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『市政ポスト』～市長への手紙～ 

 ｢市政ポスト｣は、市長への手紙として、皆様から意見・要望などをいただき、それをよく検討し、

市の仕事に取り入れて住みよい印西をつくりたいという願いから実施しているものです。 

 ｢市政ポスト｣は、市内各出張所・公民館・コミュニティセンター計２３ヵ所に設置してあります。 

 

〔市政ポスト設置場所〕 

  1.市役所本庁ロビー       13.総合福祉センター 

  2.船穂出張所          14.保健福祉センター 

  3.中央駅前出張所        15.そうふけふれあいの里 

  4.牧の原出張所         16.印西市観光情報館（イオンモール千葉ニュータウン内） 

  5.小林出張所          17.印旛支所 

  6.中央公民館          18.印旛公民館 

  7.中央駅前センター       19.本埜支所 

  8.草深ふれあい文化館      20.本埜公民館 

  9.フレンドリープラザ      21.滝野出張所（本埜ファミリア館） 

  10.サザンプラザ         22.岩戸出張所（印旛歴史民俗資料館） 

  11.永治プラザ          23.平賀出張所（平賀構造改善センター） 

12.小倉台図書館 

メールにおける意見・要望 

 ここでは、ホームページにおける｢市への質問・相談｣に寄せられた意見・要望を中心に、その

他市のメールアドレスに寄せられた意見・要望を掲載しております。 

 

郵便・電話・FAX・来庁・要望書・それ以外の意見・要望 

 各団体や市民の皆様からいただいた要望書や、担当課から報告のあった意見・要望を中心に、寄

せられた手段によって分類して内容を掲載しております。 
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[市長への手紙性質別件数] 
 
★ 市政全般（45 件 29％） 
・ 市民サービス等について   18 件 
・ まちづくり等について     9 件 
・ 窓口等の対応について    18 件 
 
★ 交通・防犯関係（40 件 25％） 
・ バス・電車等について    18 件 
・ 防犯・防災等について    13 件 
・ 交通安全確保等について   9 件 
 
★ 都市整備関係（21 件 13％） 
・ インフラ整備等について   17 件 
・ 公園・街路樹等について   4 件 
 
 
★ 福祉・医療関係（19 件 12％） 
・ 子ども等について      6 件 
・ 高齢者等について      5 件 
・ 医療等について       7 件 
・ その他の福祉        1 件 
 
[市長への手紙所管別件数] 
 

総務部（32 件） 
総務課         9 件 
秘書広報課       6 件 
管財課        6 件 
防災課        6 件 
情報管理課      2 件 

  印旛支所総務課    1 件 
  印旛支所地域づくり課 1 件 
  本埜支所市民福祉課  1 件 
 

市民部（36 件） 
市民活動推進課      2 件 

市民安全課      22 件 

市民課          6 件 

市民税課        4 件 

国保年金課       2 件 

 
環境経済部（19 件） 
クリーン推進課    6 件 
農政課        3 件 
経済政策課      6 件 
環境保全課      4 件 
 
企画財政部（26 件） 
企画政策課       25 件 
まちづくり推進課   1 件 

★ 教育関係（24 件 15％） 
・ 施設サービス等について  21 件 
・ 教育方針等について    2 件 
・ スポーツの振興等について  1 件 
 
★ 環境関係（ 7 件 4％） 
・ ごみ等について      3 件 
・ 環境の保全について    4 件 
 
★ 産業関係（ 3 件 2％） 
・ 施設サービス等について  2 件 
・ 商品の購入等について   1 件 

 
《合計 159 件》 
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環境関係

産業関係

（2 課以上に関係するものは、各々の課に掲載） 
 
健康福祉部（29 件） 
介護福祉課     8 件 
社会福祉課    1 件 
健康増進課    12 件 
子育て支援課   2 件 
保育課      6 件 
 
都市建設部（48 件） 
都市計画課    7 件 
都市整備課    10 件 
土木管理課    12 件 
建設課      10 件 
下水道課     3 件 
建築課      6 件 

 
教育委員会（33 件） 
学務課       6 件 
生涯学習課    11 件 
スポーツ振興課  10 件 
教育総務課    3 件 
指導課      3 件 
 
水道部水道課   2 件 
 
議会事務局    1 件 



№ 件　　　名 № 件　　　名

1 道路の舗装について 41 ジョイフル本田までの直通バスについて

2 学童の非常口の設置について 42 小林駅の建て替えについて

3 印旛明誠高校通学時のふれあいバスの増便について 43 ひとり親家庭への交通費の援助について

4 牧の原駅前の無料駐輪場について 44 道路の舗装について

5 市政ポスト、サザンプラザの自動販売機について 45 デイサービスについて

6 原山中学校付近の木の伐採について 46 職員の勤務態度について

7 祝日の図書館開館について 47 路線バスについて

8 木下南地区のスポーツ施設について 48 保育園の時間延長について

9 木下東地区の商業施設について 49 原地区の街灯について

10 プール開放の廃止について 50 犬の放し飼いについて

11 ごみ収集袋について 51 防災行政無線について

12 図書館の不明本について 52 船尾交差点バス待合所の管理について

13 国民健康保険の資格喪失届について 53 北総線運賃と千葉ニュータウン中央地区の緑化について

14 プール開放の中止について 54 プール開放の中止について

15 北総線運賃値下げについて 55 学校への扇風機設置について

16 千葉ニュータウンのまちづくりについて 56 小林地区の空き店舗の利用、市内交通機関・小児医療相談の充実について

17 乳児の予防接種について 57 市の広報と財政および将来の都市像について

18 小学校の理科教育の支援について 58 総合福祉センターの利用について

19 防犯灯の設置について 59 亀成地区の井戸水の水質と印西中付近の街灯について

20 滝野地区のふれあいバス開通について 60 消費生活相談について

21 外国人登録および下水道手続きについて 61 幼稚園の送迎バスの拡充について

22 ふれあいバスの新路線開通について 62 図書館の利用について

23 上下水道料金の支払い窓口の改善について 63 施設の水飲み機、市政ポストについて

24 バスの整備について 64 自転車駐車場の変更と千葉ニュータウン中央駅付近の開発行為について

25 水道料金及び固定資産税の支払いについて 65 歯の磨き方の指導について

26 防災行政無線について 66 平和市長会議について

27 滝野プラザの利用ほか 67 職員の勤務態度について

28 竹袋調整池のアオコ対策について 68 老人福祉センターについて

29 ふれあいバスの停留所新設について 69 市のまちづくりについて

30 ゴミ集積所について 70 内野周辺の街灯について

31 高齢者料理教室について 71 高花４丁目の歩道の舗装、県道６号線の歩道の整備について

32 敬老事業について 72 街灯及び歩道の雑草について

33 道路の舗装について 73 自転車駐車場、保育園などについて

34 市道について 74 市役所の警備員の接遇について

35 企画提案型協働事業について 75 職員の対応について

36 カーブミラーの視界確保について 76 英語の住民票の発行について

37 大森交差点の安全確保について 77 市税の支払い方法について

38 子宮頸癌のワクチンおよび印旛日医大駅～酒々井駅間のバスについて 78 通学路の整備について

39 印西観光情報館について 79 防災無線について

40 合併浄化槽の補助金について 80 市税の支払い方法について

市長への手紙における意見・要望
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№ 件　　　名 № 件　　　名

81 市営住宅の建設について 121 職員の対応について

82 中央駅前センターへの出入りについて 122 予防接種の助成について

83 公共交通網の整備について 123 市街化調整区域内の事業計画について

84 図書館の本について 124 出張所での受け付け、災害時の見守りカードなどについて

85 街灯の設置について 125 印西市災害時等要援護者避難支援計画に対する意見公募につい
て

86 ふれあいバスについて 126 乳幼児健診における対応について

87 北総線の運賃について 127 街灯、成田スカイアクセス、廃棄物処理場からの異臭について

88 北総線の回数券のばら売りについて 128 千葉ニュータウン中央駅前の自転車駐車場など

89 側溝の清掃について 129 マラソン大会について

90 学校プール開放について 130 印西牧の原駅南口の駐車場について

91 ゴミ分別について 131 保育園の新設とファミリーサポートセンターの周知について

92 医療マップの配布と市民病院について 132 信号機の普及と交差点の歩車分離の促進について

93 木下駅南口のベンチについて 133 小学校の夏休みのプール開放について

94 住基カードの申請について 134 防災行政無線について

95 北総線の運賃等について 135 ふれあいバスのルートについて

96 市政に対する要望について 136 野生動物の注意を促す道路標識及び観光について

97 広報について 137 大森幼稚園の午前保育について

98 ふれあいバスについて 138 小・中学校へのエアコン導入について

99 歩道の雑草について 139 スポーツ施設の利用料金について

100 ペットによる公園の汚れについて 140 交差点のUターン規制と横断歩道の整備について

101 マンションの建設や公園の整備について 141 職員の接遇について

102 体育館と旧本埜保育園跡の利用について 142 公園内の施設および街灯の点灯について

103 窓口対応について 143 光回線の導入、順大入り口周辺道路の信号機整備および街灯の
点灯について

104 歩道の雑草について 144 幼稚園の入園について

105 平和市長会議への参加について 145 小学校の夏休みのプール開放について

106 窓口対応について 146 ふるさと農園型里山公園について

107 千葉ニュータウン中央駅周辺の防犯灯について 147 小学校へのエアコン設置及び耐震改修について

108 千葉ニュータウン中央駅前や木下駅前の歩道について 148 北総線の運賃について

109 合同・法律相談の予約について 149 引ったくり犯罪の防止について

110 コピー機の導入について 150 防災無線について

111 年末年始の旧印旛村のテニスコートの使用について 151 中学校のグランドの改修について

112 産婦人科について 152 千葉ニュータウン中央駅前のトイレ設置及び内野・原山地区の
図書館建設について

113 市役所内の自動販売機について 153 北総線沿いの桜並木について

114 保育園の年長児の昼寝時間について 154 バス路線の増便について

115 ふれあいバスの運行について 155 平賀地区の下水道整備・地盤整備について

116 印西市への転入について 156 保健福祉センターの駐車場の段差について

117 子育て環境について 157 住民税のコンビニ支払いについて

118 ヒブワクチン・小児肺炎球菌の助成について 158 北総線の運賃値下げ、病院および警察署の設置について

119 六軒交差点信号機名称板設置について 159 福祉センターの増設について

120 自転車駐車場について

4
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[メール性質別件数] 
 
★ 市政全般    （95 件 34％） 
・ 窓口等の問合せについて  20 件 
・ 窓口業務等の改善について  7 件 
・ その他サービスについて  68 件 
 
★ 交通・防災関係 （71 件 26％） 
・ 防犯・防災について    52 件 
・ バス・電車等について    4 件 
・ 安全の確保等について    5 件 
・ 駐車輪等について       10 件 
 
★ 環境関係     （27 件  10％） 
・ 業務等問合せについて   17 件 
・ リサイクル等について   3 件 
・ ごみ処理等について     7 件 
 
★ 福祉・医療関係   （34 件  12％） 
・ 業務等問合せについて   21 件 
・ 保育・子育てについて    9 件 
・ 高齢者・障害者について  4 件 
 
★ 都市整備関係   （11 件  4％） 
・ 市の開発等について     0 件 
・ 業務等問合せについて   3 件 
・ 公園墓地等について     8 件 
 
 [メール所管別件数] 
 

総務部（117 件） 
総務課         73 件 
秘書広報課       33 件 
情報管理課        1 件 
防災課           7 件 
管財課          1 件 
国体推進室        2 件 

 
市民部（39 件） 
市民活動推進課         6 件 
市民安全課        23 件 
市民課             7 件 
市民税課            2 件 
資産税課            1 件 
 
環境経済部（29 件） 
クリーン推進課      12 件 
農政課          4 件 
環境保全課        10 件 
経済政策課         3 件 
 

 

 
★ 教育文化関係    （ 18 件  7％） 
・ 業務等問合せについて   8 件 
・ 小中学校について     7 件 
・ 公共施設等について    3 件 
 
★ 産業関係     （ 2 件  1％） 
・ 商工観光等について    2 件 

 
★ 土木関係     （16 件  6％） 
・ 道路・歩道等について  16 件 
 
《合計 274 件》 

34%

26%
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1% 6%
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交通・防災関係

環境関係

福祉・医療関係

都市整備関係

教育文化関係

産業関係

土木関係

企画財政部（5 件） 
企画政策課           4 件 
行政管理課        1 件 

 
都市建設部（34 件） 
都市計画課            2 件 
都市整備課            10 件 
土木管理課            19 件 
建設課              2 件 
建築課          1 件 

 
健康福祉部（29 件） 
社会福祉課        5 件 
介護福祉課            5 件 
子育て支援課           4 件 
保育課              7 件 
健康増進課             8 件 
 
教育委員会（19 件） 
教育総務課            2 件 
指導課          1 件 
学務課              6 件 
生涯学習課            8 件 
スポーツ振興課      1 件 
図書館          1 件 
 
