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坂戸市議会 議会報告会【城山公民館】 

 

 

 １．開 会            （司会：石井  寛 議員） 

 

 

 ２．あいさつ               飯田  恵 議員 

 

 

 ３．議員の紹介 

（出席６名）石井  寛 議長、古内 秀宣 議員、武井  誠 議員、 

      飯田  恵 議員、猪俣 直行 議員、森田 文明 議員  

 

 

 ４．３月定例会の報告（１８分）      古内 秀宣 議員 

 

 

５．質疑応答（１３分） 

 

 

６．休 憩（１６分） 

  （休憩中に質問・意見票を回収） 

 

 

 ７．意見交換（４３分） 

 

 

 ８．閉 会                石井  寛 議員 
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議会報告会 実施記録 

 

○実施日時  平成３０年５月１３日（日） 

       午前１０時～１１時３９分 

○会  場  城山公民館 学習室 

○参加者数  ２７人（男性１５人、女性１２人） 

○主な質問・回答（議会報告） 

☆国民健康保険特別会計予算について 

・質問  外国人の方が健康保険証を使用し給付を受け、お金を払わず出国してしまった

数値などは市のホームページ等で確認することができるのか。 

・回答  通常の決算の中には出てこないので、できない。 

・質問  財源不足を補うため一般会計からの法定外繰入れとあるが、法定外の意味は何

か。 

・回答  法律で定めている負担額以外で、国民健康保険を運営するために、坂戸市がそ

の他一般会計繰入金としているのが法定外繰入れである。 

 

☆常任委員会構成について 

・質問  県では予算決算の委員会を特別委員会でしているが、坂戸市は常任委員会のた

め定例会ごとに予算決算常任委員会を開くのか。 

・回答  過去に予算と決算の分割付託を行っていたが、議会改革の一環と議長会からの

指摘もあり、チェック機能を強化する意味で常任委員会にして定例会ごとに開い

ている。 

 

☆主な新規事業の記載表示について 

・質問  「地域の活力を高め、快適な環境を創造する街づくり」と表現があるが、火葬

事業は地域の活力を高めの表現に当てはまるのか。 

・回答  ご意見として承る。 
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○意見交換会 

・質問  城山市民の森と公園の違いは。 

・回答  街中につくる場合の公園は、都市公園法に基づいた公園で、市民の森は市が独

自で別途考えてつくる森である。 

 

・質問  保存樹木補助金を利用している者はいるか。 

・回答  多くはいないと聞いている。 

 

・質問  議員の皆さんの太陽光発電設置についての考えは。 

・回答  太陽光発電は、国の許認可の問題であり国が許可をしてしまうと、市が止める

ことができないスタンスである。城山の森については、大家の議員団で市の執行

部に対して森林の保全を目的として対処してほしいという申入れをしている。 

 （要望） 相続が発生したときに、山林の相続は表価格の倍率がすごく高いので地主は相

続で維持できない。議員団に国や色々なところへ倍率を低くするよう働きかけて

ほしい。 

 

・質問  来年、元号が変わるので、これを機に市も「西暦」に日付の統一を図るという

提案はいかがか。（元号はメインではなく、サブとして使用する。） 

・回答  元号は元号法に基づいて使われているため、西暦に統一は現状では困難と考え

る。このことは国レベルで考えないと無理だと思う。 

 

・質問  防災無線の聞こえない場所があるが、デジタル化では聞こえるようになるのか。 

・回答  今回のデジタル化は、アナログ通信機器をデジタルに変えることで、スピーカ

ー等を変えるものではない。 

 

・質問  西坂戸から長瀬に行く新しい道路ができると聞いているが、具体的にお願いし

たい。 

・回答  昨年度予算が通り、坂戸市から毛呂山町へ測量の委託でお金を出している。 

    毛呂山町の計画では、毛呂山台南側方面へ昔のログハウスからバイパスへ抜ける

らしい。毛呂山町の地元説明会が不十分だったため、両自治体は慎重に詳細な測

量・設計を進めている。 
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・質問  国保税、介護保険料は日常的には高すぎる負担ではないか、という意見が多い。

