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坂戸市議会 議会報告会【勝呂公民館】 

 

 

 １．開 会            （司会：平瀬 敬久 議員） 

 

 

 ２．あいさつ               小川 直志 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 

 

 ４．９月定例会の報告（１２分）      柴田 文子 議員 

 

 

５．質疑応答（１７分） 

 

 

６．休 憩（１７分） 

 （休憩中に質問・意見票を回収） 

 

 

 ７．意見交換（６４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２９年１１月１２日（日） 

 午後４時～６時 

○会  場  勝呂公民館 視聴覚室 

○参加者数  １２人（男性１１人、女性１人） 

○主な質問・回答（議会報告） 

・質問 平成２８年度単年度収支の赤字をどう考えるか。 

・回答  住民サービスを考えた場合、赤字の年度も出てくる。経常収支比率は重視して 

いく。 

 

・質問  公民館で受益者負担は年間でどれくらい増えるか。受益者負担はおかしいの 

ではないか。 

・回答  無料だったものが現在全額負担となっている。公民館利用での市の収入は別 

途調べる。 

 

○意見交換会 

☆学童クラブについて 

・質問  老朽化の進んだ学童保育所（なかよし、わんぱく、風の子クラブ）への具体的な

老朽化対策は。 

・回答  過去からの経緯があり、難しい面もあるが、子どもの安心・安全のため市の方針

としてはできるだけ早く対応していく。細かな点は確認の上、回答する。 

 

☆生産年齢人口増加への取組 

・質問  坂戸市は高齢化率が急激に進行するとされているが、生産年齢人口が増加するよ

う積極的な対策が急務。その明確なビジョンがあれば教えてほしい。 

・回答  都市計画審議会で市として前向きに取り組む旨の説明がなされた。中身の精査が

必要だが、市街化区域で５割近くが高齢者という地域もあるため、スマートシティ、

コンパクトシティ等地域で核になる地域をつくる等、利便性を考慮し、検討。具体

的に議会へ下りてくるのはこれから。また、坂戸市は子育て支援事業にも力を入れ

ている。 
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☆セットバックした土地の扱いについて 

・質問  住宅の新築・改築時に４ｍ未満の幅員の道路はセットバックを義務付けられるが

その跡地の扱いはどうなるのか。放置されて雑草が生えている箇所がある。 

・回答  セットバックは、建築基準法、消防法で決められている。そうしないと許認可が

下りない。消防車も入らない。ご協力いただきたい。ただし、強制力がないため、

こういった状況が起きる場合がある。地主に了解いただき、やっていくしかない。

個別対応が必要。 

 

☆第６次坂戸市総合振興計画の開発推進地区について 

・質問  東部地区、片柳地区、入西東部開発について進捗状況を伺いたい。 

・回答  東部地区（圏央道 坂戸ＩＣ周辺）は地元・市・事業者で協定を結んでおり、現

在、都市計画の手続きを進めている。片柳地区はまだ見通しがついていない。入西

東部は工事も終わり、１２月に換地処分がされ、一般へ供用開始される。 

 

☆広域静苑組合の進捗状況について 

・質問  ①資金計画の状況、②本市資金負担額の最終額、③静苑組合加入後の本市市民へ

の条件緩和、について伺いたい。 

・回答  ①資金計画は予算額１８億４，３５６万円、基礎工事１億３，５００万円、火葬

炉２億円。②これまでの３年間で６億５千万円、今後の３年間で５億９千万円の支

出予定。③東松山、飯能等より優先的に火葬ができる。 

（要望） そういったことも広報で知らせてほしい。また、計１２億４千万円以前の負担額

も調べてほしい。 

 

☆大谷川の護岸崩落について 

・質問  昨年は川越地内で、今年１０月は東坂戸一丁目地内で大谷川の護岸が崩落した。

今後、下流域での崩落可能性について事前調査をお願いしたい。 

・回答  下水道組合の担当のため、わかる範囲で。調査はかなり進んでいる。崩落理由も

状況も把握している。対策は準備中。新たな崩落の可能性ある箇所も調べている。

まず、崩落の危険性ある２箇所は対応していく。 

 

