていただきます。 議会

26
第一部はH27年の決算報告ではなく、政務活動など議員がどのような活動をして
いるのかの報告が良いと思います。また議員として矢板のまちづくりにどのように
関わっていくのか、具体的な考えを伺いたいです。

議会報告会・意見交換会は議会として実施させていただいておりますので、議員
個人の意見などについては、各議員による報告などをご参考にしていただければ
と思います。
なお、いただいたご意見については、議員に周知し、各議員の議員活動の参考と
させていただくとともに、議会としてのまちづくりの関わりについては、次回の検討
課題とさせていただきます。

議会

23
質問者の話が良くわからない。もっと要領よくわかりやすく話せないものか。聞く議
員さんも大変ですね。

司会で質問をまとめるなど、今後の検討課題とさせていただきます。 議会

24 有意義な議会報告会・意見交換会でありました。今後も継続をお願いします。 ありがとうございます。 議会

20 今日のような情報公開が実施されている状況は良いと思う。 ありがとうございます。 議会

21
資料の中に、各議員の目指しているまちづくりの方向性がわかるものがあると良
い。

議会報告会・意見交換会は議会として実施させていただいておりますので、議員
個人の意見などについては、各議員による報告などをご参考にしていただければ
と思います。

議会

22
各議員さんが私的な活動を含めて、この一年間にどのような思いで、どのような活
動をしたのか知りたい(活動に差がありすぎる)。

18
議員に聞くまでもないような事までぐだぐだと言っているようで聞くに耐えない。
ちっともためになったとは思えない

不快な思いをされたことにお詫び申し上げます。来てよかったと思っていただける
会にするよう、今後の課題とさせていただきます。

議会

19
初めて参加しました。答える人は議長が多く、他の議員の方々の意見が聞きた
かった。理解してないのですか？

議会報告会は、会場ごとに担当班を分けており、基本的には班内の担当者がお
答えさせていただいております。ただし、議会全体に関することは議会を統括する
議長がお答えさせていただいております。

議会

16
今後のご活躍を期待しております。議員定数については少数精鋭主義で２、３名
の削減が必要かと思います。人口減少に伴って。

定数の最適化の議論の前提として、矢板市勢発展のために存在する議会として、
不断の努力をしてまいります。

議会

17 進行含め噛み合っていない。 運営の不備について、次回の課題として取り組んでまいります。 議会

14 議会として答えられない内容が多かった。テーマを事前に決めては？ 今後の検討課題とさせていただきます。 議会

15
普段拝顔することも出来ない議員さんもおります。このような機会は大切だと思い
ます。市政に対する考え方も知ることが出来ましたことに感謝しております。

ありがとうございます。 議会
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NO ご意見・ご提言 ご回答 担当

以上の通り、報告致します。

31 都市計画をもっとしっかりやってほしい。 貴重なご意見ありがとうございます。ご提言として承ります。 議会

32 矢板市が第二の夕張にならないように頑張ってもらいたい。
財政面においても適正な運営がなされているか、今後とも市議会としてチェックし
てまいります。

議会

29

若者の人口獲得のために色々とやっているとは思いますが、周りの知人の話を聞
く限り、ボウリングが好きだから、本が好きだから、デパートがあるからと大田原の
店のある近くにアパートを借り引っ越す知人が結構います。
若者の思考は単純でやはり店の近くを好みます。働く場所、住む場所はあっても
お金を落とす娯楽・飲食施設が少ない。
矢板市は住んでいる上で魅力がありません。イベント等のPRも良いですが、一時
しのぎしかないと思います。住みたくなるまちづくりをお願いします。

議会としてもより住みたくなるまちづくりのために積極的に取り組んでまいります。
貴重なご意見ありがとうございます。

議会

30 人口増方策について、議員一人ひとりの意見が聞きたかった。
議会として実施することは難しいかもしれませんが、いただいたご意見について
は、議員に周知し、各議員の議員活動の参考とさせていただきます。

議会

27 塩谷広域行政組合の報告会を開いてほしい。 塩谷広域行政組合に伝えさせていただきます。 議会

28
議員の給料の件ですが、毎月出勤しているわけではないようですので、日当にす
れば財源も少しは違うと思います。

必要に応じて市議会議員の報酬を審議する特別職報酬等審議会に市長が諮問
するなど適切に取り扱ってまいります。

議会

矢板市議会議長　中村久信

2016年11月30日
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