今回の予算では据え置きという予算で決定されたが、一般会計からの繰入れ、あ

るいは基金の活用等について今後の見通しはどのようになっているのか。願わく

ば、市民負担の軽減に努めていただきたいのであるが。 

・回答  介護保険料は３年ごとに計画を立てるため、向こう３年間は変わることがな    

いと思う。将来に関しては市町村によってばらつきが出ると思うが、まだスター

トしたばかりなので議員や執行部からは何とも言えない。 

 

・質問  太陽光発電開発と自然保護とは矛盾する面があり、今後に向けてどのように整

合性を持たせていくのか。  

・回答  太陽光発電は、原発関係で推進された、国のクリーンエネルギー問題で、自然

保護については、各団体等意見の違いがあると思うので、ご意見として承る。 

 

・質問  この公民館での議会報告会に初めて参加した。市議会と似た厳粛さが感じられ

た。立派な掲示、各議員の名前が示された紙は今後再利用（使用）されるのか。

それともその都度処分されるのか。もし処分されるのであれば、やはり節約の観

点から保存利用していただきたいと思う。 

・回答  テープで貼った物や、会場に合わせて作った掲示物は、処分してしまうが、再

利用できる物はしている。節約できることは今後していきたいと思う。 

 

・質問  原発を語るに当たり、現地を思い議論をしていただきたい。 

・回答  議員にもっと興味を持ってほしいとのことで、ご意見として承る。 

 

・質問  高齢化が進む中で、今後の体育祭について議論されているか。 

・回答  市が行っている健康増進施策の内容の話のため、ご意見として承る。なお体育

祭の意見に対しては、体育協会へ申し送りをする。 

 

・質問  入西地区の中里近辺の坂戸西スマートインター近辺で大規模な造成工事を行っ

ているが、「どこまで」「どのように進んで」今後どのようになるのか分かる範囲

内で教えてほしい。 

・回答  今行われている工事は、大和ハウス工業の大型マルチテナント型物流倉庫で、

大きさは約１７０,０００㎡（５４,０００坪）、県内で最大規模の建物である。

２０２０年１月を竣工予定で、中には最大２４社が入ることができ、託児スペー

ス・コンビニスペース・カフェテラススペースなどが設置され、１,０００人規

模の従業員を見込んでおり、安全安心を配慮しながら進んでいる。 
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・質問  先日のテレビで鳩山町の高齢者が元気で全国１位だと聞いた。高齢者が健康を

維持するために会やレクリエーションなどで体を動かしたり、健康に対すること

を坂戸市ではやっているのか。また、どんな対応を取っているのかお聞きしたい。 

・回答  坂戸市では葉酸プロジェクトをはじめ、第７期の計画の中で介護予防事業を行

っている。体を動かす事業は具体的に即答できないが、高齢者向けの「さかどお

達者体操」などは老人クラブや公民館などで実施されている。 

 

○アンケート調査結果について 
・資料１のとおり 

 



【資料１】 
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議会報告会（入西・大家地区）のアンケート調査結果について 
 平成３０年５月１３日に城山公民館学習室で開催された議会報告会において、参加者に

対して行ったアンケート調査の集計結果については、下記のとおりです。 
                   記 
１ 参加者数  ２７人 （うちアンケート回答者数２０人、回答率は７４．１％） 

 

２ アンケート調査集計結果 

 ●議会報告会の内容に関して 

  ①議会報告会を開催したことの評価 

（ｱ）評価する 
（ｲ）どちらかといえ

ば評価する 

(ｳ)どちらかといえ

ば評価しない 
（ｴ）評価しない 未回答 

１２ ７ ０ ０ １ 

 

  ②報告会の内容について  

（ｱ）分かりや

すかった 

（ｲ）どちらかといえ

ば分かりやすかった 

(ｳ)どちらかといえ

ば分かりにくかった 

（ｴ）分かりに

くかった 
未回答 

８ ９ ２ ０ １ 

 

  ③説明時間について 

（ｱ）長かった （ｲ）ちょうど良かった （ｳ）短かった 未回答 

１ １７ １ １ 

 

④意見交換会の実施について  

（ｱ）良かった （ｲ）どちらともいえない （ｳ）良くなかった 未回答 

１４ ４ ０ ２ 

 

