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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２４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.中央駅前地域交流館      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         24.松山下公園総合体育館 

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（56 件 37.3％） 

≪うち放射線関係 7 件≫ 
・ 市民サービス等について   37 件 
・ まちづくり等について     8 件 
・ 窓口等の対応について    11 件 
 
★ 交通・防犯関係（21 件 14.0％） 

≪うち放射線関係 2 件≫ 
・ バス・電車等について    10 件 
・ 防犯・防災等について     4 件 
・ 交通安全確保等について   7 件 
 
★ 都市整備関係（24 件 16.0％） 
・ インフラ整備等について   11 件 
・ 公園・街路樹等について   13 件 
 
★ 福祉・医療関係（13 件 8.7％） 

≪うち放射線関係 6 件≫ 
・ 子ども等について      6 件 
・ 高齢者等について      1 件 
・ 医療等について       5 件 
・ その他の福祉        1 件 
 
[市長への手紙所管別件数] 
 

総務部（26 件） 
総務課         8 件 
秘書広報課       8 件 
管財課        3 件 
防災課        5 件 
情報管理課      2 件 

   
市民部（27 件） 
市民安全課      16 件 

市民課          7 件 

市民税課        2 件 

資産税課       1 件 

国保年金課       1 件 

 

環境経済部（32 件） 
クリーン推進課    7 件 
農政課        3 件 
経済政策課      7 件 
環境保全課      15 件 
 
企画財政部（22 件） 
企画政策課       22 件 
 
 

 

★ 教育関係（14 件 9.3％） 
・ 施設サービス等について   8 件 
・ 教育方針等について    2 件 
・ スポーツの振興等について  4 件 
 
★ 環境関係（21 件 14.0％） 

≪うち放射線関係 10 件≫ 
・ ごみ等について      4 件 
・ 環境の保全について    17 件 
 
★ 産業関係（1 件 0.7％） 
・ 施設サービス等について  1 件 
・ 商品の購入等について   0 件 

 
《合計 150 件》 

37%

14%16%

9%

9%

14%
1%

市政全般

交通・防犯関係

都市整備関係

福祉・医療関係

教育関係

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（21 件） 
社会福祉課    3 件 
健康増進課     6 件 
子育て支援課   7 件 
保育課      5 件 
 
都市建設部（33 件） 
都市計画課    3 件 
都市整備課    14 件 
土木管理課     5 件 
建設課      11 件 

 
教育委員会（27 件） 
学務課       2 件 
生涯学習課    11 件 
スポーツ振興課   7 件 
指導課      7 件 
 
水道部水道課     2 件 
選挙管理委員会事務局 2 件 
農業委員会事務局   1 件 



№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

合　　計 150

総合福祉センター 6

保健福祉センター

印旛支所 6

印旛公民館

6

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） 7

サザンプラザ 2

永治プラザ

16

その他 27

0

0

小倉台図書館

中央駅前センター 4

ふれあい文化館 0

フレンドリープラザ

7

牧の原出張所 1

 小林出張所 4

0 中央公民館

3

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 44

船穂出張所 0

中央駅前出張所

1

0

本埜支所 0

本埜公民館 0

滝野出張所（本埜ファミリア館） 12

松山下公園総合体育館 4

岩戸出張所（印旛歴史民俗資料館） 0

平賀出張所（平賀構造改善センター） 3



№ 件　　　名 № 件　　　名

1 防災無線の音声について 41 広報紙表記方法について

2 統一地方選挙の実施について 42 北総線冷暖房について

3 戸神台東街区公園の遊具について 43 踏切付近の街灯について

4 市民用パソコンのＯＳ更新および増設について 44 国道４６４号線除草作業について

5 千葉ニュータウン中央駅前の無料駐車場について 45 幼稚園及び公園学校等の放射線について

6 信号機、成田線の複線化、市立中学校教諭の指導力向上、市内タクシー乗り場、市の広報について 46 エアコンについて

7 保育園への浄水器設置について 47 学習室について

8 市民からの情報提供に対する市職員の対応について 48 道路補修及び騒音等について

9 ふれあい文化館の開館時間について 49 乳幼児の予防接種について

10 保育園と学童クラブの連携について 50 煙草のポイ捨てについて

11 成田線の運行計画について 51 千葉ニュータウン中央駅付近道路について

12 地震に伴う旧印旛高校の利用について 52 公園、保育園などの土の入れ替えについて

13 レアメタル回収箱の設置について 53 市役所敷地内金融機関について

14 庁舎２階トイレの電気の節電について 54 農地転用に伴う地域の活性化について

15 千葉ニュータウン駅前無料駐輪場の再開ほか 55 松山下公園に市営プールを

16 東日本大震災の対応について 56 駅の指定喫煙所、ふれあいバス料金について

17 東日本大震災に伴う公団住宅の入居について 57 ふれあいバスの高齢者無料化について

18 住所変更手続きの一本化について 58 千葉ニュータウンの景観について

19 庁内節電関係について 59 公共施設の空調について

20 男性風呂ボイラーの早期修理について 60 商工マップについて

21 子ども手当について 61 市内新設道路について

22 防犯灯の設置、犬の放し飼い、船穂交差点バス待機所について 62 印西市の放射線の除染について

23 駐輪場、こども手当について 63 牧の原、千葉ニュータウン中央駅への直通バス運行について

24 牧の原駅北口自転車駐車場に関して 64 木下東地区から千葉ニュータウンへのバス運行について

25 やさいの値段について 65 交差点信号機設置及び国道４６４号線歩道の除草作業について

26 耳鼻科の誘致について 66 公共予約システムについて

27 市掲示板の整備について 67 次期中間処理施設整備について

28 職員の対応について 68 自宅前新道歩道草刈りについて

29 国保年金課職員の対応について 69 総合体育館について

30 公共交通機関について 70 総合体育館弓道場の管理及び備品の整備について

31 道路の開通について 71 印西市に帰り花を栽培したい

32 放射能について 72 道路車線の設定について

33 防災無線及びふれあいバスについて 73 公園内大型遊具の設置及び子ども医療費について

34 選挙関係及び視覚障害者の広報について 74 放射線対策について

35 移動販売、移動図書館について 75 千葉ニュータウンベビー専門店及び近隣住民の憩いの場について

36 放射能の測定について 76 職員のＡＥＤ受講率について

37 私立幼稚園の放射能測定について 77 ふれあいバスについて

38 市内小中学校クーラー設置について 78 小学校前信号機設置について

39 節電について 79 樹木剪定指導につて

40 職員について 80 木下南口駐輪場自転車整理について

市長への手紙における意見・要望

4



№ 件　　　名 № 件　　　名

81 ランドロームマーケットストアーの再開について 121 市道改修工事について

82 予防接種について 122 クリーンセンター移設問題説明会について

83 駅前喫煙所及び道路スピード取締りについて 123 子ども医療費助成について

84 子どもの健康調査について 124 ニュータウン新住民について

85 子ども手当の支給について 125 充当金の領収書について

86 放射能測定機の貸し出し及び幼稚園給食について 126 市役所からの郵便物について

87 幼稚園問題について 127 印西の街づくりと英語教育について

88 放射線の子どもの影響について 128 広報いんざい『文芸コーナー』短歌について

89 街灯設置のお礼について 129 水道料金について

90 ふれあいバスについて 130 職員の窓口対応について

91 子宮頸がんワクチンについて 131 市民税課職員対応及び市民課職員配置について

92 全国民に対して 132 ふれあいバスについて

93 和泉から泉新田道路について 133 ふれあいバスについて（印旛明成高校）

94 ふれあいバスについて（印旛明成高校） 134 病院保育園建設及び女性の就労環境について

95 職員の市民対応について 135 道路標識について

96 クリーンセンターテニスコートについて 136 信号機変更について

97 年末年始の図書館開館及びゴミ空気輸送システムについて 137 市道の整備及び焼却灰の保管場所について

98 無料駐輪場及び放射線対策について 138 市長の市政について

99 放射線測定について 139 滝野公園について

100 民地前の道路補修について 140 滝野公園について

101 職員について 141 滝野公園について

102 保育士、保健師の対応について 142 滝野公園について

103 出張所の拡大、北総線の運賃について 143 滝野公園について

104 備品整備について 144 滝野公園について

105 桜台小学校前信号機設置について 145 放射線について

106 北総線運賃について 146 民政委員の人事について

107 広報紙掲載について 147 小林牧場付近新設道路開通について

108 草深公園内の樹木伐採について 148 牧の原駅行きの直通バスについて

109 調整池のアオコについて 149 滝野公園について

110 ビックホップ内の出店及び固定資産税について 150 駐輪場の入金について

111 ふれあいバスについて（印旛明誠高校）

112 ふれあいバスについて（印旛地区）

113 そうふけ公民館での飲食について

114 戸神台の図書館について

115 ふれあいバスについて(北総線各駅）

116 休日の開庁業務について

117 水道料金について

118 滝野小職員人事について

119 小林牧場横新設道路早期開通について

120 メガバンクの窓口設置について

5
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[メール性質別件数] 
 
★ 市政全般   （155 件 32.4％） 
・ 窓口等の問合せについて   67 件 
・ 窓口、業務等の改善について 25 件 
・ その他サービスについて   63 件 
 
★ 交通・防災関係（62 件 12.9％） 
・ 防犯・防災について     28 件 
・ バス・電車等について     4 件 
・ 安全の確保等について    17 件 
・ 駐車輪等について        13 件 
 
★ 環境関係   （93 件  19.4％） 

≪うち放射線関係 60 件≫ 
・ 業務等問合せについて    83 件 
・ リサイクル等について    1 件 
・ ごみ処理等について      9 件 
 
★ 福祉・医療関係 （31 件  6.5％） 
・ 業務等問合せについて     9 件 
・ 保育・子育てについて    17 件 
・ 高齢者・障害者について   5 件 
 
★ 都市整備関係 （33 件  6.9％） 

≪うち放射線関係 3 件≫ 
・ 市の開発等について      4 件 
・ 業務等問合せについて    13 件 
・ 公園、墓地等について    16 件 
 
 [メール所管別件数] 
 

総務部（119 件） 
総務課         46 件 
秘書広報課       31 件 
情報管理課        7 件 
防災課           30 件 
管財課          5 件 

 
市民部（45 件） 
市民活動推進課         5 件 
市民安全課        21 件 
市民課             3 件 
市民税課           11 件 
資産税課            2 件 
国保年金課         3 件 
 
環境経済部（105 件） 
クリーン推進課      15 件 
農政課          11 件 
環境保全課        59 件 
経済政策課        20 件 

★ 教育文化関係   （ 69 件  14.4％） 
≪うち放射線関係 12 件≫ 

・ 業務等問合せについて    29 件 
・ 小中学校について      27 件 
・ 公共施設等について     13 件 
 
★ 産業関係    （ 14 件  2.9％） 
・ 商工観光等について     14 件 

 
★ 土木関係     （22 件  4.6％） 
・ 道路、歩道等について    22 件 
《合計 479 件》 

33%

13%
19%

6%

7%

14%

3% 5%
市政全般

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（10 件） 
企画政策課           7 件 
財政課          3 件 

 
都市建設部（65 件） 
都市計画課            3 件 
都市整備課            21 件 
土木管理課            28 件 
建設課              9 件 
建築課          2 件 
下水道課         2 件 
 
健康福祉部（38 件） 
社会福祉課        2 件 
介護福祉課            5 件 
子育て支援課           6 件 
保育課              14 件 
健康増進課            11 件 
 
教育委員会（83 件） 
教育総務課            3 件 
指導課         29 件 
学務課             20 件 
生涯学習課            11 件 
スポーツ振興課     20 件 
 
議会事務局        7 件 
選挙管理委員会事務局   5 件 
水道部水道課       2 件 



NO. 件　　　　名 NO. 件　　　　名

1 職員の中途採用について 51 千葉県印西市消費者センターについて

2 旧印旛村役場の体制について 52 障害者バドミントン大会について

3 広報いんざいについて 53 草深ふるさと農園について

4 旧印旛村役場の体制について 54 印西市内のJR駅券売機について

5 本庁電話対応について 55 防災倉庫備品の借用について

6 放射線対策について 56 防犯灯設置規則補助金規則について

7 スポーツイベント検定実施について 57 樹木違法伐採について

8 バーベキューの出来る場所について 58 北総線沿線の草刈について

9 市長への要望 59 市の放射線対策について

10 線量計の貸し出しについて 60 屋内の放射線量について

11 大気中放射線量測定について 61 放射性セシウムについて

12 旧印旛村役場の体制について 62 市役所開庁時間について

13 旧印旛村役場の体制について 63 牧の原駅南口ロータリーの時計について

14 旧印旛村役場の体制について 64 放射線量測定について

15 旧印旛村役場の体制について 65 市内４８箇所の測定結果について

16 旧印旛村役場の体制について 66 千葉NT中央駅北口有料駐車場について

17 転出後の乳児・児童手当申請について 67 放射能汚染の対策について

18 線量計について 68 市民安全課パトロール隊について

19 公園芝について 69 国道４６４号線歩道整備について

20 自転車駐車場の使用解約について 70 転出と成人式について

21 牧の原駅周辺の喫煙について 71 文書に関する訂正について

22 固定資産税納付書再発行について 72 妊婦健診の補助券について

23 総合体育館も利用について 73 高花野球場使用について

24 保育園新設について 74 放射能汚染について

25 もとの幼稚園へのバス通園について 75 放射線量測定について

26 吉高大谷公園放射線測定について 76 千葉NT駅の橋上の照明消灯について

27 旧印旛村役場の体制について 77 放射能測定結果について

28 放射線測定器について 78 保育園の延長保育について

29 木刈小学校内放射線測定について 79 温水センター清掃員について

30 老人ホーム入居について 80 平成２４年度中学校武道授業の必修化について

31 パークゴルフ場設営について 81 支所、出張所の開庁時間について

32 白鳥の見所について 82 市内の放射能測定結果について

33 放置自転車について 83 千葉ニュータウン中央駅の街灯にについて

34 旧印旛村役場の体制について 84 保育料について

35 災害行政相談フリーダイヤルについて 85 千葉NT駅の橋上の照明消灯について

36 雨水浸透マスについて 86 市民税の所得控除について

37 次期印西クリーンセンターについて 87 放射線量の測定結果について

38 千葉NT駅橋上ライト消灯について 88 放射線量の測定結果について

39 自転車無償提供について 89 屋内の放射線量について

40 ホームページ上での市役所アクセスについて 90 放射性セシウムの量について

41 祝電について 91 野田市の独自基準について

42 旧印旛村役場の体制について 92 医者のこころの相談講演について

43 旧印旛村役場の体制について 93 放射線量の測定結果について

44 旧印旛村役場の体制について 94 市ホームページについて

45 差額室料の確定申告について 95 ふれあい文化館の絵画展について

46 武西観世音堂付近の路面標示の消滅について 96 放射線量について

47 旧印旛村役場の体制について 97 緑の募金について

48 滝野公園の桜について 98 広報送付について

49 障害者バドミントン大会について 99 ひまわりの種植えについて

50 野球グランド抽選について 100 小倉台４丁目児童公園遊具腐食について

メールにおける意見・要望
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NO. 件名 NO. 件名

101 小学校プール放射線量について 151 選挙人の問い合わせについて

102 印西市全図マンション名記載について 152 防護柵について

103 個人事業主事業開始の件について 153 URの公募結果のお知らせについて

104 小学校プール清掃について 154 災害に対する日直問い合わせについて

105 小林駅から牧の原駅の新設道路開通について 155 職員室の電気について

106 広報いんざい購読について 156 牧の原北側開発エリアについて

107 放射線量の測定結果について 157 ２１住区開発エリアについて

108 学校内敷地喫煙について 158 不在者投票に係る候補者確認資料について

109 航空機の騒音について 159 被災者の受け入れについて

110 職員の香水について 160 学校体育施設開放について

111 草深ふれあい農園について 161 地下水への放射能汚染について

112 博物館、資料館について 162 駐輪場の有料化について

113 市内４８箇所放射線量について 163 印西市将監について

114 ゴミ回収業者について 164 放射線測定器、線量計について

115 放射能測定器の設置と測定数値について 165 職員採用添付資料返却について

116 食物の風評被害について 166 自転車駐車場使用料について

117 市内放射線量の測定と学校運営について 167 広報掲載について

118 国民健康保険について 168 職員室の電気について

119 保育料の督促状について 169 選挙投票権について

120 韓国製ディ－ゼル発電機 170 狂犬病予防法施行について

121 校庭への放射能の影響について 171 役所の閉庁日について

122 職員室の電気について 172 職員室の電気について

123 小林駅カラス部隊の写真について 173 職員室の電気について

124 小学生への放射能の影響について 174 職員室の電気について

125 地図の資料について 175 クライミング大会について

126 放射線測量について 176 防災無線の音量について

127 西の原ショッピングモールについて 177 旧印旛村役場の体制について

128 印旛日本医大駅前スーパーマーケットの閉鎖について 178 旧印旛村役場の体制について

129 職員室の電気について 179 木下河岸跡

130 職員室の電気について 180 自動車仮ナンバー管理について

131 体育協会スケジュールについて 181 納税通知書の発行について

132 千葉市教育委員会について 182 エリアメールについて

133 人間ドック受検の補助について 183 ドングリ保育園の放射線除染について

134 東日本大震災の救援物資について 184 自治会依頼について

135 夏休みのラジオ体操について 185 さわこみ牧の原地区について

136 子どもの保育園入園について 186 特別交付金の基礎数値について

137 放射能汚染について 187 子ども手当申請について

138 自動車税のインターネット支払いについて 188 原発避難者特例法の事務対象について

139 職員室の電気について 189 吉高の大桜について

140 ポリオ予防接種の日程について 190 白鳥の飛来について

141 公園の照明について 191 JDCライブカメラシステムについて

142 災害対策について 192 白鳥の飛来について

143 避難所の援助について 193 浦部川調整池について

144 東電の停電について 194 広報紙、議会だよりについて

145 計画停電時の市の対応について 195 印西市福祉について

146 選挙カーについて 196 防災放送の内容について

147 原発事故対応への緊急提言について 197 小学校の土の入れ替えについて

148 震災時の市の被害状況について 198 広報紙の郵送業務について

149 予防接種について 199 放射線対策について

150 そうふけふるさと農園について 200 駐輪場利用料について
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NO. 件名 NO. 件名

