
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 （矢板会場）　

開催日時 2016年10月14日（金）　19：00〜21：00 開催場所 矢板市文化会館小ホール

担当議員
［◎：班長
○：副班長］

◎小林勇治、 ○藤田欽哉、 和田安司、 中村有子、 大貫雄二

司会者 小林勇治 報告者 藤田欽哉

ご参加人数 ７８名

NO ご意見・ご提言 ご回答 担当

1
（仮称）とちぎフットボールセンターについて、３万人の署名を集めて矢板
市に決まった。否決せずに、ぜひ作っていただきたい。

激励として受け止めさせていただきます。 総務

2

（仮称）とちぎフットボールセンターは市の財政の一割相当の整備費がか
かるが、費用対効果についての市民への説明がないのではないか。都
市計画税や固定資産税の収入が減るのはどう対処するのか。市民のた
めになっているのか。

（仮称）とちぎフットボールセンターは矢板市のPRになり、交流人口の増
加につながると考えています。また災害時のバックアップ施設にもなりま
す。今後の方向性については精査しておりますので、現時点では詳細を
お答えできないことをご理解ください。

総務

3
（仮称）とちぎフットボールセンターは本当に市民のためになっているの
か。またランニングコストなど運営費は大丈夫なのか心配である。

ご意見として承ります。 総務

4
（仮称）とちぎフットボールセンターの年間維持費はどのくらいかかるの
か。他市町からの補助などはあるのか。わかったら教えてほしい。

現状、詳細を詰めている段階ですので、コストなどはお答えすることが難
しいことをご理解ください。市に対しても情報を公開しながら、内容を詰め
ていくように、働きかけたいと思います。

総務
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5
（仮称）とちぎフットボールセンターについて誰が運営の主体になるかが
問題だと思う。指定管理施設が増えているのは問題だと思う。

ご意見として承ります。 総務

6
（仮称）とちぎフットボールセンターは区長会で３３０００人の署名を集め
た。今更中止の話はおかしい。

議会としても議決した事案です。活性化の起爆剤になるようハード、ソフト
両面での整備となるよう議会としてもチェックして参ります。

総務

7
商品券について。敬老会で針生行政区では特定の店舗の商品券を配布
したようだが、問題はないのか。

敬老会の実行委員会にて対応しています。ご指摘の件については今後
検証していきたいと思います。

 【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

8 敬老会の市の予算の使い方について伺いたい。
昨年度までは運営費６００円、商品券１５００円、合計２１００円を行政区に
支給していましたが、今年度からは２１００円を各行政区に支給していま
す。また、使途については各行政区に一任しております。

総務

9
矢板市は宇都宮市から電車で３０分で利便性は良い。人口が増えないの
は矢板市の認定外道路や下水道などの生活環境が悪いからではない
 か。

私道の多い地域については、行政として手を出しにくい現状もあります。
下水については対応している箇所もありますが、今後も検討していきたい
と思います。

経済

10
平成２７年度決算書を見ると教育予算が削減されているようだが、教育行
政をしっかりやってほしい。また先進的な事例を取り入れて教育行政を進
めて欲しい。

教育費については、平成２７年度予算と比較すると削減されているように
見えますが、これは平成２７年度決算に教育施設の耐震工事等があった
ためであり、基本的には削減しておりません。先進的な教育も推進してい
きたいと思います。

経済
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主なご意見・ご提言　〜議会編〜

11
木幡地区の区画整理地内の土地が売れているということは、市に収入と
して入っているのか確認したい。

一般会計に繰り入れられています。 経済

12
防災無線について、防災無線以外の使い方については議会に相談はあ
るのか。また警報を放送する場合は、解除についても放送して欲しい。

防災行政無線は災害等の案内や行政サービスの案内、そして行政区の
案内として使うこともできます。警報についてはJ-ALERTからの配信と
なっておりますが、警報解除の放送などについても議会として今後行政
に要望していきたいと思います。

総務

13
JR矢板駅のみどりの窓口が廃止されて買えない切符がある。議会として
はどのように考えているのか。

多くの市民が困っていることは認識しています。現在、再設置に向けてＪＲ
東日本に要望しております。

経済

14
農業について聞きたい。鳥獣被害が深刻である。議会に対策するよう要
望したい。

ご要望として承ります。 経済

NO ご意見・ご提言 ご回答 担当

1

次期環境施設について、建設費の国の補助はどのくらいあるのか。２市２
町の工事業者は入るのか。湖周行政事務組合の６９億円は本当なのか。
安い理由は調べたのか。この問題がガタガタしている理由を市民に説明
すべきである。