☆跡地への入居予定者（店舗）について 

・質問 ①イトーヨーカドー跡地、②カインズホーム跡地には何が入るか。 

・回答 ①イトーヨーカドー跡地は、１階はマルエツのスーパー、２階は個人店。正式で

はないが、地域へは説明があった旨聞いている。②カインズホーム跡地は、片柳土

地区画整理事業の区域だが５人の土地所有者がいる。民間施設のためわからない状

況。 
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☆市民意見の要望の取り込み方について 

・質問  議案審議前の市民の意見の入れ方はどうなのか。区画整理に５０年もかかり不満。

道路行政（道路、標識）へも不満。 

・回答  議案は、請願、要望、国の施策を執行部が出してくる。要望は区長経由で出して

ほしい。区画整理についてはお金との関係、順番もある。今、見直しも行っている。 

（要望） 議員からも区画整理について強く言ってほしい。 

 

☆信号設置のお願いについて 

・質問  谷治川通り線、石井中央通り線の交通量が多く、道路を横断するのに危険。両線

の交差点に信号取付けをお願いしたい。 

・回答  市（維持管理課、道路河川課他）へ自治会等で要望を出してほしい。 

 

☆水害の藁くずの撤去について 

・質問  台風２１号の影響で大量に打ち上げられた藁をどうにかしてほしい。 

・回答  現在、市執行部と話し合いを行っている。取り組んでいく。 

 

☆敬老会報恩会について 

・質問  敬老会に出席したが、お茶も出なかった。参加者へ何か支給してもいいのでは。 

・回答  人数の関係と予算の問題でカットされた。復活せず。違う形で恩返しできない

か。議会（委員会）でも質疑等で出されている。 

 

☆台風２１号で冠水による被害がでた。排水機場ポンプの稼働状況について 

・質問  水の引きが遅かったが、大谷川、飯盛川のポンプの稼働状況を教えてほしい。 

・回答  大谷川は調べていない。赤尾は対応中だが、飯盛川排水機場のポンプの排水量

は越辺川に流せる量が決められている。それに対し、降った量の桁が違う。ポン

プはしっかり稼働していたが、時間あたり５０ｍｍも降雨があると、また越辺川

の水位の方が高いと、処理しきれない。現在、地域の議員全員で地域の課題を調

査、対応中。他の地区でも皆さまからの要望を議員、区長へお寄せいただきたい。 

・質問  交通止めの標識だけでは不十分。交差点へ警察官を配置して、全面交通止めに

する等してほしい。 

・回答  全ての道路への警察対応は難しい。主要道路へは検討事項とさせてほしい。 

（参考） 川越ではガードマンが対応していた。 

 

☆インターチェンジの活用について 

・質問  本市は高速道路のＩＣが２つもあるのに生かされていない。歳入の関係でも、

（増収のためにも）もっと活用すべき。 

・回答  国の制度や許認可もある。具体的には、農地保全との綱引き。国の動きも変わ

ってきたので、今後は開発に向いてくる可能性はある。 
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○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（三芳野・勝呂地区）のアンケート調査結果について 
 平成２９年１１月１２日に勝呂公民館視聴覚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 １２人 （うちアンケート回答者数１２人、回答率は１００％） 

 

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 

４ ４ ３ 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 

０ ９ ２ 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 

１０ ２ 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 ７ ２ 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 ５ ７ ０ 

 

 ●性別  男（１１人） 女（１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 ― ２ ４ ３ １ ― 
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坂戸市議会 議会報告会【北坂戸公民館】 

 

 

 １．開 会            （司会：加藤 則夫 議員） 

 

 

 ２．あいさつ               藤野  登 副議長 

 

 

 ３．議員の紹介 

（出席４名）藤野  登 副議長、加藤 則夫 議員、鈴木 友之 議員、 

田中  栄 議員 

 

 ４．９月定例会の報告（６分）       鈴木 友之 議員 

 

 

５．質疑応答（３９分） 

 

 

６．休 憩（１０分） 

 （休憩中に質問・意見票を回収） 

 

 

 ７．意見交換（５９分） 

 

 

