
主なご意見・ご提言　〜行政編〜

8

フットボールセンター用地取得の3億700万円は教育債を使用している。教育
債は教育に要する事業にあてなければ借金することが出来ない。ＪＴ跡地に
は何が何でもフットボールセンターを造るんだという想いがない限り、表記のよ
うな補助や助成ありきでいくと、この事業は成り立たない。

貴重なご意見ありがとうございます。議会としても全力で取り組んで参ります。
【その後の状況報告】
11月19日に「（仮称）とちぎフットボールセンター誘致市民の会」が設立されまし
た。行政・議会・市民一丸となり、誘致に向けて取り組む会です。議会として、
しっかり協力してまいります。

総務

9

フットボールセンターについては矢板にとって非常に重要な件である。この件
は議会と執行部とが一丸になるのはもちろん、市民を巻き込んで、活動すべ
き。市民と議会と行政と三つ巴となって、協議会などを作って一緒に進め、
色々な人の意見を聞きながら進めた方が良い。そういう協議会は出来ている
のか？もしくはこれから予定しているのか？

この問題についてぜひ皆さんと協議しながら進めていきたいと考えています。
ご意見については執行部に議会としっかりと伝えていきます。

総務

10

市議会の傍聴に伺ったときに矢板市の教科書採択について一般質問してい
た。現在採択している教科書、特に社会については全く史実と違うことが書い
てある。今は昔と違いネットも発達し、子どもたちが大人になった時に困る。韓
国や中国の人たちに、アメリカで会った時にこんなひどいことをしたと言われ
る。子どもたちの未来のために正しい教科書で子どもたちに教育してほしい。

貴重なご意見ありがとうございます。ご要望として承ります。 経済

5

議会広報が今までと違い、「知らせよう」との気持ちがうかがえる。先ほどから
のＪＴ跡地が話題になっているが、世代間交流の場を一緒に作るなど、全国で
地方創生が話題になっている。フットボールセンターにするにせよ、利用者が
いない日にどのように利用していくか？若者に利用していただき、矢板市の
良さを知ってもらったり、色々な事が考えられる。市議会も一枚岩となって、ど
んどん市民に伝えてほしい。

矢板市において、官民一体、行政と議会の関係の中で、お互いに意見を出し
合いながらやっていくべきと考えております。まち・ひと・しごと総合戦略の中
で、一つの形になるように議会でもしっかり検討しながら執行部と協力してい
きます。

総務

6
人工芝の長さなどを考えると5億円は最低限の価格ではないか？人工芝の値
段から、15億位かかるのではないか？安いものを作らず、良い物を作ってほし
い。

貴重なご意見ありがとうございます。ご要望として承ります。 総務

7

フットボールセンターから外れた場合は宅地分譲と話が出ている。ＪＴ跡地に
矢板市としてはサッカー場を整備したいという事が先ではないか？用地の先
行取得は法的にかなりグレー。市がこのような形で用地を求める事は難しいの
ではないか。事業があって初めて予算がつくのではないか？議員さんたちは
そこについては何も感じなかったのか。先に予算ありきはおかしい。

執行部からは一貫して市の財政状況からなかなか購入は難しいとの返答でし
た。しかし、8月19日の全員協議会において、地方創生と、サッカーのまちとし
てやってきた事も相まってＪビレッジの誘致を成功させたいとの報告があり、議
会の総意として10月21日の臨時会にて用地購入を決定しました。そして、矢
板の人口減少問題がある中において、貴重な拠点となると判断しました。

総務

2
フットボールセンターについて土地は市が買う。整備主体はどこなのか？リス
クの説明が不十分なのではないか。市民としても判断できない。

整備は矢板市でやる予定です。矢板市への誘致成功を考えています。4.3ヘ
クタールの土地を臨時議会で決議して購入手続きに入りました。誘致に成功
しなかった場合は宅地として販売する予定です。誘致のためには自治体の所
有地であることが前提でした。誘致を必ず成功させるという決意で現在は前に
進んでいます。

総務

3
教育予算について。学力向上ということで小中学校に非常勤教諭38名を市独
自の予算で8億5千万円も使って配置している。一方で、イベント支援に700万
円や矢板市ブランドの拡充予算に7万円では少なすぎないか？

説明が不十分で申し訳ありません。この8億5千万円のうち8千万円が、小中学
校非常勤教諭38名に対する予算です。この8千万につきましては、小学校に
ついては自閉症、情緒障害の方たちを見守るために配置しています。中学校
については外国人のお子さまの日本語の指導や、特別支援を要する生徒に
対する配置を行っています。泉小・中学校については小中一貫教育を進める
上で、予算付けをされています。