201 広報いんざい書体について 251 消防団員の階級基準について

202 ７月１８日の停電について 252 金環食について

203 ふれあい懇談会について 253 貴教育委員会ホームページについて

204 学校内敷地禁煙について 254 犯罪被害の陳情について

205 住民税について 255 英語新学習指導について

206 市内花火打ち上げについて（騒音） 256 所得証明書について

207 懇談会資料について 257 災害救助法徹底活用について

208 街路灯の点検について 258 ゴミ収集について

209 広報いんざいについて 259 瓦礫の受け入れの意見について

210 印西市観光資料について 260 クリーンセンター移設の件について

211 研修施設について 261 牧の原公園車両洗車について

212 印西いーまち会活動について 262 予算配分について

213 ガイドマップいんざいについて 263 印旛支所前の交通信号について

214 大気中の放射能汚染について 264 非常灯の紹介について

215 震災時の寄付について 265 防災器具、安全点検啓発について

216 水道水中の放射能について 266 印西市総合病院の計画について

217 放射線、発電機について 267 現行の生ごみ処理について

218 広報いんざいについて 268 保健センターだよりについて

219 郵便局サービスに対する要望について 269 保健所の情報提供について

220 映像支援の依頼について 270 旧印旛村役場の体制について

221 カフェ・ラ・テについて 271 情報提供の取り扱いについて

222 工事現場情報ブライトビューテラスについて 272 歴史資料について情報提供

223 本埜村の白鳥到来について 273 情報提供の取り扱いについて

224 ２箇所の路面標示復元について 274 道路工事について

225 インターネット利用について 275 市からの節電について

226 市の新しいキャラクターの使用について 276 子育て支援課のヘルパーについて

227 入札参加の詳細について 277 職員室の電気について

228 公共施設等の計画について 278 千葉ＮＴ駅の橋上の照明消灯について

229 ジョイフル本田へのバスアクセス改善について 279 職員室の電気について

230 不登校、引きこもりについて 280 軽自動車税納付書について

231 ゴミ集積所、網交換依頼について 281 市民税未納について

232 白鳥の見所について 282 計画停電の市役所の対応について

233 東日本大震災アンケート 283 市町村施設および職員の喫煙対策調査へのご協力のお願い

234 ツイッターについて 284 固定資産税評価額の縦覧期間について

235 フェイスブックについて 285 転出証明の郵便による返送について

236 クリーンセンター移設について 286 自治会回覧板について

237 古紙のリサイクル施設見学会について 287 自治会連合会への助成金について

238 生ごみ処理機のCO2削減について 288 町内会の解散による備品の引き渡しについて

239 地域防災計画の見直しについて 289 集会所補助について

240 公共機関ウエブサイトアンケートについて 290 住宅購入の契約解除について

241 市職員の対応について 291 雪かきボランティアへの参加について

242 窓口対応について 292 印西市ホームページについて

243 市職員の対応について 293 旧印旛村役場の体制について

244 野焼きについて 294 職員の中途採用について

245 確定申告の受付について 295 旧印旛村役場の体制について

246 広報いんざい文芸コーナーについて 296 旧印旛村役場の体制について

247 広報いんざい文芸コーナーについて 297 旧印旛村役場の体制について

248 犬の飼い方を広報紙に掲載してほしい 298 旧印旛村役場の体制について

249 金環食の観察会について 299 議員名簿について

250 レンタサイクル社会実験について 300 旧印旛村役場の体制について
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NO. 件名 NO. 件名

301 旧印旛村役場の体制について 351 自転車駐車場の管理について

302 旧印旛村役場の体制について 352 自転車駐車場の利用について

303 旧印旛村役場の体制について 353 千葉ニュータウン中央駅前駐輪場について

304 旧印旛村役場の体制について 354 牧の原南口・草深前公園自転車放置について

305 旧印旛村役場の体制について 355 防犯灯について

306 旧印旛村役場の体制について 356 防災メールについて（不審者情報など）

307 旧印旛村役場の体制について 357 千葉ニュータウン中央駅北口駐輪場の壁について

308 旧印旛村役場の体制について 358 千葉ニュータウン中央駅北口自転車駐車場について

309 旧印旛村役場の体制について 359 千葉ニュータウン中央駅北口自転車駐車場について

310 旧印旛村役場の体制について 360 街路灯の不点灯について

311 旧印旛村役場の体制について 361 自転車駐輪場の空気入れについて

312 旧印旛村役場について 362 信号機設置について

313 職員の募集について 363 廃車の放置について

314 旧印旛村役場について 364 路上の放置車両について

315 旧印旛村役場について 365 飛行機の騒音について

316 旧印旛村役場について 366 クリ－ンセンタ－の建て替えについて

317 市長選出馬にあたって 367 ゴミ置き場における動物の食い散らかし防止について

318 旧印旛村役場について 368 クリ－ン印西推進運動他について

319 旧印旛村役場について 369 田んぼの放射線土壌汚染について

320 旧印旛村役場について 370 近隣の農薬散布について

321 旧印旛村役場について 371 印西市の六条大麦について

322 旧印旛村役場について 372 放射性物質を含む汚泥肥料の使用について

323 職員の中途採用について 373 草深の森の環境整備について

324 広報掲載について 374 本埜の白鳥への危害について

325 広報掲載について 375 猟銃の発砲について

326 旧印旛村役場について 376 井戸水の水質検査について

327 旧印旛村役場について 377 放射法測定のお願い

328 市長車の運転手について 378 大気環境中の放射線量について

329 印西市役所職員について 379 放射能測定について

330 水道、下水道料金支払いについて 380 放射能測定の依頼について

331 議員名簿について 381 被災地&避難所用のポスターについて

332 議員名簿について 382 市内48か所での放射線量の測定結果について

333 議員名簿について 383 放射線量について

334 議員名簿について 384 太陽光発電について

335 市議会　会派について 385 畑での焼却行為について

336 議員名簿について 386 放射能測定の実施について

337 市議会議員の交通安全について 387 合併処理浄化槽の補助金について

338 議員名簿について 388 放射線等に対する基本方針について

339 印西市が受け入れている東日本大震災避難者の件 389 野焼きについて

340 東日本大震災避難者の引受期間について 390 市民対象の無料放射線量の検査について

341 災害対策について 391 野焼きについて

342 東日本大震災復興支援のお願いについて 392 放射性物質除去実施計画(素案）について

343 福島第一原発について 393 小林学童歩道側の樹木のところの放射線量について

344 南相馬市からの避難者について 394 学童施設の放射線計測について

345 地震（警戒宣言）について 395 国民健康保険加入手続きと保険料について

346 消防団退団式について 396 民生委員のあり方について

347 消防団退職金について 397 介護認定について

348 成田線のダイヤについて 398 防災印西の放送について（徘徊）

349 「ふれあいバスの新らたなルート」に対する意見提出 399 独居高齢者対策について

350 ふれあいバス路線について 400 3人乗り自転車への助成制度について
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NO. 件名 NO. 件名

401 私立幼稚園園児保護者補助金について 441 バス通園について

402 学校体育館使用について 442 もとの幼稚園へのバス通園について

403 木下学童指導員について 443 もとの幼稚園へのバス通園について

404 平成２４年度保育料について 444 学校給食について

405 保育園の設置について 445 学校給食について

406 木刈学童保育への入所について 446 君が代斉唱について

407 子宮頸がん予防接種費用助成について 447 印旛歴史民俗資料館について

408 整備計画及び印西市との協定について 448 学校体育館施設開放の要望について

409 中央駅前センター改修工事について 449 スポーツ施設の予約について

410 節電による牧の原公園の消灯について 450 テニスコートのナイター利用について

411 公園の樹木について 451 中央駅前センター改修中のスポーツ施設利用料の支払い告知について

412 公園における放射性物質について 452 学校開放の使用時間について

413 戸神台西街区公園のベンチの破損について 453 公共施設を借りる際の料金の支払い方について

414 園芸業者の紹介について 454 テニスコートの利用について

415 公園の放射線量低減について 455 印西市体育協会バドミントン部の事業計画について

416 公園内の樹木の枝折れについて 456 印西市公共施設予約システムについて

417 大塚前公園の放射線低減対策の早期実施について 457 松山下公園体育館トレーニング室利用料について

418 草深公園公衆トイレについて 458 印旛日本医大駅周辺について

419 東児童公園のブランコ下マットについて 459 ランドローム日医大店の閉店について

420 大塚街区公園のバイクの駐輪について 460 印旛日本医大駅前のスーパーの撤退について

421 滝野公園と牧の原公園のバスケットネット交換について 461 ランドロームいには野店の閉店について

422 原南街区公園のアンカーボルトについて 462 小林の横須賀橋について

423 学校の除染について 463 歩道の雑草について

424 部活動練習場所の提供のお願い 464 道路の植木の剪定依頼について

425 校庭の放射線量について 465 道路補修について

426 小学校の放射線測定 466 街路樹の下の除草について

427 放射線の計測について 467 道路のミラーについて

428 小学校の放射線量 468 市道の落ち葉除去について

429 グラウンドの放射性物質について 469 街路灯について

430 運動会の代休の扱いについて 470 街路灯の電球切れについて

431 学校給食について 471 道路上の塩化カルシウムについて

432 公立幼稚園について 472 道路建設の陳情について

433 市立幼稚園について 473 市道番号25-072について

434 幼稚園について 474 道路建設の陳情と市民税支払い拒否について

435 小学校の学校給食について 475 新設道路の照明について

436 学校給食などの安全性について 476 道路開通時期について

437 給食の牛乳について 477 施工中断の道路について

438 給食の牛乳について 478 歩道設置について

439 幼稚園給食について 479 道路脇（地面）からの水の漏れ出しについて

440 市立もとの・大森幼稚園について

11



NO. 件            名 NO. 件            名

1 金銭のトラブルについて 9 ランドロームに伴う無料バスについて

2 出張所などの職員について 10 軽自動車税の課税について

3 職員の虚偽の報告について 11 住民票の住所誤りについて

4 職員対応について 12 ランドロームの閉店について

5 駐車場障害者スペースについて 13 職員対応について

6 ふれあいバスの見瀬バス停の位置について 14 国保年金課職員の対応について

7 重度心身障害者医療助成請求書について 15 申告会場での接遇について

8 戸籍表記の誤字について

NO. 件            名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

来庁における意見・要望

要望書として受理した案件

北総鉄道株式会社に対する申し入れについての要望書

ランドロームフードマーケット日医大店閉店に伴う住民緊急要望書

放射能測定の実施に関するお願いについて

緑生会の歯科室開設について

いには野地区スーパー問題に関するお願い

環境放射線量測定結果による対策等についての要望

社団法人千葉県測量設計業会会員活用のお願い

所後のエノキ（榎）の保護対策についての要望書

公設公営保育所への特定財源の復活に関する意見書を国に提出することを求める要望書

子ども・子育て新システム導入に反対する意見書を国に提出することを求める要望書
県の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の条例化にあたり市町村が独自に設定している基準などの反映を求める意見書提出に関する要望書

建築設備工事のご発注についてのお願い

車庫出入り用ミラー設置要望について

長寿社会における自立した生活の実現を目指す「シルバー人材センター」への支援の要請について

要望書

印旛高校跡地活用基本計画（案）についての要望書

千葉ＮＴ事業終了に伴う土地管理の整理統合に係る取り組みについて

放射能汚染対策に関する要望書

METAL ART MUSEUM HIKARINOTANIに関する要望

郵便局のサービスに対する要望等について

師戸川上流水路整備についての要望書

12

千葉ニュータウン２１住区の希少種を含む生物多様性保全のための対策について

印西市の放射線等に対する対応についての要望書

印西市クリーンセンター次期中間処理施設整備基本計画についての提言について

議会推薦農業委員に係る要望について

学校司書の配置を求める要望書
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 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 23 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（金） 市 役 所 本 庁 舎 10：00～12：00 3 人 2 件 

5 月 13 日（金） ふれあいセンターいんば 10：00～12：00 26 人 8 件 

5 月 17 日（火） 本  埜  支  所 10：00～12：00 6 人 4 件 

6 月 24 日（金） 市 役 所 本 庁 舎 14：00～16：00 12 人 11 件 

7 月 14 日（木） 本  埜  支  所 10：00～12：00 2 人 4 件 

7 月 15 日（金） ふれあいセンターいんば 14：00～16：00 3 人 4 件 

8 月 11 日（木） 市 役 所 本 庁 舎 10：00～12：00 4 人 4 件 

9 月 27 日（火） ふれあいセンターいんば 14：00～16：00 5 人 8 件 

9 月 28 日（水） 本  埜  支  所 14：00～16：00 1 人 1 件 

10 月 12 日（水） 市 役 所 本 庁 舎 14：00～16：00 3 人 3 件 

11 月 16 日（水） ふれあいセンターいんば 14：00～16：00 1 人 1 件 

11 月 17 日（木） 本  埜  支  所 14：00～16：00 3 人 2 件 

12 月 13 日（火） 市 役 所 本 庁 舎 14：00～16：00 4 人 5 件 

1 月 17 日（火） ふれあいセンターいんば 14：00～16：00 6 人 2 件 

1 月 19 日（木） 本  埜  支  所 10：00～12：00 4 人 1 件 

2 月 8 日（水） 市 役 所 本 庁 舎 14：00～16：00 5 人 4 件 

3 月 15 日（木） ふれあいセンターいんば 14：00～16：00 7 人 4 件 

17 回 95 人 68 件 

 
<会場別> 

会   場 回   数 訪問者数 件   数 

市役所本庁舎 ６ ３１ ２９ 

ふれあいセンターいんば ６ ４８ ２７ 

本  埜  支  所 ５ １６ １２ 
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17

18

市長談話室「オアシス」における意見・要望

№ 内　　　　容

・不登校の子を持つ保護者を集う講演会のお知らせとポスター掲示及びチラシの配布のお願い。

1
・市ホームページ内の放射線測定値は、市原で測定したものか成田空港で測定したものなのか。できれば印西市内で
の測定値を公開してほしい。県内でも銚子や房総など数カ所で計測してほしい。子供たちが遊んでいる場所が心配。

・本埜地区笠神にある「●●●●●●●」の隣に住んでいる。近所の蕎麦屋が農業用排水路に雑排水を流し、白く
濁った水が逆流してきて困るのでどうにかしてほしい。また、赤道の使用についてももめているのでどこに相談した
らよいか。

3

・ランドロームが閉鎖となり、住民にとっては買い物する場所がなく、死活問題である。北総線を利用して買い物に
行くにも運賃が高くて困る。市が仲介に入り解決してほしい。
・北総線運賃問題について、沿線市と連携をはかっているのか。
・印旛日医大駅周辺の商業化を進めてほしい。
・郵便局を設置してほしい。

4
・５月２８日（土）１３：００からイオンモール千葉NT３Fイオンホールにて「印西市合併記念俳句講演会」を開催
するので是非見に来てほしい。

5

・買い物する店がないので、曜日を決めて朝市のようなものを検討してほしい。
・ランドローム側から閉鎖する旨、市へ連絡はあったのか。店舗を閉鎖する場合の届出システムを構築するべきでは
ないか。
・ランドローム以外の事業者でも良いので早急に解決してほしい。
・市バスの運行を検討しているとのことだが、冷凍食品などバス停から家に着くまでにいたんでしまう。運行ルート
を検討してほしい。
・別の場所に市が土地を確保し、新たな事業者を誘致してほしい。
・いには野には素晴らしい自然、駅、役場、病院、スーパーがあるという事で引っ越してきた。NTセンターとランド
ロームとの契約も２７年まであると聞いている。震災関係の県の対策費の中で建物の修繕費を盛り込んでもらえるよ
う県に働きかけをしたらどうか。
・今回の件で自治会内で対策協議会を設置した。その代表を話し合いの場に出席させてもらい、現状を話させてもら
いたい。住民として協力できることがあればやらせていただきたい。市が中心となって指導してもらいたい。
・駅前の空いている土地の利用についてどのような計画になっているのか。
・URが４年後に撤退すると聞くが撤退後はどうなるのか。
・28日（土）の地区懇談会の中で進捗状況を説明してほしい。

9

・生活クラブ虹の街木刈デポ支部としてお願いに上がった。せっけんの街の啓発のチラシを役所においてほしい。例
年お願いしている環境に関するアンケートと機関誌に掲載する市長コメントをお願いしたい。
　今後の活動方針として２R（リユース・リデュース）を推進していきたいので市でも推進してもらいたい。市職員
も勉強してもらいたい。

10

・フレンドリープラザの運営が指定管理者となり、以前からの運営協議会会長が会長職を継続して行っている。既に
５年が継続しているので後退した方が良いのではないか。また、登録団体が会員もしくは賛助会員になりなさいとい
うのもおかしい。
・震災後のアシスタントの勤務体制について、夜の勤務の人が昼も働いているのもおかしい。市民活動推進課に話を
したが直接市長に話をしにきた。
・印西市に農地を持っており、その土地を売却したい。