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

 

○実施日時  平成２９年１１月１２日（日） 

 午後７時～９時 

○会  場  北坂戸公民館 集会室 

○参加者数  ８人（男性６人、女性２人） 

○主な質問・回答（議会報告） 

☆財政について 

・質問  自主財源比率が年々悪化して県平均より低く借金も増えているのか。 

・回答  予算額に見合った借金をしており、財政力以上に借金はしていない。次世代へ

の投資としての借金であり、どこの自治体も同じようである。 

・質問  経常収支比率が９１％と悪化している。税収の改善が必要ではないか。 

・回答  市債（借金）の増加は、臨時財政対策債が多くを占めており、交付税措置が行

われるが、税収の増加策は必要である。 

 

☆老人福祉センターについて 

・質問  議案第５７号の関係で、老人福祉センターの利用料の有料化はいつからか。 

・回答  ３月議会で予算が承認されたのち新年度からとなる。 

・質問  老人会への減免措置はあるのか。 

・回答  連合にはあるが、単位（地域の）老人会にはない。送迎のバス代は無料となる。 

 

☆一般質問について 

・質問  ミサイル飛来時にＪアラートが鳴ったらどこへ避難すればよいのか。 

・回答  市のホームページに掲載されているので確認願いたい。落下物には触らず通報 

をしてほしい。 

・質問  防災無線が聞き取りづらいがボリュームは上げられないのか。 

・回答  騒音の苦情もある。災害時などは、ボリュームを上げることになっている。 

・質問  この前、登録していないのに東松山市の洪水情報のメールが入ったが。 

・回答  それは、携帯を保持している人への地域対応のメールで、登録は必要ない。 

・質問  防災行政無線の内容を知りたいときはどうすればよいのか。 

・回答  専用ダイヤルに電話で確認可能。メール登録で携帯に配信される。詳細は、防

災マップに記載されている。 

・質問  台風２１号による水害があったが、総雨量が７４０ｍｍを超えたのか。 

・回答  水門を閉めたことによる内水氾濫であった。これからも、議員として水害対策

に積極的に取り組んでいく。 
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・質問  内部統制についての質問の意味がわかりづらいので解説をお願いしたい。 

・回答  人的ミスを減少させるための市の取組について質問した。市役所内でミスの生

じない体制をつくるための管理体制が必要である。 

 

（要望） 防災行政無線は、河川の水位など災害情報を流してほしい。 

 

（要望） 区長に貸与されている防災ラジオを有償配布してほしい。 

 

（要望） 単位老人会にも減免措置をしてほしい。 

 

○意見交換会 

☆旧北坂戸小学校区の避難所について 

・質問  北坂戸小学校の広域避難場所の看板が外されたのはなぜか。 

・回答  廃校になったためである。 

・質問  避難所として利用できないのか。 

・回答  管理者不在のため使用できない。 

・質問  どこへ逃げればよいのか。 

・回答  一次避難所は公園であり、その後の広域避難所は、防災マップや訓練等で確認し

てほしい。 

 

☆野良猫対策について 

・質問  河川や町中に野良猫がいるが、猫は捕獲してもらえない。対処法はないか。 

・回答  地域によっては、避妊治療や里親制度をＮＰＯが活動し、その補助をしている。

本市では、個人で活動している人もいるが、補助がない。 

 

☆台風２１号の被害について 

・質問  台風２１号の被害状況を教えてほしい。 

・回答  累加雨量２６３．５ｍｍ、最大時間雨量３９．５ｍｍ。水位は、高麗川、越辺川

の氾濫危険水位が３ｍだが高麗川２．８７ｍ、越辺川２．４０ｍ。道路冠水による

車両水没により水難救助等８件。道路等通行止めについては、道路２５か所。橋５

か所。床下浸水１件。浄化槽被害５件。城山橋上流左岸の崖崩れ、右岸遊歩道の陥

没。市バスの一部通行不可。小・中学校では、２３日の登校見合わせ２～３時間で

あった。 

 

