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１． 広聴活動の種類

１）
『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

２）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｢市のご意見ご提案｣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。

３）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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２．市長への手紙
[性質別件数]
★
・
・
・
★
・
・
・

★
・
・
・

市政全般（48 件 29.09％）
市民サービス等について
27 件
まちづくり等について
8件
窓口等の対応について
13 件

★ 環境関係（10 件 6.06％）
・ ごみ等について
・ 環境の保全について

交通・防犯関係（35 件 21.21％）
バス・電車等について
29 件
防犯・防災等について
1 件
交通安全確保等について
5 件

《合計 165 件》

福祉・医療関係（13 件 7.88％）
子ども等について
5件
高齢者等について
3件
医療等について
2件
その他の福祉
3件

10.9%
6.1%

29.1%

13.3%
7.9%

21.2%
11.5%

[所管別件数]
（2 課以上に関係するものは、各々の課に掲載）

総務部（29 件）
総務課
秘書広報課
管財課
行政管理課
市民部（17 件）
市民安全課
市民活動推進課
市民課
市民税課
国保年金課

健康福祉部（27 件）
社会福祉課
健康増進課
子育て支援課
保育課
介護福祉課

7件
17 件
2件
3件

3件
38 件
5件
1件

企画財政部（32 件）
企画政策課

32 件

3件
9件
2件
7件
6件

都市建設部（31 件）
都市計画課
6件
都市整備課
6件
土木管理課
13 件
建設課
3件
建築指導課
3件

6件
3件
4件
2件
2件

環境経済部（47 件）
クリーン推進課
経済政策課
環境保全課
農政課

4件
6件

★ 産業関係（18 件 10.9％）
・ 施設サービス等について
12 件
・ 商品の購入等について
6件

★ 都市整備関係（19 件 11.52％）
・ インフラ整備等について
12 件
・ 公園・街路樹等について
7件
★
・
・
・
・

教育関係（22 件 13.33％）
施設サービス等について
12 件
教育方針等について
7件
スポーツの振興等について
3件

教育委員会（34 件）
教育総務
8件
学務課
8件
生涯学習課
7件
スポーツ振興課
3件
指導課
8件
水道部水道課
議会事務局

2

1件
1件

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.

市長への手紙（市政ポスト設置場所別集計）

№

設置場所

1

市役所本庁ロビー

52

2

船穂出張所

1

3

中央駅前出張所

11

4

牧の原出張所

5

5

小林出張所

2

6

中央公民館

2

7

中央駅前地域交流館

1

8

ふれあい文化館

0

9

フレンドリープラザ

0

10

サザンプラザ

0

11

永治プラザ

0

12

小倉台図書館

4

13

総合福祉センター

1

14

保健福祉センター

0

15

そうふけふれあいの里

0

16 印西市観光情報館（イオンモール千葉ニュータウン内）

件

数

38

17

印旛支所

3

18

印旛公民館

0

19

本埜支所

2

20

本埜公民館

0

21

滝野出張所（本埜ファミリア館）

7

22

岩戸出張所（印旛歴史民俗資料館）

0

23

平賀出張所（平賀構造改善センター）

0

24

松山下公園総合体育館

0
36

その他
合

165

計

3

市長への手紙における意見・要望
№

件

名

№

件

名

1 小林地区の小学校建設について

41 市政全般について

2 ふれあいバスについて

42 広報いんざいについて

3 市議会議員の定数について

43 工事完了後の住民周知について

4 学校に係る業務活動の負担について

44 中学校の部活動について

木下駅前衣料品店及び白井行きバス及び印西総合病院
5 行きバス運行について
木下駅前衣料品店及び白井行きバス及び印西総合病院
6 行きバス運行について
木下駅前衣料品店及び白井行きバス及び印西総合病院
7 行きバス運行について
木下駅前衣料品店及び白井行きバス及び印西総合病院
8 行きバス運行について
木下駅前衣料品店及び白井行きバス及び印西総合病院
9 行きバス運行について
木下駅前衣料品店及び白井行きバス及び印西総合病院
10 行きバス運行について
木下駅前衣料品店及び白井行きバス及び印西総合病院
11 行きバス運行について