経済

4
合併をした方が良いのではないか？現在の矢板の状況では合併をしなけれ
ば、国から予算が来ない。広域で合併して、国・県から補助金を頂き、住みよ
い豊かな矢板市にすべきではないか？

なぜ合併するかは当時から様々に議論してきました。さくら市が出来たことも
あり、旧1市4町、現2市2町で合併をするのはなかなか難しい状況です。現在
の議会の中で、この案件について議論をしていく、勉強会をしていく状況には
至っていません。合併については、当時からその必要性は色々な面で議論し
てきました。貴重なご意見ありがとうございます。

総務

ご参加人数 72名

NO ご意見・ご提言 ご回答 担当

1

ＪＴ跡地3億７００万円で土地を購入の件ですんなり議会で通ったようである。し
かし、今後は整備・建設費用が何億もかかるようだが大丈夫か？15億くらいか
かるのではないか？矢板は駅から400メートルと近いところを候補地にしてい
る。サッカー協会も頑張るので、ぜひ議会の皆さんもご協力をお願いしたい。

跡地購入費は議会で可決され、取得作業に入りました。現在8市町が誘致立
候補しているとのこと。来年の2月にこの件の決着がつく予定です。市民活動
を盛り上げ、交流人口を増やす事を目標に、市民と一致団結して誘致を成功
させたいと考えています。報道もされましたが整備費用は約5億円の予定で
す。

総務

議会報告会・意見交換会　報告書

開催日時 2015年11月10日（火）　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］

◎関由紀夫、 ○中里理香、 櫻井惠二、 宮本妙子、 大島文男

司会者 関由紀夫 報告者 中里理香
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主なご意見・ご提言　〜議会編〜

7
一般質問が要望としか思えない質問がほとんど。これで良いのか？要望では
なく、実現することが重要。質問するときに情報伝達の5Ｗ1Ｈを使い分かりや
すくすべき。

議員は、市議会の役割として、執行部の監視機能、政策立案を様々な場面を
通して行っています。一般質問はその一つの手段です。したがって皆さま方
に当局に対して姿勢をただしていくのが一般質問であります。傍聴に来てい
ただいた市民の皆さまに分かりやすく伝えていく改革を行います。議会全体と
して変わっていこうとしているところです。少しずつ改革をしているところであ
り、出来るだけ市の発展につながる一般質問になるように努力して参ります。

議会

8

何度か議会の傍聴をさせて頂いた。一人の質問者が午前と午後にまたがって
しまう事が何度かあったが、こういったことはないように工夫していただきたい。
先ほど「検討する」との言葉があったが、質問をして執行部から「検討する」と
いう言葉があった時は、えてしてそれがいつまでも実現しない事が多い。いつ
までに「検討する」のか、期限の目安を区切って質問していただきたい。

貴重なご意見ありがとうございます。ご要望として承ります。 議会

9 一般質問をしない議員がいるが、なぜか？

一般質問するかどうかは議員の任意であります。ただし、議長、副議長は議事
進行に専念するため、一般質問は避ける通例となっております。また監査担
当の議員につきましても、一般質問は避ける通例ですが、監査時に一般質問
の目的と同じ執行内容のチェック、及びより良い施策の提言などを行います。
また、一般質問以外でも各委員会としての活動などを通じ、政策提言に結び
付けております。

議会

4

安沢の次期環境施設について。今も地元３地区に1億8千万で延長をお願い
しているのだが、今度再延長になる可能性があるが、地域の住民に理解して
ほしいと言ってあるから大丈夫と、広域の議員は言っていたが、税金を使って
再延長ということは30名の方が、責任を持って遅れたことに対する補償をする
のか？税金を使うのはおかしい。

貴重なご意見ありがとうございます。ご要望として承ります。 議会

5

安沢の次期環境施設について。安沢のこれまでの経過をご存じとは思うが、
安沢の地で広域の議員に説明をしていただきたい。安心安全な施設を実現
してほしい。安沢公民館を用意するので、ぜひ説明会を開いて頂きたい。議
員は言ったことを行動にすぐ出来るかもしれないが、署名した議員は安沢の
苦労をどこまで知っているのか？残念でならない。

地元の皆さまにはこれまでのご努力に感謝申し上げ、現状につきまして本当
に心苦しく思っています。矢板市の広域の議員として、そういったことが出来
るか持ち帰り、検討させていただきます。
検討させていただきましたが、現在説明会を開催することにはなっておりませ
ん。