 ●市議会の情報（議会報告会を含む）を何によって得ていますか ※複数回答あり 

（ｱ）市広報紙 （ｲ）議会だより （ｳ）市ホームページ (ｴ)その他 未回答 

８ １７ ０ １ １ 

 

 ●議会を傍聴したことがありますか 

（ｱ）よく傍聴する （ｲ）傍聴したことがある （ｳ）傍聴したことがない 未回答 

１ ７ １２ ０ 

 

 ●性別  男（１４人） 女（６人） 未回答（０人） 

 

 ●年齢 

１０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０代 未回答 

― ― ― １ １ ９ ８ １ ― 
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坂戸市議会 議会報告会【中央公民館】 

 

 

 １．開 会            （司会：野沢 聖子 議員） 

 

 

 ２．あいさつ               小澤  弘 議員 

 

 

 ３．議員の紹介 

（出席４名）小澤  弘 議員、内田 達浩 議員、野沢 聖子 議員、 

弓削 勇人 議員 

 

 ４．３月定例会の報告（２２分）      小澤  弘 議員、内田 達浩 議員 

 

５．質疑応答（２２分） 

 

 

６．休 憩（１４分） 

  （休憩中に質問・意見票を回収） 

 

 

 ７．意見交換（３９分） 

 

 

 ８．閉 会                野沢 聖子 議員 
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議会報告会 実施記録 

 
○実施日時  平成３０年５月１３日（日） 

       午前１０時～午前１１時４５分 

○会  場  中央公民館 学級室Ｂ 

○参加者数  １４人（男性１１人、女性３人） 

○主な質問・回答（議会報告） 

・質問  わかりやすい予算書はホームページからダウンロードできるのか。 

・回答  可能である。 

 

・質問  ふるさと納税の収支状況は。 

・回答  赤字である。 

 

・質問  防災無線が聞こえない。現状は各区に防災ラジオが１台である。１００世帯に

１台程度の貸出しはできないか。 

・回答  今年度行われるデジタル化により今よりも聞きやすくなる。また、メールの登

録もお願いしたい。 

 

・質問  メールやアプリは要介護者には操作が困難である。配慮が必要ではないか。 

・回答  承る。 

 

・質問  みらいという会派が３月定例会ではないが、臨時会にはある。どういうことか。 

・回答  新しい会派ができたためである。 

 

・質問  新斎場の建設について予算はどの程度かかったのか。どのような内訳か知らせ

てほしい。 

・回答  完成が今年８月３１日であり、坂戸市の正式加入は１２月となっている。正式

な費用については後日回答する。 

 

・質問  関間地区の通学路は狭く、改善がされていない。なぜ時間が長時間かかるのか。

速やかに地下道を作る必要があるのではないか。もう少し早く対応ができないの

か。 

・回答  関間千代田線に関しては約４０億の予算がかかる。国・県の補助金を利用し、

市の持ち出しを４５％の負担率に抑えている。国の土木費の減少傾向が続いてい

るため、陳情も行っている。1年でも早く整備できるように市も努めている。 
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・質問  子供にお金をかけると市長は言っているが、通学路の安全確保ができていない

のは問題ではないか。通学路の安全確保ができていないため、転入者も増加しな

いのではないか。国交省への陳情を今以上に行うべきではないか。 

・回答  市ができる区画整理は確実に進んでいる。また市と東武鉄道との交渉も必要で

あることから時間がかかっている面もある。引き続き国交省に陳情を続けていく。 

 

○意見交換会 

・質問  関間千代田線の工事について、議員から進捗状況の報告をしてもらえないのだ

が。 

・回答  できるだけ早く進められるように執行部に働きかけながら、情報発信にも努め

ていきたい。 

 

・質問  大規模災害が起きたとき、議員の働きが重要である。避難所運営訓練を行って

は。 

・回答  積極的に考えていきたい。また市内避難所の視察を行いたい。 

 

・質問  議会報告会に初めて参加したが、もっと沢山の参加者がいると思っていた。Ｐ

Ｒが足りないのではないか。 

・回答  議会の情報発信強化のため、広報委員会という組織を新たに作った。ＰＲ強化

に努めていく。 

 