45 道路照明及び都市銀行ＡＴＭの設置について

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

46 木下駅前衣料品店について
47 木下駅前衣料品店について
48 市政全般について
49 ふれあいバスについて
50 学校ホームページの掲載内容について
51 ふれあいバス及び北総線について

52
印西市のマスコットキャラクターについて
53
高花郵便局併設の図書館設置について
54
吉高の大桜まつりについて
55
学童保育のトイレ増設について
56
滝野地区郵便局の誘致について
57
市内の商業地域について
58
白井行きバス運行について
59
木下駅前衣料品店及び白井行きバスについて
60
木下駅前衣料品店及び白井行きバス、北総線について 61
ふれあいバスについて

職員の対応について
職員の対応について
若萩地区美観整備について
職員の対応について
マスコットキャラクターグッズの販売について
道路補修について
放射線量について
市役所の業務改善について
公園の遊具設置について
幼稚園の補助金について

木下駅前衣料品店及び白井行きバス及び印西総合病院
22 行き運行について
62 ひょうたん池の無料駐車場、トイレ設置について

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

印西牧の原駅付近の郵便局誘致について
緑地開発について
市政全般について
北総線について
ゆるキャラグッズについて
印西総合病院診療科目について
リサイクルについて
市政全般について
市政全般について
市立図書館建設について
木下駅前衣料品店及び白井行きバスについて
木下駅前衣料品店及び白井行きバス及び印西総合病院

34 行き運行について
35 木下駅前衣料品店及び白井行きバスについて
36 木下駅前のスーパー誘致について
37 木下駅前衣料品店及び白井行きバスについて
38 木下駅前衣料品店及び白井行きバスについて
39 松山下公園バス停の変更について
40 いんザイ君のグッズ販売について

地区健康推進員の報酬について
マンション建設について
高花の夏祭りについて
職員の対応について
木下駅前衣料品店の発展について

ケーブルテレビについて
職員の対応について
交通、防犯、保育園、買い物施設について
市政全般について
市政全般について

74 アメリカアザミの繁殖について
75
76
77
78
79
80

4

児童手当の請求について

木下駅北口ロータリーの使用方法及びバスの増便について

特定疾患の見舞金制度について
木下東地区のバス交通について
市役所職員について
交通渋滞に伴う道路新設について
介護予防事業について

№

件

名

№

件

名

81 中学校エアコン及びスクールバスについて
82 交差点の信号無視について
83 県営住宅の誘致について

124 都市開発及び成人医療費の助成について
125 住民税税務額の決定虚偽について
126 エネルギー発電機及び学校へのエアコン設置について

84 民地の除草作業の指導について

127 の設置について
128 牧の原駅前周辺の郵便局誘致について
129 牧の原駅南側の樹木伐採について
130 宗像地区のスクールバス運行について
131 中央駅前出張所の業務改善について
132 本埜保健センターでの貸し出し備品について
133 高花地区の集会所及び図書館の新設について
134 ハローワークの誘致について
135 公共施設の予約方法について
136 小林地区の協力体制について
137 千葉ニュータウン中央駅南口の道路新設について
138 ＵＲ及び県営住宅公社の土地利用について
139 浦幡公園内トイレについて
140 出張所での学童保育受け付け事務について
141 印西牧の原駅付近への郵便局誘致について
142 クリーンセンターの煙及び野焼きについて
143 市立保育園入園について
144 シルバー人材センターについて
145 泉野公園パークゴルフ場について
146 法務局の誘致について
147 庁舎に納品する車両の駐車スペースについて
148 千葉ニュータウン派出所について
149 本埜支所付近Ｔ字路の信号機設置について
150 いんザイ君のビニール袋について
151 ハローワーク誘致について
152 職員の接遇について
153 物木落としの水路改修工事について
154 千葉ニュータウン中央駅南口のスーパー誘致について
155 総合福祉センターのお風呂存続について
156 印旛明誠高校行きのバスについて
157 クラッシックコンサートの助成について
158 小・中学校卒業式自治会長席次について
159 災害時の広報体制について
160 小学校エアコン設置について
161 小学校エアコン設置について
162 千葉ニュータウン中央駅ロータリーの景観について
163 ビック雛まつりの存続について
164 北総線電車内廃雑誌の回収業者について
165 総合福祉センターお風呂の存続について