議会事務局        1 件 
選挙管理委員会事務局   1 件 



NO. 件　　　　名 NO. 件　　　　名

1 住宅火災報知器普及活動に伴う直接訪問者の事前通知願い 51 旧印旛村役場の体制について

2 住宅用火災報知器調査時期 52 旧印旛村役場の体制について

3 防災無線について 53 旧印旛村役場の体制について

4 罹災証明の申請 54 旧印旛村役場の体制について

5 ガソリン　食料品について 55 旧印旛村役場の体制について

6 市に置かれているスピーカーについて 56 職員の教育について

7 国体持ち回りについて 57 旧印旛村役場の体制について

8 ふれあいバスの路線について 58 旧印旛村役場の体制について

9 ふれあいバスのブレーキ音について 59 旧印旛村役場の体制について

10 計画停電によるJR成田線の運行について 60 旧印旛村役場の体制について

11 市・県民税催告書について 61 旧印旛村役場の体制について

12 市県民税納付書の再発行について 62 旧印旛村役場の体制について

13 市有財産の管理や契約について 63 旧印旛村役場の体制について

14 中古一戸建ての購入について 64 旧印旛村役場の体制について

15 健康保険証について 65 旧印旛村役場の体制について

16 国民健康保険の対象者への医療費通知について 66 旧印旛村役場の体制について

17 障害者年金受領による国民年金の支払いについて 67 旧印旛村役場の体制について

18 管理費未収金の回収について 68 旧印旛村役場の体制について

19 住所変更時の住民基本台帳カードについて 69 旧印旛村役場の体制について

20 住民票（除票）の備考欄について 70 旧印旛村役場の体制について

21 住民票（除票）の備考欄について 71 旧印旛村役場の体制について

22 海外転出届出書類等の確認について 72 旧印旛村役場の体制について

23 住民基本台帳カードの更新手続きについて 73 旧印旛村役場の体制について

24 町内会の管理組合への移行について 74 旧印旛村役場の体制について

25 町内会の増について 75 旧印旛村役場の体制について

メールにおける意見・要望
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25 町内会の増について 75 旧印旛村役場の体制について

26 町内会の書類送付について 76 任期付短時間勤務職員の活用について

27 行政協力業務・市民活動活性化助成金について 77 旧印旛村役場の体制について

28 行政配布物・回覧等について 78 旧印旛村役場の体制について

29 自治会館整備について 79 旧印旛村役場の体制について

30 市道の管理および管理組合内への町内会の編入について 80 旧印旛村役場の体制について

31 広報誌への掲載について 81 旧印旛村役場の体制について

32 生活道路の標識について 82 旧印旛村役場の体制について

33 旧印旛村役場の体制について 83 旧印旛村役場の体制について

34 旧印旛村役場の体制について 84 旧印旛村役場の体制について

35 旧印旛村役場職員について 85 旧印旛村役場の体制について

36 旧印旛村役場の体制について 86 旧印旛村役場の体制について

37 旧印旛村役場の体制について 87 旧印旛村役場の体制について

38 旧印旛村役場の体制について 88 旧印旛村役場の体制について

39 旧印旛村役場の体制について 89 旧印旛村役場の体制について

40 旧印旛村役場の体制について 90 旧印旛村役場の体制について

41 旧印旛村役場の体制について 91 旧印旛村役場の体制について

42 旧印旛村役場の体制について 92 旧印旛村役場の体制について

43 旧印旛村役場の体制について 93 旧印旛村役場の体制について

44 旧印旛村役場の体制について 94 旧印旛村役場の体制について

45 職員の中途採用について 95 旧印旛村役場の体制について

46 旧印旛村役場の体制について 96 旧印旛村役場の体制について

47 旧印旛村役場の体制について 97 旧印旛村役場の体制について

48 旧印旛村役場の体制について 98 旧印旛村役場の体制について

49 旧印旛村役場の体制について 99 旧印旛村役場の体制について

50 旧印旛村役場の体制について 100 旧印旛村役場の体制について
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NO. 件名 NO. 件名

101 旧印旛村役場の体制について 151 市施設の公害対策について

102 旧印旛村役場の体制について 152 高齢者配食サービスについて

103 牧の原南口駐輪場について 153 木下せんべいについて

104 牧の原駅南側駐輪場について 154 地域ビジネスサポートについて

105 防犯灯について 155 民生委員にかかる家庭訪問について

106 千葉ニュータウン中央駅駐輪場について 156 民生委員について

107 交通安全の標識について 157 生活支援、生活保護の相談について

108 防犯カメラの設置について 158 生活保護または生活支援について

109 防犯灯の位置変更について 159 民生委員のあり方について

110 防犯カメラについて 160 介護施設の新設予定について

111 千葉ニュータウン中央駅駐輪場について 161 介護付有料老人ホーム70床の新設について

112 防犯指導員の増員について 162 特別養護老人ホームについて

113 花の丘公園の遊歩道の外灯について 163 高齢者介護の相談について

114 街灯の修繕について 164 高電位治療器について

115 道路の安全確保（64号線）について 165 児童扶養手当について

116 印西牧の原駅北口駐輪場について 166 子供手当について

117 緑道の外灯について 167 児童手当、医療助成等の申請について

118 犯罪件数の増加について 168 児童館について

119 防犯灯の修繕について 169 病院問題について

120 防犯灯の設置について 170 はしかの予防接種について

121 防犯灯の修繕について 171 子宮頸がんワクチンの公費助成について

122 防犯灯の修繕について 172 任意予防接種の費用助成について

123 自転車駐車場の利用について 173 健康診断の改善について

124 牧の原駅駐輪場について 174 子宮頸がんのワクチンについて

125 自転車駐車場の管理について 175 子宮頸がんのワクチンについて

126 情報公開について 176 子宮頸がん予防接種費用助成について126 情報公開について 176 子宮頸がん予防接種費用助成について

127 ゴミ袋について 177 学童クラブの利用について

128 資源ごみの収集の仕方について 178 保育園の飲み物について

129 ゴミゼロ運動について 179 園児の水分補給について

130 ゴミゼロ運動について 180 待機児童と保育園について

131 クリ－ン印西推進運動について 181 保育園の人間関係について

132 ごみの出し方について 182 保育園について

133 資源ごみの自主回収にいついて 183 学童の土曜日の一時預かりについて

134 資源ゴミ回収について 184 道路工事現場の安全確保について

135 有価物集団回収について 185 印旛日本医大駅周辺駐車場について

136 ネコの死骸について 186 建設中止マンションについて

137 クリ－ンセンタ－の建て替えについて 187 公園の点検、修理について

138 イノシシの駆除について 188 大塚前公園の使用について

139 原発事故の放射線の影響について 189 公園の清掃依頼について

140 放射能汚染による水田作付の無期限延期について 190 牧の原公園について

141 印旛沼の放射能汚染について 191 牧の原駅自転車駐車場への意見について

142 ネコの死骸について 192 歩道の舗装改修について

143 花火による騒音について 193 印旛松虫姫公園の照明について

144 花火による騒音について 194 公園遊具について

145 畑の野焼きについて 195 滝野公園の街灯について

146 焚き火について 196 高花公園運動場の使用について

147 家庭等でのごみの焼却について 197 歩道の破損について

148 降雨による黄色物質の付着について 198 街路樹の剪定について

149 震災による地下水の汚染調査について 199 市道の管理について

150 井戸水の放射線について 200 いには野地区の舗装について
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NO. 件名 NO. 件名

201 路上障害物にかかる事故と道路管理瑕疵について 238 電子証明の土曜日の発行について

202 市道の管理について 239 資源物とごみの分け方・出し方のホームについて

203 路上の広告置き看板について 240 職員の対応へのお礼

204 街路樹の剪定について 241 印西市が受け入れている避難者の情報公開について

205 市道の歩道の除草について 242 輪番停電について

206 千葉ニュータウン中央駅前のムクドリの群れについて 243 計画停電について

207 市道の路面標示（白色ペイント）の溶着状況について 244 計画停電について

208 国道の排水溝について 245 計画停電のグループ分けについて

209 大型車両の通行とゴミの廃棄について 246 印西市の輪番停電について

210 歩行者専用について 247 計画停電について

211 暫定駐車場を増設による歩道の工事について 248 ケーブルテレビの情報について

212 道路の安全対策について 249 計画停電のグループ分けについて

213 市道の閉鎖について 250 計画停電の地区について

214 ガードレールの撤去について 251 計画停電に関するお願いについて

215 小林北地区の道路補修について 252 計画停電の市ホームページ上への掲載について

216 道路新設時における信号機設置について 253 計画停電について

217 プ－ル開放の請願について 254 ガソリンスタンドの情報について

218 校舎の補修について 255 ガソリン消費抑制に関する市長コメントの発信について

219 印西市立小中学校の設備について 256 計画停電の情報について

220 小・中学校のホームページについて 257 市ホームページの計画停電の情報提供について

221 学校敷地内の喫煙対策調査へのご協力のお願い 258 計画停電のエリアについて

222 小・中学校のホームページについて 259 節電について

223 学校の騒音について 260 街の節電について

224 瀬戸幼稚園の教育体制について 261 計画停電区域の対象外区域について

225 小学校の人数について 262 防災メールについて

226 万歩講座について 263 輪番停電のグル プの重複について226 一万歩講座について 263 輪番停電のグループの重複について

227 印旛図書館の貸し出しバッグについて 264 成田線線路の陥没について

228 図書館のネットセキュリティーについて 265 今回の東北・関東大震災について

229 図書館休館日について 266 駅前遊戯施設のネオンサインについて

230 市役所の情報公開について 267 ツイッターについて

231 平成２２年度成人式の件 268 計画停電エリアについて

232 中央駅前センター体育館の照明について 269 救援物資の窓口について

233 図書館利用確認について 270 計画停電情報の公開について

234 学校プ－ルの開放について 271 輪番停電について

235 図書の寄贈について 272 計画停電について

236 北総線運賃について 273 計画停電対象地域について

237 ふれあいの里の駐車場について 274 計画停電について

NO. 件　　　　名 NO. 件　　　　名

1 税金について 11 松沢光臣についての人物・事実証明

2 結縁寺付近の森について 12 命について

3 １市２村合併に伴う業務改善について 13 国勢調査について

4 石造物調査の実施について 14 印西市文化ホール運営会議委員について

5 印西市合併記念公演について 15 近所の猫が畑に入り込み、糞をする被害について

6 市民ふれあい懇談会について 16 固定資産税・都市計画税及び市県民税の催告書について

7 拙書の配備について 17 ベジタリアンの食生活の推進について

8 天書について 18 市長宛購読書見本の送付について

9 ＡＬＴの派遣について 19 市長宛の封書について

10 消防組合の再検証に対する質問状 20 旧印旛村役場の体制について

郵便における意見・要望
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NO. 件            名 NO. 件            名

1 広報いんざいの戸別投函について 38 平賀小学校前道路側溝の陥没について

2 本庁の代表電話の応対について 39 広報紙の表記について

3 広報いんざいへの記事掲載について 40 指導課の連絡体制について

4 ジョイフルアスレチッククラブから習志野ＣＣへの抜け道などについて 41 職員の対応について

5 市ホームページ内総合体育館について 42 木刈地区道路の水漏れについて

6 特定疾患見舞金について 43 近隣トラブルについて

7 千葉ＮＴ中央駅南口駐車場の街灯について 44 印西市のごみについて

8 市長の手紙について 45 裁判の手続きについて

9 資源ごみ回収について 46 職員の対応について

10 職員の昼休みについて 47 道路について

11 地区懇談会について 48 既存地区について

12 宅内排水設備の管理責任について 49 広報紙への叙勲受章者の掲載について

13 防災行政無線について 50 くらしの便利帳の配布について

14 障害者手当について 51 年末のごみ収集について

15 市民税の課税誤りについて 52 職員への苦情

16 広報紙への外部依頼の掲載基準について 53 ふれあい懇談会について①

17 牧の原出張所職員の対応について 54 ふれあい懇談会について②

18 船穂出張所職員の態度について 55 ふれあい懇談会について③

19 市からの郵便物について 56 情報公開開示請求について

20 文化ホールの受付について 57 埋め立てについて

21 印西市ホームページイベントカレンダーについて 58 図書館の本の盗難について

22 広報いんざい７月１日号の記事について（春の勲章受章）① 59 ふれあい懇談会について④

23 広報いんざい７月１日号の記事について（春の勲章受章）② 60 くらしの便利帳の未配布について

24 高花小全国大会出場への取材について 61 資源物とごみの分け方・出し方のホームについて

25 国民年金保険料免除申請について 62 条例等の閲覧について

電話における意見・要望
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25 国民年金保険料免除申請について 62 条例等の閲覧について

26 高花学校給食センター男性職員の対応について 63 保育園への申し込み・その対応について

27 後期高齢者医療保険料の年金引き落としに伴う通知について 64 広報紙の言葉の意味について

28 職員の対応について 65 職員の対応について

29 中国に在住する母の日本への入国について 66 防災無線等の市民への連絡について

30 電話交換の対応について 67 市の代表メールについて

31 浦部の小学校駐車場について 68 土地の寄付について

32 職員の対応について 69 東電の計画停電の市民への周知について

33 平賀地区構造改善センターの消防設備の補正について 70 放射能測定器の購入について

34 窓口での職員の応対について 71 議員報告（チラシ）について

35 市長からの返事がないことについて 72 地震に対する被害について

36 入居者に対する市の情報について 73 節電について

37 土木管理課の人員について

NO. 件            名 NO. 件            名

1 合併と環境破壊について 8 防災無線が聞き取りにくい

2 市民農業講座の道具について 9 職員の対応について

3 道路について 10 図書館の図書の蔵書について

4 市外への広報について 11 松山下公園総合体育館トレーニングルームの利用について

5 地上デジタル放送が受信できないことについて 12 窓口案内について

6 小倉台図書館男子トイレの故障について 13 国民健康保険税について

7 小倉台図書館の夜間開館について

来庁における意見・要望
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NO. 件            名 NO. 件            名