☆東京オリンピックについて 

・質問  東京オリンピックと坂戸市の活性化施策、子どもの記憶に残る取組はあるのか。 

・回答  体育協会としてはオリンピックフラッグツアーが９月１６日に市民総合運動公園

に来た。子どもたちの記憶に残る取組は、必要と認識している。 
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☆税収増の取組について 

・質問  税収増のための企業誘致で、市長にトップセールスしてほしい。 

・回答  議会としても促していく。 

・質問  観光業の展望はあるのか。 

・回答  一般質問等で質問しているが、展望は提示されていない。 

・質問  観光協会は、なぜなくなったのか。 

・回答  双方の言い分がある。商工労政課が担当している。今後も一般質問していく。 

・質問  ブランド品の開発をしてはどうか。 

・回答  葉酸にすいおう、乾燥野菜など様々取り組んでいる。 

・質問  はちみつはどうなったのか。 

・回答  難しいところがある。今後も一般質問等で質問していく。 

・質問  市は、ふるさと納税を行う予定があるのか。 

・回答  実施している。周知を図っていく。 

 

☆高齢者施策について 

・質問  高齢者にかかる医療費削減の政策はあるのか。 

・回答  健康マイレージ、葉酸プロジェクト、お達者体操、地域包括ケアシステムなど、

高齢者が出かけられるところをつくり、支え合う仕組みを周知・促進していく。 

 

☆跡地利用について 

・質問  旧清掃センターの再利用はどう考えるか。 

・回答  ストックヤードとして活用しており、再利用はないと考える。 

・質問  北坂戸小学校の跡地利用については。 

・回答  決定事項はいまだない。 

・質問  旧北坂戸幼稚園の進捗状況は。 

・回答  ２社の応募があり選定会議で決まり、議決されれば、平成３１年４月に開園とな

る。 

・質問  北坂戸駅前の再開発は、どうなっているのか。 

・回答  東武鉄道からの情報がないが、注視していく。 

 

☆区長業務からの要望について 

・質問  防犯灯がよく切れるのでＬＥＤ化してほしい。 

・回答  計画がなされており、順次行っている。 

・質問  空き家対策が進められ改善されてきているが、１件だけ対応がなされていない。 

・回答  特定空家にまだなっていないと思われるので、推移を待ってほしい。 

・質問  倒木の危険があるので、公園の手入れは定期的にしてほしい。 

・回答  承る。 

・質問  古いアパートには、ごみ集積所がないので、設置するように働きかけてほしい。 

・回答  承るが、強制はできない。 
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☆工事中の案件について 

・質問  北坂戸橋下の河川敷での工事は何のためか。 

・回答  橋の長寿命化対策工事である。 

・質問  入西の工業団地に移転してくる工場の中身はわからないのか。 

・回答  民間企業のため不明。 

・質問  斎場整備は進んでいるのか。 

・回答  炉の数も増やし施工中である。利用時間の制限も緩和された。 

 

☆高麗川コミュニティパークについて 

・質問  高麗川コミュニティパークは、誰が管理しているのか。 

・回答  市の管理に平成２９年１２月からなる予定である。 

・質問  何の目的で作られたのか。 

・回答  水防倉庫と大規模開発時の環境への影響を考慮した緑地の確保のため。 

 

☆公共施設について 

・質問  入西地域交流センター前にバス停を設けてほしい。 

・回答  議会としても提言していく。ダイヤ改正時なので市民生活課へも要望してほしい。 

市民コメントを求めるので是非書いてほしい。 

・質問  公共施設利用の申込みもパソコンからできるようにしてほしい。 

・回答  予約システムを調整中なので、もう少し待ってほしい。 

 

・質問  防災行政無線は、平成１８年の氾濫のときにも流れなかったと記憶しているが、

河川の水位や氾濫などの情報は流せないのか。 

・回答  ホームページで後日回答する。 

 

《ディスカッション》 

老人会も減る一方だ。何らかの手を打たねばならない。 

課も働きかけているが、やってくれる人がいない。市は３千人以上にアンケートしている

が議員に説明はあったのか。 

生き生き高齢者に認定されたが、きちんと、話し合いもなされず、励みにならない。本気

で何か期待しているのか。 

粟生田サポーターズの活動紹介。 

元気な高齢者への役割付けが大事なのではないか。 

立川で研修を聞いてきたが、筋力測定して趣味を生かして手作り品を作り販売する。イン

ストラクターが体操指導したりして集まって、医療費が３割削減されたと聞いた。 

 