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

高花郵便局内の施設開放及び保護司サポートセンター

郵便局の誘致について
バスの増便について
ビックホップの有効活用及び郵便局、コンビニの誘致について

選挙の看板について
職員の喫煙マナーについて
歩道の補修について
子育て支援ルームの備品について
ゴミの収集業者の選定について
北総線について
学校ホームページについて
福祉センターお風呂及び保育園の待機児童について
公園内にバスケットゴール等の設置について
吉植庄亮記念館の建設について
市政全般について
学校プール開放について
学校新設について
小・中学校のエアコン設置について
歩道の除草作業及びビックホップの活用について
業務のスリム化について
歩道等の除草作業について
各種申請手続きの対応について
児童生徒の通学路改良工事について
スクールバス及び学区外入学について
●●●●バス運転手について
自転車の交通安全指導について
千葉ニュータウン北口緑道の草刈りについて
木下駅前の商業地誘致について
市政の街づくりについて
広報いんざいの掲載方法について

中学校の給食について
市議会議員のブログについて
木下駅前の駐輪場について
小林中学校前の道路補修について
母子家庭の保育園入園について
図書館のトイレ設備について
ふれあいバスについて
市政全般について
介護福祉事業について
●●●●バス交通について

5

３．メールにおける意見・要望
[性質別件数]
★
・
・
・

市政全般
（73 件 40.8％）
窓口等の問い合せについて
19 件
窓口、業務等の改善について 13 件
その他サービスについて
41 件

★
・
・
・
・

交通・防災関係（21 件 11.7％）
防犯・防災について
6件
バス・電車等について
7件
安全の確保等について
5件
自転車等について
3件

★
・
・
・

教育文化関係 （20 件
業務等問合せについて
小中学校について
公共施設等について

11.2％）
12 件
3件
5件

★ 産業関係
（9 件 5.0％）
・ 商工観光等について
9件
★ 土木関係
（8 件 4.5％）
・ 道路、歩道等について
8件
《合計 179 件》
5.0%

★ 環境関係
（19 件 10.6％）
・ 業務等問い合せについて
8件
・ 環境指導等について
11 件

4.5%

11.2%
40.8%
5.6%

★ 福祉・医療関係 （19 件 10.6％）
・ 保育・子育てについて
19 件
★ 都市整備関係 （10 件
・ 市の開発等について
・ 公園、墓地等について

10.6%

5.6％）
6件
4件

10.6%

[所管別件数]
総務部（56 件）
総務課
秘書広報課
情報管理課
防災課
管財課
行政管理課
市民部（29 件）
市民活動推進課
市民安全課
市民課
市民税課
国保年金課
納税課
環境経済部（33 件）
クリーン推進課
農政課
環境保全課
経済政策課

2件
48 件
1件
2件
2件
1件

5件
5件
6件
8件
3件
2件

10 件
1件
12 件
10 件

6

11.7%

企画財政部（10 件）
企画政策課
財政課

9件
1件

都市建設部（22 件）
都市計画課
都市整備課
土木管理課
建設課
建築指導課

5件
1件
13 件
1件
2件

健康福祉部（24 件）
社会福祉課
介護福祉課
保育課
健康増進課
子育て支援課

3件
3件
12 件
5件
1件

教育委員会（21 件）
指導課
学務課
生涯学習課
スポーツ振興課

3件
2件
7件
9件

選挙管理委員会事務局

1件

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

３.
NO.
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
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

メールにおける意見・要望

件
名
旧印旛村の体制について
吉高の大桜の由来について
保育園の待機児童について
道路亀裂による騒音について
吉高大桜の関係資料について
保険料控除の取り扱いについて
ＰＭ2.5の情報について
旧印旛村の体制について
防犯灯の電球交換について
旧印旛村の体制について
自転車散歩マップについて