1 納税通知書に関する苦情 3 子宮頸がんの予防ワクチンについて

2 キジの生態について 4 国内外情勢について

NO. 件            名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 公開質問状（印西地区環境整備事業組合の公文書について）

通学路の安全確保に関する要望書

要望書（都市計画審議会委員及び固定資産評価委員について）

要望書（入札・契約制度について）

要望書（歩道や下水道などの整備について）

要望書（細菌性髄膜炎を予防するワクチンに関する要望）

要望書（建築設備工事のご発注に関するお願いについて）

要望書（業務団体への発注について）

低基準の改善と待機児童解消・定員増実現のために公立保育所への特定財源の復活などを求める意見書の提出を求める要請書

仮称・自然体験観察館及び自然昆虫観察館設置の請願・陳情書

要望書として受理した案件

FAXにおける意見・要望

合意に基づく北総鉄道の運賃助成の実施に関する要望書

いには野地区の交通規制に関する要望書

要望書（ハザードマップ、議員報酬などについて）

抗議文（医療広告の掲載について）

要望書（市道の改修工事について）

いには野地区の交通規制に関する要望書

木下駅南骨董市における駐車場借用について（要望書）

草深ふれあいの里体育館利用について（要望書）

社団法人千葉県測量設計業協会会員活用のお願い（要望書）

要望書（手数料についてのお願い）

10

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

NO. 件            名 NO. 件            名

1 図書館内での盗難について 2 双子公園の落書きについて

上記以外の意見・要望

雇用の確保、医療・福祉の充実など公共サービスの拡充と公契約で働く労働者の賃金・労働条件の改善についての要請

東北地方太平洋沖地震に対する申入書

公開質問状（印西地区環境整備事業組合の公文書について）

要望書（耐震改修助成制度拡充）

要望書（建設労働者の適正な労働条件確保に関する要請）

陳情書（東祥寺の墓地開発）

ＴＰＰ交渉参加反対に関する要請書
印西地区消防組合に対して消防通信指令システム故障対策の強化と故障した場合の体制を整備するよう申し入れることを求める要望書

交通問題及び滝野地区の要望事項

陳情書に対する反論

師戸区ふれあい懇談会（要望型）での要望事項

「ふれあいバス」運行について

ＮＨＫ放送受信料の団体一括支払いについて

自動車解体業許可申請に対する不許可処分を求める陳情について

印西市総合計画に関する要望

薬剤散布（樹木・空中散布）等についての要望書

都市計画道路３・４・２５の北側２車線の使用について

女性の登用に関する要望書

10



11 

 市長談話室「オアシス」  
 市民のみなさんが気軽に市長と会い、生の声を伝えることができるよう、毎月、市役所 1 階

市民課の隣、本埜支所、ふれあいセンターいんばのいずれかで市長談話室「オアシス」を開設し

ています。 
開催日時及び会場については、市ホームページ、広報いんざい、オアシス会場の掲示板でお知

らせしています。 
平成 22 年度は下記のとおり実施しました。 
 
「オアシス」 
実 施 日 会   場 時 間 訪問者数 件 数 

4 月 22 日（木） ふれあいセンターいんば 10：00～12：00 8 人 10 件 

4 月 23 日（金） 本  埜  支  所 10：00～12：00 9 人 11 件 

5 月 21 日（金） 市 役 所 本 庁 舎 10：00～12：00 6 人 5 件 

6 月 23 日（水） 本  埜  支  所 10：00～12：00 6 人 5 件 

6 月 24 日（木） ふれあいセンターいんば 10：00～12：00 5 人 7 件 

7 月 8 日（木） 市 役 所 本 庁 舎 10：00～12：00 2 人 3 件 

8 月 10 日（火） 市 役 所 本 庁 舎 10：00～12：00 9 人 7 件 

9 月 29 日（水） ふれあいセンターいんば 10：00～12：00 2 人 7 件 

10 月 28 日（水） 市 役 所 本 庁 舎 10：00～12：00 14 人 6 件 

11 月 19 日（金） ふれあいセンターいんば 10：00～12：00 7 人 7 件 

11 月 19 日（金） ふれあいセンターいんば 14：00～16：00 7 人 15 件 

12 月 17 日（金） 市 役 所 本 庁 舎 14：00～16：00 2 人 3 件 

1 月 24 日（月） ふれあいセンターいんば 9：30～11：30 14 人 19 件 

1 月 28 日（金） 本  埜  支  所 10：00～12：00 3 人 4 件 

2 月 25 日（金） 市 役 所 本 庁 舎 14：00～16：00 5 人 5 件 

3 月 17 日（木） 本  埜  支  所 10：00～12：00 5 人 3 件 

3 月 17 日（木） ふれあいセンターいんば 14：00～16：00 2 人 3 件 

17 回 106 人 120 件 
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13
14

17

19

・本埜・印旛の友達から、合併していろいろ不安だと聞いている。そういう不安を取り除く街づくりをしてほしい。

・合併したので交通指導員の制服を統一して欲しい。
・竜腹寺線、角田線を早期整備して欲しい。

12

・滝野地区に郵便局を作ってほしい。
・滝野循環バスについて、乗らないバスを走らせるよりは、ラッシュ時に走らせればよいのでは。住民の中では、連
合会が中心になってアンケートを実施し今の形に落ち着いている。循環バスは無駄がある。
・店がなくなっている。年寄りが多く不便。中華ゆうゆう亭の隣、大野屋さんが閉店、何か店を出して欲しい。車が
ない人はヤオコーまで歩いている。家賃が高いのでは。

・コンピュータ関係の仕事で6年前に印西市へ引っ越してきた。リーマンショックで解雇された。印西市で再就職し
たい。15

12
・合併に伴い挨拶に伺った。那須から源泉を持ってきているので利用してもらいたい。健康増進施設として進めてい
きたので、市の事業とタイアップできればと考えている。

・介護施設80床増設の要望書を介護福祉課へ提出したことの報告。

18

16
・リサイクルせっけん利用のお願い。
・亀成川を考える会が昨日発足し、UR都市機構、県土整備部、市民団体で意見交換会を行った。

・子宮頸癌、肺炎球菌などのワクチン接種について市で助成したらどうか。問い合わせも多くなってきている。

20
・萩原、角田地区でビニルなどの破棄物を野焼きしておりその匂いや煙が若萩地区に漂ってくる。以前、旧印旛村広
報で野焼きについての記事を掲載してくれたが一向にやめてくれない。
・いには野住宅地タウンロードが抜け道となっており、速度制限がなく危険なので40キロ制限にしてほしい。

3

・印西地区保護司会に所属している。平成22年度は更生保護60周年の年であり、社会を明るくする運動をはなばなし
くやろうという年になっている。印西地区では、背の低いヒマワリを市内のいろんなところに飾ることにしたので協
力をいただきたい。5/1から160個のプランターに種まきをし、7/1から1ヶ月間飾りたい。その願いをかなえて欲し
い。
・合併後各支所で使用しなくなった部屋が目立つ。そこに私達保護司がいる部屋を作ってもらえないか。サポートセ
ンターと呼ばれ千葉県ではまだ松戸にしかない。

・合併して市の花や木などに変更はあるのか。

・使いやすいバイパスを作ってもらった事のお礼。

5

・印西市の環境は良いとの評価を受けたが双子公園のトイレが汚く、落書きもひどい。
・エコ印旛本大会に向けて学校、大学等へ宣伝する際に、もう少し市の支援が必要であるがどうしたらよいか。来月
からタイ、ブラジル、カナダへ出向きエコ印旛をアピールしようと思う。

・子ども会育成会連絡協議会の新年度予算がわからないので事業計画も立てられない。
・今まで子ども会の備品などを公民館におかせてもらっていたがおけなくなってしまった。昔の教育長室が空室に
なっているので連絡所として使わせてもらえないか。

10

6
・成年後見人制度を勉強している。参考にオアシスを見学に来た。10年前に制度化されたがあまり利用されていな
い。

内　　　　容

7

・滝野循環バスを復活させて欲しい。村長・議員が入居の時に約束したものが奪われた。この事をよく理解してほし
い。他の事とは状況が違う。このことは印西市議会にも伝えるつもりである。入居の餌として循環バスという話が
あった。バスがあるという事で家を購入した。2年前に入居、その際建築屋も何も言わなかった。木刈・高花とは訳
が違う。本埜村は何事も住民に話がない。

8

・昨今、住民参加と言われているが問題があるのでは。10年以上前から言われているが定着していない。市からいろ
いろな情報を知らせてほしい。今回の合併についても村で知っている情報（メリット・デメリット）を村民に教えて
くれなかった。区長さん達に意見を聞いたらしいがそこから話がおりてこない。長い間の経験では、行政主導でうま
く行ってきた。
・印旛中央地区について、平成12年に完成する予定だった。その頃は、娘も未婚で住宅地ができるのもいいなと思っ
ていたが今は状況が違う。山林が宅地化され資産税も上がるしあまり進めたくない。
・地域協議会とは何か。

9

2

・地域福祉に格差があるのではないか。市内にひまわりバスが走っているが表通りまでで、そこまで行けない人はど
うするのか。自分自身も障害をもっておりＮＰＯ法人の理事長をしている。事業所にいても誰も来ず、活動費もまま
ならない。ニーズに対して研究していきたいので、市に担当課を設置してもらい研究費の補助をいただきたい。まち
づくりファンドの話を聞いたが事業所に市内在住者がいないので申し込みができない。

1

・特定疾患見舞金について相談。合併前の印旛村では毎月2,000円が支給されていた。しかし、合併後では金額は
5,000円だが、通院証明書などの制限がつき条件があわなければ、合併前よりも条件が悪くなってしまう。旧印旛村
の特定疾患認定者数は79名、その方達は見舞金の制度が変わった事も知らない。県内の実態や状況、旧印旛との格差
をどうするのか。結果を広報紙へ掲載するなど周知して欲しい。

市長談話室「オアシス」における意見・要望

・文化ホール運営会議委員に応募したが落選。落選した理由が不明確で納得がいかない。採点の項目を教えてほし
い。11
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35

21

・合併前、印旛、本埜の昼のチャイムは11：00になっていたが合併後、印西市に合わせた12：00に変更になった。こ
のことで農家が非常に困っている。チャイムが変更になり水分補給の時間がわからず熱中症になったという話も聞い
ている。元に戻して欲しい。
・牧の里南町内会の駐車場管理の会長をしている。6/15に車上荒らしが発生し、運転席のガラスが割られカーナビが
盗まれた。夜間暗く不審者が多いので外灯を設置してもらえないか。

22
・成田職業訓練校に入る人がいなく現在休校中。
・ヘリ防が終わったら県の猟友会に話をしてイノシシの対応を考える。

・病院建設の進捗状況を教えてほしい。

24
・今年度の弁天川の草刈りは、非常にきれいにやってくれた。業者が変わるとこんなに変わるのかと思った。
・千葉NT中央駅改札を出たところの案内看板に誤りがあるので修正してほしい。
・合併したのに市内の案内看板が旧市村のままになっているので変更願いたい。

25
・草深ふれあいの里体育館の利用を継続させてもらいたい。500名を超える利用者がいる。高花草深地区ではふれあ
いの里しか運動施設がなく、他の施設に行くにも移動の手段がない。市としても高齢者が運動しなくなると医療費も
かさむと思うので利用の継続を検討してもらいたい。以前、提出した署名に対する回答を書面でもらいたい。

26
・「いちごハウス」創立５周年記念公演を見に来てほしい。
・第２作業所について、土地は市が提供し、上物は印旛学舎が建設すると聞いている。しかし、建設する場所が具体
的に決まっておらず中断しているとの話も聞くので、早く建設してほしい。

27

・印旛公民館でピアノを使いリトミックや読み聞かせなどの幼児教室を行っているが借りている部屋のエアコンが壊
れていて困っている。ピアノが置いてある部屋がその部屋しかなく止むを得ず他からピアノを借りて行っているがこ
れから寒くなるので早急に修繕をしてほしい。
・次世代育成会議のメンバーになっており、合併後会議に出席。印西市と旧印旛村のやり方が違うので発言は控えた
が議長がやる気がなくがっかりした（早く帰りたいなどの発言）。
・印旛には一時保育がないので考えてもらいたい。ファミリーサポートは料金が高く使いきれないとの意見も聞いて
いる。
・いらなくなった靴の収集を市で行ってみてはどうか。
・保育園に子供を預けている保護者が一日先生になってみてはどうか？
・以前、子供を連れて図書館に行った際、子供が騒いでしまい注意されてしまったので児童館に図書館を作ってほし
い。

28
・いには野（美瀬一丁目）の住宅地と崖の境に鉄板の壁があり、見栄えが悪い。三年後にはUR都市機構も撤退すると
聞いている。今後、印西市で対応しなければならなくなるのでUR都市機構に話をしてほしい。