議会

6
今日もパパママ世代がほとんどいない。市民懇談会に際してもお願いした
が、若い世代に対して、どんなアクションをしたのか？広報の仕方についてど
のように行ったのか？今後市民がもっと参加しやすいように秘策はあるのか？

議会報告会は条例が出来て初めての報告会であり、今回は区長会さんから
絶大なご支援を頂いて開催しました。議会としては第1段階として3地区で実
施し、次へのステップを踏まなくてはなりません。世代毎に対する対応やワー
クショップ型など色々あるかと思います。我々は市民の負託を得て、条例の中
の条文に従って活動しています。より幅広い世代の方に対応したやり方を模
索していきたいと考えています。よりよいものになるよう今後ともご指導ご鞭撻
お願いいたします。

議会

1
2015年4月の選挙において、議員報酬3割カットということについて、マニュ
フェストに書いている方がいたが、その件については現在どうなっているの
か？

現在3割カットの件については、改選後市議会の中で議論は行われておりま
せん。矢板市議会の議員報酬は現在32万5千円です。近隣の那須塩原市は
35万5千円、大田原市が36万円、さくら市が33万5千円です。この4市で比較
すると、矢板市は一番低くなっております。

議会

2

安沢の次期環境施設について、矢板市議会の件ではありませんが、広域議
員の方に伺いたい。当初反対が80数パーセントの反対がありながら、最終的
に行政の意をくんで、安沢地区の市民が苦労して受け入れた経緯がある。裁
判まで行い、いよいよ建設の運びになったにも関わらず、土地が決まればす
ぐにでも工事が始まると考えていた。議員も広域の管理者も一体となって進ん
でいると市民は思っていがが、この最終段階に来て、「もう少し勉強させてく
れ」と言った議員がいるようだが、勉強が足りないのではないか？松島地区に
は再延長はないとの約束で1億8千万支払っている。この最終段階で、遅らせ
るということは、またお金がかかるということ。矢板市議会の10名は反対の署名
をしたようだが、この段階で遅らせるのは、我々市民に対してどう考えているの
か？行政は一体であると我々は思っていた。残念。

色々な御苦労を頂いた事は十分理解しています。このように御心配をおかけ
し、大変申し訳ありません。9月末日に発注先落札者の確認をし、予定者を決
定者にすべく進んできました。その矢先、広域行政正副管理者に対して30人
からなる議員の要望書が提出されました。広域の管理者もこのままではいけ
ないということで、組合職員の方が各市、町に出向き全議員に対して説明会
を開催し、10月21日矢板市で行われました。その結果をもとに、11月6日に再
度広域行政の全員協議会を行いました。本来であれば、そこで着地と考えて
いたが、現在、落札候補者を決定者にするに至っていません。

議会

3

安沢の次期環境施設について。今までも、現焼却場を延長（3年間）するため
に1億8千万かかっている。地元３地区の人が受け入れてくれない時に高いお
金を払って、他の地区に持っていくのか？署名した10人の人が責任を持って
補償をすべきだ。大変なことだ。

貴重なご意見ありがとうございます。ご要望として承ります。 議会

11

ふるさと納税制度について、今回矢板市でも返礼品を実施するようだが、この
ような制度がある以上、問題はあっても進めるべき。矢板に来ていただいた方
に重点的にＰＲするのも一つの手ではないか？物だけでなく、サービスも考え
ていってはどうか？矢板市民がふるさと納税すると、矢板市の税収も減ってい
く。ただ、国の制度であるので、所得税はいたしかたないが、地方税について
は減収にならないように活動すべきではないか。

貴重なご意見ありがとうございます。ご要望として承ります。 総務

12
近辺の方は心配している。交流人口を増やせると言うが、実際矢板市に来た
人が市内を観光していない。サッカー場を造ればなんとかできる様な簡単なも
のではない。もう少し計画性を持って市の財源を有効利用してほしい。

貴重なご意見ありがとうございます。ご要望として承ります。 総務

NO ご意見・ご提言 ご回答 担当
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主なご意見・ご提言　〜アンケート〜

平成27年12月10日
以上のとおり、報告致します。

18
全体的には大変良い企画でした。残念なのは気持ちは分かりますが、一部地
域の要望が多過ぎたような気がする。今後は、このような点について少し厳し
く対応していただきたい。