NO.
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
市民からの声、要望、通報の取り扱いについて
62
障害者スポーツの情報提供について
63
自治会会長について
64
自治会会長について
65
地元イベントの提案について
66
各種寄付の取り扱いについて
67
研究材料の情報提供について
68
学童クラブについて
69
小倉台小学校支援学級介助員について
70
旧印旛高校の卒業証明書の交付について
71
いには野学童クラブについて
72
住基カードの取り扱いについて
73
風疹の予防接種について
74
松山下公園での興業活動について
75
浄水器の補助と井戸水の水質調査について
76
固定資産税について
77
旧印旛村の体制について
78
観光用資料の海外郵送について
79
各種スポーツ大会の情報提供について
80
旧印旛村の体制について
81
特別徴収税額の特例扱いについて
82
旧印旛村の体制について
83
マスコットキャラクターポロシャツの販売について 84
自転車のリユースについて
85
小林北地区のお祭り時の火の取り扱いについて 86
旧印旛村の体制について
87
所得証明書の郵送事務について
88
汚染土の公園放置期限について
89
旧印旛村の体制について
90
航空機騒音苦情について
91
ふれあいバスについて
92
所得税証明書の発行事務について
93
奇跡の原っぱの存続について
94
北総線跨線橋の欄干破損について
95
公共施設予約システムについて
96
奇跡の原っぱの存続について
97
小型家電リサイクルについて
98
民生委員との連携について
99
自治体関連記事の情報公開について
100
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件
名
住民基本台帳カードの交付について
小学校の意義について
役所からの不在着信について
所得証明書の交付申請について
側溝汚泥の除染状況について
街灯の交換作業について
宝泉院の地蔵について
個別健康診断の取り扱いについて
放置自転車の返還請求について
旧印旛村の体制について
政党看板の掲示規制について
保険証同封資料の正しい取り扱いについて
草深の森の立木亀裂について
原地区路上駐車の危険性について
新規保育園の開園状況について
旧印旛村の体制について
障害者スポーツの情報提供について
80-60運動の推進について
保育園の入園申請について
旧印旛村の体制について
旧印旛村の体制について
旧印旛村の体制について
戸神台の都市計画について
旧印旛村の体制について
旧印旛村の体制について
旧印旛村の体制について
旧印旛村の体制について
旧印旛村の体制について
旧印旛村の体制について
旧印旛村の体制について
旧印旛村の体制について
旧印旛村の体制について
奇跡の原っぱの存続について
成田市内の花火大会について
市町村合併に伴う各種証明書について
自治会の会員脱退状況について
住民票、年金、健康保険の海外での取り扱いについて

軽自動車税の課税率について
待機児童、北総線、小児科について
枯れ木の伐採について
各種書類の取得について
俳句を生かした町づくりについて
新ホームページの作成業務について
職員の対応について（お礼）
国道464号線の街づくりについて
災害時の職員対応について
新生児のワクチン補助について
退職者の国保加入について
ホームページの利便性及び改善点について
東の原地区の街灯について

NO.
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

件名
奇跡の原っぱの存続について
広報紙の掲載基準について
犬猫のフン放置について
コンサートの照明利用及び販売について
メンタルサポーター養成編について
職員の接遇について