29

・病院はいつできるのか。
・日医に救急で外来に行ったところ順大の患者は看られないと言われた。どういう現状なのか協議してほしい。高齢
者も大学病院という安心感から軽度の症状でも来院しているので患者が増えている。市から何らかの形で情報発信し
てほしい。
・保健センターを中心に癌患者のケアをしてもらいたい。東京では行っている。

30
・病院問題について。1年も前から遅延届が8回も出ている。どういうことか。市民としては、総合病院が欲しい。私
の知り合いで総合病院を建設したいという病院もある。正徳会も徳洲会もベッドの権利だけ持って進んでいない。市
長からも県の医療整備課に話をしてほしい。

31

・旧本埜村の予算で滝野循環バスだけが執行されていないので是非循環バスを走らせてほしい。循環バスが通るとい
うことで11年前に引っ越してきた。高齢化が進み不便している。プラザのスーパーも閉鎖され非常に不便である。ナ
リタヤクラスのスーパーを誘致してほしい。ふれあいバスと循環バスは意味が違う。アンケートを行ったというが対
象者3,000件という数字は納得がいかない。私たちのところには届いていない。質問事項も循環バスには触れていな
い。旧本埜村の経緯をよく考えてほしい。循環バスとスーパーをセットで考えてほしい。

32

・子供を本埜幼稚園に通わせている。合併前は定員割れしていて全員入れた。先日、願書を取りに行った際、入園希
望者がかなり増えている。来年下の子を入園させようと思うが定員を超えた場合、抽選であることを聞いた。定員
オーバーで下の子だけが抽選から漏れてしまうと、兄弟で別の幼稚園に通わせることとなり、送迎等厳しい状況に
なってしまう。運動会や発表会も重なる可能性がある。保育園のように在園児を優先に考えてほしい。兄弟で別の幼
稚園に通わせるのは子供にとってどうなのかと思う。

36

・小林～佐倉間のバスを充実させてほしい。８時に日医大に行きたくても行けない。予約が１０時台しかとれない。
買い物に行くにも半日がかり。
・合併してからお知らせが遅い。
・図書館の本が少なくなった。
・公民館へ徒歩で行く際に歩道がなく危ない。
・平賀周辺の道路がきれいになった。

33

・亀成川を愛する会として活動している。
・21住区の自然を残してほしい。別所の上池を埋め立てる計画があると聞いているが、そこに全国で20カ所でしか生
息が確認されていないオオモノサシトンボがいる。是非残してほしい。全部埋め立てないで少し残してほしいと都市
整備課とも協議している。UR都市機構とも話をしたが今ある自然を壊して公園をつくるというのもどうかと思う。
・別所の人達とも話をしているが深い谷津田を何とかしてほしいという話を聞いている。

34

・滝野循環バス復活の件について地域住民の署名を添えて請願書を提出する。住民の理解なく小川元村長がバスをや
めてしまった。雨の日は、通勤通学の人で積み残しが出ている状況。本埜村議会の議決は尊重すると企画財政部長が
話していた。
・教育委員の選任について。自分も本埜村時代に７年間教育委員をやっていた。先日の広報に掲載されていたが５人
の教育委員すべてが旧印西市在住である。旧印旛、本埜にも素晴らしい人材がいるので今後、地域的なことも考慮し
て選んでほしい。

・社団法人実践倫理宏正会発行の会報「倫風」、「倫理がひらく君たちの未来」を図書館においてもらえないか。

13

内 　　　容
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37

・公共交通機関を利用して学園台から市役所に行くと高額な交通費がかかる（学園台⇒酒々井⇒成田⇒木下）。
・旧印旛地区の独居老人の訪問、安否確認のボランティアを15年間行ってきた。その様な中、ある議員が独居老人か
らお金を借りて回っていた。ボランティアがやりづらくなってしまった。独居老人向けに弁当の無料配布も行ってい
たが、合併した際、印西では弁当の配布は200円で行っているとのことでそれにあわせろという事になり、お金をも
らうのがいやだったのでしばらく休んでいたら利用者が２名になってしまった。「たんぽぽ」、「くるみの木」。
・無駄遣いをなくしてほしい。介護福祉課で全世帯65歳以上に240円をかけてアンケートを行ったようだが無駄。通
知文に住所も電話番号も書いていなく本埜、印旛ではわからない。
・広報いんざいを2回から1回にすれば予算が残るのではないか。もったいない。字も小さく読みづらい。
・市内のマップもなく市役所の組織もわからない。文化祭にもいけなかった。
・ゴミ袋の有料化や広告を入れたらどうか。
・市内の草や植木の伐採の回数を減らしたらどうか。
・市民が自分たちでできるものはやった方が良いのでは。

・平成11年に市が施工した下水道工事により床が傾いたと思われる。その工事で、水を大量に抜いたことにより傾い
たと考える。平成21年に市担当者が変わり、一から説明し直しとなった。当時からの経緯をまとめたので見てほし
い。これまで数十回会社を休み市役所へ話をしている。それに対し慰謝料を請求したい。金銭的対価が無理ならば物
理的な対価はどうか。管理職、担当を減俸処分という目に見える形でやってもらえないか。

38

・学園台のテニスコートの年末年始の利用について、旧印旛村時代は利用できたのに合併してから年末年始が利用で
きなくなった。管理人がいない施設だけでも利用させてもらいたい。市長の手紙61通持参。できれば今年の年末年始
から自己責任のもと利用できるようにしてほしい。松山下公園の清掃も手伝っている。早急に回答してほしい。サー
クル名：学園台ファミリースポーツクラブ、学園台ウィングヒルスポーツクラブ。

39
・特定疾患見舞金について相談。合併前の印旛村では毎月2,000円が支給されていた。しかし、合併後では金額は
5,000円だが、通院証明書などの制限がつき条件があわずもらえなくなってしまった。少しでも足しになっていたの
に何とかならないか。

40

・合併浄化槽の申請は先着順なのか。
・選挙の入場券の葉書が封書になった。送料が50円から80円となり30円分の税金が無駄になるのではないか。個人情
報の関係で封書にするならばシールでもよいのではないか。このことについては、既に選挙管理委員会に電話で話を
しているが、次の選挙後に必ず検証してほしい。
・あしぶえで活動している。声の広報をデイジー録音できるようにしてほしい。印西は遅れている。
・岩戸字根古屋1914番及び1908番2の自動車解体作業場の設置について、14日に行政相談に行き、担当課であるク
リーン推進課職員とも話をし、市長への手紙も出した。今後、師戸区から陳情、質問状を提出する予定である。それ
に伴い市長から助言してもらえないか。また、県へも働きかける予定だが、市から後押しという事で、県へ出向く際
に職員を同行させてもらえないか。この件については、地元議員が後押ししてくれている。今回の場所以外に、宗像
郵便局先右側にも怪しげな解体工場らしきものがある。地元住民としては不安である。何とかしてもらえないだろう
か。

44
①富山→山崎組までの間の道路のヒビ割れを補修してほしい。
②シルバー人材センターの出張所を印旛、本埜においてほしい。

45

・次世代型高品位グラウンドマンホール推進協会の事務局長をしている。現在のマンホールは、ゲリラ豪雨など大量
の雨が降った際にマンホールが浮いてしまい汚水が噴出してしまう。それを改善するマンホールを製作し、行政に営
業をしている。市民の安全という切り口からアピールしていかなければならない。

・市民後見人のボランティアをしている。市の中でどのように動いたらよいか教えてほしい。

41

・学園台でキリスト教を広めている。是非教会へ遊びに来てほしい。合併後の印西市にとって課題は何か、市長に聞
いてお祈りしたい。私たちは、アメリカで生活していて宣教師として日本に送り込まれている。世界を見ている。そ
の情報を子供たちへ広めたい。聖書の中に「同じ町にいる生活困窮者や恵まれない人を助けないさい」という教えが
ある。行政以外に人としてどういうことができるかという事を考えている。市内に孤児院があれば協力したい。
・車が運転できないので、牧の原駅圏から平賀学園台までふれあいバスで行けるようにしてもらいたい。

42

・医療チップ開発⇒可能性を行政で調査してもらいたい。
・介護充実⇒高齢者のニーズを把握し、まちづくりをしてほしい。
・託児制度の充実⇒現役世代のニーズを把握し、安心して子育てができるまちづくりをしてほしい。
・印旛沼親水広場の造成⇒下水道処理活動の強化、肥料・農薬減量活動。
その他、資料中に記述したのでまちづくりの参考としてほしい。

43

・循環バスのルートについて、弱者に配慮したルート設定にしてほしい。停留所も1、2か所増やしてほしい。

49
・障害があり、生活保護を受けている。各種の免除を受ける際に保護を受給している証明書をその都度本庁へ出向き
申請をしなければ証明書を発行してもらえない。FAX等で確認し、証明書を出張所で発行してもらえれば交通費がか
からない。1年位前までは大丈夫だったのに、担当課に話をしても改善されないので市長に話をしにきた。

50

・議会の会議録について、今年度第4回目から議会事務局長の権限で市内コミュニティセンター4館から引き揚げてし
まった。図書館で見れるが17：15分までしか利用できない。仕事をしている人は利用できない。何故そうなったか理
由を聞きに議会事務局へ訪問した際、名札を付けていない職員が対応、自分から先に名を名乗ったのに名前を教えて
くれなかった。会議録の件で、再度話をする際など担当者がわからないと困るので教えてほしい旨お願いしたが、そ
の職員は「議会事務局あてに問い合わせてくれればいい」と最後まで名を名のらなかった。また、局長に会議録をコ
ミュニティセンターに設置してほしいとお願いしたが「検討します」の一言だけで済まされてしまった。「検討しま
す」という言葉はお役所言葉でやらないという意味。元の状態に戻してほしい。

14

内 　　　容



№

54
・義援金を集めてもらいたい。設置するのが遅いのではないか。募金箱の設置場所を防災行政無線でながしてもらえ
ないか。

内 　　　容

51

・今回の地震で、液状化現象が発生し自宅が50cmくらい沈んでしまった。地震発生後、市建築課の調査で危険なので
避難した方がよいと赤い紙を貼られた。このままでは住めないので自分の所有する土地に家を建てたいがその場所が
農振区域であり、市に相談したところ今回の農振区域除外の申請は3月末で終了したとの話をされた。何とかならな
いのか。農家なので今いる場所から離れるのは難しい。反対側の田んぼを一時転用し、埋め立ててプレハブを建てさ
せてもらいたい。

52
・小林小学校正門から小林地先へ降りる道路が常に水が流れて困る。時期になると子供たちがザリガニを捕りに来て
危険なので対応してほしい。

15

53

・ふれあいバスを山田、平賀学園台に回してほしい。
・娘が仙台にいる。今回の震災で帰ってこれない。本人は現地で地震により被災者をボランティアで助けている。被
災地では米が不足しており、印西には米がたくさんあると思うので印西市から救援物資として米を送ってもらえない
か。



№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

岩戸出張所（印旛歴史民俗資料館） 1

平賀出張所（平賀構造改善センター） 1

3

本埜支所 2

本埜公民館 2

滝野出張所（本埜ファミリア館） 3

16

市長への手紙（市政ポスト設置場所別集計）

設置場所 件　数

市役所本庁ロビー 42

船穂出張所 0

中央駅前出張所

0

15

牧の原出張所 3

 小林出張所 6

2 中央公民館

その他 8

3

1

小倉台図書館

中央駅前センター 5

ふれあい文化館 14

フレンドリープラザ

そうふけふれあいの里

印西市観光情報館（イオンモール千葉ニュータウン内） 9

サザンプラザ 4

永治プラザ

23

合　　計 159

総合福祉センター 6

保健福祉センター

印旛支所 4

印旛公民館

2



 
 

市民ふれあい懇談会 

 市長が直接市民のみなさんと対話をし、市民のみなさんの豊富な経験と知恵を活かした建設的

な意見、提案などを市政に反映させ、市民参加の拡大を図りながら「住みよいまち」をつくるこ

とが目的です。懇談会には「要望型懇談会」と「地区型懇談会」の 2 つがあります。要望型懇

談会は市内に在住、在勤または在学の人たちで構成するおおむね 5 人から 10 人の団体が対象と

なります。開催日および会場については、申請者の希望を基に事前に秘書広報課と協議して決定

します。もう一つの地区型懇談会は市内８地区に市長が出向き、実施します。開催日及び会場に

ついては、広報いんざい、市ホームページ、町内会回覧などでお知らせします。 
平成 22 年度は、「地区型懇談会」及び「要望型懇談会」、市長と児童・生徒ふれあい懇談会 

～児童・生徒と一緒に給食を～を実施しました。 
 
「地区型懇談会」 ８カ所 ９６人 
 

本埜公民館  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【テーマ】：「平成 22 年度事業・予算」 

平成 22 年 5 月 29 日（土）10：00～ 

7 人 

平賀地区構造改善センター 

平成 22 年 5 月 29 日（土）14：00～ 

8 人 

ふれあいセンターいんば 

平成 22 年 6 月 5 日（土）14：00～ 

5 人 

本埜ファミリア館 

平成 22 年 6 月 12 日（土）14：00～ 

32 人 

中央駅前センター 

平成 22 年 6 月 13 日（日）10：00～ 

10 人 

中央公民館 

平成 22 年 6 月 13 日（日）14：00～ 

10 人 

ふれあい文化館 

平成 22 年 6 月 19 日（土）10：00～ 

5 人 

小林コミュニティプラザ 

平成 22 年 6 月 19 日（日）14：00～ 

19 人 

17 



 
 