6
・泉カントリー付近の道路が雨が降ると冠水してしまい通行が困難になってしまうので、修繕してほしい。印旛村の
時代からお願いしている。

7

・吉高台団地東側のモトクロス場の騒音で困っている。２０年前から続いている。印旛村時代から役場に指導してほ
しい旨お願いしてきた。合併してからも印西市の担当課に話をしてきたが、連絡もなく解決策が見えないので直接市
長に話をしに来た。地主と知り合いなのでやめてほしいと言いづらい。警察にもお願いし、過去３回注意をしても
らったが改善されない。この件に関する条例を新たに設置できないか。周辺住民に話を聞いて回った結果、ほとんど
の人が我慢しているとの事だった。署名や陳情書が必要であれば集めることも考えている。

8

12

①市民農園について私が市に要望として担当に伝えたことしか市は対応しない。もっと市民目線にたって対応してほ
しい。
②市は千葉ニュータウンでの新規店舗についてチェックはしないのか
③千葉ニュータウンアクロスプラザの駐車場をもっと使いやすくしてほしい。

13
放射能の測定結果について、市として公表をしてほしい。農産物についても、もっと測定してほしい。「環境放射量
測定課結果による対策等について要望」を持参。その旨の回答を7月7日までにほしい。

14 被災証明書をなぜ印西は出さないのか？習志野市と龍ケ崎市は即日に出している。

新体操の大会時に市長に挨拶をお願いしたい。また、アジア大会出場選手も出場するので見に来てほしい。

15 永治小学校裏の通学路を工事（修復）してほしい。

16
戸神台の横に病院が出来るようだが市は把握しているのか。調整区域に建物はたつのか。法律的に問題ないのか。7
月3日に説明会を開催してくれるようだが市は出席してくれないのか。

放射能の測定をもっと細かくやってほしい。学校に伝えたが相手にしてくれない。今後も全校で測定をしてほしい。

14



20

15

19
４月に印西の小倉台に引っ越ししてきたが、放射能の測定を野田市や川口市に見習って、市独自で1ミリシーベルト
にすることは考えていないのか。また、駅、学校・教室などの測定も行ってほしい。

福島の義捐金を持参。

21

・小学校２年生ともうすぐ1歳の子を持つ親。原発後安心して住める街をつくってほしい。給食についても心配なの
で問い合わせをしたところ安心ですと回答されるが本当に安全なのか心配である。弁当を持たせたいが一人だけなの
で子供が嫌がっている。昼食を自宅で食べてもよい、お弁当を持参してよいという宣言をしてほしい。
・友達数人で母乳を調べたら約半数の人の母乳から放射性物質が検出されている。
・除染のボランティアを市ホームページで募集し除染してもらいたい。自分たちは安全かどうかわからないので夏休
み中印西を離れるつもりである。
・近所の60歳くらいの人が公園の危なそうな場所の土を集めてくれているがその土の処理を東電にお願いしたところ
無理だと言われた。
・市内に病院ができる話を聞きよい環境になると話をしていたところだったが、放射能の関係で二人目、三人目をあ
きらめている人がいる。市として安心して子供が産める環境をつくってほしい。

22
・市道101号線を整備してほしい。
・竜腹寺線から464号線へ抜ける道路の早期開通をお願いしたい。
・本埜公民館の早期改修をお願いしたい。

23
・いには野地区在住。銀行、郵便局がなく不便。地域住民で運動を起こせば何とかなるのか教えてもらいたい。
・循環バスのルートについて、ある議員のチラシによるといには野→病院→駅というルートで一番人が住んでいると
ころに何故とまらないのか。もしそのルートが確定であれば検討してもらいたい。

24

・柏と印西のクリーンセンターの焼却灰から基準値を超えるセシウムが測定された。このまま続くと一般廃棄物が燃
やせなくなると聞いた。
・給食等も心配。
・オールボディカウンターを設置し測定値をこまめにホームページへ掲載してほしい。

25
・代替えでもらった土地に２ｍ位の溝が崩れてしまっている。旧本埜村にある印旛村飛び地。印旛村時代に下水と都
市建設課維持係に話をしたがそのままになっている。

26

・大森字中の口●●●●、●●●●は公衆用道路なので市の管理になると思うが、この脇にデイサービスセンターが
建設された。当初の転用目的と異なると思うがどうなのか。また、建設前に埋め立てを行っているが計画と違う環境
上問題があるアルカリ性の強い再生砂を入れている。土木管理課も環境保全課も事務上おかしなことをしているので
調査してほしい。

27
・国道３５６号線沿いの雑草が繁茂していて危険。何とかしてほしい。

28
・千葉県耳鼻科医の乳幼児委員会の委員長をしている。重度の難聴者の場合は、身障者の認定を受けいろいろな助成
を受けられるが、軽度の難聴の場合には助成が受けられない。そこで補聴器を購入する助成金を出してもらいたい。
全国でも動きが出ている。県内ではいすみ市が助成している。是非検討してほしい。

29

・放射能の講演会に出席した際、先生の話だと除染した方が良いと言っていた。担当課に除染した方が良いと話をし
たら検討しますと言っていたが結果はどうなっているのか。ホームページも確認しているが公表されていない。夏休
み中に行わなければ新学期が始まり子供たちが戻ってきてしまう。すべての表土を削ることが一番効果があると聞く
が、難しいと思うので、砂場の砂の入れ替えであればできると思うので検討してほしい。市だけでなく市民を巻き込
んで地域で行うよう働きかけてほしい。
・各学校に放射能測定器は配布しているのか。
・放射能の数値を測定し、結果を公表してほしい。

30

・印旛支所の前に住んでいる。12：00と17：00のチャイムの音が割れ鐘の集合体の様な音で印西市から音の暴力を受
けている。17：00は二回繰り返すのでたまらない。3月頃印旛支所の受付の女性に話をした。その際、総務の男性が
通りかかりその話をすると「私も気になっている」という話をしていたので改善されると思っていたが改善されてい
ないので市長に直接話に来た。

31

・娘が来年六合小学校に入学する。先日、六合小学校の運動会へ招待されいろいろ話を聞いたところ、来年の新入生
が10人に満たないと聞いた。隣のいには野小学校は100人位いると聞いた。子供達の人数が少なく、子供達に悪影響
がないか心配である。
・放射線が問題になっているがこの辺は大丈夫なのか。

32

・美瀬の住民は、詐欺にあった。ランドロームの跡地はどうなるのか。車がなく歩いて行ける距離にセブンイレブン
しかない。何とかしてほしい。
・ふれあいバスで市役所に行くのに時間がかかる。「脳の健康相談」に通っているが非常に不便である。住民の声と
してバスのルートを再考してほしい。

33
・ランドロームの現状はどうなっているのか。
・牧の原付近に郵便局を誘致してほしい。
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34

・草深の土地の話できた。平成14年頃の写真と現在の写真を見比べてほしい。土地の境に擁壁ができたおかげで排水
がうまくいかなくなった。市の窓口が企画政策課で、県を交えて3回話をしたが返事がない。都市計画法第29条で公
共工事については知事の許可がいらないとあり、学校をつくるのには許可がいらない。県教委はその法律で逃げてい
る。しかしながら、法律上違反である。訴訟を起こしても両者ともに大きな話になるので、企画政策課が窓口になり
うまく話を進めてもらえないか。これまでの話し合いで企画政策課は、話を聞くだけ、メモを取るだけで進展がな
い。言葉を発するとまずいらしい。訴状の一式を置いていく。

35
震災時に液状化で家が全壊状態になり、建て替えを考えているが、そのときに発生する家の瓦の処分を市でお願いし
たい。処分費用にお金がかかり過ぎるため、なかなか支払いができない。

36

秘書から先日の件について回答が来たが、不誠実だ。内容は市長に伝わっているのか。昨年の土木管理課と今回の陳
述内容が違っているが、市長はどう考えるか。監査請求の内容について何故目を通さないのか。市長の知らないとこ
ろで色々なことが行われていることで色々な問題が生じている。何故事務方の報告だけで、この陳述内容を読まない
のか。何故私が脱線した貨物列車をもとに戻さなければならないのか。それは市長が行うべきだ。環境保全課は事務
手続き上間違ったことをやっていると書いてある。指導内容について改善がされていないのに完了届けを受理してい
る。平成２１年１月時点においてデイサービスの移転の図面、見積もりがあるが道６ｍをいつ認めたのか。事前収賄
にあたいするのではないか。事務方は事実を曲げて報告している。

37
浦部の土留め、水路があるが、早急に個人の要望として土留めの修復、水路の拡張をお願いしたい。土留めも水路も
個人の家が一軒しかなく町内会とは無関係である。

38
家に珍しい木（ハンカチ）があるが、 近やっと花が咲いた。しかし、高さが６ｍ近くあり、NTの住宅街が隣接して
いるため、苦情が出る前に市の公園などに寄付をしたい。現在は苦情などはきていない。

39
前回のオアシスで家の前の水路の件についてお願いをしたが、いっこうに修復出来ていない。また、家の小屋がある
お寺の近くの道について、砂利を引いてくれないか。

40
ギネス達成せんべいに対するお礼。何回も挑戦しやっと出来た旨を説明。

41

家に隣接する境界について、弁護士とも話をしたが、行政の問題のため、行政と相談した方が良いと言われたので来
庁。家に隣接する境界について、隣接する土地所有者と境界線について意見が合わない。隣接住民は境界の杭を勝手
に抜いてしまった。理由は、家を建てる際、建坪率が足りないためと主張。弁護士に聞いたら地元の議員さんにお願
いしたらどうかとも言われた。

44
文化ホールで開催を予定している国際交流のNew year JaZZ Liveが思ったより参加者が集まらないため、文化ホール
の使用料金の減免と市の後援の便宜を図ってもらいたい。

噂で聞いたのだが他の病院建設の話がきているようだが実際のところはどうなのか。牧の原の学校は遅れるのです
か。

46

ランドローム問題で、一向に話が進まない。ランドロームの専務に伺ったところ再度の出店はしないと言われた。ラ
ンドローム問題は今後、裁判等で長引く可能性があるため市としてランドロームには早期に撤退をしてもらい、新規
店舗の誘致を進めていただきたい。すでに２業者(タイヨウ、マルエツ）が店舗を見に来ているようだ。市は4％の株
主のため、そのお金は市民の税金で賄っているものだ。そういう場合、市は市民に不利益がないように市長は意見を
いえるはずだ。株主として双方示談に応じ後継の新規店舗を誘致していただきたい。駅前開発も再度お願いしたい。
今お寿司屋、理髪店等が今年の３月までの期限で運営しているが、どうやら、噂によると期限を１年間延長で営業で
きるらしい。そのことは市長の耳には入っているのか。私たちはバリオ内の店舗を利用しているが、そのお店から話
を聞いた。URは駅前再開発を本当にするのか。一向に進んでいない。市としてURがその土地をどうするのか、市とし
て口頭ではなく文書で行政指導を行ってほしい。私たちは、何でもいいから一日も早くスーパーが欲しい。市として
公設市場を検討してほしい。２４年度の前半には計画だけでも作ってもらいたい。 後に私たちの希望は、①UR、企
業庁に新規店舗を早急に誘致してほしい。②バリオの再利用を早急に検討してほしい。

42
障害者の関係で市に質問・相談にいった所、職員の対応が冷たく不愉快に感じた。どうにかしてほしい。

43

大塚３丁目のクリーンセンター説明会に出席したが、メリット、デメリットを聞きたかったのにそういう状況ではな
かった。説明会の 中罵声などが飛び交い、私が賛成と発言したら参加者から凄い目で見られ、とてもその場所にい
れる雰囲気ではないため退席をした。私は、市長の意見に賛成だしサイレントマイジョリティーで応援していますの
で、どうぞこういう意見もあると皆に伝えてほしい。

49
交通に不便な場所に居住している。母の介護認定について相談したい。

47
レーシングチームでレーサーをしている。大会などに出るにあたり多額の資金が必要のため、市の広報掲載もしくは
市で何かしらの補助をお願いできないか。

48

家に隣接する境界について、行政相談を利用させていただいたが、一向に前に進まない。市の土木管理の担当者も現
場を確認していただいたが、隣接する家主が一向に話に応じようとせず、大変困惑している。前回も話をしたが、境
界の杭を勝手に移動してどんどん隣接する家主の土地が広くなっていってしまっている。今一度相談に乗っていただ
きたい。今日は地元の元議員さんも同席する予定。
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50

・千葉ニュータウン中央駅からジャスコまでの道路、印西西消防署からジャスコまでの道路について、街灯（防犯
灯）が現在の明るい時間帯（１６時ごろ）点灯している。何とかしてほしい。
・瓦礫の撤去について東京都のように受け入れをし、焼却した方が良いのではないか。

51

・バリオ内にあるランドローム後店舗について、URが公募を行い１店舗申込があったと聞くが、どんな会社なのか教
えて欲しい。市民にいつ情報を公開してくれるのか教えてほしい。
・放射能の測定について民地についてはどんな感じになるのか教えて欲しい。

52

・北千葉道路（鎌苅北～若萩間）部分開通後、若萩地区小学校区道路の速度制限の実施と横断歩道の設置してほし
い。
・若萩周辺地域において、農林事業以外の違法ゴミの焼却を中止してほしい。
・小学校の施設及び機器を登録団体へスムーズに貸し出ししてほしい。
・子どもの周辺環境の放射能の測定と除染へのサポートを充実させてほしい。

53
高花給食センター付近のＴ字路が、土日の夕方ジョイフルからの帰りの車で混雑し、大渋滞を起こしている。改善を
お願いしたい。



 
 

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 23 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 121 人 
 

ふれあい文化館  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【テーマ】：「平成 23 年度事業・予算」 

平成 23 年 5 月 21 日（土）14：00～ 

32 人 

本埜保健センター 

平成 23 年 5 月 22 日（日）10：00～ 

3 人 

ふれあいセンターいんば 

平成 23 年 5 月 28 日（土）14：00～ 

26 人 

本埜ファミリア館 

平成 23 年 5 月 29 日（日）14：00～ 

25 人 

中央公民館 

平成 23 年 6 月 4 日（土）10：00～ 

4 人 

小林コミュニティプラザ 

平成 23 年 6 月 11 日（土）14：00～ 

12 人 

中央駅前センター 

平成 23 年 6 月 12 日（日）10：00～ 

7 人 

平賀地区構造改善センター 

平成 23 年 6 月 12 日（日）14：00～ 

12 人 

18 



 
 

「要望型懇談会」 7 カ所 174 人 

木下東町会 【テーマ】 
１． ナリタヤ跡地にコンビニ・スーパーなどを誘致してほしい 
２． ふれあいバスの増便について 
３． 自主防災活動への具体的な援助について 
４． 町会加入の促進について 
５． 産科、小児科のある病院の新設はいつごろになるのか 
６． ＪＲ成田線の利便性向上について 
７． 北総線の運賃について 
８． 町内にＡＴＭを設置してほしい 
９． 保育園について 
10. 印西市の将来像について 
11. 木下東２～４丁目児童公園内の砂場の衛生状態について 
12. 町内大型車交通規制について 
13. 震災における道路の修復について 
14. 除草剤・殺虫剤の利用について 

 

平成 23 年 4 月 10 日（日）15：00～ 

中央公民館 

100 人 

放射線から子供を守る会 【テーマ】 
印西市における放射能汚染に関連する 
1. 子供への影響と対策について 
2. 印西市の方針・考え方・取り組みなどについて 
3. 母乳育児を行っている母親の現状について 

 

平成 23 年 7 月 22 日（金）13：00～ 

市役所１階１１会議室 

4 人 

木刈フットボールクラブ 【テーマ】 
１． 印西中学校にサッカー部を作りたい 

 
平成 23 年 10 月 22 日（土）14：00～ 

市役所附属棟２３会議室 

13 人 

高花三丁目自治会 【テーマ】 
１． 路線バスの経路について 
２． ＵＲの千葉ＮＴ事業終結に伴う、住民生活の変化とその後の市の引

き継ぎ対応について 
３． ＵＲの千葉ＮＴ事業終結に伴う、都市計画税の改正について 
４． 高齢者増加に伴う介護施設の現状と今後の設置予定について 

 

平成 23 年 11 月 12 日（土）14：00～ 

高花三丁目自治会集会所 

20 人 

印西市民アカデミー１３期生「街づく

り班」 
【テーマ】 
１． 誇れる印西の街づくり 

―今の印西と１０年後のまち印西― 平成 24 年 11 月 18 日（金）10：00～ 

市役所３階市長応接室 

7 人 

鳴沢町内会 【テーマ】 
１．基本計画について 

平成 24 年 1 月 9 日（月）15：00～ 

鳴沢会館 

15 人 
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内野・原山の自主防災会の代表 【テーマ】 
１． 地域防災会の設立について 

 平成 24 年 3 月 17 日（土）17：00～ 

サザンプラザ 

15 人 
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参加人数－３２人

意見・要望など 市長の発言

1

　西の原ショッピングモールでラーメン屋を営ん
でいる。牧の原出張所は今後どうなるのか。４
月１９日にURから来年の３月までに明け渡してく
れという通知が来た。本日出席している皆さん
にも見てもらいたい。市役所にも連絡は来てい
るのか。以前、あそこは暫定施設ではないと聞
いていた。２～３年前から暫定施設という話が出
てきた。コーエーコンサルタントという会社が
ニュータウンセンターとURの代理で明け渡しに
ついて話をするとの事である。あまりにも急な話
で驚いている。この件について、市長の意見を
聞きたい。