○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：北坂戸公民館会場）のアンケート調査結果について 
 平成２９年１１月１２日に北坂戸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 ８人 （うちアンケート回答者数７人、回答率は８７．５％） 

 

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 

６ １ 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 １ １ 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 ７ ０ 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 ０ ０ 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 

２ ４ ０ ２ 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 ５ １ ０ 

 

 ●性別  男（５人） 女（２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 １ ３ １ ０ 
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坂戸市議会 議会報告会【千代田公民館】 

 

 

 １．開 会            （司会：内田 達浩 議員） 

 

 

 ２．あいさつ               吉岡 茂樹 議員 

 

 

 ３．議員の紹介 

（出席５名）吉岡 茂樹 議員、小澤  弘 議員、内田 達浩 議員、 

野沢 聖子 議員、弓削 勇人 議員 

 

 ４．９月定例会の報告（１３分） 

 小澤  弘 議員（予算決算） 

 内田 達浩 議員（総務文教） 

 野沢 聖子 議員（市民福祉） 

 弓削 勇人 議員（環境都市） 

 

５．質疑応答（３８分） 

 

 

６．休 憩（９分） 

 （休憩中に質問・意見票を回収） 

 

 

 ７．意見交換（４５分） 

 

 

 ８．閉 会                内田 達浩 議員 
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議会報告会 実施記録 

 

○実施日時  平成２９年１１月１２日（日） 

 午後７時～８時５２分 

○会  場  千代田公民館 集会室 

○参加者数  ２１人（男性１５人、女性６人） 

○主な質問・回答（議会報告） 

・質問  老人福祉センターの値上げはいつからか。 

・回答  来年度４月から値上げする。 

 

（意見） 老人福祉センターに関するアンケートを無記名にしなかったのは問題である。

名前・住所を書いて反対とは書けず、アンケートの回答が少なかったのではない

か。 

 

（意見） 老人福祉センターの利用状況のアンケートは取ったのか。 

 

（意見） 料金を取ることは、老人福祉センターの本来の主旨と違うのではないか。 

 

（意見） アンケートは回覧にして回すべきではないか。 

 

（意見） 老人福祉センターはバスの便数が少なく、車がある人しか利用できない。隣の

敷地を借りて駐車場を設置しているがほとんど使っていない。無駄ではないか。 

 

・質問  賛否の分かれた議案で日本共産党がすべて反対なのはなぜか。 

・回答  一般会計決算認定議案の反対は、財政が厳しいと言うが本当にそうなのかとい

う視点から反対している。財政が厳しいときに縮小した市民サービスを財政基盤

が安定してきた今、対応するべきではないかと考えている。 

国民健康保険特別会計決算認定議案に反対したのは、市の補助額を上げて負担

を軽減させるべきではないかという視点である。 

後期高齢者医療特別会計決算認定議案に反対したのは、見直しのたびに保険料

が上がっているため、市の補助額を上げるべきではないかという考え。 

老人福祉センターの有料化には反対である。 

 

（意見） 政党の見解を問うのは、この場にふさわしくないのではないか。 
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・質問  生活習慣病の予防をするというが、具体的な予防方法は。 

・回答  具体的な事業に関しては、後日回答する。 

 

（意見） 税金を払っている人は平等にするべきではないか。老人福祉施設や予防事業等、

平等な市民サービスが行われていないのではないか。 

 

・質問  実施事業のＰＲが弱いのではないか。 

・回答  ＰＲに関し、回覧版等の利用を進めるよう市へ訴えている。 

 

○意見交換会 

・質問  関間千代田線のアンダーパス工事の進捗状況は。 

・回答  平成３６年が完了予定である。国からの予算が予想より少ないため進捗が遅れ

ている。子どもの安全面からも前倒ししたいと考えている。 

 