・質問  マイナンバーカードの使用法の注意や啓もう活動をもっと行うべきではないか。

スーパーの店員や、学校の先生、警察官等にはうっかり番号を見せてしまいがち

である。 

・回答  マイナンバーカードの取扱いについては、悪用されないように注意してほしい。

啓もう活動の強化に関してはどのような方法が良いか研究する。 

 

・質問  石井地区の都市計画道路に関してだが、パチンコ店の前で行き止まりになって

１０数年が経過している。進捗状況はどのようなものなのか。１日も早く延伸工

事を進めてもらいたい。 

・回答  行き止まりの地主の方の同意が得られないために工事が止まっている。市も説

得に努めているが簡単ではない状況である。 

 

・質問  防災行政無線のデジタル化によって双方向化は可能なのか。 

・回答  放送が聞き取り難い地域を減らすためのデジタル化であり、双方向性はない。 

 

・質問  北坂戸駅前の東武ストア跡地の今後の計画は。 

・回答  未定である。 
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・質問  先日新潟県で学童殺害事件があったが、通学時の対応や対策を市と教育長はど

のように考えているのか。 

・回答  交通指導員や、見守りのボランティアの方が通学路の安全確保を行っている。

更なるご協力をお願いしたい。 

（意見） 子供の見守りについては市民も協力を行っていきたい。 

 

・質問  通学が４５分以上かかる子どもたちに対して、さかっちバスによる送迎はでき

ないのか。 

・回答  新たな路線を運行させる場合、さかっちワゴンでは約７００万円、バスでは約

１，７００万円の予算がかかる。通学の安全確保に寄与することは明白だが、予

算との兼ね合いがあり簡単ではない。 

 

・質問  女子栄養大学と坂戸市は葉酸等でメディアに取り上げられている。大学との連

携を基に、もっと「さかろん」を使用しＰＲした方が坂戸市は活性化するのでは

ないか。 

・回答  さかろんの尻尾はすいおうで飾りにはルーコラが使われている。女子栄養大学

以外の大学との連携も強化しＰＲに努めたい。 

 

・質問  勤労女性センターの利用者が、日曜日や夜間が少ないようだが経費として無駄

はないのか。 

・回答  利用者増加のためのＰＲ強化に努めたい。 

 

○アンケート調査結果について 
・資料２のとおり 



【資料２】 
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議会報告会（坂戸地区：中央公民館会場）のアンケート調査結果について 
 平成３０年５月１３日に中央公民館学級室Ｂで開催された議会報告会において、参加者

に対して行ったアンケート調査の集計結果については、下記のとおりです。 
                   記 
１ 参加者数  １４人 （うちアンケート回答者数１２人、回答率は８５．７％） 

 

２ アンケート調査集計結果 

 ●議会報告会の内容に関して 

  ①議会報告会を開催したことの評価 

（ｱ）評価する 
（ｲ）どちらかといえ

ば評価する 

(ｳ)どちらかといえ

ば評価しない 
（ｴ）評価しない 未回答 

９ ３ ０ ０ ０ 

 

  ②報告会の内容について  

（ｱ）分かりや

すかった 

（ｲ）どちらかといえ

ば分かりやすかった 

(ｳ)どちらかといえ

ば分かりにくかった 

（ｴ）分かりに

くかった 
未回答 

９ ３ ０ ０ ０ 

 

  ③説明時間について 

（ｱ）長かった （ｲ）ちょうど良かった （ｳ）短かった 未回答 

０ １１ １ ０ 

 

④意見交換会の実施について  

（ｱ）良かった （ｲ）どちらともいえない （ｳ）良くなかった 未回答 

８ １ ０ ３ 

 

 ●市議会の情報（議会報告会を含む）を何によって得ていますか ※複数回答あり 

（ｱ）市広報紙 （ｲ）議会だより （ｳ）市ホームページ (ｴ)その他 未回答 

８ ９ ０ １ ０ 

 

 ●議会を傍聴したことがありますか 

（ｱ）よく傍聴する （ｲ）傍聴したことがある （ｳ）傍聴したことがない 未回答 

０ ７ ５ ０ 

 

 ●性別  男（９人） 女（２人） 未回答（１人） 

 