　市の方には、来年の３月で暫定施設を本設に
したいという話は聞いている。周辺住民が多く利
用しているので不便をきたさないようお願いをし
ている。
　出張所については、駅の近くにするとか詳細
について移転先を検討している。

2
　西の原ショッピングモールをこわした後、どの
ようにするのか。知っていたら教えてほしい。

　市・議会としても詳細がわからないので、２４
日の全員協議会に事業者（UR）を呼んで説明す
るようお願いしている。

3
　それは、傍聴できるのか。 　全員協議会なので市役所５階の全員協議会

室で傍聴できます。

4

　年間３０万円くらいの赤字を出しながらずっと
頑張ってきた。ショッピングモールに店を出して
いる事業者全体で反対している。２４日の結果
を聞いたうえで、署名活動等をしていきたい。議
員の方々にもお願いし、市にも協力願いたい。

　市の考えとしては、今まであった施設がなく
なってしまうとその地域の住民が不便をきたして
しまうので形を変えても残してもらいたいと話を
したい。詳細については今後打ち合わせをして
いかなければならない。

5
　１７年がたちこの地区も高齢者が増えてきてい
る。ショッピングモールは周辺住民に必要だと思
う。是非残してもらいたい。

　わかりました。

6

　ショッピングモールに入っている事業者を追い
出して、土地を買ってもらいたいという考えがあ
り、立ち退くようにという話をしていると聞いてい
る。

7

　千葉ニュータウン中央駅南側アリオもくら寿司
が土地を購入し、セブンイレブンや王将に貸し
ていると聞いている。このことを市長は知ってい
るのか。西の原ショッピングモールも同じ形にな
るのか心配である。事業者や周辺住民には説
明がない。

8

　昨年の懇談会で病院の建設について市長に
質問したところ、８月には詳細について話ができ
ると言っていた。正徳会が撤退したと聞くが状況
を教えて欲しい。

　建設資金の準備について、３月末までに資金
繰りがつかない場合、配分されたベッド数を返
還するという条件で、病床配分を返還したそうで
す。千葉県の方から印旛郡内で４００床以上の
不足ベット数が出ているとの通知はいただいて
いる。その後、印西市においては小児科、産婦
人科を主とする緑生会という病院が県に整備計
画を提出し、８１床のベッド数の配分を受けたと
聞いている。

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２３年５月２１日（土）・午後２時～３時４５分

　事業者に周辺住民に対し、説明責任を果たす
よう申し入れをする。
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9
　病院問題について、印西市はきちんと指導し
たのか。

　印西市としても入院施設のある病院の建設を
県に申し入れをしていく。

10

　震災の後、西の原ショッピングモール内の
ATMがしばらく利用できなかった。現在は復旧し
ているが、今後もATMを是非残してもらいたい。

　計画停電の関係で止まってしまっていた。この
件についても２４日に議員の皆さんに状況を聞
いてもらうようにお願いする。市役所の前の
ATMも利用できない状態になっている。現在計
画停電の対象から外れていることから、今後に
ついても印西市が計画停電の範囲に入らない
よう働きかけていく。

11

　病院建設については、専門家の意見を踏まえ
進めてもらいたい。正徳会の二の舞にならない
ようにしてほしい。

　印西市としても入院施設のある病院の建設を
県に申し入れをしていく。また、市が補助金を出
さないようにと医師会からもきつく言われてい
る。

12
　牧の原駅に特急が止まらない。都内の駅で切
符の買い方がわからない。

　運賃の問題も含め千葉県、沿線６市と協力し
運動していきたい。

13

　アバンドーネ原に住んでいる。運賃問題で裁
判が行われている。白井市長選立候補者の一
人も西白井に特急を止めるとマニフェストに掲
げている。東京の人から印西市は簡単に値上
げを了解したねと言われる。固定資産税も高す
ぎる。もう少し考えてもらいたい。道路を整備し
ているようだがまがった道ばかり作っている。ラ
ンドロームが撤退し、周辺住民も買い物にいく
場所が遠くなり困っている。本日議員４名が出
席しているが選挙前には何でもやるといってい
たがもっと住民の中に入って意見を聞いてほし
い。不法投棄も問題になっているが現場をみつ
け注意しようものなら大変なことになる。市内の
道路を自転車で走っているとダンプの運転手に
怒鳴られる。交通手段がなく、歩道がない道路
を仕方なく通行しなければならない。まちづくり
を再考してもらいたい。

　危険な道路の話が出ましたが竜ヶ崎線と市川
印西線だと思います。大型の規制を厳しくしたり
スピードが出にくいように道路を工夫するなど警
察とも協議をしていきたい。安全を大前提に自
転車専用道路も再考している。

14

　議員へお願いすることも一つだが、危険箇所
等の要望については町内会、自治会を通して市
へ要望するようになっている。もっと町内会・自
治会活動に積極的に参加してほしい。

15

　安心・安全快適なまちづくりをしてきた。昭和４
２年から私たちはやってきている。当時、ニュー
タウンというものは、みんなに安く土地を提供
し、印西市全体が幸せになるという事でやって
きた。現在では、ニュータウン地区において出て
いけなどと平気で話をするようになっている。首
長の姿勢が弱いからである。今日の懇談会へ
来る途中、別所の野球グラウンドのまわりに子
供たちがたくさん集まっていて野球をやっている
のかと思い声をかけたらグラウンドを壊している
と聞いた。あのグラウンドは三十数年前に子供
たちのために大人たちが整地してきた。子供た
ちの夢を壊すことを平気でやる。印西の行政が
いかに甘いかという事である。地元住民にして
みれば踏んだり蹴ったりである。市長にもっと強
くなってほしい。
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16 　懇談会での話ではないのでやめてほしい。

17

　印旛沼土地改良事業を平成１１年海老原市長
の時から始まり６月に解散総会を行い間もなく
終了する。印旛中央地区区画整理事業におい
て社会情勢を踏まえた価格を慎重に設定しても
らいたい。

　組合施行の中で十分協議していただいてい
る。

18

　西の原ショッピングモール内でステーキレスト
ランを営んでいる。URから事前に話がないのは
順序が違うのではないか。高齢者にとって、
ショッピングモールがなくなると困る。２４日の結
果についてわかりやすく説明してほしい。

　

19
　牧の原駅がオープンした年に名古屋から引越
してきた。今の話を聞いてびっくりしている。

20

　西の原ショッピングモールの土地がインター
ネットで売りに出ていることを知っているか。市
長の力添えが必要なのでよろしくお願いしたい。
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参加人数－３人

意見・要望など 市長の発言

1

東日本大震災後、下井付近の川の土堤でとて
も危険な場所があるので、早急に安全対策をし
て欲しい。

危険性があるため早急に印旛土木、市の土木
管理課に指示をし対応させます。

2

新しい小学校はどの辺に出来るのか。 現在造成を進めていおります２１住区の中で、
ジョイフルの裏の物木に抜ける道沿いに小学
校、保育園、地域の施設を建設します。

ふれあい懇談会・本埜保健センターでの質疑内容

実施期日－平成２３年５月２２日・午前１０時～正午
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参加人数－２６人

意見・要望など 市長の発言

1

　６月に総合計画基本構想に関する説明会など
が予定されているようであるが、懇談会も含め
このような市民を集めて行う会議などは、予め
資料を配布して、市民から有意義な発言ができ
るようにして欲しい。

　できるだけ早めに、情報を提供できるようにし
たい。

2

　印旛中央地区の土地区画整理について、具
体的な街づくりの展望が分からない。現在の経
済状況を考えると、人や企業がそこに入らな
かった場合、最終的に市がその処理をすること
になるのではないのか。

　印旛中央地区の土地区画整理は、組合形式
で開発を行うため、市は技術指導のみで、それ
以上の関与はしない。また、展望については現
在準備段階であるため、それを説明できる状況
ではない。

3

ランドローム問題について
①暫定商業区域に対する市の考え

　最終的には、ＵＲ都市再生機構が調整を行う
べきだと考えている。

4

ランドローム問題について
②問題解決に向けて、市から県に要望して欲し
い。

　当事者である千葉ニュータウンセンターの株
主・まちづくり公社に、働きかけている。

5

ランドローム問題について
③６月１日からバスの運行があるが、運行時間
や運行本数の増便を考慮して欲しい。

　バスの運行時間と運行本数については、地区
の代表の方と協議して決定したことなので、今
後の状況を確認したうえで考えたい。
　バスの運行は、あくまでも暫定措置である。

6

ランドローム問題について
④ＵＲ都市再生機構に調整を依頼したとのこと
だが、その回答期限は。

　口頭での依頼で、次回の会合までと考えてい
る。そこで回答がない場合は、文書で申し入れ
る。

7

ランドローム問題について
⑤ランドロームの代わりに新しい業者を入れら
れないのか。

　ＵＲ都市再生機構が誘致などを行うので、詳
細は不明。ただし、ランドロームが完全に撤退し
たわけでない。

8

ランドローム問題について
⑥話し合いの経過など情報を公開して欲しい。

　問題の状況から公開できない事項もあるが、
公開可能な情報はお知らせしたい。

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２３年５月２８日・午後２時～４時
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9

放射能による農作物の風評被害について
①対策をお願いしたい。

　印旛郡市の市長・町長連名で、県に放射能測
定と測定値の公開を申し入れた。

10

放射能による農作物の風評被害について
②ＪＡなどの団体に登録していない個人農家む
けの、放射能やその風評被害に関する講習会
などを開催して欲しい。

　農政課に指示する。

11

　震災後、使用できなくなっている宗像小学校
の体育館を、早く使えるようにして欲しい。

　設計については予算化している。予定につい
ては、教育委員会・学校を通じお知らせしたい。

12

※亀成川上流のホタルを例に挙げたうえで。
　自然と共生できるまちづくりを考慮して欲しい
（できれば、予算に見えるような形で）。

　ホタルの生息地は、２１住区の開発では現状
のまま残る部分である。また、２１住区の開発は
トンボの生息状況を調査したうえで進められる。
自然と共生するまちづくりについては、今後も考
えていきたい。

13

　印旛地区は循環バスなどがなく不便なので、
対策を講じて欲しい。

　ふれあいバスのルートの検討がある際は、申
し入れたい。
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参加人数－２５人

意見・要望など 市長の発言

1

　滝野小・中学校の砂塵が年々ひどくなり困って
いる。本埜村時代に防砂ネットを設置するとのこ
とだったがどうなっているのか。芝生を張るなど
対応策を考えて欲しい。この件については、地
元議員同行で教育総務課にも話をしている。

　合併の際の引き継ぎ予算の中に防砂ネットの
調査設計費が計上されており、調査設計を実施
した。しかしながら、設置の額が高額であり市内
の学校で防砂ネットを設置しているところがない
ため、今後校庭の改修と併せ芝生化を検討し、
スプリンクラーでの散水で対応していきたい。

2

　いつまでに対応してもらえるのか、具体的な時
期を教えてほしい。一種の公害、砂塵で気管支
があれている人も多いと思う。

3

　引っ越してきて2カ月で砂塵がひどいことに気
が付いた。窓の隙間から砂塵が入り床にたまっ
ている。学校の校庭にも小さな竜巻が起こって
いる。学校の先生もその埃の中で子供を走らせ
ている。学校に電話しても学校は関係ないと言
われ教育委員会へ話をしてくれと言われた。埃
で子供たちが見えなくなる。学校側が埃の中に
子供たちを出すのは信じられない。東京では考
えられない。大問題になる。ひどい土地だ。埃
がたたないようにグラウンド内２～３カ所で散水
をしているが、その中に子供たちを出すのも信
じられない。東京の子供たちだったら病気になっ
てしまう。周辺住民の害もあるが、子供たちにも
よくないと思うので一刻も早く対応してほしい。

4

　ふれあいバスのルートについての進捗状況
は。滝野住民のためにも中通を通して滝野住民
が利用できるようにしてほしい。

　（交通政策課長）９月の実証運行に向けて、業
者の選定に入っている。現在、バス事業者から
ルートや時間について企画・提案をいただいて
る。それに基づいて業者を選定し、ルートを決定
し９月以降に実証運行をする予定。

5

　従来の１、２丁目の間を通してほしい。役所だ
けで決めるのではなく、市民の声を反映してほ
しい。

　その件については、市民の声を協議会へ伝え
る。

6

　バス停で３人でバスを待っていたが通り過ぎて
おいて行かれた。どういうことなのか。

　バス事業者へ話をする。

7

　震災時、都内の小学校に１泊することになっ
た。その際の対応が非常によかった。印西市の
避難所も見習ってほしい。両親が働いているた
め子供が小学校で待っていたらここはまだ避難
所になっていないと帰された。

8
　バスのルートについて、事業者から企画提案
という説明があったがどういう意味か。やり方が
さっぱりわからない。

　（交通政策課長）事業者からルート・経費・バ
ス停の位置・安全面等を企画提案をしてもらい
事業者を選定する。

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２３年５月２９日・午後２時～４時５５分

　教育委員会に事情を話し、調査する。
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9
　ふれあいバスの始発（6：30～）、最終（～9：
30）の時刻を延長してもらいたい。本数も増やし
てもらいたい。

　バスについては、市内全域を考えていかなけ
ればならない。滝野に特殊事情があることを協
議会に申し入れをする。

10

　協議会の中に利用者は入っているのか。何故
滝野住民が入っていないのか。おかしいのでは
ないか。

　公募委員が入っている。
（交通政策課長）町内会代表者が入っている。
本埜、印旛、印西地区からそれぞれ１名ずつ
入っている。

11

　介護のアンケートがきて、「一人で買い物がで
きますか」という質問があるがこの地区に買い
物ができる店があるのか。毎年同じアンケート
を送ってくるがおかしいのではないか。７０～８０
歳の老人が手摺りを使わず階段をあがれるの
か。困っていることはないかという質問ならわか
る。間違っているのではないか。税金の無駄遣
いだ。

12

　ふれあいバスについては、行政と住民がしっ
かり話をしてほしいが、市長としては市全体の
バランスを考えなければならないと思うので今
日の提案を取り入れてほしい。

13

　合併に関し、５年前小川村長が当選した年に
佐倉の合同庁舎に講演を聞きに行った。その
際、ある議員が野田市長に「合併して得したこと
があったか」と質問したところ「何もない」と言っ
ていた。「あったのは、５年間で１６億円の人件
費削減だね」と話をしていた。合併というのはそ
ういうところに基準を置いて考えていかないと受
け入れてもらえないんだなと感じた。先ほど財
政状況の説明の中で歳出は横ばいと話をして
いたがどのくらいの人件費が削減になるのか。

　５年間で約７０～８０人の職員の削減が可能と
なる。その中で退職する職員の半分くらいを補
充しようという計画を立てている。今後、毎年２０
人位の職員が退職していく。しかしながら、職員
の年齢バランスが悪くなる。毎年同じくらいの職
員を補充しておかなければ業務が滞ってしまう
ところもある。そこのところを任期付職員などで
対応していかなければならない。今困っている
のは保育園の先生がたりない状況となってお
り、近隣市町村でも困っている。合併して行財
政改革を行い、人件費を削減し、それを福祉に
役立たせていく。そのためにも千葉ＮＴの３５０ｈ
ａの未処分地を処分していかなければならな
い。最近は印旛いには野の評判がよい。

14

　印旛いには野の評判が良いとの話だがランド
ロームが撤退したと聞くが。

　大家との家賃の問題で折り合いがつかない。
テレビ局もおもしろおかしく取材している。ランド
ロームがなくなってしまうと買い物できる施設が
なくなってしまうので、住民に説明責任を果たす
よう話をしている。

15
　買い物できる店がないことに関しては、滝野の
方が先ではないか。

16

　その件に関しては、平成２５年のＵＲ撤退の関
係で暫定施設を市としてどのように考えていくの
かということで、そこがはっきりしないと市長とし
ては話はできないのではないか。

　過日開催の全員協議会でＵＲ都市機構から議
員へ説明があったが、今まで暫定施設でやって
いたものを千葉ＮＴセンターが本設にしてやると
いうものは継続する。しかしながら、千葉ＮＴセ
ンターが継続できないものはＵＲへ返却し、処分
するという話であった。どういう形で処分するの
かを早めに市、住民に知らせてほしいことを伝
えた。
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17

　ＵＲ、千葉県企業庁、市が一体となって進めな
ければならない。この間の震災時も東京から１５
時間かけて帰ってきた。そこまでして千葉ＮＴに
住み続けようとしているのに我々の税金が既存
の地区に使われている。いい街にすることが行
政の責任である。行政が駄目なら行政をつぶす
しかない。

18

　本埜だけゴミ収集日が二日間なのは何故か。
いつから統一されるのか。

　（クリーン推進課へ確認）合併の際に混乱を招
く可能性があったため収集日を従来の日程にし
た。現在、調整中である。

19

　滝野プラザの集会施設が利用できなくなり数
年がたつ。地域住民（５、６丁目）の集会施設が
なく利用させてほしい。スーパーも撤退して数年
がたつ。今後の市の計画を教えてほしい。周辺
に郵便局がなく不便なので誘致してほしい。

　合併前に小川村長が滝野地区に大型集会施
設が必要だということで予算計上したところ、五
十嵐村長が必要ないということになってしまった
と聞いている。合併前の経緯を調査した上で進
めていきたい。郵政民営化後、郵便局新設につ
いては、なかなか許可がでないそうである。近
年で新設したところに職員を派遣して調査したと
ころ、政治的な力が働いたというニュアンスの回
答であった。しかしながらこのままでは環境は変
わらないので、牧の原地区に郵便局誘致の署
名活動をやろうという動きがあるのでご協力願
いたい。安易に新設するとどこかの郵便局を閉
鎖することにもなる。郵便事業者もこの地区に
利用者も多く必要性があることもわかっている。