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、議員個人の考えを述べることはできないことをご理解ください。
次期環境施設については、市民の皆様にはご心配をおかけして申し訳
なく思っております。詳細はまだ正式決定はしておりませんので、予算な
どお答えできないことをご理解ください。

議会

2
次期環境施設について、国からの補助金は発電施設だけではなく建屋
も含めた金額が２分の１補助金なのか。

建屋は含んでいません。 議会
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NO ご意見・ご提言 ご回答 担当

3
次期環境施設について、運営方式がDBOからDB＋Oになった。そして１
００億円安くなってない。広域議員はどう説明するのか。

次期環境施設については、市民の皆様にはご心配をおかけして申し訳
なく思っております。議会報告会・意見交換会は、議会として実施してお
ります。ご面倒ですが、説明責任については、直接、各議員に問い合わ
せをお願いいたします。

議会4
次期環境施設について、安沢の住民は大変苦労している。話が進まない
のはいやである。安沢の選定に賛成した議員は責任をとってもらいたい。

5
次期環境施設について、なぜ安くできなかったのか。見直しを進めた議
員は説明すべきではないか。

6
議会だよりを楽しみにしている。議会だよりには、矢板市の様々な情報が
記載されているため勉強になる。年４回の他に増刊号を是非出して欲し
い。また、読んでない人はぜひ読んでいただきたい。

議会だよりには力を入れているので、これからも取り組んでいきます。
ご意見ありがとうございました。

議会

7

議会報告会に昨年も参加したが、違和感がある。
議会で出てきた議案をどのようにチェックし、どのような議論をして採決し
たかを報告するべきではないか。こんな報告会なら参加する意味がな
 い。

今回議会報告会の開催にあたり、議案採決等の内容を報告するべきで
はないかと検討しました。しかし、市長が変わったこと、重要事案が多いこ
とから、そもそもの事案説明をする必要があると判断しております。

議会

8
今後、議案に上がったもに対して、どの様な意見が出て、どのような流れ
で可決に至ったかの報告をしてほしい。チェック機能の詳細を、報告して
ほしい。

政策・立案に関してよりわかりやすく報告できるよう、今後の運営方針を
考えていきたいと思います。
また、議会だより、ホームページにて議論の内容、採決を掲載しておりま
すので、合わせてご確認ください。

議会

9
今の矢板市の財政を考えると、厳しい状況である。市長をはじめ、市議会
議員の月の報酬を削減するべきではないのか。

現在まで、議員報酬について議会として議論しておりません。
今後どのようにしていくかは議会として扱っていきたいと思います。

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〜

10 議員に不正がある場合、議会としてどのような対応をするのか。
ケースによって様々な対応があるので一概にお答えはできないことをご
理解ください。

議会

11
安沢の認定外道路が整備されるようだが、陳情の報告が区長ではなく陳
情者にされたようだ。区長の役割はどういうものなのか。

陳情の結果報告は、陳情者に回答させていただいております。
今後とも適切に対応していきたいと思います。

議会

NO ご意見・ご提言 ご回答 担当

1

議会報告の仕方について、行政の結果報告ではなく議会がどのような
チェックをしたのかを伝えるべきとの質問に対して、「議会だより」に載って
いる、今後検討するなど具体的な回答が無かったのが残念。いつまで
に、どのような検討をして、結論を出して、どのような手段で回答する。と
いう返答が出来ないのであれば、全議員がいる意味はない。

大変貴重なご意見ありがとうございます。ご指摘の内容について今後の
議会報告会に反映させていただきます。特に、議会の役割としてどのよう
な活動をしたのかという部分に対して方向性を持って検討致します。な
お、開催にあたっては全議員を３班に分け、各会場での説明や回答は担
当班で行いましたが、議会として開催しておりますことから、全議員が出
席しております。

議会

2 質問事項に対して明確さ欠ける。
貴重なご意見ありがとうございます。より良い応答ができるよう、一層、努
力してまいります。

議会

3
議員さん答弁が長すぎました。質問者に簡潔明瞭というのであれば、答
弁者も同様にあるべきと思う。

4
議員の数が昔は２２名だったこと、現在は１６名になったことを話してくだ
さって良く分かりました。

ご理解いただき、ありがとうございます。 議会

5
議員報酬について。東京都知事と矢板市議を同じに考えることはできま
せん。今夜は勉強させていただき議員の皆さまのご苦労が分かりました。
ありがとうございました。

ご理解いただき、ありがとうございます。議員報酬については、まず議会
の権能、議員の仕事をご理解いただいて、ご判断をいただけるよう、広報
広聴活動にさらに積極的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