NO.
141
142
143
144
145
146
北総花の丘公園付近壁の落書き消去について
147
国道464号線商業地の誘致について
148
子育て支援ルームの個人情報取り扱いについて
149
認可外保育園の保育料補助について
150
将監川閉塞吉成碑について
151
認可外保育園の保育料補助について
152
認可外保育園の保育料補助について
153
子育て支援ルームの個人情報取り扱いについて 154
国道４６４号線商業地付近の渋滞について 155
美瀬地区街路灯設置について
156
市政全般について
157
市内野焼き等の指導について
158
大学キャンパスの誘致活動について
159
小林中学校前大型車の規制について
160
交差点での歩道切り下げについて
161
千葉ニュータウン中央駅付近遊技場電光看
162
板の規制について
千葉ニュータウン付近の喫煙規制について 163
歩行者専用道路について
164
柔道部の暴力問題について
165
職員の接遇について
166
財政報告の企画方針について
167
戸籍謄本の代理申請について
168
歩行喫煙及びポイ捨てについて
169
減災対策について
170
商観光振興提案書について
171
アクセス特急の停車駅について
172
スケートパーク設置について
173
職員の接遇について
174
トキの絵巡回展示について
175
障害者スポーツの情報提供について
176
青尐年活動支援者フォーラムについて
177
印西市の環境、景観保護について
178
介護保険の申請書類等について
179
北総線補助金について
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件名
クリーンセンターから出る煙について
下総台地の情報提供について
パークゴルフ場運営について
マスコットキャラクターについて
市内の除雪対策について
庁舎内パソコンのセキュリテイーについて
高齢者を対象とした詐欺事件対応について
ふれあいバスについて
千葉ニュータウン中央駅喫煙所の廃止について

イベント情報の積極的な提供について
ふれあいバスについて
北総線運賃について
市街地域情報紙の無料配布について
高花６丁目道路の騒音及び振動について
外国籍の住民登録、印鑑登録、健康保険について

草深地区のサバイバルゲーム場について
職員の接遇について
自治会問題、北総線補助金について
庁舎内パソコンセキュリティーについて
順天堂大学前の道路工事について
外国での婚姻届提出について
庁舎内パソコンのセキュリティーについて
スーパーアリーナの誘致について
本埜公民館の夜間使用について
庁舎内パソコンのセキュリティーについて
薪ストーブの煙について
市内幼稚園、保育園のＰＭ2.5対応について
職員の接遇について（お礼）
障害者スポーツの情報提供について
迎福寺墓地認可について
迎福寺墓地認可について
迎福寺墓地認可について
簡易食事成分表計算プログラムについて
広報掲載基準について
内野地区自治会長の言動について
木下東地区道路破損個所の修繕について
市内の企業誘致、雇用促進について
消費税改定後の周知方法について
北千葉道路草深ランプ開通について

４．郵便・電話・ＦＡＸ・来庁・要望書・それ以外の意見・要望

電話における意見・要望
NO.
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
27
28
29
30
31

件
名
庁内人事のマスコミへの提供について
福祉タクシー会社の一覧について
職員の対応について
本埜保育園について
国道３５６号線について
市道の落ち葉管理について
広報紙の掲載記事について
くらしの便利帳について
浦幡新田公園の利用について
L字側溝のネジについて
固定資産税について
ペットの埋葬について
L字側溝のネジについて
広報郵送及び消防署赤色灯について
職員の接遇について
総合福祉センターのお風呂について
六軒年越し神輿の騒音について
広報誤配について
吉植庄亮氏について
自治会立ち上げの問題について
イノシシの駆除対応について
がん検診の実施方法について
反セクトの条例化について
航空機の騒音及び職員対応について
自治会補助金について
職員対応について
●●●開発興業について
国際交流協会について
●●●開発興業について
広報紙のホームページ掲載時間について
●●●開発興業について

NO.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

件
名
職員の対応について
ホームページ掲載の個人名について
●●●開発興業について
ホームページについて
学校プール開放について
●●●開発興業について
●●●開発興業について
●●●開発興業について
●●●開発興業について
●●●開発興業について
ふれあいバスについて
●●●開発興業について
軽自動車税について
和泉の獅子舞の補助金増額について
法的根拠のない提出書類について
被災者支援補助金について
●●●開発興業について
●●●開発興業について
浦幡新田公園の芝刈りについて
行事後援について
広報の文字について
職員の対応について
浦幡新田公園の特定団体利用について
浦幡新田公園の特定団体利用について
西の原幼稚園の砂埃について
学校プール開放について
新聞折り込み広告について
第●●号いんざい正直ニュースについて
職員の対応について
第３回エコ・マラソン印旛について
中央駅前地域交流館の職員について