20

　自治会総会で１、２丁目の自主防災組織が立
ち上がったと説明をうけたが、具体的にはどうい
う事なのか。

　５０万円を限度とした防災資器材の譲与や防
災活動への補助。　小倉台地区では毎年防災
訓練を行っている。是非活動してほしい。

21

　浪江町の件について教えてほしい。住民とし
て協力できることがあれば協力したい。

　震災時に千葉県から何人受け入れできるかと
いう要請があり、１３０人の受け入れが可能であ
るということで受け入れをさせていただいた。私
の方で指示を出したのが畳の部屋で水回りを使
用できるところという事で福祉センターと松山下
公園総合体育館の柔道場を用意させていただ
いた。市民の皆さんからもたくさんの救援物資を
いただき配布させていただいた。ＵＲ都市機構
にもあいている部屋を提供してほしいという要望
を行い6カ月間無料で利用できることになった。
昨日開催された印旛郡市の首長会議の中でも
ＵＲ都市機構の部屋に入居している人たちに県
から家賃補助をしてもらいたい、情報を流しても
らいたいなど要望をした。一番強く要望したの
は、放射線の測定値を正確に伝えて欲しいとい
う事について申し入れをした。

22
　防災無線が聞き取りにくい。 　みなさんから声をいただいているが聞こえにく

い場合は専用ダイヤルがあるので確認してほし
い。
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参加人数－４人

意見・要望など 市長の発言

1

2

放射能の測定を5月３１日に行うとホームページ
で見たがいつ公表になるのか。

６月６日（月）に公表できるように準備を進めて
いる。

4

個人で測定機を購入している人もいる。また、
市で専門の講師を招き、放射線に関する講習
会などを行っていただきたい。

専門の講師も県ではなかなかいないようではあ
るが、市としても放射能の測定に関して知識が
ないため、専門の講師を招いて講習会を開催し
ていただけるよう県に対し要請を行っている。

6

家の裏の道路（国道356号）の成田方面は改善
され振動は大分おさまったが、肝心の住宅側
（我孫子方面）が振動がすごく、道路が傷んでき
ているのではないかと思う。工事が中断してい
るが早く再開をしていただきたい。

震災の影響で鎌ヶ谷ー本埜線通行止めがあり、
早期の復旧作業をしている。必ず印旛土木事務
所にも申し入れを行う。ご理解いただきたい。

7

雨水対策の件。六軒十字路から東側（幸町）の
方に水が行くが、その影響で幸町が水没しない
ようにしていただきたい。

その件については調査をさせる。ただ、ゲリラ豪
雨の際には対応をできないのが現状。今の状
況の中では、梅雨時、秋などの予想される雨量
に対応できることになっている。

30

5

駅前通りが暗い。昨年の説明で市が防犯灯を
設置するといっていた。一年間待った。今年予
算がついたみたいで、電柱に番号がついていた
からこれがそうかなと思ってみていた。

木下、小林は昔商工会の街灯があった。みんな
お店屋さんが閉店してしまい、街灯は個人の持
ち物ということが判明した。やはり暗いため新た
に市で設置しなければいけないだろうということ
で、防犯上、計画的な面からも少しづつ設置さ
せていただきたい。

3

印西市として測定機の購入は考えているのか。
また、外部に委託するみたいだが業者の名前を
教えていただきたい。なお、消防署にも測定機
はあるのではないか。

すでに放射能の測定機の発注をしているが、納
品にはかなり時間がかかると聞いているためそ
の間は外部委託をして測定することとした。業
者については中外テクノス株式会社。千葉県に
も測定をお願いしており、市内２～３か所と言わ
れたが、広範囲での測定が望ましいためもっと
多くの市内の箇所を測定するよう要請はしてい
る。学校生活では今後プールが開放されるが、
水質の基準がないため、市では飲み水の基準
を採用している。

ふれあい懇談会・中央公民館での質疑内容

実施期日－平成２３年６月４日・午前１０時～１２時００分

地元の方々の歴史がある土地のため印旛高校
跡地を文化、福祉、スポーツ、環境、地域の活
性化へ活用してほしい。地域の活性化に繋がら
ない公共施設は検討していただきたい。

現在の活用としては、野球場、グラウンドを市民
に開放をしている。今回の震災で建物の被害も
かなりでている。印旛高校の跡地については、
県の施設なので、市としては目的を決定し、市
有地として買収をしなければならないため、現
在その手続きをしている。内容的には、老朽化
に伴い雨漏りなどの損傷のひどい大森、木下保
育園を統合し跡地への移転を進めている。



参加人数－１２人

意見・要望など 市長の発言

1

　小林中学校前を通り、セーブオンからファミ
リーマートまで抜ける道路について９９％完成し
ているようだが両端が完成していないのは何故
か。いつごろ完成するのか。

　本埜村時代に用地買収がこじれてしまった。
今後、用地買収と千葉臼井印西線へつながると
ころの信号機設置などの協議があるのでもう少
し時間がかかってしまう。なるべく早めに供用開
始できるようお願いする。

2

　6月1日号の広報いんざいに病院関係の記事
が掲載されていたが今後の進展について市の
方向性を聞きたい。

　印旛郡内全体で約49１床の割り当てがあり、
千葉県から新しい病院・病床計画が8月に示さ
れるということなので、印西市に2次救急病院を
設置してもらいたいということを引き続き千葉県
にお願いをしていきたい。緑生会としても増床を
希望したいという話もあるようです。

3

　駅前の都市計画が平成26年度完成と聞くが、
駅前からの都市計画道路の完成予定はいつ
か。

　駅舎と自由通路、駅前広場については、駅舎
改修事業で対応するので約束通り完成できると
思う。都市計画道路については、県の事業で、
現在の社会情勢なので予算がつかない状況で
ある。駅前広場だけできてもあの道路ができな
ければどうにもならないのでいろいろな形でアプ
ローチしていきたい。

4
　00-031号線のヘアピン道路も買収が難しいの
か。

　土地所有者に何度も話をしているが難しい。
粘り強く交渉していきたい。

5

　小林駅の改修後、駅舎を小林住みよいまちづ
くりの会やパトロール隊の事務所や高齢者の拠
点として利用させてもらえないか。ボランティア
の拠点となる施設を作った方が良いと思うの
で、是非市長在任中にお願いしたい。

　JRとの調整も必要なので、地域の人から要望
が出ていることを伝える。

6

　まちづくりの費用の分配の中で、まちづくりは
かつてのハード面からソフト面へ変化していると
思う。どのくらいのバランスで考えているのか。

　非常に難しい。まちづくりもコンパクトシティ、
小さな街をつくり歩いて買い物などができる街を
つくろうという流れになってきている。かつての
巨大なニュータウンをつくり車で移動するという
ところから変化してきている。２１世紀のまちづく
りのコンセプトは、低炭素や車がなくても生活で
きるまちづくりになってきている。その辺を含め
今後のまちづくりを考えていきたい。

7

　小林地区においても21住区が完成すると小林
から21住区へ車で買い物に出かけるようにな
る。良い道路をつくるとみんなそっちへ行ってし
まう。旧市街地はどぶ板どおり、その辺をどう考
えるのか。

　小林に住んでいる人々が、小林の中で買い物
ができ、駅の近くに拠点となる施設があり、コ
ミュニティがはかれるという形を作っていくべき
だと思う。しかしながら、幹線道路はつくらなけ
ればならないと考えているので現在計画中の都
市計画道路は早めに完成させなければならな
いと思う。

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２３年６月１１日・午後２時～４時
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8

　ソフト面、自転車、歩行者、地球環境の面から
もバランスのとれた街づくりに目を傾けてほし
い。市長も提案している安心・安全なまちづくり
の中で、行政の仕事は、縦割りでたらいまわし
になることが多い。市民の立場に立って、市民
の目線で対応してもらいたい。行政のシステム
として、ある街では、市民からの要請に対して、
2～3週間以内に何らかの動きがないとペナル
ティが課せられるということで効率を上げてきた
らしい。印西市の行政の中でそういったシステ
ムを考えているか。

　市長になりすぐにワンストップ制というものを
行ったが、なかなか一カ所では難しい。関連の
ある課については、場所を近くにしたり、案内を
おくなど工夫はしているがなかなか市民の皆さ
んに使いやすい形にはならないのが現状であ
る。気付いた点などあったら、直接でもメールで
も構わないのでぜひ話を聞かせてほしい。横断
的にできるものはする、たらいまわしにならない
よう職員へ指導する。

9

　まちづくり懇話会、市民と行政の職員が同じ
テーブルで議論をしている。お互いの目線でま
ちづくりへの意見を出しているところが良いと思
う。是非継続してほしい。関連している課がすべ
て出席しているので分かりやすい。

　

10

　この地区も25年がたち、今はマルエツがある
ので買い物ができるがそのうち他の地域のよう
に買い物も困難になかもしれない。病院に行く
のにも困る。印西診療所のバスもぐるっと回っ
て、最後に小林に来る。日医大のバスもこちら
側は通らない。是非、小林の街を通過するシス
テムを考えて欲しい。

　地域の先生方に診療所に出てきてもらい診察
をしてもらいたいという話をしたが、昼間診察を
してその後診療所へ行くのは難しいと話をされ
た。2次医療が印西に何としても必要であること
を県にお願いしていく。交通網についても市域
全体のバランスを考え検討したい。

11

　まちづくりについて、子どものころから小林に
住んでいる。かつては小林の中に店があり、す
べてまかなえた。住みやすかった。現在では、
商店街も代替わりをし、店をやめていく人も多
い。行政側から引っ張っていく政策はできない
か。小林に住んでいる人がやらなければいけな
いと思うが商店街を元気にするような施策を市
で考えてほしい。

　中心市街地活性化という形でいろいろな法律
を作ってやっている。地域の人達が地元の店を
利用しないと難しいところもある。ランドロームの
件についても行政・UR・大家・出店側、地域住民
それぞれに責任がある。小林・木下についても
もう少し頑張りましょう。

12

　小林地区も小林住みよいまちづくりで小林こい
のぼりという行事を行っている。子供たちは市内
全域から参加している。市の行事として是非PR
してほしい。今年は市内の子供たち2800名がこ
いのぼりを作ってくれた。子供たちを大事にする
ことが活性化に繋がると思う。

　是非みなさんもまちづくりの主体となって小林
の街を引っ張っていってほしい。
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参加人数－７人

意見・要望など 市長の発言

1

　ゴミ焼却場の移転について、旧本埜、印旛地
区に移転してもらえないか。火葬場など市民に
嫌われる施設が印西地区に偏っている。

　ゴミ焼却場の移転については、印西地区環境
整備事業組合を構成している各市町に候補地
をあげてもらったが、立地や交通アクセスなどを
考慮し、印西市内に決定した。なお、決定に至
る間、市でも検討し、組合へ提言している。

2

　白井市の施設のほうが先に整っている。白井
市のプールを他市住民が利用する際、利用料
金が８００円。利用しづらい料金設定。お互いに
利用しやすくしたらどうか。

　これについては、白井市の施設の方が整備さ
れている。プール利用者は７割が市外利用者で
白井市民が利用できない状況で議会でも議論
になり差別をはからなければという事で料金設
定された。今後、協力できるところは協力してい
きたい。

3

　民間バスが削減される中、ふれあいバスが走
るのは良いが利用率が向上するような施策を考
えて欲しい。

　以前は、200円、3ルートで使い勝手が悪かっ
た。その後、ワンコインにしルートも4ルートに設
定した。交通弱者を救済する意味もある。たくさ
ん乗る場所だけ考えるルート編成にするのも難
しい。しかしながら、乗らなくても困る。今回の
ルート改正により２ルート増えるので実証してい
きたい。

4

　ふれあいバスの採算はとれているのか。民間
に委託しているのか。

　民間に委託している。採算は合わない。

5

　URが撤退したときの影響は。地主責任がある
ので急に撤退という事にはならないと聞くが現
状はどうなのか。

　平成２５年にURは撤退するのではなく、新住
宅市街地開発法という法律の中での事業は、平
成２５年までに終わるということで、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。県企業庁としても撤退という話
があるが未処分地が処分できない状況なので
違った形で残ると思う。

6

　昨年の地区懇談会で原発についての危機管
理について質問し、その時市長は心配ないで
しょうと話をされた。私自身も現在の状況を予想
できなかった。地震や火災だけでなく今回の状
況を踏まえ、リスクマネジメントという考え方を行
政に取り入れて欲しい。

　この度の震災での反省点などを活かしたリス
クマネジメントを検討したい。

7 　高齢者に配慮した街づくりをしてもらいたい。 　

8

　男性が退職後、まちづくりについて話し合う場
を作ってほしい。今まで培ったノウハウをまちづ
くりに生かしたい。

　市内に豊富な知識・経験をお持ちの現役を退
いた人がたくさんいることは、耳にしている。電
大や印旛明誠高校からも多様な知識・経験を有
する人を紹介してほしいとの依頼があるので、
今後、人材を発掘するなど検討したい。

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２３年６月１２日・午前１０時～１１時３０分
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参加人数－１２人

意見・要望など 市長の発言

1

 平賀学園台から日医大北総病院に印旛学園
線を利用し通院しているが学園台入口発9：25
の次が11：55になってしまい診察の予約がうまく
とれないのでその間に増便してもらいたい。

　ちばグリーンバス㈱へ次回のダイヤ編成の際
に検討してもらうよう企画政策課から話をさせ
る。デマンドバスについても地域公共交通活性
化協議会の中で十分検討するよう指示する。

2

　中学生の子供がいる。この地域に全校で集
まって鑑賞できる場所が欲しいという話をしてい
た。震災の際に緊急避難場所としても利用でき
ると思う。

　ハートフルコンサートの話かと思う。全部の学
校が一度に収容できないという事で何校かがま
とまって文化ホールで開催している。これから箱
物を建てるのは難しい。緊急避難場所としては
小中学校の体育館を指定している。六合小学校
の体育館の天井が落ちてしまったので早急に補
修している。この地域では、平賀小学校は大丈
夫である。宗像小学校の体育館は現在使用禁
止としており、今年度中に設計をして来年度建
て替える予定。本埜中学校の技術室が耐震構
造になっていないので使用禁止にしている。こ
の他、旧印旛村中央公民館、宗像中学校の体
育館、旧草深小学校の体育館も耐震化されて
いないので現在使用禁止としており取り壊す予
定である。

3

　平賀出張所の前の通り、グリーブから酒々井
までの区間において大型車の通行が規制され
ているはずだがかなりの数の大型車両が通行
している。子供たちの通学路にもなっているので
取締りをしてもらいたい。

　市民安全課から取締りについて、警察へ申し
入れをする。

4

　平賀地区も流末が確保できないため、合併処
理浄化槽が普及してきたが、生活雑排水を用水
路へ流しているので田んぼの用水と一緒になっ
てしまう。

　地域から要望していただき、順次整備してきた
い。

5

　学園台の区長をしている。合併後、市民から
の要望や苦情処理をスピーディに対応しても
らっている。勤務先が遠いので、市ホームペー
ジを充実して市の情報をもっと流してもらいた
い。

　ホームページについては秘書広報課が担当し
ているので工夫していく。

6

　今回の震災時、各所でライフラインが寸断され
た。地域自治会、自主防災組織でもある程度の
食糧の備蓄と対策を考えていかなければならな
いと思う。平賀学園台にも自主防災組織は結成
されているが、新規に自主防災組織を立ち上げ
た際には補助金が出るかと思うが既存の自主
防災組織にも助成してもらいたい。

　防災計画を見直すことになっているのでその
中で検討したい。水については各家庭である程
度備蓄してほしい。

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２３年６月１２日・午後２時～３時３０分
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7

　舞姫地区は、防災倉庫を作ってもらって備蓄し
ていると聞いたが学園台にはない。

　平賀学園台の防災倉庫は、現在のところ平賀
出張所にあるものである。緊急時のためにも、
地域防災訓練などを行い、倉庫内の点検や発
電機など機材の試動を行い、使用方法など確
認しておいてほしい。

8

　要望書を支所へ持っていくと市役所へ持って
行った方が早いと言われる。市役所の雰囲気は
良いが支所は良くない。娘が内野に住んでいる
が印西はサービスが悪いので引っ越したいなど
と話をしている。

　職員への指導などで市のサービス向上に努め
たい。千葉ニュータウン中央駅周辺では、駅前
センターの改修に伴い中央駅前出張所などを
移設し、複合的機能を持つ（仮称）中央駅前地
域交流センターを設置するので、サービスが向
上できると考えている。
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参加人数－約１００人

意見・要望など 市長の発言

1 病院の誘致について 事務手続きについて説明。

2

3月11日に発生した地震により生じた平岡グラン
ドの上の道路陥没部の修復について。
片側通行になっているが、危険なので大きな標
識を設置して欲しい。

被害後の処置は行っているが、再度現地を確
認し適切に対応したい。

3

取水場の南側の信号のある交差点に陥没があ
る（東側の車道と排水溝の蓋との間）。
夜間は、見えにくいので早急に対応をお願いし
たい。

現地を確認し、対応したい。

4

公園の砂場の砂が20年以上補充されていない
ので、新しい砂に換えて欲しい。
また、遊具のさびもひどいので対応をお願いし
たい。

対応したい。

5 市内で放射線量測定はできないのか。 県に要請・要望している。

ふれあい懇談会（要望型）・木下東町内会での質疑内容

実施期日－平成２３年４月１０日・午後３時～４時

36



参加人数－約３人

意見・要望など 市長の発言

　福島第一原発の事故による印西市内の放射
能汚染について市としてどのような対策・対応を
しているのかを教えていただきたい。また、放射
線量を測定した目的を聞きたい。