「要望型懇談会」 １０カ所 ３４４人 
 

竜腹寺区 【テーマ】 
１． 旧本埜村道竜腹寺線の整備及び信号機の設置について 
２． 不法投棄等の撤去について 

 

平成 22 年 6 月 20 日（日）10：00～ 

竜腹寺青年館 

45 人 

鳴沢青年部 【テーマ】 
１． 行政一般について 

 
平成 23 年 1 月 10 日（月）15：00～ 

鳴沢地区 

30 人 

滝野シニアクラブ 【テーマ】 
１． 滝野のバス交通について（運行形態、時間、便数、ルートなど） 
２． その他、滝野住民が抱える問題について 

 

平成 23 年 1 月 16 日（日）14：00～ 

本埜ファミリア館 

75 人 

師戸区 【テーマ】 
１． 市政運営について 

 平成 23 年 1 月 16 日（日）17：00～ 

師戸地区構造改善センター 

16 人 

（仮称）木下駅圏をより良くする会 【テーマ】 
１． 旧印旛高校跡地問題について 
２． 日本デキシ－移転後のまちづくりに対する市の考え方 
３． 地元商店街を含めて木下駅圏の今後の考え方 
４． 雨水排水問題 

平成 23 年 1 月 28 日（金）13：30～ 

上町会館 

10 人 

高花有志の会 【テーマ】 
１． 市政一般について 

 平成 23 年 1 月 29 日（土）11：00～ 

中央駅前センター 

60 人 

船穂有志の会 【テーマ】 
１． 市政一般について 

 平成 23 年 1 月 29 日（土）19：00～ 

船穂地区 

30 人 

滝野住民 【テーマ】 
１． 市政一般について 

 平成 23 年 2 月 5 日（土）15：00～ 

本埜ファミリア館 

50 人 

18 



 
 

 

北総楽友会 【テーマ】 
１．新印西市のまちづくりの方針について 

 平成 23 年 2 月 6 日（日）10：00～ 

木刈３丁目集会所 

20 人 

亀成川を愛する会 【テーマ】 
１． 千葉ニュータウン２１住区における水循環と豊かな生態系を活かし

た魅力的なまちづくりについて 
２． 亀成川流域の豊かな生態系を守り、世界に誇る里山を活かしたまち

づくりについて 

 

平成 23 年 2 月 25 日（金）16：00～ 

市役所 

8 人 
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参加人数－７人

意見・要望など 市長の発言

1
　イノシシが増え農作物に影響が出ている。
人に被害が出る前に、早急に対策を講じて欲し
い。

　有害鳥獣の駆除ということで、猟友会にお願
いしているところ。
　農政課に対応を指示している。

2

　本埜のプレーゲから七区に向かう道路脇の一
部に、篠竹が繁茂し道路に覆い被さるように
なっている。また、その中にごみが不法投棄さ
れている。

　土木管理課及びクリーン推進課に話をする。

3 　防犯チャイムの時間変更について。 広報などで市民のみなさんに周知する。

4 　町内会・自治会の負担について。 防犯灯以外はない。

5

　害虫駆除のため、２月ごろに排水路の土手の
草を刈って野焼きをしている。消防署には届出
はしているが、苦情がくる。今後、野焼きは行っ
ていいものか。

担当課（環境保全課環境指導班）から連絡す
る。

6
　物木落し（水路）沿いの本埜第二小学校から
県道向かう方向とは反対の道を整備して欲し
い。

現地を確認する。

7
　ごみの集積所に、他の地区の人が捨ててしま
う。

行政としての対応は難しいところがある、地元で
頑張って欲しい。

8

　ごみゼロ運動について、町内会・自治会や各
種団体に依頼しているようであるが、担当個所
など調整が図れていないため同じ個所を行った
りの不都合が生じているので、平成２３年からは
各団体と調整できるようにして欲しい。

担当課（クリーン推進課）に話をする。

9
　毎日一人で、地区の美化活動（ごみ拾い）をし
ている人がいるが、表彰できないだろうか。

　美化活動については、クリーン推進課で表彰
基準を設け表彰している。

ふれあい懇談会・本埜公民館での質疑内容

実施期日－平成２２年５月２９日・午前１０時～正午
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参加人数－８人

意見・要望など 市長の発言

1

　合併前に要望した道路整備は、新市に引き継
がれるのか。
　具体的な場所を言うと、平賀学園台の児童が
通学路に使っている田んぼに面した道路の整
備をして欲しい。

　合併前に要望した道路整備は引き継ぐが、町
内会長から改めて市に要望して欲しい。

2 　防犯灯の負担について。
　市内一律にお願いしていることなので、ご理解
いただきたい。

3 　ごみの集積所の管理について。 　各地区で行っていただきたい。

4
　懇談会の参加者が少ない。広報の仕方が良く
ないのではないか。

　市の情報のほとんどは、『広報いんざい』に掲
載しているので、よく読んで欲しい。

5
　ふれあい懇談会（地区型）は、テーマを決めて
行ったほうが議論をしやすいのではないか。

　今回企画した懇談会は、参加した皆さんから
合併後の状況や提言・要望をうかがうものとご
理解いただきたい。
　特定のテーマで、懇談会を行いたい場合は、
要望型のふれあい懇談会も行っているので、そ
ちらでお願いしたい。

6
　２１住区及び印旛中央地区の開発を進める上
で、市場性のチェックは行っているのか。

　２１住区は都市再生機構が行い、印旛中央地
区は土地区画整理という形で開発が進む。どち
らも採算を見込んでの開発であると思う。

7
　火災が多く大火になってしまうので、対応方法
を考えて欲しい。
抜本的な消防行政の見直しを行って欲しい。

　火災現場への早期到着や予防活動につい
て、常設消防に依頼する。

8
　７月１日から平賀出張所が開設するが、業務
に精通した職員を配置して欲しい。

　出張所に配置する職員については、来所され
た人に不便をかけないよう、本庁で研修を重ね
た上で配置する。

9 　議員定数は減らすのか。 来年の４月の市議会議員選挙で２４人になる。

10
　職員の資質を高め、行政の無駄を省いて欲し
い。

　努力する。

ふれあい懇談会・平賀構造改善センターでの質疑内容

実施期日－平成２２年５月２９日・午後２時～３時３０分
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参加人数－５人

意見・要望など 市長の発言

1

　国道４６４号の鎌刈北交差点は、印旛方面か
ら本埜方面に向かう道路が、２車線から１車線
に減らされているため渋滞しているので、早期
に２車線で４６４号に接続できるようにして欲し
い。

　角田地区の生活道路を確保した上で、２車線
にできる。その道路整備工事２３年度に発注予
定である。

2

　将来に向け、市役所や警察署などの公共機
関を千葉ニュータウンに集中させたらどうか。
　千葉ニュータウンを軸にすえたビジョンを立て
て欲しい。

　現状においては、旧印旛村及び本埜村役場な
どを支所などに利用するなどして、既存の施設
を有効に活用していくことでご理解いただきた
い。
　市役所の移転については、将来的に話し合わ
れることになる可能性があるので、その際、改
めてご意見をいただきたい。

3

　公共交通網整備促進事業のバスの状況につ
いて、ふれあいバスの拡充はいつになるのか。
また、各地区のバスの運行状況が分かりにくい
ので、比較できる資料で説明をして欲しい。
　公共交通網整備促進については、印西市地
域公共交通活性化協議会があるとのことだが、
公正な審議をお願いする。
※質問者は合併前に設置された印西市地域公
共交通活性化協議会について、この懇談会で
初めて知ったため、委員を公募したのであれ
ば、合併後、旧印旛村・本埜村の住民からも追
加公募すべきではないかとの意見があった。

　ふれあいバスを含めた市内のバスの運行の
充実については、印西市地域公共交通活性化
協議会で審議を行っている。
　合併協議会で審議された調整項目について
は、地域審議会が公正に実施されているか審
議するので、バスの件についても同様に審議さ
れ、充実が図れると考えている。

4

　市の子育て支援策により、自分の子どもを幼
稚園（保育園？）に入園させることができた。
もっと印西の子育て支援や、千葉ニュータウン
が良い所であるなどをＰＲし、定住人口を増や
すようにすべきだと思う。
　10万人達成記念事業など行ってみては。

　子育て支援については、今後も充実させた
い。

5
　安心・安全対策として、印旛日医大駅前にあ
る交番を派出所にして欲しい。

　今年度から、県警で移動交番を実施してい
る。巡回の充実など警察にお願いしていきた
い。

6
　成田スカイアクセスも開通するので、木下に江
戸時代の町並みをつくるなど、日本の顔となる
まちづくりを進めて欲しい。

　ＢＩＧ　ＨＯＰにある観光情報館などを利用し、
市内にある観光名所や文化財などの情報を発
信していきたい。

ふれあい懇談会・ふれあいセンターいんばでの質疑内容

実施期日－平成２２年６月５日・午後２時～３時３０分
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参加人数－３２人

意見・要望など 市長の発言

1 　千葉ニュータウンの開発状況について。 　今後の進出企業などを説明。

2
　２１住区の開発により、隣接する滝野地区に
何か変化があるのか。特に幼稚園、小・中学校
の計画とファミリア館の存続について。

　２１住区の開発計画を説明。本埜ファミリア館
は存続すると回答。

3
　小林駅を利用しているが、高齢者のためにも
改修工事を早期に行って欲しい。

　今年度は概略設計を行う予定。今後も地元・
小林の方々のご意見を伺いながら進めていく予
定である。

4
　４月２３日、本埜支所で行われた市長談話室
で、滝野の循環バスについて相談したが、その
後の進捗について伺いたい。

　印西市公共交通活性化協議会で、市全体の
公共交通について審議している。公募した委員
に滝野の方はいないが、各地区の公共交通に
関する意見・要望は必ずこの協議会に届くよう
にする。

5

　市議会の部長答弁（企画財政部長か？）で、
滝野の循環バスの廃止に際しアンケートが行わ
れたとあったが事実か（周囲に確認の呼びかけ
もする）。

　市議会での答弁は、事実関係を確認した上で
の答弁である。
※他の参加者から実施されたとの声もあり。

6
　滝野の循環バスは突然廃止され、困惑した。
旧本埜村議会でも議決されたことなので、循環
バスの再開をぜひともお願いしたい。

　この件については、これまでの経緯を把握し
印西市公共交通活性化協議会などで審議して
いきたい。
　また、今後の経過についても説明責任を果た
すつもりである。

7
　滝野地区には集会施設が無いので、町内会
などの集会ができない。集会施設のある滝野プ
ラザを再開して欲しい。

　滝野プラザは暫定施設なので、まずは都市再
生機構などに経緯を確認したい。

8

　牧の原モア裏の道路と千葉ニュータウン中央
駅アルカサール脇（４６４号をまたぐ）の道路の
白線が薄くなっていて、雨の日の夜など見にくく
危ない。

　担当に状況を確認させ対応するようにする。

9
　印西牧の原駅周辺には郵便局がないので、
郵便局を設置して欲しい。

　新規の郵便局の設置は難しい状況。引き続き
要望する。

ふれあい懇談会・本埜ファミリア館での質疑内容

実施期日－平成２２年６月１２日・午後２時～３時４０分
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参加人数－１０人

意見・要望など 市長の発言

1
　2025年、日本の人口の高齢者比率が 大に
なると言われている。それに対し、印西市は、ど
ういう街づくりをしていこうと考えているのか。

　総合計画のスパンは10年になっているので、
その後の街づくりについて公式にまとめたもの
はないが千葉ニュータウンの熟成が急務である
と考えている。千葉ニュータウンの400haの未処
分地、印旛中央地区の100haの未処分地につい
て成田新高速鉄道の開通を起爆剤に人・企業
が進出してくれればと考えている。もう一つは、
5,000haの農地が大きな資源だと考えている。合
併により自給率も27～8％から60％を超えたの
で農業も頑張っていただきたい。子供たちからも
緑を残してもらいたいという声も多いので緑地の
保全についても力を入れていきたいと考えてい
る。

2

　高齢化については、印西市も全国の状況と変
わらないと思う。15年後に生産年齢の人達が印
西市に入ってくればよいが、そうでない場合は
高齢者が増えていく。まちづくりや財政計画の
中で高齢者対策についてどういう考えを持って
いるのか。

　高齢者対策については、現在の施策の中で
十分とは言えないが対応させていただいてい
る。市長就任以来、子育てしやすいまちづくりを
しようと子育て支援のための施策にも力を入れ
ている。若い人達に印西市に来てもらいたいと
いう思いを込めての施策なのでご理解願いた
い。

3 　印西市の財政力指数はどのくらいか。 　1.11です。
4 　精神障害者の作業所建設の計画は。 　具体的な計画はない状況です。

5
　UR都市機構が撤退したときの財政への影響
は。

　平成25年にUR都市機構は、撤退することに
なっている。新住宅市街地開発法という法律の
中での事業は、平成25年までに終わるが地主と
しての責任が残るので、未処分地を処分しても
らわなければならないことと、資金の支援も継
続的にいただかなければならない。このことに
ついては覚書になっている。県企業庁も撤退と
いう話があるが一気に撤退できない状況になっ