・質問  学校トイレの改修について一気に改修できないか。その方が安くできるのでは

ないか。洋式化ではなく明るく清潔なトイレ改修を行ってはどうか。 

・回答  大規模改修が三芳野小学校で行われている。夏休みなど工事期間も限られるた

め工事が遅くなる面がある。大規模改修には時間がかかるので、まずは洋式化を

進めている。 

 

・質問  避難場所のトイレは、男女別に設置するべきではないか。 

・回答  災害時には男女別で組み立て式のトイレを設置することになっている。 

 

・質問  都市公園の自治会集会所について。千代田四丁目には自治会館がないため公民

館を利用している。自治会館を建てるには基本的には市の空き地がないと無理で

ある。都市公園に自治会館を建築できれば良いが規制がある。坂戸市において規

制緩和等を行い都市公園に自治会館を建築できないか。 

・回答  調査研究させていただく。 

 

・質問  千代田四丁目の地区は、傾斜の関係と排水溝の落ち葉によって道路が冠水をす

る。抜本的な改善はできないのか。 

・回答  調整池の工事を速やかに行えば多少は状況が改善すると思う。努力する。 

 

・質問  千代田地区の防犯灯ＬＥＤ化の進捗状況は。 

・回答  予算がまだついていないが、しっかりと予算化するよう注視していく。 
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・質問  防犯灯を全てＬＥＤ化することも必要だが、防犯灯がない所に設置することも

重要だと思うが。 

・回答  後日回答する。 

 

・質問  飯盛川側道は管理地となっているが、一般道との違いは。 

・回答  飯盛川側道の管理は下水道組合が行っている。 

 

・質問  飯盛川側道に駐車場が増えたため、交通量が増加し、危ない。特に外国人が自

転車で集団通行している。外国人に対する自転車教育が必要ではないか。 

・回答  車のスピードを下げるためにバンプを設置している所もある。自転車教育に関

しては後日回答する。 

 

・質問  行政視察は市政に反映されているのか。不要ではないか。 

・回答  場所や状況等を現場で見なければ分からないことがある。ホームページだけで

は分からない情報があると考えている。空気感は現場に行かないと分からない。 

 

・質問  前回の報告会でも質問したが、行政視察報告書をホームページ等で公開できな

いのか。 

・回答  全面公開できるように努める。 

 

・質問  坂戸市にホームセンターの誘致を望む。行政としてはどのように考えているの

か。 

・回答  必要だと思うが、地権者との関係もあり難しい面がある。市長に伝える。 

 

・質問  賛否の分かれた議案に関して、議会だよりにその理由を個別に載せられないか。 

・回答  議会だより編集委員会において検討する。 

 

・質問  老人福祉センターの有料化は延期できないか。議員は情報を理解して意思決定

したのか。 

・回答  一度議決したものを、市として延期することはできない。 

 

・質問  上下水道料金が近隣自治体よりなぜ高いのか。 

・回答  近隣自治体との比較をし、後日回答する。 

 

・質問  名誉市民は行政関係の人だけである。民間の人は選ばないのか。市に提案する

方法はあるのか。 

・回答  請願や陳情で可能である。 
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○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：千代田公民館会場）のアンケート調査結果について 
 平成２９年１１月１２日に千代田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 ２１人 （うちアンケート回答者数２０人、回答率は９５．２％） 

 

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 ６ ０ １ 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 

１ １０ ６ ２ 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 

２ １０ ６ ２ 

 

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 

９ ４ ４ 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 

９ １５ ３ 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（５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 ― ８ ９ １ ― 
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坂戸市議会 議会報告会【入西地域交流センター】 

 

 

 １．開 会            （司会：武井  誠 議員） 

 

 

 ２．あいさつ               石井  寛 議長 

 

 

 ３．議員の紹介 

（出席６名）石井  寛 議長、古内 秀宣 議員、飯田  恵 議員、 

 武井  誠 議員、猪俣 直行 議員、森田 文明 議員 

 

 

 ４．９月定例会の報告（２１分）      古内 秀宣 議員 

 

 

５．質疑応答（２分） 

 

 

６．休 憩（２３分） 

 （休憩中に質問・意見票を回収） 

 

 