　測定については、空間放射線量を５㎝、５０
㎝、１ｍという高さでそれぞれ計測している。５
㎝については、地質上地面からの影響を測る上
で必要であろうと思われる高さ、５０㎝・１ｍにつ
いては、それぞれ我々が通常に生活している中
で影響を受けやすいであろう思われる高さの空
間放射線量を計測して、人体に影響があるレベ
ルかどうか実情を把握し、それによって軽減や
避けられるものは避けるような対策を講じるた
めに計測をしている。この地域は、通常時の自
然放射線量の値もなく、この地域での測定も市
が行うまでは全く行われていない空白地帯で
あった。柏方面では東京大学、成田方面では成
田空港、川の対岸では茨城県で測定結果が出
ている。この印西地域は空白地帯であり、基準
とするものがないと比較できないので測定して
いる。（環境保全課）
　子供への影響が重要と考え、市内公立幼稚
園、小中学校を重点的に測定している。（教育
委員会指導課）

2

　子供への影響が重要だという事だが何ミリ
シーベルトなら良いのか。また、共通の目標値
はあるのか。例えば、何ミリシーベルト以上に
なったら対策を考えるのか。計測する前後で数
値に対する検証を行っているのかを聞きたい。

　基準自体は、国で示したものを用いている。土
壌の入れ替えなどで指標も示していた。印西市
もそれに準じている。（環境保全課）

3
　具体的な数値は、ホームページで公開してい
るのか。

　公開している。（環境保全課）

4

　子供が摂取する食物などの基準はあるか。 　農産物に対する放射線物質の影響という事で
話をさせていただくと、ヨウ素、セシウムなど国
の指針が出ている。その指針を持って市場が制
限され、千葉県で農産物の検査項目を決めて
いる。印西市としてもそれに応じて動いており、
これまで４回実施している。今後も 低月一回
は実施していきたい。（農政課）

5

　子供が食べるもの、体に浴びるものそれらを
全て合わせた値について国からは基準は出て
いないと思うが、市としての基準は設けている
のか。大気中の放射線量の基準があると思うが
自分の母乳や子供の尿からセシウムが出たり
すると心配である。ないのであれば国への要
望、働きかけを行ってほしい。

　現在の国の持っている知識を結集しても基準
値が出ていない。印西市としての基準を設定す
るのは難しい。（農政課）

6

　生涯の被曝量が１２５ミリシーベルトを超えた
人が死亡率が上がっているとか去年の厚生労
働省の調べだと２０ミリシーベルト以上で発がん
との関連性がみられるという記事がたくさん出
回っている。その中で子供に対する基準がない
という事自体が不安になっている。

　本日の報道で政府に答申したという話なの
で、この目標を達成するための具体的な数値が
出てくると思う。現段階では積み上げるものが
ないのが現状である。（農政課）

ふれあい懇談会（要望型）・放射能から子供を守る会での質疑内容

実施期日－平成２３年７月２２日・午後１時～３時
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7

　わからないままにしないで、国に対して策定を
急いでもらうとか、指標を独自で持って印西市
ではこうしますという姿勢が見られれば安心す
る。何にもない状態だと市民からも信用がなく
なってしまう。国が信用できない時代、国は頼り
ないけど印西市は頼れる、安心できるというよう
になってほしい。

　これまで国で支障が出たものについては、既
に市長から要望している。（農政課）
　基準の無いものについては、基準をつくるよう
に文章で要望している。市長も直接国・県へ出
向き要望している。（環境保全課）

8

　野田市、柏市は、空間線量の基準を決めて動
いていると思うが独自で決める予定は。

　野田市においては、国の基準値の２０ミリシー
ベルトと３．８という数字に２０分の１したものを
基準値としているが他の対策を見ていると砂場
などをシートで覆って近づけないようにするとか
線量計を持たせるという具体策が出ている。印
西市も学校・保育園の砂場については、シート
で覆って近づけないようにしている。線量計につ
いては数に限りがあるので対応可能な範囲で
計測している。高い低いにかかわらず国の基準
を踏まえて対応策を講じている。（環境保全課）

9

　目標の共有化を行って、市民に周知してほし
い。

　野田市の場合は、国の基準値をもとに割りか
えして数字を出している。川口市の場合は、屋
内屋外の数値を設定しており、0．31マイクロ
シーベルトに設定している。印西市の小学生の
体育の時間も含めた外のいる時間は約2時間、
中学校の部活では2～3時間位でなので川口市
で定めた安全の範囲内にあると認識している。
日常生活の中でも手洗い、うがい、衣服の清潔
などを指導している。プールについても清掃を
実施し、プール水の検査も実施しているので今
のところは問題はないと認識している。運動会
の前も保護者の協力を得て清掃を行うので問
題はないと考える。（教育委員会指導課）
　保育園の砂場も、シートで覆い使用しないよう
にしている。（保育課）

10

　対策を聞いても不安、印西市にいられない人
もいる。海外から見ても印西市に住めない。基
準値以内だから大丈夫なのかという心配があ
る。母乳にセシウムが含まれていた段階で不
安。不安に思っていることを一つ一つ潰してほし
い。

　

11

　市民がどれくらい不安なのか調査したか。 　電話やメールでの問い合わせが入っている。
（環境保全課）
　電話やメールでの問い合わせがあったので、
広報紙にＱ＆Ａを掲載する予定である。（保育
課）

12

　対策をホームページや広報に載せてほしい。
子どもをこれから保育園に通わせる保護者は情
報がない。どこへ向かうかわからない。
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13

　内部被曝を含め、全体の被曝量が心配。水産
物、海産物それぞれ見ていくと基準値以内だが
子供達の尿や母乳から出ている事で心配。心
配しても仕方ないので気にしないようにしている
人もいる。これまで聞いた以外の対策を聞きた
い。

　焼却場からの高濃度放射性物質の排出について話をさせていた
だきたい。家庭から排出されるゴミについては、千葉ニュータウン中
央駅周辺に設置されている印西市・白井市・栄町の一部事務組合
で組織されている印西市環境整備組合で処理している。東京23区
の一部清掃事務組合で焼却灰の放射線物質の測定を実施したと
ころ1万数千ベクレルという高濃度の放射性物質が検出され、印西
市環境整備事業組合でも測定した結果、飛灰から13,000ベクレル
強の放射線物質が検出された。その処理については、印西市の大
廻地区の 終処分場に主灰をドラム缶に入れて密閉し、 終処分
場の車庫に一時仮置きをしている。その他、遮蔽性のあるプレコン
ボックスに入れて一時仮置きをしている。この取り扱い方式につい
ては、国で示された数値に基づいて適切に管理している。クリーン
センターや 終処分場の周辺の空間放射線量についても10日に1
回位測定しており、他の地区と同じ空間放射線量の数値と同じ値
が出ている。（クリーン推進課）
　勉強会の実施について、第二回目を8月27日に予定している。講
師は放射線医学総合研究所の方で題目は一緒だが、第一回目と
は人が変わるのでまた違う話が出てくると思う。質疑についても第
一回目を踏まえて新しい質問が出てくると思う。これについては、8
月1日号の広報紙でお知らせする予定である。除線の方針につい
ても、柏など東葛6市と同じ対応になろうかと思うが実情を把握し、
施設の状況も踏まえデータを集め検討するということになる。（環境
保全課）
　農産物の安心安全という事を念頭においている。現在県主体で
実施しているがもう少し頻繁にできないものかという事で　下期に
独自で簡易的な計測器の購入を考えている。（農政課）

14

　10日に一回という回数は、何を持って決めて
いるのか。安心感を与えるためにも、毎日測っ
てもらいたい。

　できるだけ間隔を隔てて測定をし、市民に公
開することによってある程度の対応ができると
思う。（クリーン推進課）

15

　牛の問題も出ているが印西市は大丈夫か。 　市内に酪農農家はあるが、肉牛農家はない。
肉の加工についても県で検査をしている。（農政
課）

16

　学校給食についての安全性は。八千代市で
はセシウムが入った牛の肉が給食に入っていた
と聞くが。

　給食については、センター方式で行っている。
食材は、安全性が確認されたものであり、産地
もはっきりしたものを使用し、信用できる業者か
ら仕入れている。出荷制限や出荷停止がか
かっているものは使用していないし、そういった
ものは市場に出回らない。産地についても4月
まで使用した分を公開する予定である。調査す
るとなると４、５日かかるのでその給食の食材は
使えなくなってしまう。印西市の給食に使用して
いる食材の産地は、国内産３割、千葉県産３
割、印西産３割という割合で地産地消に心がけ
ている。（教育委員会指導課）

17

　5月の給食で使用した食材に含まれていたも
のが2カ月後に発覚するという事が実際に起き
ている中で信用している業者だから仕方ないと
いう考え方が改善されないところが私たちにとっ
ては非常に不安である。

　食料の流通なので国自体の考えになる。給食
で使用する牛や肉についてはすべて識別番号
がついているのでインターネットで調べられる。
（教育委員会指導課）

18

　給食についても遠隔地から取り寄せる方法は
とれないか。

　野菜については、印西市ですべて取れないの
で地方から仕入れ使用している。気候の差があ
るので 初は沖縄、九州から野菜はできてく
る。例えば、給食で使ったジャガイモは長崎、鹿
児島、沖縄、北海道、 近になってようやく千葉
県産を使用している。（教育委員会指導課）

19
　ジャガイモ、タマネギなどはそうかもしれない
がホウレンソウなど 初に問題になった野菜は
使用していないのか。

　既に出荷制限がかかっていたので使用してい
ません。（教育委員会指導課）
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20
　子供に給食を食べさせるのが不安な場合、弁
当を持たせるなどの対策は。

　保護者から申し入れがあった場合、許可をし
ている。現在10名。（教育委員会指導課）

21
　教育委員会から生徒に弁当を持ってきて良い
という話をしているか。

　保護者から申し入れがあった場合に許可して
いる。（教育委員会指導課）

22

　学校で弁当持参を認めている事をアナウンス
できないか。アナウンスがあると不安に思ってい
る保護者は安心する。国が安全と言っているか
ら大丈夫という人もいる。校長や先生の方針に
よって違うと聞いている。ある学校では、水を
持ってきていいよという事を学校側から話をして
欲しい。選択肢を持たせて欲しい。思っていても
言い出せない人もいると思う。自由度を持たせ
て欲しい。現在弁当を持ってきている10名以外
にも調査したら持っていきたい人がいるかもしれ
ない。

　逆に何故、福島などの東北を避けるのか、安
全が確認されれば福島産をどんどん使用し、復
興に協力するべきだという意見もある。水筒も
制限はしていない。震災前から許可している。
弁当については、年度途中であり給食費の問
題もあるので、検討させて欲しい。（教育委員会
指導課）

23

　農政課の方が席を外されたが、例えばスー
パーとかで東北産、千葉県産を外して買おうと
したときにホウレンソウだとか、そういうのに対し
ての対応策は。

　市としても国の指標を基に安全であるという事
で動いている。（保育課）

24

　これまで対応策などいろいろな話を聞いてき
た上で、やはり市を離れるしかないかなというの
が周りの意見だが、こういう残念な離れ方につ
いて市長としてどう思うか。

　市としてもできる限り対応していきたい。 終
的には千葉県、国へ働きかけていきたい。（市
長）

25

　何で我々が不安に思っているかを考えてもら
いたい。実際に働きかけをしてもらっているのは
わかる。対策は何のために行うのか考えて欲し
い。そこを見直せばもう少し楽に動けるのでは
ないかと思う。市で基準値を設定してもらってい
れば安心する。一番気になっているのは子供が
被曝していないかということ。印西市は大丈夫
だと思い住んでいる。日々の生活の中で安心し
て過ごせるようにして欲しい。大人だけなら気に
ならない。子供がいるから心配である。子育て
がしやすい環境だという事で印西を選んで住ん
だ。今専門家が一生懸命考えて出してる値など
結論が出てこない。ある専門家の意見を間違っ
ているという専門家もいる。

　指摘にあったように専門家によって意見が違
う事がある。柏市を含めた東葛6市で専門家を
交えて、中間報告を行っているが、それによると
死に至るような発癌が自然状態だと12、3万人
だけれど、0、5マイクロシーベルトだと10万人増
えると言っている人もいるので、そのような事か
ら不安になると思う。不安と言っている人がいる
以上そちらをとるべきというのがみなさんの意見
だと思う。今の実験では、0点何マイクロシーベ
ルトの値だと確率的に増加するというデータと
か、死亡率が高くなるという値がない中で我々と
すれば今意味のある対策がない。しかしなが
ら、数値を低くする努力は考えていかなければ
ならない。それには国の支援がなければできな
いので引き続き、要求や支援を求めていかなけ
ればならないと考えている。福島でいろいろな
対策をとった結果、印西の何十倍の数値から2、
3倍程度に落ち着いたという事だが、印西のレベ
ルで同じことをやった場合の実験データもない
ので、現場の状況も含めて考えていきたい。（環
境保全課）

26

　例えば人だとか、予算をとるなど新たに対策を
講じてほしい。市の方から市民に対して協力の
依頼を率先してできないか。

　それをやってどのくらいの効果があるのか、実
験データを収集して検討していきたい。（環境保
全課）
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27

　現在避難している人がいつ帰ってきたらよい
のか見通しがつかない。独自の数値を設定して
もらわないと安心して帰ってこれない。そのあた
りがいつまでに具体的な数値にならないと避難
している人にとって不安はなくならない。数値を
設定し、順を追って行けばそんなに大変なこと
ではないと思う。子供を保育園に通わせる目安
にもなると思う。市で基準値を決めてもらえれば
住みつづけるかの基準になる。

　場所によって高いところもあれば低いところも
ある。高いところは継続的に状況を見ていきた
い。（環境保全課）
　保育園の砂場の砂を入れ替えたところ、数値
が半分位に下がった。今後も子供たちに対する
不安を取り除いていきたいと考えている。　（保
育課）

28

　砂場の数値が半分になったことを聞いてすご
いと思った。だが、公表されていない。今後の見
通し、市としてどこに向かっているのかを情報発
信して欲しい。これは大丈夫だけでは安心でき
ない。効果を気にしてほしい。

　情報の発信については、検討する。講演会の
中での質疑内容をＱ＆Ａ形式でホームページに
載せていきたい。（環境保全課）

29
　公園の砂場はどうなのか。 　保育園・学校と同じ考え方である。（都市整備

課）

30

　具体的な除染は考えていないのか。どこかで
市としての基準値を決めて欲しい。

　除染した後の砂をどうするかという問題が残
る。（都市整備課）
　川口市が自然界の放射線量も込みで数字を
決めて、そこを越えたら除線するとした方がよい
のか、野田市のように国の指標を20分の1の割
合で数値を算出してそれを越えたら除線するの
か、どれが妥当かという状況で不安を取り除け
るかどうかわからない。　（環境保全課）
　１ミリシーベルト以上だと除線のラインになると
思うが、市としては基準を設定していない。（保
育課）

31

　保育園の除染、公園の除線も行って欲しい。
市で業者を雇ってできないのであれば、市で除
線ボランティアを募って除染作業を行って欲し
い。

　国の支援を受けないと難しい。（都市整備課）

32

　国の支援を受けるとなると、印西市の順番に
なるのはいつになるのかわからないので、市民
ボランティアを募った方がよいのではないか。

　

35

　目標値を設けて欲しいという意味は、健康に
害のないようにして欲しいわけではない。絶対
にここが安心だという数値を設けてほしいわけ
ではない。線引きをして欲しい。

　数字が独り歩きしてしまうのではないかと思
う。（保育課）

36

　数字にとらわれないで欲しい。数字は重要で
はないと思う。対策を考えるのに、やみくもに
なってしまって、これくらいだったら大丈夫であろ
うと思って動いていては不安は消えない。これく
らいの測定結果が出たが、それに対し市民はど
う思いますかというように、市民の気持ちを理解
するような働きかけをした方が良いのではない
か。市長はどう思うか。

　先ほども話したが、市としてもできる限り対応
していきたい。市民のみなさんから良いアイディ
アがあれば参考にする。市独自の数値の設定
については、数値の根拠がない。国の数値に頼
らざるを得ない。 終的には千葉県、国へ働き
かけていきたい。（市長）

39

　小学校のグランドに穴を掘って、小学校の責
任範囲で除染した土を埋めたらどうか。

　除染した後の土を集めると値が高くなる。処分
方法についての国の指針が出されていないの
で動けない。（教育委員会指導課）

40
　福島で子供の尿検査を実施しているが印西市
において今後実施する予定は。

　予定はしていない。（健康増進課）
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参加人数－約７人

意見・要望など 市長の発言

1

印西市の発展について。 千葉ニュータウンは用地買収が遅れて、最終的には、今年
の３月に用地買収に応じていただき、いよいよ、２１住区街
づくりをはじまります。最初のニュータウンは人が住むだけ
のニュータウンでありましたが、今は働く場所、憩うことが
出来る場、買い物が出来る場所があるニュータウンとして
考え方が変わってきました。ニュータウンの発展は中央駅
圏だけでは、こんなに発展はしなかったと思います。牧の
原圏と競争意識を持ってやっていたので発展したと思って
おります。ジョイフル効果も一つありますが、同時にジョイフ
ルは約5,000台駐車できるスペースがあります。しかし、そ
の買い物客が帰るときに道路が大混雑している状況にあり
ますことから、早期に千葉北道路の開通に向けて工事をし
ているところでございます。