6
　UR都市機構が未処分地を全て持っていて処
分するのか。

　企業庁の持ち分があると思う。UR都市機構の
用地はリーマンショック以来処分が進んでいな
い様である。戸建用地はある程度処分が進ん
でいるようだがマンション用地は進んでいないよ

7

　住宅を建て、営業努力で人をひっぱってくる。
このようなやり方もいずれは止まると思う。子育
てに特化した街づくりをし若い世代を呼び込ん
でこないと無理だと思うが。

　いろいろな形で子育てをしやすい街づくりをし
ていこうという事で、身近なものでは医療費に対
しての助成や核家族が増え、お母さんたちが子
育てに関する相談相手がいないという声から各
駅圏に子育て支援センターを設置した。今後、
保育園・幼稚園の整備や小・中学校の改修につ
いても十分な体制で臨んでいきたい。

ふれあい懇談会・中央駅前センターでの質疑内容

実施期日－平成２２年６月１３日・午前１０時～１１時５０分
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8 　北総線の値下げはどうなるのか。

　4.6％という数字は、誰が見ても納得できる数
字ではないという事だが、中に含まれている子
育て支援の関係で2市2村で始めた通学定期の
補助金の額の25％の割引率アップという事が含
まれているので是非これを通してもらいたい。合
意が満足するものではない、今後の値下げに対
する第一歩という認識で県議会でも知事が答弁
しているし、私も議会で答弁している。今後、県
の指導により方向を見開いていくしかないと思
う。

9
　県は、今後その件にかかわっていく姿勢なの
か。

　かかわっていく。

10
　印旛高校の跡地利用の市民会議に出席した
が、その後どうなっているのか。

　8月頃から暫定的にグラウンドが使える様にな
る。木下駅前のデキシーが今月で閉鎖となり、
面積が3haあるので印旛高校と合わせて考えて
いったらどうかという意見をいただいているので
それも含めて検討しなければならないと考えて
いる。

11
　保健士・ワーカーなど社会福祉に関する予算
を増やして欲しい。

　今後必要だと思うものは予算措置を考えてい
る。

12
　主要事業の中に地域自殺対策緊急強化基金
事業とあるが具体的には。

　ポスターなどの広報啓発や相談業務の啓発。

13 　それについての人員と人数は。
　心配事相談など外部にお願いしている。社会
福祉課にも相談員をおいて対応している。

14

　印西市に住んで5年。非常に住みやすい。北
総線運賃も今のままで良い。安くすると人がたく
さん入ってきて住みずらくなる。しかし、将来、若
い人たちが魅力を感じて入ってくるのかが心
配。当面は良いが今後自立した形でどの様に
やっていくのかわからない。

　意見としてお聞きする。

15

　日本の街がそれぞれに将来ビジョンを持って
街づくりをするようになってきた。税金が高い、
その還元がない。ニュータウンの住民は税金を
払う人、木下・大森の住民は使う人。企業者に
とってニュータウンは住みづらい街。松山下に
体育館は必要ない。

　意見としてお聞きする。

16

　何故、市役所が街の北側にあるのか。市長の
理念はどうなのか。UR都市機構の建物を買収
するというが本庁をここに持ってきたらどうか。
夢を与えてほしい。

　市役所の位置については、合併協議会でも議
論し、現在の位置になった。

17

　危機管理の面で一つは大地震などに対する
対応、もう一つは、中国の原発が老朽化してい
て事故が起きる可能性があると聞いた。原発事
故が起きた場合の印西市の対策はどうなってい
るのか。原発についての調査をしてもらえない
か。

　県の市長会で心配されるのは、東京湾直下型
地震であるといわれている。市の対応として公
共施設の耐震化が求められている。印旛・本埜
の耐震化についても対応する。　危機管理につ
いては国・県単位での対応に基づき進めてい
く。
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参加人数－１０人

意見・要望など 市長の発言

1
　入院施設のある病院建設についての状況は
どうなっているのか。

　市の医療構想に沿った2事業者が手をあげ
た。市としては千葉県の医療計画に沿った病院
が欲しいという意思表示を行い、その後の千葉
県の募集に正徳会が申し込みをし県の調査後、
病院開設に必要である250床のベッド数が与え
られた。しかしながら、リーマンショックの関係で
正徳会の資金が集まらなくなり昨年8月末計画
変更を県に提出したようだ。市としても早急に計
画通りの病院を建設するよう要望している。そ
の後、草深の市街化調整区域に病院を開設し
たいという事業者があらわれたが県の認可もお
りていなく、市街化調整区域の開発行為が難し
いという事で進んでいないと聞いている。この件
については、市では一切把握していない状況。
その様な中、県がベッド数を積算しなおし、この
地域に100床のベッド数が配分できるという事で
再度募集したところ、我孫子市の産婦人科・小
児科を専門に開院している事業者が86床のベッ
ド数の配分を受けたと報告を受けている。

2 　2つの病院の具体的な建設予定地は。
　ジョイフル本田北側、21住区周辺と聞いてい
る。

3
　木下駅北口交通広場等整備事業について昨
年この場所で説明があったとおりか。

　計画のとおり。

4

　昭和13年、16年の水害を経験している。22年
の時はひどくなかったが排水機場のタービンや
ポンプなど老朽化していると思う。直接市は関
係ないが心配である。

　改修するには、市としても負担は要請される。
今年度調査を実施すると聞いている。

5
　教員住宅先に土手に登る階段があるが横断
歩道がなく危険。

　利根川下流事務所と千葉県土整備部に通路
を何カ所か作ってもらう様調整をお願いしてい
る。同時に銚子屋後ろ利根川側に船着き場を作
り、そこから船に乗ることができる様要望してい
る。

6
　駅前に0歳児から預けられる託児所を公設で
設置すると若い人達も引っ越してくると思う。

　牧の原駅圏で需要がある様なので調査・研究
している。

7

　印旛高校の跡地活用について、印旛高校の
特性を生かして多くの市民、他世代交流の場と
して活用していきたい。文化・環境・健康・スポー
ツ・地場産品を通し活性化をはかっていく方策を
とってもらいたい。実現化に向けた財源はどう考
えているのか。

　市の一般財源で全てできる状況ではないの
で、利用目的により国・県からの補助・交付金を
利用する。

8
　グラウンドなど早く利用したいという声を聞くの
で、利用できる様進めてもらいたい。

　硬式野球チームが利用したいという要望があ
る。あくまでも暫定利用だが8月頃から利用でき
る。現在、県と地代の積算を調整中である。

ふれあい懇談会・中央公民館での質疑内容

実施期日－平成２２年６月１３日・午後２時～３時４０分
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9

　万葉公園には東西南北に入口があり、印旛高
校に上がる坂道中段、農場へ行く途中に小道
がある。そこに柵があり鍵がかけてあるので開
設する際には解錠してほしい。

　安全性の問題もあるので、今後跡地利用等の
中で検討していく。

10
　印旛高校入口左側駐車場を木下小行事、骨
董市の際に利用させて欲しい。

　担当課に話をする。

11

　教員住宅から銚子屋まで大型車両を含め24
時間交通量が多く震動が酷い。今年度住宅側
の工事が始まると聞いている。マンホールの微
妙な段差が振動に繋がるので、利根川側車線
と同様にマンホールを歩道の下に設置してもら
う様県に話をしてほしい。

　県の印旛地域整備センターで工事を行ってい
るので話をする。

12

　印旛高校の跡地利用について、検討委員とし
て参加。今後の方向性を決めていく中で36名の
人数でいろいろな意見を出しても希望は出るが
骨格が決まらない。少人数の委員会的なものを
新たに設置し、長期的に決めていったほうがよ
いのでは。提案なので回答はいらない。

　担当課に話をする。

13

　木下駅舎の配色が非常に暗い。エスカレー
ターと階段の隔壁が高く、お互いの顔が見えな
いので夜間は不安だという声が出ている。小林
駅を改修する際には、利用者の声を聞いて明る
く開放的な自由通路を設置してほしい。

　担当課に話をする。

14

　自由通路の利活用の方法について、市として
明確な決まりがないのが現状だと思う。自由通
路をもっと自由に市の許可なく地域の人達に委
ねたらどうか。利活用の方法を整理してもらいた
い。

　自由通路については、個人的に利用したいと
いう話もあり市で調整している。利活用の方法
を整理する。

15 　竹袋調整池にトイレを設置してほしい。 　担当課と調整する。
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参加人数－５人

意見・要望など 市長の発言

1

　北総線の補助について、5年間同じ内容で補
助を継続するとの事だが、乗客数の変化に応じ
て1年ごとに補助の割合を変更する旨の事項を
何故入れなかったのか。

　4.6％という数字はとても市民に対し説明のつ
かない数字だが、沿線6市2村での合意事項で
あり京成側の納得できる条件という事で決定し
た。引き続き5年という期間にこだわらず、協議
会を設置して働きかけていきます。

2
　クリーンセンター建て替えにおいて、亀成地区
から候補地の要望があがっていたと思うが何故
除外されたのか。

　地主からの要望を意見としてあげたが公募し
た訳ではないので候補地から除外されました。

3
　栄町から候補地が出なかったのは、特別な条
件があったのか。

　インフラ・地盤等の問題や位置的にも構成市
町村のはずれで距離があるため、当時の栄町
長から希望に添える候補地がないという事でし
た。

4

　現在の場所は稼働から30年間受け入れてい
る。何でまた印西なのかという声もある。旧印旛
村に 終処分地があるわけだから逆に・・・・・・・
という意見がなかったのか。

　場所については、いろいろな意見が出ており
今後議論していく。

5
　手賀沼の排水関係のポンプ等が老朽化し、改
修が必要だと思うが、それに対し国は何故積み
立てをしてないのか。

　国の状況を見てもらえるとわかると思うが土地
改良事業としては数％の予算しかない。しかし
ながらそのままにしておく事もできないので国・
県とのバランスを考えながら負担をしていかな
ければならない。

ふれあい懇談会・ふれあい文化館での質疑内容

実施期日－平成２２年６月１９日・午前１０時～１１時２５分
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参加人数－１９人

意見・要望など 市長の発言

1

　商店の閉店などにより買い物などが不便に
なった地区がある。車を運転できない高齢者に
とってはなおさらである。千葉ニュータウンに進
出している業者にバスを出してもらうなど、行政
として市内の交通の利便性を向上のため努力し
て欲しい。

　印西市公共交通活性化協議会で市内全体を
対象にバス路線や運賃など、協議を進めてい
る。いただいた意見についても、審議の参考と
なるよう協議会に伝える。

2
　日本医大に行くバスを帰りの便だけでなく、行
きの便も運行して欲しい。

　ご意見のバスは、日本医大の職員の送迎用
のバスで、空席のある場合、一般通院患者の方
を乗せていることをご了解願いたい。小林から
日本医大へのバスルートの要望については、審
議の参考となるよう印西市公共交通活性化協
議会に伝える。

3

　成田線と北総線の各駅を南北に結ぶバス
ルートを検討して欲しい。特に、ふれあいバスの
中ルートを延長して、本埜支所、印旛支所をつ
なげば、先ほどの日本医大への足にもなるので
はないか。

　審議の参考となるよう、印西市公共交通活性
化委員会に伝える。

4
　羽田空港へ行きやすくするため、JR成田線と
スカイアクセスの交わるところで駅を作って欲し
い。

　駅を作ろうという動きはあるが、要望駅のため
地元の負担が大きい。ただし、成田線活性化の
ためにも必要だと考え行動したい。

5
　小林に防犯パトロール隊を設置できるようにし
て欲しい。

　市民安全課に要望を伝える。

6

　正徳会での病院建設が財政面で滞っている。
市は財政状況を確認しているのか。担当部署
は積極的に情報集などを行っているのか。でき
る見込みが立たず市民としては不安だ。小児
科・産婦人科・救急の無いリハビリ病院ではな
い、真の総合病院を望みたい。

　８月末をめどに正徳会と県が調整を行ってい
る。認可については、県で行っているのでこれ
に関する情報についても県をとおし収集してい
る。
　市は財政的な援助を行える立場ではないの
で、正徳会と県との調整が進み、早期に病院が
できることを望んでいる。

7
　早期に病院をつくるためにも、市が援助すべき
ではないか。

　財政援助を行う考えはない。

8
　広域医療法人の認可は厚生大臣が行うが、
病院開設申請と同時におりるのか。

　認可は申請と同時におりる。

ふれあい懇談会・小林コミュニティプラザでの質疑内容

実施期日－平成２２年６月１９日・午後２時～４時
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9
　正徳会を意見書で推したのは間違いだったの
ではないか。

　選択肢は２者あったが、県の医療構想に合っ
た正徳会を推した。

10
　介護される人を作らないように、介護予防に力
を入れて欲しい。できれば地区などのブロック
単位でやって欲しい。

　ヘルスアップ事業など健康づくりを進めたり、
地域円卓会議で地域での支え合い行うこと推進
している。今後も、介護予防につながるよう充実
させたい。

11
　道作古墳群を保存し観光資源と活用するのた
め、土地を市で買収して欲しい。

　できるだけ財政支出が少ない形で、保存活用
できることが望ましい。まずは、どのように保存
活用するかが形になってからの話になる。

12
　小林浅間地区は、選挙の投票所が小林小学
校で不便。小林北小学校か小林中学校にして
欲しい。

　要望を選挙管理委員会に伝える。

13
　耕作放棄は、採算が合わないので後継する人
がいないため起こる。首長が集まる会議などで
議題として取り上げて欲しい。

　県などに話をしていきたい。また、印西ブラン
ドの農産物を創生することによる農業振興も考
えている。
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参加人数－４５人