 ●年齢 

１０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０代 未回答 

― ― ― ― １ ５ ５ １ ― 
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坂戸市議会 議会報告会【文化施設オルモ】 

 

 

 １．開 会            （司会：加藤 則夫 議員） 

 

 

 ２．議員の紹介 

（出席４名）加藤 則夫 議員、藤野  登 議員、鈴木 友之 議員、 

田中  栄 議員 

 

 ３．３月定例会の報告（５分）       鈴木 友之 議員 

 

 

４．質疑応答（１８分） 

 

 

 ５．意見交換（３２分） 

（質問・意見票を回収） 

 

 

６．休 憩（６分） 

 

 

 ７．意見交換（４８分） 

 

 

 ８．閉 会                藤野  登 議員 
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議会報告会 実施記録 

 
○実施日時  平成３０年５月１９日（土） 

       午後６時～７時５５分 

○会  場  文化施設オルモ 情報研修室 

○参加者数  １０人（男性５人、女性５人） 

○主な質問・回答（議会報告） 

・質問  北坂戸幼稚園跡地の保育園整備の際に十分な駐車場の確保を願う。 

・回答  園舎東側に予定はされている。 

 

・質問  防犯灯のＬＥＤが明るすぎるとの批判があるが。 

・回答  承る。 

 

・質問  市は、野良猫の被害の深刻度をどのくらい把握しているのか。 

・回答  市に問い合わせる。 

 

・質問  野良猫対策において、飼い主がいないという判定基準は。 

・回答  かなり難しい問題である。一定期間の保護が必要。最終的には個人責任。 

 

・質問  去勢への補助は、市ではあるのか。 

・回答  県の委託を受けて実施している。 

 

○意見交換会 

・質問  ペット動物の防災はどう考えられているか。広報不足ではないか。 

・回答  議員として提言していきたい。 

 

・質問  飼い猫である証明にチップの埋設なども広報してほしい。 

・回答  承る。 

 

・質問  ペットの同行避難についても、検討してほしい。 

・回答  承る。 

 

・質問  空き家対策で行政代執行してほしい物件が２軒ある。 

・回答  承る。 
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・質問  外国人の引っ越しによるゴミの不法投棄がある。多言語の立て看板が必要。 

・回答  多言語の分別カレンダーはあるが立て看板はないので承る。 

 

・質問  銭湯がなくなった。伝統文化と交流の場として市営で再開できないか。 

・回答  燃料費の補助などしてきた。閉鎖は民間の事情であるが承る。 

 

・質問  受動喫煙に対する市の考えは。 

・回答  庁内禁煙であるが、確認してホームページにて回答する。 

 

・質問  マイナンバーを受け取らないとさかっちバスの優待券を渡せないと言われた人が

いるが、非常識ではないか。 

・回答  確認する。 

 

・質問  元気な高齢者が集まって運動するサロンのような場所がほしい。 

・回答  民生委員等が開催しているサロンやお達者体操などがある。地域包括支援センタ

ーでも、サロン情報をもっているので問い合わせてほしい。 

 

・質問   ラジオ体操のきちんとした指導を受けたい。 

・回答  スポーツ推進課で指導員の派遣をしているので相談してほしい。 

 

・質問  学校の空き教室を使って、サロンや家庭菜園はできないか。 

・回答  利用制限があるため、現状ではできない。 

 

・質問  ゲリラ豪雨などによる、高麗川決壊時のシミュレーションはあるか。 

・回答  ハザードマップがある。 

 

・質問  坂戸の歴史をみると、水害との闘いだが。 

・回答  河川改修により決壊というよりは、内水による都市型水害対策が必要。 

 

・質問  地震の避難所はあるが、水害時の避難所は、市としてどう考えているのか。泉町

は、千代田小学校まで避難するのか。収容可能なのか。それとも、自宅の２階で待

機したほうが良いのか、市の考えは。 

・回答  自助共助公助の考えがあるが、日頃から家族で話し合うことも大事。 

 

・質問  夜間のゲリラ豪雨の場合、避難の連絡体制は。 

・回答  避難警報や防災無線での連絡だが、エリアメールなど色々あるので、受け取れる

ようにしておいてほしい。 
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・質問  独居の高齢者などは、大丈夫か。 