 ７．意見交換（５０分） 

 

 

 ８．閉 会                武井  誠 議員 
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議会報告会 実施記録 

 

○実施日時  平成２９年１１月１８日（土） 

 午後６時～７時４３分 

○会  場  入西地域交流センター 会議室Ｂ 

○参加者数  ３４人（男性 ３１人、女性３人） 

○主な質問・回答（議会報告） 

※質疑なし 

 

○意見交換会 

・質問  入西地区内に郵便局がほしい。 

・回答  入西地区内への郵便局設置については、以前より要望が寄せられていたが実 

現していない。改めて要望が寄せられたことは執行部に伝えていきたい。 

 

☆市議会だより１４６号のＰ８国保特会決算認定（賛成討論）について 

・質問  国民健康保険税の滞納繰越分についての状況は。国民健康保険税は制度を維持

していく上で根幹をなす財源である。賛成討論の中で「７年連続で現年度課税分

の収納率が向上している」ことは私も職員の方々の努力と評価するが、中には支

払える能力がありながら国保税を滞納している者がいる。公平性の観点からも滞

納者には催告・財産差押え・競売等の処分を積極的にすべきだと思うが、決算の

委員会の中でそのような内容の質問が議員から出ているのか伺いたい。 

・回答  ９月議会において「平成２８年度国民健康保険特別会計決算認定」を所管する

委員会の中において質問はなかった。なお、過去の議会質疑では収納率向上に向

けての方策等に関して質疑されている。現在、市では５か年計画である総合振興

計画後期基本計画を策定しているところであり、活性化を含め総合的に取り組ん

でいくこととしている。 

・質問  公平性を確保することからも、是非、執行部に質問してほしい。 

・回答  ご意見は承っておく。 
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・質問  台風２１号により、入西地区ではどのような水害が発生したのか。 

・回答  台風２１号による入西地区内の被害については、東和田地区内で床下浸水が１

件発生したが、その他、人的被害や住家被害はなく冠水による市道の通行止めが

２か所であった。 

 

☆水害対策について（葛川排水路の水門・樋門の件） 

・質問  台風２１号で入西北部に浸水被害が発生した。水門・樋門は越辺川・高麗川の

逆流を防止するためかと思うが、その地に降った雨量がきわめて影響する。そこ

で、地に降った雨水を排水するためのポンプの設置等の計画をお聞きしたい。 

・回答  葛川樋門への排水ポンプ設置については葛川改修工事促進期成同盟会を通じて

河川管理者である埼玉県に対して要望しているが、数十億単位の事業費を要する

ことから難しい状況と聞いている。入西地区内の水害対策については、現在、埼

玉県と坂戸市・毛呂山町の３者で研究会を設置して水害の解消に向けての施策に

ついて協議していると聞いている。 

 

・質問  高齢者、障害者、低所得者等に対する負担増について議会としての対応のスタ

ンスを伺いたい。国保税や介護保険料等が年々上昇していく傾向にある。年金が

目減りしていく中で高齢者にとっては負担感が増大している。必要な給付に充て

る財源については公的負担も増やしていく方法もある。国保特会や介護保険特会

は黒字となっており、国保税や介護保険料についての市民負担は軽減を図るべき

ではないかと思うが議会としてのスタンスを伺いたい。 

・回答  個々の議員によって見解が異なる内容なので、お答えは差し控えさせていただ

き、ご意見として承る。 

 

・質問  市債とは借金なのか。返還はしているのか。次代、子・孫への影響はないのか。 

・回答  本市の市債・借金については約３００億円と予算と同額程度となっており、県

内他団体の中では中位くらいである。手元に資料がなく正確な数字は申し上げら

れないが、２年ほど前の数値では市民一人当たり約３０万円であり、県内他市で

は６０万円の自治体もあると伺っている。箱物（施設）は作っていないが陳情・

要望等いただいている道路整備等の積み残しを処理しなくてはならないことも

あり、現状規模程度の市債が続くと考えている。なお、返済にあてる公債費につ

いては毎年度２５億円から３０億円で推移していく見込みとなっている。 
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・質問  老人福祉センター利用料金を有料化するのであれば、午前１０時から午後４時