意見・要望など 市長の発言

1
　竜腹寺線に関し、死亡事故もおきている。信
号機はつかないのか。

　県の公安委員会へ要望していく。

2
　信号機の設置は、10年計画に入っているの
か。

　入っていないが要望していく。みなさんからも
区長を通じて市へ要望していただきたい。

ふれあい懇談会（要望型）・竜腹寺区での質疑内容

実施期日－平成２２年６月２０日・午前１０時～１０時５７分
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参加人数－７５人

意見・要望など 市長の発言

1
　ふれあいバスの運行状況について聞きたい。
通学、通勤、帰宅時間帯での運行を柔軟に対
応してほしい。

　ふれあいバスについては、基本的に朝7時前
後から夜の7時前、4ルート、地理的時間差があ
るので地域性を考慮しながら運行。滝野地区に
ついては、小林駅から牧の原駅まで北総交通
バスが運行。北総交通バスについては、現在と
同様、土・日、祝日も含めて運行をしたい。滝野
地区の交通を考える場合にふれあいバスを試
験運行し、地理的なものを把握しながら今後検
討していきたい。

2

　循環バスの廃止、スーパーの撤退、高齢化と
いう現状を把握しているのか。ふれあいバスで
市役所に行く場合50分もかかる。どのように企
画しているのか。

　昨年実施したアンケート調査で意見は把握し
ている。今後、試験運行をしながら検討してい
く。

3

　ふれあいバスと循環バスを区別して考えてほ
しい。目的が違う。滝野地区の都市計画の立案
の段階に循環バスの計画があったのではない
か。今後、都市計画税を納めるようになるのだ
から、その税を循環バスにあててほしい。

　都市計画税は目的税なので、都市計画に基
づいた事業にあてていくと考える。循環バスの
代替えでふれあいバスを考えていくのではなく、
合併後の公共交通をどの様に考えていくかとい
う事で進めていきたい。

4
　別のアンケートを実施し、ルートを決めてほし
い。

　昨年、市内3,000人を対象にアンケート調査を
実施し、印西市地域公共交通活性化協議会で
ルートを決定。今後も地域的なバランスを考え、
協議会の中で検討していきたい。

5
　運行状況（時刻表）について、利便性を良くし
てほしい。

　民間の路線バスも含め、複合的な考察をして
いきたい。

6
　6丁目北側角に住んでいるので、5・6丁目の外
側を通るのではなく、6丁目の中間を通してほし
い。

　道路形態等も考慮して検討していきたい。

7

　通学・通勤の際に使用するという目的とふれ
あいバスの目的は違う。区別して考えてほし
い。北総交通との競合は考えなくて良いのでは
ないか。住民サービスにはならない。

　合併後の新しい公共交通について、試験運行
をしていきながら考えていきたい。

8 　どのような運賃形態になるのか。
　運賃形態についても、印西市地域公共交通活
性化協議会の中で地域的なバランスを考慮して
検討していきたい。

9

　循環バスとふれあいバスのルートはどのよう
な形になるのか。請願の状況は。1時間に1本で
は役にたたない。1時間に2・3本は運行してほし
い。

　現在、議会で請願の審査をしている。印西市
地域公共交通活性化協議会の中で地域的なバ
ランスを考慮して検討していきたい。

10
　通学・通勤、帰宅時間帯での運行を充実させ
てほしい。循環バス復活を強く要望。北総交通
バスでは恩恵を受けていない。

　印西市地域公共交通活性化協議会の中で協
議した上で決定していきたい。

11

・牧の原駅にアクセス特急を停車してほしい。
・病院問題について
・産婦人科がない。
・治安が悪化している。街灯の設置。公園の山
のところの街灯の球切れ。
・滝野北側の4車線道路の移動。
・北総線の運賃問題について。

ふれあい懇談会（要望型）・滝野シニアクラブでの質疑内容

実施期日－平成２３年１月１６日・午後２時～４時

その他の要望
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参加人数－１６人

意見・要望など 市長の発言

1
　ゴミの不法投棄について、撤去箇所について
すでに話をしてあるが監視カメラの設置につい
ても進行中であることを出席者に報告。

　ゴミの不法投棄箇所や監視カメラの設置個所
については市担当課に相談してほしい。

2

　師戸区も独居老人、高齢者、障害者が増えて
きている。民生委員だけでは目が届かない。個
人情報保護が壁になっている。地域で協力でき
ないか。

　旧印西地区では、地域で見守っていこうという
ことで、円卓会議やさわやかコミュニティというも
のを行っている。印旛地区においてもこの方法
を広めたい。

3
　沼のヘリにある市の土地を整地しているが何
に使用するのか。地元活性化に繋がる事業を
お願いしたい。

　コウノトリ・トキの野生復帰を通じたエコロジカ
ルネットワークに参加しているので、コウノトリ・
トキの餌場としても検討したいと考えている。

4

　16号線の脇など市街化区域を拡大したほうが
活性化になるのではないか。沼周辺に集会施
設（ホール）を建設してほしい。地元建設業活性
化への要望。

　6駅を例に話をするが都市計画の線引きを変
更するのは非常に難しい。地元業者育成につい
ては、議会でも問題になっている。教育委員会
にも話をしておく。

5
　道路事情が悪い。既に要望はしているが瀬
戸・臼井線の排水問題。

　地域で優先順位をつけて、継続的に市へ要望
してほしい。

6

　鎌苅・師戸線の工事が未完成なので完成させ
てほしい。交通過疎にならないようふれあいバ
スについても検討してもらいたい。給食の配布
について、旧印旛では無償で配布していたが、
合併後200円になり利用者もへったと聞いてい
る。地元の野菜や規格外の野菜を使うなどして
安くしてほしい。できれば無料にしてほしい。

　地元議員や町内会長を通して要望してほし
い。

7

　確定申告について、旧印旛では申告書を持っ
ていけば作成してくれた。合併したと同時にでき
ないと言われた。サービスの低下になるので今
まで通り作成してほしい。

　各地区で申告会場を開設するので、わからな
いところを聞いてもらえれば職員が教えるので
理解してもらいたい。

ふれあい懇談会（要望型）・師戸区での質疑内容

実施期日－平成２３年１月１６日・午後５時～６時３０分
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参加人数－　　　人

意見・要望など 市長の発言

1
　デキシ－の跡地について、市で購入して欲し
い。木下・大森地区の避難場所やデキシ－敷地
内倉庫を防災倉庫として利用してはどうか。

　市で土地を行政財産として購入するには、利
用目的が明確でないと難しい。避難場所として
ということだが、駅前の一等地なので難しい。ま
た、防災倉庫については、市内のジョイフル本
田、イオンに有事の際に市へ物資を優先的に支
援していただくよう協定を結んでいる。それに基
づき対応したい。デキシ－側からも市と相談しな
がら跡地の処分を進めるとの回答を得ているの
で、今後、議論していく中で参考とさせていただ
きたい。

2

　印旛高校跡地に、印西市のシンボルとなるも
のを作ってほしい。具体的には、歴史ある印西
市の資料館を行政指導により市民参加型で
作ってほしい。近隣では、印西市だけ歴史資料
館がない。

　現在あるものを利用してという意見はでている
が新しく建物を建てて資料館を設置することは
難しい。しかしながら、木下駅圏活性化にとって
非常に重要な事柄として捉えているので、今
後、議論していく中で参考とさせていただきた
い。

3
　木下725-80コーヒーシャノン山中前十字路が
ゲリラ豪雨の際に大量の雨水により冠水し困っ
ている。改善をお願いしたい。

　北口にも同じ状況があるので、担当課に話を
し状況を調査させる。
※旧伊藤建設隣、大川八百屋周辺、栄屋十字
路、金馬車駐車場からの流水

4

　木下駅周辺の街灯について、当初市の補助を
受け設置し、電気代を商店街の会費で支払って
いる。現在、商店街の店主の高齢化が進み、デ
キシ－も移転してしまったことから電気代を支払
うのが非常に苦しい。月5万円にもなる。80本近
く設置してあり、負担が大きいため消してしまお
うかという声もあるが、その街灯がないと竹袋や
木下南方面へ帰る際に真っ暗になってしまうの
で、消すに消せない。電気代を市で負担しても
らえないか。ニュータウンの街灯は、市が負担し
ている。公平に考えて欲しい。

　木下駅南口、北口、小林駅も含め状況を把握
し、検討したい。

5

　木下小学校に子供を通わせている。千葉・
竜ヶ崎線も危険だが木下小に通う子供たちも危
険な思いをしている。宝晃堂前に歩道がなく危
険。難しいと思うがセットバックするなど検討し
てほしい。議員にも話をしたが、信号を工夫し
て、歩車分離となるようにしてもらいたい。以前
もお願いしたが改善されていない。その他、排
水路の上がガタガタしていて危険。

　危険性は、指摘されている。担当課から公安
委員会へ信号の点滅方法の変更等について話
をする。

ふれあい懇談会（要望型）・（仮称）木下駅圏をより良くする会での質疑内容

実施期日－平成２３年１月２８日・午後１時３０分～２時３０分
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6

　天神幼稚園前の天神坂付近は印西中生徒の
通学路の危険個所の一つで、あの急な坂を登
校している生徒の保護者にとってコスモス通り
の早期完成をお願いしたい。

　通学路の安全性を考慮して重点地区に指定し
た。遺跡の調査も終了したので、県と連携して
早期の完成を目指します。

7

　ニュータウン地区に在住。木下地区が好きで
出席している。ニュータウン地区の自治会の中
で、例えば配布物をきちんと配布していない組
織や市からの補助金の支出も曖昧だったりする
ところもあるようだ。自治会活動において、無駄
を省く必要があるのではないか。自治会活動が
きちんと行われるよう、検討委員会などを設置し
審査する必要があるのではないか。

　市としては、町内会・自治会から担当課に事
業報告書・決算書を提出していただき、補助金
の支出については確認しているところだが、改
めてそのようなことがないよう話をする。

8

　そうふけふれあいの里の桜の木を伐採すると
聞いたが状況は。また、グラウンドを少年野球
でいつも利用している。少年野球以外にもう少し
開放してもらえないか。

　そうふけふれあいの里の桜を伐採する話は聞
いていない。しかしながら、第2福祉作業所を建
設するにあたり体育館を取り壊すので、その工
事の関係で伐採することも考えられるので確認
する。グラウンドについては、かつてから少年野
球でグラウンドの管理をしており、閉校する際に
もグラウンドはこれまで通り利用させてもらいた
いという約束がある。急遽の場合には開放して
いる。理解してほしい。
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参加人数－７０人

意見・要望など 市長・担当課長の発言

1

　ふれあいバスは路線バスだが、循環バスとし
ての方向性を考えてもらいたい。
　また、船橋市などで行っている効率の良い交
通システム（デマンド交通システム）の導入など
も考えてもらいたい。

　市内のバス路線は、民間のバス会社も存在
し、昼間だけでなく深夜まで運行を行っている。
こうした状況も踏まえ、循環バスへの方向性
は、民間のバス会社との兼ね合いなどを考え
て、まず検証したい。
　デマンド交通システムの導入についても、地
域ごとの事情により、多様である。今後の課題
とさせていただきたい（企画政策課長）。

2

　循環バスの廃止、スーパーの撤退、高齢化と
いう現状を把握しているのか。ふれあいバスで
市役所に行く場合50分もかかる。もっと弱者に
優しい形にしてほしい

　合併後、市の面積も広がっている。新たな展
開が必要であり、その中で、費用対効果も重要
である。料金等も含め、検討していきたい。（企
画政策課長）。

3

　合併前に路線バスに対し、旧印旛村・旧本埜
村が補助金を払っていると聞いたが、印旛の3
路線（六号路線、宗像路線、印旛学園線）と北
総交通分の年間支払額はどれくらいか。
　また、旧本埜村は北総交通以外に補助金は
出していなかったか。

　詳しい資料が手元にないが、印旛の3路線に
ついては、平成20年度で利用者約9万6千人に
対し、980万円程度。
　北総交通については現在370万～380万円程
度。旧本埜村としては、120万円支出していた。
北総交通以外には補助金は出していないと伺っ
ている（企画政策課長）。

4

北総線の値下げが成ったが、通学割引はともか
く、通勤ではあまり意味がない。スカイアクセス
の停車もなく、牧の原駅圏の人口の増加も望め
なくなってしまう。
更なる賃金の値下げを要望してもらいたい。

今後も運営会社に賃下げを強く働きかけていき
たい（市長）。

5

牧の原駅前がもっと発展しないと、北総線の賃
下げやスカイアクセス停車の要望も通らないの
ではないか。そうしないと、現在整備中の牧の
原MORE北側地区の発展は難しいと思う。
また、街路樹や植え込みの剪定が行き過ぎて
いるのではないか。

剪定を行う場所は、落ち葉や見通しの悪さに対
する要望が上がっている。ただ、場所ごとに状
況も異なると思うので、考慮したい。

6
今回の懇談会は市政に関心を持ついい機会に
なった。市長に感謝したい。

今後も市民の皆さんと話し合う機会を設けた
い。皆さんからもいろいろなアイディアを出して
ほしい（市長）。

ふれあい懇談会（要望型）・滝野住民の質疑内容

実施期日－平成２３年２月５日・午後２時～４時３０分
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7

以前は滝野プラザの施設を使用できたが、旧本
埜村が賃借を止めてしまったため、滝野住民が
使用できる集会所などがない。
都市再生機構の撤退も話されているので、市で
買い取りなど行い、住民が不便を感じないよう
にしてほしい。