・回答  日頃の防災訓練や、地域の繋がりを大事にしてほしい。 

 

・質問  北坂戸団地は、統合により桜中学校まで避難しなければならないが、避難経路が

心配だ。市に問い合わせたが回答はない。 

・回答  市民と議員で提言していきたい。 

 

・質問  犬は保健所だが、猫は。 

・回答  動物指導センターは、県内に２箇所あり、坂戸市は熊谷市のセンターである。 

 

・質問  犬猫の里親探しを、市でも取り組んでほしい。 

・回答  要望として承る。 

 

・質問  ドッグランがほしい。 

・回答  要望として承る。 

 

・質問  中長期の予算は、人口１０万人都市を想定しているのか。 

・回答  緩やかに減少していくと想定されている。 

 

・質問  現在、北坂戸小学校跡地利用は決まっていないのか。 

・回答  まだ、決まっていない。 

 

・質問  入西地区の川向こうにできているのは何か。 

・回答  大和ハウスの県内最大の物流倉庫であり、雇用も２，０００人ともいわれている。 

 

・質問  中里付近の建物は。 

・回答  水防倉庫でもあり、公園管理棟とコミュニティスペース、貸スペースでもある。

トイレやシャワー室もある。 

 

・質問  放置自転車か盗難自転車か分からない自転車がある場合どうしたら良いか。 

・回答  市の防災安全課に問い合わせてほしい。 

 

・質問  さかっちバスは、もっと便数が増えないのか。せめて、３０分に１本。 

・回答  承る。 

 

○アンケート調査結果について 
・資料３のとおり 



【資料３】 
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議会報告会（坂戸地区：文化施設オルモ会場）のアンケート調査結果について 
 平成３０年５月１９日に文化施設オルモ情報研修室で開催された議会報告会において、

参加者に対して行ったアンケート調査の集計結果については、下記のとおりです。 
                   記 
１ 参加者数  １０人 （うちアンケート回答者数９人、回答率は９０％） 

 

２ アンケート調査集計結果 

 ●議会報告会の内容に関して 

  ①議会報告会を開催したことの評価 

（ｱ）評価する 
（ｲ）どちらかといえ

ば評価する 

(ｳ)どちらかといえ

ば評価しない 
（ｴ）評価しない 未回答 

９ ０ ０ ０ ０ 

 

  ②報告会の内容について  

（ｱ）分かりや

すかった 

（ｲ）どちらかといえ

ば分かりやすかった 

(ｳ)どちらかといえ

ば分かりにくかった 

（ｴ）分かりに

くかった 
未回答 

４ ２ １ １ １ 

 

  ③説明時間について 

（ｱ）長かった （ｲ）ちょうど良かった （ｳ）短かった 未回答 

０ ６ ３ ０ 

 

④意見交換会の実施について  

（ｱ）良かった （ｲ）どちらともいえない （ｳ）良くなかった 未回答 

６ １ １ １ 

 

 ●市議会の情報（議会報告会を含む）を何によって得ていますか ※複数回答あり 

（ｱ）市広報紙 （ｲ）議会だより （ｳ）市ホームページ (ｴ)その他 未回答 

６ ６ ０ ３ ０ 

 

 ●議会を傍聴したことがありますか 

（ｱ）よく傍聴する （ｲ）傍聴したことがある （ｳ）傍聴したことがない 未回答 

０ ６ ３ ０ 

 

 ●性別  男（４人） 女（４人） 未回答（１人） 

 

 ●年齢 

１０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０代 未回答 

― ― ― ２ ２ １ ３ １ ― 
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坂戸市議会 議会報告会【三芳野公民館】 

 

 

 １．開 会            （司会：平瀬 敬久 議員） 

 

 

 ２．あいさつ               新井 文雄 議員 

 

 

 ３．議員の紹介          

（出席５名）新井 文雄 議員、小川 直志 議員、大澤 男 議員、 

柴田 文子 議員、平瀬 敬久 議員 

 

 ４．３月定例会の報告（１４分）      小川 直志 議員 

 

 

５．質疑応答（２１分） 

 

 