貴重なご意見ありがとうございます。次回への課題とさせて頂きます。 議会

19
フットボールセンター誘致の件。議会トータルで市民を巻き込んだ全員力で
するように願いたい。今一全員力が感じられない。

貴重なご意見ありがとうございます。各議員努力いたします。 議会

矢板市議会議長　中村久信

15
ＪＴ跡地問題、ゴミ施設問題。全てにおいて烏合の衆に近いのでは？的確に
答弁出来るようにしておかなければ市民としてはもう少し内容を把握して市民
に納得してもらうように対処して頂きたい。不言実行を要望したい。

貴重なご意見ありがとうございます。各議員努力いたします。 議会

16
議員の責任のなさが目立つ。議決したなら執行部がどうのこうのでなく議決し
た責任を持って市民に報告してほしい。

貴重なご意見ありがとうございます。各議員努力いたします。 議会

17 次回からは若い人が出来るだけ参加を呼びかけるように要望させていただく。 貴重なご意見ありがとうございます。次回への課題とさせて頂きます。 議会

12
特定の分野に質問が偏りすぎていた。進行の仕方について検討した方がよ
いのではないか？回数を重ねるごとに、建設的な意見が出てくることを期待し
ます。

貴重なご意見ありがとうございます。次回への課題とさせて頂きます。 議会

13
矢板の良さを生かす改革提案を出してほしい。質問出来なかったが、成年後
見制度についての意見が聞きたかった。

成年後見制度についてのお問い合わせは、社会福祉課（43-1116）もしくは
高齢対策課（43-3896）にお願い致します。

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。この事について
要点を絞って話し合いが課題。

貴重なご意見ありがとうございます。次回への課題とさせて頂きます。 議会

9
せっかくお忙しい議員さん全員が出席してくれているので、個別に話を聞く機
会を作ってほしい。

貴重なご意見ありがとうございます。次回への課題とさせて頂きます。 議会

10

話したい方々が多く、2時間があっという間でした。もう少し多くの会場で実現
できるといいと思います。16人の定数になって議員さんの仕事も今まで以上に
大変だと思います。報酬など下げずに、大いに市民のために活躍してほしい
と思います。

貴重なご意見ありがとうございます。次回への課題とさせて頂きます。 議会

11
質疑応答について答えの説明が下手。市の執行部でないので、回答するの
に無理がある。

貴重なご意見ありがとうございます。各議員努力いたします。 議会

6
意見交換はテーマをしぼって行った方が良いのでは。全般的なテーマは範
囲が広すぎて時間的に無理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。次回への課題とさせて頂きます。 議会

7 議会報告でわかりにくい。もっと簡素でわかりやすく。 貴重なご意見ありがとうございます。次回への課題とさせて頂きます。 議会

8
ルールに従った運営に徹してもらいたい（挙手→指名→発言）。多数の人の
意見を聞きたい。

貴重なご意見ありがとうございます。次回への課題とさせて頂きます。 議会

3

条例の策定プロセスの細かい説明は不要と思う。　ＪＴ跡地のフットボールセン
ター誘致問題。いくつかの質問があったが同感である。誘致に関して具体的
な経緯について理解していない市民が多い。質問が多い理由をなぜ事前に
検討する時間がなかったのか。市民の同意なしでいきなり署名運動はおかし
いのでは？市（執行部）と議会の関連も含めて説明を。

貴重なご意見ありがとうございます。矢板市において、官民一体、市役所と議
会の関係の中で、お互いに意見を出し合いながらやっていくべきと考えており
ます。まち・ひと・しごと総合戦略の中で、一つの形になるように議会でもしっ
かり検討しながら執行部と協力して参ります。

議会

4 テーマ別の意見交換会を楽しみにしております。 貴重なご意見ありがとうございます。次回への課題とさせて頂きます。 議会

5
今後は世代間での報告会、意見交換も必要と思う。市民懇談会より活発な意
見交換会になったと思う。交流人口を増やすにはフットボールセンターのよう
なものは必要と思いますので、早急に対応していただきたい。

貴重なご意見ありがとうございます。議会でも誘致に向けて努力してまいりま
す。

議会

NO ご意見・ご提言 ご回答 担当

1
話の中に議員の考え方がバラバラだと言う意見がありましたが、私もうわさで
そう聞いています。もう少し市議16名頑張って下さい。

貴重なご意見ありがとうございます。各議員努力いたします。 議会

2
まちの道路や市の道路をすぐとは言わないが、だんだんと直して（良く）しても
らいたい。学校、教育について、イジメや悪口等の問題を考えた方が良い。

貴重なご意見ありがとうございます。各議員努力いたします。 議会
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