詳しい経緯を確認したい（市長）。

8

滝野プラザをはじめ、この地区では合併前と比
べて「無くなって不便になった」という印象が強
いものが多い。
市でも公平さを前面に押し出すだけではなく、地
域事業を考慮した対応を求めたい。

詳しい経緯を確認したい。また、議員のみなさん
を通じて、議会で質問という形をとってもらえれ
ばと思う（市長）。

9
ファミリア館に併設予定と聞いていた児童館だ
が、建設についてはどうなったのか。

詳しい経緯を確認したい（市長）。
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参加人数－２８人

意見・要望など 市長の発言

1
千葉ニュータウン中央駅前の地域交流センター
について説明して欲しい。

地域交流センター建設の経緯とその機能を説
明。

2

平成25年で、千葉ニュータウン事業が収束する
と聞いている。今後、都市再生機構が中高層住
宅1階部分の高齢者に対応した改装などしてく
れるのか不安があるので、市からも働きかけを
して欲しい。

千葉ニュータウン事業が収束しても、都市再生
機構には所有者としての責任はあるので、市と
してもその要望を都市再生機構に働きかけた
い。

3 千葉ニュータウンの未処分地はどれくらいか。 約350ｈａある。

4
木刈地区の道路が大型ダンプの通過道路に
なっている。北環状線の早期開通を望むが、そ
の開通はいつになるのか。

白井市にかかる部分に産業廃棄物に関する問
題があり、開通できない状況を説明。

5
千葉ニュータウンも高齢者が増えつつある。若
い世代の入居が増えるように子育て施設を充
実して欲しい。

既存の施設を子育て支援に有効に活用してい
きたい。また、子育て支援世代の負担を減らす
ためにも北総線の運賃値下げを働きかけていき
たい。

6
ミニコミ紙の病院報道が一方的である。病院に
関して市も広報すべきでは。

病院に関する経過と現状を説明。

7
交差点でも段差の無い、車いすでも利用しやす
い道路整備をお願いしたい。

なるべく車いすでも利用しやすい道路整備を進
めたい。

ふれあい懇談会（要望型）・北総楽友会での質疑内容

実施期日－平成２３年２月６日・午前１０時～１１時１５分
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参加人数－７人

意見・要望など 市長の発言

1
　千葉ニュータウン21住区の開発区域及びその
周辺において、生態系保全を考慮した開発をし
てほしい。

（山﨑市長）
　話は伺っている。資料も拝見させていただい
た。亀成川の上流付近で貴重種のトンボがいる
という事で調査を実施することになっている。開
発については、自然環境に関する調査結果を
考慮し進められることになるであろう。皆さんか
らの要望をすべて受け入れるという事は非常に
難しいが、要望として企業庁、UR都市機構に話
をしたい。

（都市計画課長）
　千葉県を含めたニュータウンの事業者である
UR都市機構、企業庁と対応に向けて調整をし
ている。

ふれあい懇談会（要望型）・亀成川を愛する会での質疑内容

実施期日－平成２３年２月２５日・午後４時～４時４５分
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市長と児童・生徒ふれあい懇談会 ～児童・生徒と一緒に給食を～ 

小学校 ２０校 ７１１名 中学校 ９校 １３０名 幼稚園 ３園 １２３名 

 

平成２２年６月２２日（火） 生達から市長へ、印西市のいいところ、どうしたら市長になれるのか、市

長になるために努力したことは、市長になろうとしたきっかけは、印西市で

困っている事は何かなどの質問を行った。最後に市長から「卑怯な人間にな

らない」という話で閉会。 

平賀小学校 

６年生３１名 

平成２２年６月２３日（水） 食べ物の好き嫌いや運動会、習い事の話題など。生徒からなぜ合併したの

かとの質問や、通学路で交通量が多く道路の横断が危ない個所（本埜支所前

の見通しの悪いカーブ）があるなどの相談がある。市長から、卑怯な人間に

ならないようにとの話があり終了。 

本埜第一小学校 

４年生６名 

平成２２年６月２４日（木） 校歌斉唱、パソコンを使用した学校紹介、クラスの紹介やミニゲームを行

う。児童からの質問内容は、市長になった理由や仕事、合併の理由などであ

った。市長から児童に、卑怯な人間にならないようにと、自己紹介のときは

大きな声でゆっくりはっきり相手に話すようにお願いして閉会。 
いには野小学校 

６年生３２名 
平成２２年６月２９日（火） 市長の仕事、好きな食べ物、合併についての質問を行った。最後に市長か

ら「卑怯な人間にならない」という話で閉会。 宗像小学校 
６年生１８名 

平成２２年６月３０日（木） 児童からの質問は次のとおり。好きなスポーツは何か。趣味は何か。夏休

みプール開放をして欲しい。釣りは好きか。最後に市長の話で終了。 
本埜第二小学校 

６年生１５名 

平成２２年７月２日（金） 生徒からの質問は、部活で遠征や試合の際バスを出して欲しい。合併前は

バスが出ていた。夏休み中の部活動の後プールに入れるようにして欲しい。

将来、市役所・消防署で働きたいがどうすれば良いか。本埜・印旛の子たち

にとって住みやすい市にして欲しい（先生より）。最後に市長の話で終了。 
本埜中学校 

３年Ａ組２２名 

平成２２年７月５日（月） 児童より、市長の仕事や今回合併した理由、好きな食べ物や七夕への願い

事は何か等の質問がある。最後に市長の話で終了。 
滝野小学校 

６年２組３６名 

平成２２年７月６日（火） 市長の仕事について、好きな電車・動物・テレビ番組・キャラクターなど

について質問を行った。市長の話の後、年少のクラスにも挨拶。その後、年

長クラスで歌とお遊戯を披露し、終了。 
もとの幼稚園 
年長組７２名 

平成２２年７月７日（水） 市長室の広さはどのくらいか。趣味、座右の銘、どんな本が好きか、歴史

上の好きな人物などを質問。最後に市長の話で終了。 
印旛中学校 

１年Ｃ組３２名 

平成２２年７月８日（木） 市長の仕事で一番大変なことは。市長になった理由。小学校の頃の好きな

学科、嫌いな学科。小学校の頃やっていたスポーツ。趣味や好きな動物につ

いてなどの質問があり、最後に市長の話で終了。 
六合小学校 

６年生１４名 

平成２２年７月９日（金） 生徒たちからプール開放は何故中止になったのか。街路樹の虫を何とかし

てほしいとの要望がある。最後に市長の話で終了。 滝野中学校 
１年３組２６名 
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平成２２年７月１３日（火） 食後、園児たちが夏祭りの太鼓と踊りのお遊戯を披露。市長から園児たち

に、家に帰ったら必ずおうちのことを手伝うようにとお願いした。 瀬戸幼稚園 

年長組２８名 

平成２２年１０月２７日（水） 生達から市長へ、休日のすごし方、趣味は何か、好きな食べ物は何か、普

段どんな仕事をしているのか、勤務時間は、大変な仕事は何か、印西市の好

きなところはどこか、などの質問を行った。最後に市長から「卑怯な人間に

ならない」という話で閉会。 

西の原小学校 

６年生 ５４名 

平成２２年１０月２８日（木） 男子トイレ扉の修繕の要望。場所によって校内の時計が示す時間が違うの

で電波時計に変えてほしい。学校周辺の治安を維持してほしい。小倉台図書

館の蔵書の充実について。北総線の運賃値下げについて。たくさんマンショ

ンが建設されたが全戸に人が入居しているのか。ファミレスが少なくなって

さびしい。学校前の道路を横断歩道以外で横断する大人について。 

木刈中学校 

新旧生徒会役員１２名 

平成２２年１０月２９日（金） 児童からの質問内容は、市長になった理由や仕事、子どもの頃の夢、趣向

合併後の印西市などであった。会食後、市長から児童に、卑怯な人間になら

ないようにと伝えて閉会。 内野小学校 
６年生 ６２名 

平成２２年１１月１日（月） 生徒から、市長の仕事、松山下公園総合体育館のクライミング施設のこと、

市を活性化するための目標、北総線、内野地区付近の街灯のこと、独居の高

齢者についての質問があった。市長から「卑怯な人間にならない」という話

で閉会。 

原山中学校 

生徒会 １２名 

平成２２年１１月２日（火） １日何時間仕事をしているのか。市長になろうと思った理由。好きな食べ

物・飲み物。宝物は何か。行ってみたい国は。印西市で好きな場所は。今一

番欲しいものは。なぜ合併したのか。合併したのになぜ名前は印西市なのか。

一年の中で一番楽しい行事は何か。得意なことは何か。市長の話で終了。 

木下小学校 

６年生 ６２名 

平成２２年１１月４日（木） 市長の仕事は、趣味は何か、どこに住んでいるのか、市議会議員の人数は、

子宮頸がんのワクチンに補助金を出してほしいなど。1 年 C 組の教室の雨漏

りをなおしてほしい。教室にクーラーをつけてほしいなどの要望があった。
船穂中学校 

生徒会役員７名 

平成２２年１１月９日（火） 児童より、市長の仕事や今回合併した理由、好きな食べ物やふれあいバス

の増便の要望がある。会食後、市長から児童に、卑怯な人間にならないよう

にと伝えて閉会。記念撮影時騒がしかったため、市長から注意があった。 
木刈小学校 

６年１、２組 ４９名 

平成２２年１２月１４日（火） 生徒のからの要望、①エアコンを設置して欲しい②校舎南側の木立で暗く

なるので何とかして欲しい③通学路で危険な場所があるので改善して欲し

い。最後に市長の話で終了。 
印西中学校 

生徒会役員 ７名 

平成２２年１２月１５日（水） 市長の年収、市長になったきっかけは、市長として何代目か、家の家賃は、

北総線を安くしてほしいなどの質問。と要望。最後に市長の話で終了。 小倉台小学校 

６年生 ７８名 

平成２２年１２月１６日（木） クリスマスランチバイキングで、食事をしながら市長と懇談。市長と幼児

が、しりとりやジャンケンなどで楽しむ。最後に、市長の話で終了。 大森幼稚園 
年長３９名、年中２３名 

平成２２年１２月１７日（金） 市長になって良かったこと、好きな色などの質問と、音楽室への空調の設

置、道路照明の整備について要望がある。最後に市長の話で終了。 原山小学校 
６年生 ３９名 
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平成２３年１月１２日（水） 市長になった理由。プール解放がなくなった理由。市長の仕事はどのような

ものか。市長になって良かったこと、うれしかったことは。市長になって大

変だったことは何か。以上の質問を受ける 
原小学校 

６年生 ７４名 教諭 ４名 

平成２３年１月１３日（木） 給食を食べながら将来の夢について市長と懇談。生達からは公務員、宇宙

飛行士、タレント、野球選手になりたいなどの意見がある。また、4 月から

木刈中と印西中へ通う子供たちがいるとのこと。最後に市長から「卑怯な人

間にならない」という話で閉会。 

永治小学校 

６年生 ７名 
平成２３年１月１９日（水） 市長になった理由、仕事の内容、年収、議会・議員について、休日のすご

し方、好きな食べ物・色・歴史上の人物・アーティスト・プロ野球チームな

どの質問を受ける。 
小林小学校 
６年 1組３１名 担任１名

平成２３年１月２１日（金） 児童からの質問は、市長の幼少時代のことや、好きな食べ物や教科、スポ

ーツなどの身の回りのこと、市長としての業務についてなど、クラスの児童

全員から活発に質問があった。最後に市長から「卑怯な人間にならないよう

に」という話で閉会。 

高花小学校 

４年２組２１名 担任１名 

平成２３年１月２７日（木） 市長として一日何回くらい決裁するのかなどの質問の他、公民館を年末年

始開館してほしい、学校図書館に司書を毎日入れてほしい、学校に冷房が欲

しいなどの要望も。最後に市長から「卑怯な人間にならないように」という

話で閉会。 

西の原中学校 

１、２年生７名 

平成２３年１月２８日（金） 市長の仕事のことやオーストラリアとの国際交流について、生徒の部活動

や印旛明誠高校のこと、生徒会の選挙のことなどが話題になった。最後に市

長から「卑怯な人間にならないように」という話で閉会。 
小林中学校 

１、２年生徒会５名、担任１名 

平成２３年２月１日（火） 児童から、食べ物の好みや子どもの頃の夢や遊びなどの身近なことから、

合併後の苦労や今後の意気込みなどの市長の仕事についての質問があった。

最後に市長から「卑怯な人間にならないように」という話で閉会。 小林北小学校 

５年生３６名 

平成２３年２月４日（金） 食べ物の好き嫌いや趣味、市長になった理由、今後市内に新しくできる施

設などの質問がある。市長から、卑怯な人間にならないようにとの話があり

閉会。 
大森小学校 

６年生３５名 

平成２３年２月８日（火） 食べ物の好き嫌いや趣味、市長になった理由、夢についてなどの質問があ

る。市長から、卑怯な人間にならないようにとの話があり閉会。 
船穂小学校 

５年生１１名 
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