６．休 憩（１５分） 

  （休憩中に質問・意見票を回収） 

 

 

 ７．意見交換（６７分） 

 

 

 ８．閉 会                大澤 男 議員 
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議会報告会 実施記録 

 
○実施日時  平成３０年５月１９日（土） 

       午後４時～６時８分 

○会  場  三芳野公民館 集会室 

○参加者数  １４人（男性１３人、女性１人） 

○主な質問・回答（議会報告） 

・質問  平成３０年度主要事業、重点施策３項目の「安心して暮らせる、高齢者や社会

的弱者にもやさしい街づくり」、「将来を担う子どもたちを応援する街づくり」、

「地域の活力を高め、快適な環境を創造する街づくり」について、具体的には何

か。 

・回答  市のホームページを見ていただきたい。それぞれの事業があり、細かく載って

いる。新規事業については、議会だより３ページに載っている。 

 

・質問  商工会が発行する商品券について教えてほしい。 

・回答  商工会を通じての商品券で個人店が多い。詳しい内容は後日回答にさせていた

だく。 

 

・質問  経常収支比率について、９２％とのことだが、８％は投資的経費に該当するか

どうか教えてほしい。 

・回答  必ずかかってしまう経費は９２％である。経常的経費は、毎年度経常的に支出

される人件費、公債費、扶助費や施設維持管理費などの経費のことである。残り

の８％を占めるのは、一時的又は突発的に支出される臨時的経費で、質問にある、

施設の新設・改修工事などの投資的経費のほか、新たなシステム開発費やシステ

ムの改修費などが該当する。 

 

（意見） 市民サービスの向上・充実については、市民サービス第一でやってほしい。 

 

（意見） 今回の資料は分かりやすく良いと思う。 

 

（意見） 経常収支比率について、もっと市民に分かりやすく、アピールすることが大 

    事である。 
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○意見交換会 

☆坂戸ＩＣから川越につながる道路について 

・質問  圏央道坂戸ＩＣができてから前に進んでいない。例えば、くい打ちはいつなのか。

具体的に教えてほしい。 

・回答  平成２９年度は圏央道坂戸ＩＣから川越境までの約９８０ｍ区間について、現況

平面図の修正測量及び土地の権利調査等を実施した。地元としても悲願であり、３

月下旬、坂戸東川越線建設促進期成同盟会として、坂戸市長、川越市長に早期着工

の要望書（坂戸市が主体として進めるべき）を提出した。財源がないと事業に取り

掛かれない。森戸橋、関間千代田線が終わり次第着手していってほしいと考えてい

る。 

 

☆一般会計予算 火葬事業（広域静苑組合負担金）について 

・質問  広域静苑組合負担金１，５３４万１千円の具体的な内容について教えてほしい。 

・回答  斎場運営費が１，５１５万円で、利子償還金が１９万１千円である。詳しい内容

は、新斎場の１２月から３月までの斎場運営費の坂戸市分負担と霊きゅう車購入費

元利償還金である。 

・質問  新斎場新築に際し、本市が負担する金額と負担割合及び最終的な本市負担額の総

合計額を教えてほしい。 

・回答  後日回答とさせていただく。 

・質問  議員として、意見（質疑）を行ってほしい。 

・回答  オブザーバーとして広域静苑組合議会に参加している。オブザーバーなので、今

は質疑等はできない。 

   

☆歳入の確保について 

・質問  ①市税・国民健康保険税の収納率の一層向上、②特定財源の活用、③広告収入の

確保等このほかにはないのか。 

・回答  税収アップについては、坂戸西スマートインターに大和ハウスの物流倉庫ができ

る予定である。 

（意見） 東武ストア、カインズホーム、アキム等が本市から流出している。危機感を持っ

てほしい。 

（意見） 新たな財源がないと先細りしていく。 

（意見） 企業誘致が大事である。 

 

☆青木６０７番地（市道第１３７４号線）の前の側溝について 

・質問  ２年前、側溝の設置を要望したが、陳情すら出ていない。市へ意見だけでも提出

できる方法を教えてほしい。 

・回答  側溝等の設置要望については、反対者がいると、用地買収などで前に進まないの

で、地域でぜひまとめてほしい。 
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☆東坂戸の開発について 