6 結果報告よりも将来の問題意識・課題の提示がほしい。 貴重なご意見ありがとうございます。 議会

7
議会として実施した活動内容を報告してほしい。議会として全体報告で
は無理がある。議員は個人である。

貴重なご意見ありがとうございます。 議会

8
・報酬削減。　・フットボール場のあり方。　・倫理、不正のうたがいが出た
場合。　・共通商品券について。　・区長に話が無い。　・防災行政無線の
要望について。　・住んで良いのか悪いのか？

貴重なご意見ありがとうございます。個々の案件について報告会で回答
した項目もありますし、その他についても誠実に対応いたします。

議会

9 報告事項について、説明範囲があり答弁に無理がある。 貴重なご意見ありがとうございます。 議会

10

・議会は行政のチェック機関との立場が強く、議会としてまちづくりにどう
かかわっているのかが分かりづらい。
・計画作成も事業実施も行政が担っている。これに対し意見を言える様に
なるには議員各位の努力が必要である。

議会は行政のチェック機能のみならず、政策提言等の活動を行政側に
行っています。さらに努力してまいります。

議会

11
・丁寧かつ簡潔な回答をお願いします。　・後味の悪い報告会となり残念
です。　・機械的な感じがあって残念です。

貴重なご意見ありがとうございます。簡潔な回答が出来るように取り組ま
せていただきます。また、後味の悪い報告会とのご感想につきまして、お
詫びを申し上げます。今後、報告会の適切な運営方法について検討さ
せていただきます。

議会

12
ゴミ関係の話は別の日にすべき、また担当議員さんの話を話せるようにす
べき。

貴重なご意見ありがとうございます。 議会

13 出された要望は多くの市民の声と思います。誠意ある返答を望みます。　
出された要望については議会としての回答をしております。今回の議会
報告会についてはこの報告書にてまとめております。また、議会に直接
いただいた要望等についても毎月議会より報告をしています。

議会

14
・今後の矢板のまちづくりについて、もっと深く話し合いが必要。　・矢板
に永住したくないと多くの市民が思っている。　・農業振興の施策が他市
より遅れている。

貴重なご意見ありがとうございます。先進事例等勘案して執行部へ提言
してまいります。

総務
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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。

15
現在母子家庭が何件あるのか、母子年金をいただきながらパチンコなど
して遊ぶことが出来るのでしょうか？　なかには、元の夫が出入りしている
家庭もあると聞きます。良く調べていただきたいです。

担当課にて確認をした結果、児童扶養手当については、平成28年3月末
現在での受給者が287名おり、適時適切に対応をしている状況です。引
き続き適切な対応を求めました。

総務

16
総花的な施策は興味ない。予算の固定化（保守化）はやむを得ない面も
ある。比重論的/連結した施策の決定をしてほしい。また、目標数値と達
成年等の数値の設定は不可欠。

貴重なご意見ありがとうございます。ご指摘の点について行財政チェック
の観点として必須として取り組んでおりますが、さらに努力を重ねてまいり
ます。

総務

17
泉地区の防災行政無線が聞こえないので、1コ付けていただきたい。老
人はまして聞こえないのでお願いします。

防災行政無線について聞きにくいとの声は多数いただいております。
無線でのアナウンス発信後24時間は、電話番号43－5151で確認できま
すし、さらにメール配信もしております。ぜひご活用ください。また、議会と
しても課題解決に向けて継続的な取り組みを求めました。

総務

18
（仮称）とちぎフットボールセンターについて、JTが本来考えるべきものだ
が、今までの経過が見えない。JTの負担は。

平成27年度に、JT跡地を（仮称）とちぎフットボールセンター誘致のため
に矢板市が取得しました。JTの負担はありません。

経済

19
（仮称）とちぎフットボールセンターの建設は、メリットがあるかよく検討して
ほしい。もっと優先度の高いものがあると思う。駅に近いので住宅地にし
ては？

(仮称）とちぎフットボールセンターは矢板市のPRになり、交流人口の増
加につながると考えています。また災害時のバックアップ施設にもなりま
す。今後の方向性については精査しておりますので、現時点ではお答え
できないことをご理解ください。

経済

20
JR矢板駅で東京往復の切符が買えない。売り上げが減ると無人化にな
 る。

JR矢板駅「みどりの窓口」が2016年2月１9日に閉鎖されたために、ご指摘
の状況が発生しております。同時期に氏家駅、雀宮駅も廃止されました。
矢板市長を含め県内市町の首長が2016年8月26日にJR東日本大宮支
社を訪問し、県・県内市町の首長連名の要望書を提出して、「みどりの窓
口」再開等の要望活動を実施してるところです。

経済

2016年11月30日

矢板市議会議長　中村久信
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