2

防災について。 今地域の防災組織がしっかりしてきました。でき
れば、是非、小倉台の自主防災組織を見に行っ
て見て下さい。色々勉強になると思います。備
蓄をしてください。最低３日分あれば良いと思い
ます。

3

買い物に行く道が（歩道）、下水のマンホールで
カートが動きずらい。（デキシーのとおり。）

土木管理課に指示して現場確認及びデキシー
へ枝の剪定をするように申し入れを行います。

4

最近個人宅の庭から枝が出ていて、雨の日は
傘などをさすのに困難。

民地のため、環境保全課より指導するよう指示
をいたします。

5

自転車教習所をつくったらどうか。 小・中学生については毎年自転車安全教室を
行い、高齢者についても同時に講習会を行って
おります。

6

中央駅の前の工事はなにか。 暫定的な駐輪場であったがその隣に市で駐輪
場を建設しております。

7

市役所をニュータウン中央に建設してみてはど
うか。

災害時災害対策本部になります。昨年３年間か
けて耐震工事をしたばかりです。もう少しこのま
まで行く予定でございます。

8

放射線をきちんと調査しているか。 専門の対策室を立ち上げ、毎日定点観測を
行っています。公表は、ホームページ、広報など
でお知らせしています。

ふれあい懇談会（要望型）・質疑内容(市民アカデミー１３期生　「街づくり班」)

実施期日－平成２３年１１月１８日・午前１０時～正午
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参加人数－約１５人

意見・要望など 市長の発言

3

　高花３丁目の住民の方々は夕方高花４丁目
バス停で下車して帰宅しますが、歩道の照明が
暗くて防犯上良くないので何とかしていただきた
い。

　後日、市民安全課で確認をするよう指示いた
します。

4

　病院の裏に空き地がありますが、以前は所有
者が草刈りをしていただいていましたが、最近
夏に草刈りをしていないので、蛇や蚊が多く発
生しているので何とかしていただきたい。

　環境保全課を通し所有者に連絡をいれて草刈
りをなどの管理について徹底していただくよう申
し入れを行います。

5

　パークゴルフ場が出来る予定になっていると
思いますが進歩状況を教えていただきたい。

　パークゴルフ場としての名目での設定はして
いませんが、多目的広場として活用していただく
ことで、来年の夏頃までの計画で準備を進めら
れています。ただ、予定地の汚水管の工事が遅
れるためトイレ設置が遅れるという話は伺って
います。なお、土日についてのパークゴルフの
利用は出来ませんのでご理解ください。

6

　高花小学校に防災倉庫がありますが、一度も
中身を見たことがないのですが、何が入ってい
るのですか。

　具体的には色々ありますが、毛布、水、チェー
ンソー、浄水器、発電機、カンパンなど色々あり
ます。防災課で管理をしておりますので、是非
一度連絡取って確認してみてください。

7

　印西市はホットスポットになっているみたいで
すが、焼却灰の管理や放射性物質がどれくらい
溜まっているのですか。小学校や中学校の測定
はあるようですが、幼稚園や保育園の測定はし
ているのでしょうか。

　市の放射線対策室当面の間３台貸し出しを行
います。土曜日曜については１０台貸し出しにな
ります。学校について一番高いところは、芝生、
木の下、雨樋、側溝などです。対策室も３名で
開始をしましたが、６名増員の９名体制で対応し
ます。補助金を使い、もう数名増員し、各自に線
量計を持たせて市内各箇所に測定していきま
す。電話していただければ職員を派遣し測定も
行います。問題は、除染した土を何処に持って
いくかなんですが、市内のグラウンドの子ども達
の近寄らない場所に置くことになります。皆さん
で何か心配事などがございましたら市の放射線
対策室に電話をしていただいて確認をしていた
だければと思います。

高花３丁目自治会の代表の質疑内容

実施期日－平成２３年１１月１４日・午後２時～４時

　火災のことでお願いがあります。近所で全焼
ではなく一部損傷で、外からみると損害はない
ように見えますが、実際はかなり焼きただれて
います。火災が発生してから間もなく２年が経過
しますが、持ち主は何もしてくれない。何とかし
てほしい。

　市で今一度確認をします。また、消防署にも担
当課より連絡をさせ、その対応をお願いするよう
指示いたします。

1
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2
　夏の暑い時に夜中暴走族が走り回ってうるさ
いので何とかしていただきたい

警察に申し入れを行います。



8

　提案させてください。中央駅から牧の原駅に循
環バスをだしていただけないか。

　バスについては、３年間というスパンで見直し
をかけておりますので、民間バスも含めて検討
して参りますので、皆様のご意見を参考にさせ
ていただければと思います。

9

合併した後、本埜、印旛が暗いという話を聞きま
すが、印西地区のような防犯灯を設置できます
か。

合併時の約束事にもなっておりますので、合併
したら悪くなったと言われないように対応してい
きたいと思います。
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参加人数－約１３人

意見・要望など 市長の発言

1

印西中学校にサッカー部がないため、以前教育
委員会に相談したが、学校の部活については、
学校長の判断で行っているといわれたので、印
西中学校長にお会いして話をしたが、現在他部
活動があり、顧問の先生の数が足りないと言わ
れた。

私自身印西中学校を卒業しておりますので、学校について
はよく分かっているつもりですが、実際にグラウンドについ
ては、他学校に比べ手詰まりの状態であります。現在グラ
ンドでは、野球、陸上の生徒が数多く活動をしているため、
他競技が出来ない状況です。グランドの状況を確認したと
ころ、陸上の三種公認グランドとしてトラックにコンクリート
（縁石）をいれているため、サッカーをやるには全面改修を
行うことになります。また、印西中学校だけではないです
が、生徒数が昔ほど多くないため、部活を一つ新規で作る
ことによって、他部活動からの移動者などがあり既存の部
活動に支障を来す場合があります。実際に７～８年前に小
林中学校でバスケットを作りたいというお話がありました
が、学校の経営につきましては、その学校の校長にお任せ
をしており、校長先生の方針でその学校の教育をおこなっ
ていただいております。しかし、教育委員会があるので、教
育長をはじめ職員との協議もはかられた上で校長は学校
経営をしております。人事については、教育委員会がおこ
ないますが、行政として市長として何が出来るかについて
は、予算付けをおこなう。また、今回の要望については、私
から教育長を通し学校長に申し入れを行います。しかし、
最終的な判断については、学校長の判断になりますのでご
理解いただきたい。また、現在印旛高校の跡地グランドに
ついても大規模改修工事をおこなう事になっているため、
状況によっては、フットサルが出来る場所も確保する予定
になっている。印西中学校でもグランドが狭くてしょうがな
いと言うことであれば指導してくれる先生の配置を校長の
意向を確認して対応出来るようにしたいと思います。今日
は皆さんに私からお話できることはこのようなことです。

2

普通は、野球とサッカーと陸上が共存している
のが普通ではないか。学校の先生や校長先
生、教育委員会とも話をしてきたが全く進展は
ない。いつも平行線で終わってしまうから、今日
は市長に具体的な意見どうすれば出来るのか
方向性を教えていただきたい。

グラウンド以外行った時の移動方法、またそこ
で事故があった場合、先生方にお任せするわけ
にもいかない。他部活も試合の時に先生の車に
同乗出来なかったり非常に厳しいのが現状で
す。

3

印旛高校の跡地で木下小学校の児童がサッ
カーをやっているが、それはどうなのか。

先生がついて指導を行っているということなので
問題はない。また、移動までの責任を個人で取
るということであるのなら可能です。

4

以前私の娘は木刈中テニス部だったが、コート
がないため、木刈小のグランドにコートを引いて
活動していたので、木下小や大森小でも可能な
のではないか。市長から話ししていただきたい。

（市長）前に木下小の校長がプール下の広場を草刈をして同好会
として活動をしていた経緯があります。同好会の顧問の先生も自
分たちで頼んで最終的にはクラブとして認めてもらったように思う。
だから同好会としてはじめはやってみるのはどうでしょうか。（岩井
課長）以前私事ではありますが、私の息子もサッカーをやっており
まして、新入生が部活に入って来なくて途中で廃部になったことが
あります。印西中学校も今回部活を作る事で活動はできるかもし
れないが、来年クラブに入る生徒がいなかったら同じように廃部に
なっていく事も考えられ難しい問題でもあります。冒頭でも市長の
お話があったような経緯も視野に入れ、もう一度クラブの立ち上げ
について教育委員会からもお願いをしたいと思います。皆さんにお
伝えしたいのは、学校側は、学校外に出たときの安全確保などを
最優先に考えていますのでご理解いただきたい。また、部活の顧
問の関係は、職員人事を部活でやっているのではなく、教科で
行っていますので、公立の学校ですと４～５年で人事異動があり、
そのときサッカーを全く知らない先生が顧問になる可能性もありま
す。

ふれあい懇談会（要望型）・質疑内容(印西中学校にサッカー部を作ってください)

実施期日－平成２３年１０月２２日・午後２時～３時
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5

私も以前木刈中学校のサッカー部をお手伝いし
ていたことがあります。顧問の先生が全く知らな
くても外部講師でお願いすれば良いのではない
か。そういうことは可能なのか。

今部活の指導では昨年から順天堂大学と連携
をしています。大学生を部活動のサポーターとし
て事業を展開しています。しかし、毎日となりま
すと学生のため授業があったりするので週２ぐ
らいでお願いをしておりますが、交通費などの
負担が大きな懸案事項です。

6

先ほどいわれた同好会でのスタートは可能で
しょうか。

どうしても今学校は責任を負うかが一番の問題
点になっております。保護者の方々が責任の所
在について学校側にお話していただければ学
校側も安心するのではないでしょうか。

7

学校側と話をするといつもすぐ後ろ向きになって
話にならない。

いずれにしても市としてもサッカーだけではなく
他競技を含め子ども達の力を色々な分野から
伸ばしてあげたいと思っています。

8

この結果はいつ回答くれるのか。私の子は来年
印西中に入学するか、他中学（学区外入学）に
入学するか、今悩んでいます。もし部活が出来
ないようであれば他中学校に入学しようと検討
しているため学校説明会や制服問題などもある
ので早く結果を知らせてほしい。

この話を学校側に伝え、その結果再度調整段
階になります。代表の方に教育委員会から年度
いっぱいまでに報告させていただきます。

9

署名を集めましたので、提出させていただきま
す。

お預かりします。また何かありましたら、月に２
度ほどオアシスを開催しておりますので、気軽
に来ていただければお話できます。
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参加人数－約１５人

意見・要望など 市長の発言

内野・原山の自主防災会の代表の質疑内容

実施期日－平成２４年３月１７日・午後５時～７時

　印西市防災課は、どれくらいの人員が配
置され、普段はどのような活動をされている
のか。また、昨年の３．１１の際にはどのよう
な行動をとられたのか。一般的なものでは
なく、印西市に特化したもの（例えば、具体
的避難場所を明示してあるもの）が望ましい
です。

　市の防災課についてのご質問でございま
すが、課長以下８名の人員を配置しており、
主に防災課対策業務といたしましては、地
域防災計画の策定、防災・消防施設の整備
及び管理、消防（水防）団の活動支援、自主
防災組織の設立及び活動支援などの業務
を行っております。次に昨年の３．１１の東
日本大震災の際の対応ですが、発生後、た
だちに｢市災害対策本部｣を設置、被害状況
などの情報の収集、防災無線などを活用
し、小中学校の児童・生徒の安全確認や施
設の被害状況の確認を行うとともに、避難
場所開設及び応急給水活動のための職員
配置、県及び防災関係機関との連絡調整、
自衛隊派遣要請、計画停電対応、市民への
広報活動、市民相談窓口の設置、被災地な
どへの支援物資の受け付け、県外避難者
の受け入れなどの指示・対応を２４時間体
制で３月末まで行っております。次に防災に
関するマニュアルでございますが、市民向
けといたしましては、災害時の避難場所運
営マニュアルを作成しており、ホームページ
に掲載していただいております。市民への
防災意識啓発などを目的に｢防災ハザード
マップ｣、｢洪水ハザードマップ｣、｢内水ハ
ザードマップ｣などを作成し、配布させていた
だいておりますが、現在、進めております｢
地域防災計画｣改訂業務の中で、新たな防
災マップを作成し、市民の皆様に配布させ
ていただきたいと考えております。

1
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3

　内野小学校、原山中学校の防災倉庫を見学さ
せていただく機会がありました。しかし、倉庫内
はまだまだ備蓄が可能にも関わらず、スペース
が多々ありました。印西市として、今後どのよう
なものをどれくらい備蓄していく予定でしょうか。

　防災倉庫でございますが、各避難所に避難所
運営のための資機材などを備蓄しております
が、防災倉庫が未整備の避難場所があります
ので、その整備及び資機材などの配備が先決
であると考えております。しかしながら、災害規
模に対応した備蓄品の配備についても検討して
いかなければならない課題と認識しております。

4

　私たちは、合同で備品、食糧、飲料水の購入
を検討しています。その際に印西市からの金銭
補助は期待してよろしいのでしょうか。

　合同での備品、食糧、飲料水購入などについ
ての補助でございますが、防災機材について
は、防災組織設立時に譲与させていただいてお
り、食料及び飲料水については、市でも備蓄は
しておりますが、その備蓄量については、限りが
ありますので、各家庭での備蓄をお願いしてお
ります。このようなことから、市からの金銭的な
補助ではなく、地域での購入をお願いします。
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2

　私たちは、大規模災害が発生した場合でもす
ぐに印西市や消防署の支援は期待できないも
のと認識しております。その場合、市は私たちに
何を期待しますか。自助・共助、また平素からの
備え、有事の際にまず注意せねばならないこと
に分けて、説明していただきたいと思います。そ
れをもとに運用マニュアルを作成したいと思って
おります。

　市が皆様に期待させていただくことでございま
すが、初めに、自助・共助ですが、自分自身や
家族・財産を守ることは災害に対する基本的な
行動であり、この行動が自助となります。また、
大規模災害が発生した場合は、災害直後の公
的支援は難しいものと考えております。このよう
な災害時には、地域の皆さんの協力と連携によ
る活動をお願いするほかにございません。この
活動を効果的に行うには、地域の皆さんが力を
合わせて災害に対処できる共助の組織作りで
あり、その組織が皆様の｢自主防災組織｣となり
ます。次に平素からの備えですが、定期的に家
庭で防災について話し合う機会を設けること
は、大切であると考えております。また、家の中
の安全対策や生活必需品などの備蓄、できれ
ば３日間以上は自活できるだけの量の用意をお
願いします。災害時には、出火防止、初期消
火、救出・救護、応急手当、避難誘導、情報の
収集・伝達、給食・給水、避難所の運営など自
主的な活動を行うことになりますので、必要な資
機材の備えや防災訓練などを定期的に行って
いただきたいと考えております。次に地震発生
時の注意ですが、落ち着いて、自分の身を守
り、揺れがおさまったら、火元の確認や家族や
避難場所の安全を確認してください。特に高齢
者のみの世帯には積極的に声をかけていただ
き、安否確認をお願いします。家屋倒壊などの
恐れがある場合は、二次災害に注意し、最寄り
の避難場所に徒歩で避難をお願いします。その
際は、出火防止のため、ガスの元栓や電気のブ
レーカーを切るなどの対策やラジオなどで災害
の情報を知ることも重要であると考えています。



5

　内野原山地区には多田羅田公園という大規
模な一時避難場所があります。現在、トイレ裏
に夏祭り備品保管用の倉庫があります。夏祭り
備品は防災用品としての機能も果たします。し
かし、今後さらなる防災用品の備蓄を行うには
手狭な状況です。そこで、公園内に新たに倉庫
を新設していただくことを要望いたします。合同
で防災活動を行う上で、備品・食糧・飲料水の
確保は絶対条件と考えます。

　多田羅田公園内への防災倉庫の新設につい
ての要望ですが、市で設置することは他の連合
組織に対しても実施しておりませんので、ご理
解いただきたい。

6

　市役所も被害があったと思いますが、庁舎の
被害はどのぐらいあったのですか。

　大きいところでは、庁舎と裏の会議棟のつなぎ
目などに段差ができてしまいました。

7

　対策本部の情報収集はどのようなものだった
のか。

　地震発生直後対策本部を立ち上げましたが、
断水、停電の情報がひっきりなしに入ってまいり
ました。対策本部では、情報収集が最も重要と
考え、職員による市内全域の巡回を実施し情報
収集しました。その結果、液状化現象や家屋の
全壊（すぐには全壊しないもの）１２棟、半壊７３
棟、マンションを含む一部破損が５，７００棟、道
路８２箇所に被害があり、崖崩れ１１箇所、鉄道
安食－小林間の線路の陥没、水道において
は、管の破裂にが１８箇所、家屋については４，
８００棟が断水になりました。また、家の塀など
の破損が６８箇所ありました。市内では地震に
よる死亡はありませんでした。軽傷の方が７名
いらっしゃいました。

8

　避難場所に職員を配置すると思いますが、ど
のような配置になるのか。連絡方法はどのよう
に取るのですか。携帯が使えない状況の中、衛
星電話、無線などの配備はされているのでしょ
うか。