までとなっている城山荘の利用時間を延長するなど、サービスの充実はできない

か。日高市の「高麗の郷」の利用時間は午前１０時から午後７時までである。 

・回答  ご要望として承る。 

 

☆議案第４８号 平成２８年度坂戸市一般会計歳入歳出決算認定について 

・質問  基金総額が反対討論で５２億円とあり、一方で賛成討論では４３億円となって

いるが、この違いは。また、使い道は。 

・回答  反対討論の基金総額５２億円については、財政調整基金のほか、斎場建設基金

等を含む一般会計に係る基金すべての金額であり、賛成討論の４３億円について

は、財政調整のための３基金の合計額である。 

 

☆議案第５３号 平成２８年度坂戸市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

・質問  国保の運営主体が都道府県となり国保税が上がることは困る。市民の生活を守

り向上させるのが政治の役割ではないか。 

・回答  埼玉県において第３回目の試算が出た段階であり最終的な結論は出ていない。

試算では坂戸市の場合、一人当たりの保険税は３０％から４０％の間くらいの引

上げが予測されているが、国からは急激な保険税上昇が生じないよう激変緩和措

置を講じることなどの方向性が示されているようである。まだ、流動的な段階で

あり、来年の２月から３月には埼玉県から最終的な内容が示されるので、議会と

しても注視していきたい。 

 

☆議案第５５号 平成２８年度坂戸市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい 

 て 

・質問  後期高齢者医療保険制度はまったくの悪法である。７５歳以上の高齢者は安心

して医療にかかれない。 

・回答  ご意見として承る。 

 

・質問  先日、ある式典で市長が来年から英語検定無償化と言っていたが、まだ正式に

決まっていないと聞いた。フライングでの約束についてどう思うか。 

・回答  議会側としては、市長から説明を受けていないし、所管部署からも聞いていな

い。市長が私的に発言したものと理解し、正式な発言とは捉えていない。今後、

新年度当初予算案で出てくるのか。あるいは、補正予算で出てくるのか不明であ

るが、提案された場合には慎重に審議したい。 
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☆「議会の事業評価」の不登校解消事業について 

・質問  坂戸市における小・中学校での不登校の実態は。 

・回答  本年９月５日現在での不登校児童・生徒については、小学校で１８名、中学校

で７８名と教育委員会から報告を受けている。 

・質問  不登校児童・生徒への対策、取組については。（誰が、いつ、どのように） 

・回答  取組としては、担任や生徒指導担当職員を中心としてチームを編成し教育相談

や家庭訪問を実施しているほか、今後はスクールカウンセラーやソーシャルワー

カー、すこやか相談員等の方々の協力を得て教育相談体制を整備充実させ、家庭

の支援とともに解消に向けて努力していきたいと教育委員会から報告を受けて

いる。 

 

・質問  高麗川コミュニティパークの概要と利用条件については。 

・回答  高麗川コミュニティパークについては、入西東部土地区画整理組合から寄附を

受ける管理棟と３つの公園を含めて高麗川コミュニティパークとするものであ

り、１２月２３日付けで市に移管されるものである。管理棟についてはホール、

多目的室、シャワー室、水防倉庫等からなり、ホールとシャワー室が有料。多目

的室は無料で使用できる施設となっている。管理棟の利用時間は午前９時から午

後６時までで休館日は月曜日と年末年始。利用料金はホールが１時間３００円、

シャワー室が１０分１００円となっている。今後、施設の利用案内等が市広報に

掲載されると思うのでご覧いただきたい。 

 

 

○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（入西・大家地区）のアンケート調査結果について 
 平成２９年１１月１８日に入西地域交流センター会議室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 ３４人 （うちアンケート回答者数２８人、回答率は８２．４％） 

 

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 

２０ ７ ０ １ 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 １０ ５ ３ 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 ２２ ４ 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 

２２ １ ０ ５ 

 

 ●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 

１３ ２１ ２ ４ 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 １０ １７ ０ 

 

 ●性別  男（２４人） 女（３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 ― １ ２０ ４ ２ ― 

 