・質問  坂戸市において西部地域だけ様々な設備、施設が多いように思う。東部地域の開

発について教えてほしい。 

・回答  東部地域については、議員として認識している。そして取り組んでもいる。圏央

道坂戸ＩＣ北側も開発予定である。また、東坂戸団地についても築４０年となる。

坂戸東川越線については、三芳野まちづくり検討委員会、坂戸東川越線建設促進期

成同盟会を平成１８年に立ち上げ、要望活動などを行っている。 

 

☆坂戸中央２日の出町土地区画整理事業について 

・質問  「資料作成」に６，０００万円もかかるのか。金額と内容にかい離があるように

思う。書き方の工夫が必要ではないか。 

・回答  ご指摘のとおり。正確には測量の委託が約２，５００万円、約３，０００万円は 

償還金である。書き方は今後課題としていく。 

 

☆第６次坂戸市総合振興計画について 

・質問  現状で成果は上がっているのか。進捗についての報告は「広報さかど」にも「議

会だより」にもあまり積極的には記載されていないように思う。 

・回答  今後記載するように研究していく。 

 

☆坂戸市歴史民俗資料館の建設について 

・質問  現存の歴史民俗資料館は非常に古くなっており、市民や子どもたちが誇りに思え

る施設になっていない。財政が厳しい中でも新しい施設を建設するよう市議会で市

行政当局に質問していただきたい。 

・回答  大川道場跡地の公園に作ってはどうか等いろいろな議員が一般質問等してきた。

トイレの改修等で４００万円かけて老朽化対策は行っているが、市として「歳入に

見合った歳出」を考えており、新築物件は作らない方針である。ご要望については

理解している。 

 

☆学童の安全について 

・質問  先日、新潟で起きた学童殺害事件で、通学時の対応及び対策について、市、教育       

委員会の考えを聞きたい。また、通学時の見守り隊の保険制度はどうなっているか。 

・回答  起きたばかりの事件であり、市の対応は承知していない。６月議会に向けて考

えていきたい。保険については市の共済があるが、念のため確認し、後日回答す

る。 

 

○アンケート調査結果について 
・資料４のとおり 



【資料４】 
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議会報告会（三芳野・勝呂地区）のアンケート調査結果について 
 平成３０年５月１９日に三芳野公民館集会室で開催された議会報告会において、参加者

に対して行ったアンケート調査の集計結果については、下記のとおりです。 
                   記 
１ 参加者数  １４人 （うちアンケート回答者数１１人、回答率は７８．６％） 

 

２ アンケート調査集計結果 

 ●議会報告会の内容に関して 

  ①議会報告会を開催したことの評価 

（ｱ）評価する 
（ｲ）どちらかといえ

ば評価する 

(ｳ)どちらかといえ

ば評価しない 
（ｴ）評価しない 未回答 

５ ６ ０ ０ ０ 

 

  ②報告会の内容について  

（ｱ）分かりや

すかった 

（ｲ）どちらかといえ

ば分かりやすかった 

(ｳ)どちらかといえ

ば分かりにくかった 

（ｴ）分かりに

くかった 
未回答 

５ ５ ０ １ ０ 

 

  ③説明時間について  

（ｱ）長かった （ｲ）ちょうど良かった （ｳ）短かった 未回答 

０ ８ ３ ０ 

 

④意見交換会の実施について  

（ｱ）良かった （ｲ）どちらともいえない （ｳ）良くなかった 未回答 

７ ４ ０ ０ 

 

 ●市議会の情報（議会報告会を含む）を何によって得ていますか ※複数回答あり 

（ｱ）市広報紙 （ｲ）議会だより （ｳ）市ホームページ (ｴ)その他 未回答 

５ １０ ０ ０ ０ 

 

 ●議会を傍聴したことがありますか 

（ｱ）よく傍聴する （ｲ）傍聴したことがある （ｳ）傍聴したことがない 未回答 

１ ２ ８ ０ 

 

 ●性別  男（１１人） 女（０人） 未回答（０人） 

 

 ●年齢 

１０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０代 未回答 

― ― ― ― ２ ３ ６ ― ― 