　地震発生の場合、職員は自動参集になりま
す。震度４で第一配備になります。震度５弱で第
二配備、震度５強で第三配備となり市内在住の
全職員が市役所に参集します。震度６以上で第
４配備となり市役所職員全員が参集する事にな
ります。指定避難場所に参集する職員について
は、震度５強で配置し、震度５強で自動的に対
策本部の設置となります。職員へのメール配信
は行っておりません。職員が震度を確認し割り
当てられた場所に自動参集になります。指定避
難場所、主に小中学校ですが、そこの職員室に
防災無線を設置しており、その無線で学校の安
否確認や学校が避難場所として設置可能なの
かなどを確認できます。東日本大震災時には、
学校の被害状況をいち早く防災無線で確認い
たしました。衛星電話については、現在のところ
市所有のものはございません。

9

　以前は防災倉庫の鍵を各町内会長に渡して
いたはずだが、私物を倉庫にいれてあるという
ことで、その後、鍵は渡してないといわれた。
プールの水を飲料水として利用出来るように
なっているようだが、市役所の職員はその機械
の使い方が分からないといっていた。また、ガソ
リンとオイルがないとその機械は動かないとも
いっていた。災害時に使用するガソリンはスタン
ドに使用できるようお願いしてあるといっていた
がその辺について教えていただきたい。

　防災倉庫に入っている機材で、燃料で動くエン
ジン類については、年に何度か作動できるか確
認してくださいとお願いしております。市の職員
も作動するか確認をしております。モーター類は
何とかなるのですが、エンジン類はガソリンがな
いと確かに作動できません。燃料については備
蓄しておくと劣化し使えなくなってしまいますの
で、備蓄をせずガソリンスタンドに頼んでいる状
況です。防災倉庫の鍵については、鍵をお渡し
しているところと渡してないところがございます
が、学校にも置いてありますので、市としては全
部回収する方向で考えております。
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10

　緊急の場合はその防災倉庫の鍵を壊して中
身を使用させてもらうが了解はえられますか。

　防災倉庫には、その地域のすべての方々を賄
うだけのものは入っておりません。できれば、ご
自身で必要と思われるものを避難所にお持ちい
ただきたい。直行職員がその倉庫の対応をしま
すので、鍵を破損することはご遠慮いただきた
い。

11

市の備蓄量はどのくらいあるのか。 食糧については、約６５，０００食、飲料水につ
いては、２４，０００㍑ございます。例としては１日
約２０，０００人を対象としています。備蓄内容と
しては、主にクラッカー、アルファ米、ソフトパン
などでございます。

12
赤ちゃんや高齢者が食べられるものは用意され
ているのか。

　各家庭で３日間程度の食糧は備蓄していただ
けるようにお願いいたします。

13

　３．１１以降印西市として備蓄の対応に変化は
あったのか。

　検討はいたしましたが、市といたしましては、
皆さんに全員に渡すことができる備蓄はござい
ませんので、各家庭で３日間程度対応できるよ
うに備蓄をお願いしております。また、国道４６４
号線沿線の商業施設の事業主の方々にも災害
時には食糧の提供をお願いする協定を結んで
おります。

14

　防災倉庫の建物は、自分たちで用意するの
か。その手続き方法はどういうものなのか。

　地区の防災倉庫については、公園内に物置
程度のものはございます。公園内になると公園
法などもございますので、あまり大きな建物は
建てられません。もし、公園内に設置するので
あればご相談させてください。

15

　地域防災については、ある程度市が予算配分
をしてそれを地域に渡して、市は市内全域を考
えるしかないだろうから地域のことは地域に任
せる意味で予算配分をしていただきたい。

　各地区に町内会単位で防災組織ができており
ますので、各町内会での横とのつながりを持っ
ていただきたいと考えております。しかし、予算
配分についてはその地区だけということは非常
に難しいのでご理解いただきたい。

16

防災倉庫の土地だけでも市で何とかならない
か。

防災課に相談していただければ、都市整備課と
調整を行いますのでよろしくお願いします。

17

　各地区で合同で防災訓練を行った場合、市と
してはどのように補助してくれるのか。

　合同で行った場合には、今まで通り年間１回１
０，０００円の補助になります。

18

　原山地区は非常に高齢者が多いので、個人
情報の問題もあるかと思いますが、名簿をいた
だきたいと思うのですが。

　これについては、各地区に民生委員がおりま
すので、民生委員さんが｢みまもりカード｣を作っ
ていただいております。民生委員の方に廻って
いただくなどの対応をさせていただいておりま
す。

19

　高齢者を運ぶ際に市で買い換えるなどで不要
になった車いすを提供していただきたいのです
が。

車いすが壊れてはじめて購入するものですの
で、安全性に問題があるものを払い下げること
はできません。
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20

　小倉台の防災組織は立ち上がって古いと聞き
ましたが、印西市との関わりはどのようなものな
のか。

　第一回目は市で行いましたが、二回目以降
は、自分たちで行うということで現在に至ってお
ります。小倉台地区は毎年工夫しながら訓練を
行っている様です。行政としても参考となる部分
が多くあります。

21

　防災倉庫の中にどんな備品が入っているか分
かるように外に張り紙をしていると聞いたのです
が何故今はないのですか。

　実は以前に防災倉庫荒らしが多発しまして、
中にある発電機などの高額の機械類の盗難が
相次いだため、現在はドアの裏側に張ってあり
ます。

22

　期限がきた水や食糧はどのように処分されて
いるのですか。

賞味期限が近いものから訓練時に利用しており
ます。

23
　東京都では上下水管の耐震化を行ってここ五
年間で約８０％が整備されているが、印西市で
はそういう耐震化の考えはあるのか。

今現在は、維持管理で手一杯の状況でありま
す。
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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 ６７１名 中学校 ９校 １３８名 幼稚園 ３園 １３８名 

平成２３年６月２１日（火） 給食を食べながら市長と懇談。生徒から市長へ、ランドロームの

撤退をなんとかして欲しい。教室にクーラーをつけて欲しい。北総

線の運賃値下げの要望。現状を詳しく説明し、最後に市長から「卑

劣な人間にならない」という話で閉会。 

印旛中学校 

１－Ｂ組３６名 

平成２３年６月２２日（水） 給食を食べながら市長と懇談。生徒から市長へ子供のころの夢、

趣味、好きなスポーツ、食べ物、音楽は何かなどの質問。最後に市

長から「卑劣な人間にならない」という話で閉会。 
いには野小学校 

６年生３４名 

平成２３年６月２４日（斤） 給食を食べながら市長と懇談。生徒から市長へ、陸上部で使用し

ている砂場及び放射線へ対処について、教室へのクーラー完備につ

いて要望。市長からも修学旅行の感想など生徒に質問。最後に市長

から「卑劣な人間にならない」という話で閉会。 

本埜中学校 

３年生２５名 

平成２３年６月２８日（火） 給食を食べながら市長と懇談。生徒から市長へ市長の仕事、市長

の仕事で辛いこと、市長になるにはどうしたらよいか、いつもどこ

で働いているのかなどの質問。市長からも震災により壊れた箇所で

まだ修復していないところがあったら教えてほしいとお願いをす

る。最後に市長から「卑劣な人間にならない」という話で閉会。 

本埜第二小学校 

６年生９名 

平成２２年６月２９日（水） 好きな食べ物、嫌いな食べ物。市長はどんな仕事をしているのか。

血液型について。誕生日について。初恋はいつごろ。どこに住んで

いるのか。市長から、通学路の壊れている所を見つけたら教えて欲

しいとお願いをする。体育館を 25 年度に建て替えるという報告。 

宗像小学校 

６年生１４名 

平成２３年７月４日（月） 
給食を食べながら市長と懇談。生徒から市長へ市長の仕事、市長

の年収、市長の勤務時間、北総線運賃は安くならないのか、滝野で

市の祭りはやらないのかなどの質問。市長からも震災時で壊れた箇

所で修復していないところがあったら教えてほしいとお願いをす

る。最後に市長から「卑劣な人間にならない」という話で閉会。 

滝野中学校 

３年 C組３１名 

平成２３年７月５日（火） 給食を食べながら市長と懇談。生徒から市長へ市長の仕事、いつ

から市長になったのか、市長になろうとしたきっかけは、どんな市

にしたいかなどの質問。また、体育館がなく困っているので早く改

修してほしい、夏休みのプール開放を再開してほしいなどの要望も。

市長からも震災時で壊れた箇所でまだ修復していないところがあっ

たら教えてほしいとお願いをする。最後に市長から「卑劣な人間に

ならない」という話で閉会。 

六合小学校 

６年１組１６名 

平成２３年７月６日（水） 給食を食べながら市長と懇談。生徒から市長へ市長の仕事、なぜ

市長になったのか、市長になろうとしたきっかけは、どんな市にし

たいかなどの質問。また、児童からは夏休みのプール開放を再開し

てほしいとの要望あり。市長からも震災時で壊れた箇所でまだ未修

復のところがあったら教えてほしいとお願いをする。最後に市長か

ら「卑劣な人間にならない」という話で閉会。 

滝野小学校 

６年３組３４名 

平成２３年７月７日（水） 市長のどんな仕事をしているのか。市長になったきっかけは。市

長になって楽しいことは。市の予算はどのくらい。仕事で大変なこ

とは。小学生とかかわる機会は給食懇談会以外にあるか。合併で大

きく変わったことは。1 日何時間働いているのか。 

市長から、通学路の壊れている所を見つけたら教えて欲しいとお

願い。 

平賀小学校 

６年生２０名 
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平成２３年７月１２日（火）  給食を食べながら市長と懇談。好きな色、模様、動物、食べ物、

のほか、年齢や市長の仕事について質問。 

最後に市長から「お父さん・お母さんに大好きと言ってあげなさ

い」との話があり、閉会。 

もとの幼稚園 

年長組５３名 

平成２３年７月１４日（木） 給食を食べながら市長と懇談。生徒から市長へ市長の仕事、なぜ

市長になったのか、市長になろうとしたきっかけは、どんな市にし

たいかなどの質問がある。また、児童からは夏休みのプール開放を

再開してほしいとの要望あり。市長からも震災時で壊れた箇所でま

だ未修復のところがあったら教えてほしいとお願いをする。最後に

市長から「卑劣な人間にならない」という話で閉会。 

本埜第一小学校 

６年生１１名 

平成２３年７月１５日（金） 

歓迎のお遊戯などを園児が披露。 瀬戸幼稚園 

年長（バラ組）２８名 

平成２３年１０月２０日（木） 給食を食べながら市長と懇談。生徒から事前に質問状が提出され、

放射能の対応策、大地震対策、千葉北道路、国道の草刈り、温水セ

ンター、クライミングワールドカップ、マスコットキャラクターな

どへの質問。また、生徒から何故市長という仕事を選んだのか、市

長の休みはあるのか、好きな言葉などの追加質問。 

原山中学校 

生徒会１４名 

平成２３年１０月２１日（金） 生徒との懇談。市長の仕事について。クーラーの設置、好きな本、

市長の宝物は何か、市長の仕事で気を付けていること、好きな食べ

物、子どもの頃の遊び、趣味、中学校時代の思い出についての質問。

市長から卑怯な人間にならないようにとお願いして閉会。 

小林中学校 

１年生４名 

平成２３年１０月２７日（木） 
給食を食べながら市長と懇談。生徒から事前に質問状が提出され、

放射能の対応策、北総線運賃問題、給食の分量などのほか、学生時

代の得意科目や現代の中学生に求めることなどの質問。 

市長からも震災時で壊れた箇所でまだ未修復のところがあったら教

えてほしいとお願いをする。最後に市長から「卑劣な人間にならな

い」という話で閉会。 

船穂中学校 

２年生４名 ３年生３名 

平成２３年１０月２８日（金） 園児全員と会食。帰ったら、お父さんお母さんに「好き」と言って

くださいとお願い。 
大森幼稚園 

園児５７名 

平成２３年１１月８日（火） 生徒と校長室で懇談。生徒からは東日本大震災の対応、自転車の通

行区分、印西市の特色、管総理と野田総理だとどっちが好きか、ク

ーラーの設置について質問。来年度は特別室にクーラー設置をする。

最後に市長から「卑劣な人間にならない」という話で閉会。 

 

西の原中学校 

生徒会５名 

平成２３年１１月１０日（木） 生徒と多目的室で懇談。生徒からは市長の休みはあるか、これから

の印西市について、子どもが遊べる施設の建設、公園の遊具,街おこ

しについて、車いす用スロープの設置などについての質問。市長か

らは、生徒にどんな印西市を希望するか、そのためには何をしたら

いいと思うかといった逆の質問。生徒からは、澤野大地の応援をし

たらよいのではとか、イベントをいっぱいやって人を呼ぶといった

回答が出た。最後に市長から「卑劣な人間にならない」という話で

閉会。 

 

木刈中学校 

生徒会１２名 
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平成２３年１１月１１日（金） 印西中の国際交流事業はなくなってしまうのか。各教室にエアコン

は設置できないのか。通学路の道路幅が狭く危険なので対策を。市

長がＰＴＡ会長だった時と現在とでは、印西中はどうちがっている

か。卑怯についてと親に心配をかけないことが親孝行という話をし

て閉会。 

印西中学校 

旧生徒会役員４人 

平成２３年１１月２２日（火） 給食を食べながら市長と懇談。市長の仕事、市長を目指したきっか

け、子どもの頃に尊していた人についてなどの質問。 

最後に市長から「卑劣な人間にならない」という話で閉会。 
原山小学校 

６年１組・２組合計５０人 

平成２３年１２月１３日（火） 給食を食べながら市長と懇談。市長の仕事、市長になってからの任

期、印西市の好きなところ、印西市の未来像についてなどの質問。 

最後に市長から「卑劣な人間にならない」という話で閉会。 
内野小学校 

６年１組・２組合計６０人 

平成２３年１２月１５日（木） 給食を食べながら市長と懇談。なぜ市長になったのか、子どものこ

ろにスポーツは何をしていたのか、得意科目などの質問。 

最後に市長から「卑怯な人間にならない」という話で閉会。 
小林小学校 

６年１組・２４名 

平成２３年１２月１６日（金） 給食を食べながら市長と懇談。子どもの頃の夢、小学生の頃好きだ

った科目・苦手だった科目、好きな言葉、愛車についてなどの質問。 

最後に市長から「卑劣な人間にならない」という話で閉会。 
船穂小学校 

５年生・１３名 

平成２４年１月１１日（水） 市長になった理由、草深公園の木の枝が折れているので対応して欲

しい、市長に当選した時の投票数の差は、これからどんな政策をし

ようとしているのか、市が一生懸命取り組んでいることは、市長の

仕事で大変なことは、好きなスポーツは、なぜ合併したのか、私達

が市のために何をすればよいか、市に高速道路はできないか、乗っ

ている車は何かなどの質問。 

原小学校 

６年生・６０名 

平成２４年１月１２日（木） 市長になった理由、印西市のマスコットキャラクターをどう思うか、

市長としてのやりがいはなにか、震災後の対応は、被災地に市とし

て何をしたのかなどの質問。 

最後に市長から「卑劣な人間にならない」という話で閉会。 

木刈小学校 

６年１組・４０名 

平成２４年１月１３日（金） 市長になってよかった事は、市長になるための資格は、クリーンセ

ンターはいつ出来るのか、温水センターも新しくなるのか、市長は

結婚しているのか、市長の定年はあるのかなどの質問。最後に市長

から「卑劣な人間にならない」という話で閉会。 

小倉台小学校 

６年１組・２組 ６８名 

平成２４年１月１７日（火） なぜ市長になろうと思ったのか、子どもの頃の夢は、市長の仕事は、

好きな言葉は、趣味は、最近読んだ本は、東日本大震災時何処にい

たのかについて質問。最後に市長から「卑劣な人間にならない」と

いう話で閉会。 

高花小学校 

４年１組２３名 

平成２４年１月１８日（水） 市長として誇れることは何か、市長になった理由は、暫定施設につ

いて、これから印西市に必要なものは、市で好きな所は何か、市長

になって楽しかったことは何か、これから市をどのようにしていき

たいか、市長になるまで大変だったことは何か、どうやったら市長

になれるか、印西市で一番おすすめのところは、市で一番きれいな

風景なところはどこか、市長になってから周りの見る目は変わった

かなどの質問。 

西の原小学校 

６年生６５名 
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平成２４年１月１９日（木） 市長になってなかったら何をしていたか、市長になる前は何をして

いたか、市長になって良かった事は、好きなスポーツなどについて

質問。最後に市長から「卑劣な人間にならない」という話で閉会。 
木下小学校 

６年生全員 ５４名 

平成２４年１月２０日（金） 市長はどんな遊びを学校でしていたのか、私たちに望むことはなに

か、市長はどんな小学生だったかなど市長の生い立ちを聞く質問。

最後に市長から「卑劣な人間にならない」という話で閉会。 
永治小学校 

６年生１３人 

平成２４年１月２４日（火） 市長就任の期間、市長になろうと思った理由、好きなスポーツ・芸

能人・歌、他にも昔好きだった遊びについて質問有り。その後、市

長から「卑劣な人間にならない」という話をした後、児童たちが合

唱を披露し閉会。 

大森小学校 

６年生４０人 

平成２４年１月２６日（木） ご飯とパンどちらが好きか、いんザイ君についてどう思うか、市長

になって何年目、次の市長選はいつか、休日は何をしているのか、

小林大門下からの道はいつ開通するのか、印西市をどのようにした

いか、小林駅はいつきれいになるのか、市長になった理由、得意な

ことは何か、印西市を一言でいうと、市長はどんな仕事をするのか、

東日本大震災後の市の対応で一番大変だったことは何か、市長・議

員になる前の仕事は何かなどの質問。 

小林北小学校 

５年生２３名 
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