来庁における意見・要望
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8

件
名
接客態度及び週刉誌の所属について
職員の接遇について
確定申告の会場設営について
職員の接遇について
外国人の運転免許試験制度について
総合福祉センターのお風呂について
焼却、騒音について
職員の接遇について

NO.
9
10
11
12
13
14
15

9

件
名
職員の接遇について
職員の接遇について
不審者について
民地からの植栽剪定について
●●●開発興業について
自宅前の下水道工事について
総合福祉センターのお風呂について

郵便における意見・要望
NO.
1
2
3
4
5

件
名
総合福祉センターのお風呂について
配布用ウエットティッシュについて
市長談話室のご意見について
市政全般について
●●県議について

NO.
6
7
8
9

件
名
中央駅前地域交流館について
中央駅前地域交流館について
中央駅前地域交流館について
訴訟について

ＦＡＸにおける意見・要望
件
名
NO.
1 エアコン予算削除修正について

NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

NO.
件
名
2 エアコン予算削除修正について

要望書として受理した案件
件
名
亀成川を愛する会からの署名簿及び要望書の提出について
印西市民水泳大会開催のためのプール整備について
高花６丁目西自治会からの要望書について
２０１４年度政策制度要求について
要支援者への予防給付を市町村事業とすることについて意見書提出に関する要望書
印西市歩行喫煙、ポイ捨て等防止条例の改正に関する要望書について
印西市行政協力補助金交付の要望書について
第２８回自治体の保育・学童保育施策などに関する懇談の要請について
市道・県道の境界確定について
平成２６年度印西市予算に対する要望について
空き家管理問題に係る要望書について
要望書（新日本婦人の会印西支部）について
平成２６年度学校図書館施策についてお願い
国際交流協会について
印西市民間保育園連盟要望書
お願い（陳情趣意書）千葉県建設コンサルタント業協会
男女平等月間に関わる制度政策及び「子ども・子育て会議」の設置に関する要望書について
手をつなぐ育成会「大会会議」について
印西市戸神台一丁目計画新築工事に関する要望書について
アメリカオニアザミの蔓延抑制等について
本郷町内会の印西市に対する要望について

その他として受理した案件
名

NO.
件
1 保育料に対する催告書の誤送について
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５．市長談話室
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３階
市長応接室、印旛支所・本埜支所のいずれかで市長談話室を開催しています。
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、市長談話室の掲示板でお知
らせしています。
平成２５年度は下記のとおり実施しました。
「オアシス・市長談話室」
実 施

日

会

場

時 間

訪問者数

件 数

４月１９日（金）

市

役 所 本 庁 舎

14：00～16：00

14 人

7件

５月２２日（水）

ふれあいセンターいんば

14：00～16：00

3人

3件

６月２５日（火）

本

所

14：00～16：00

9人

5件

７月１８日（木）

市 役 所 本 庁 舎

10：00～12：00

2人

2件

８月２０日（火）

ふれあいセンターいんば

14：00～16：00

8人

3件

９月１３日（金）

本

所

14：00～16：00

1人

1件

１０月２２日（火）

市 役 所 本 庁 舎

10：00～12：00

5人

2件

１１月１９日（火）

ふれあいセンターいんば

10：00～12：00

2人

2件

１２月２５日（水）

本

所

10：00～12：00

2人

2件

１月１６日（木）

市 役 所 本 庁 舎

14：00～16：00

3人

3件

２月 ３日（月）

ふれあいセンターいんば

14：00～16：00

7人

7件

３月２７日（木）

本

14：00～16：00

1人

1件

57 人

38 件

埜

支

埜

支

埜

支

埜

支

所

１２回

<会場別>
会

場

市 役 所 本 庁 舎
ふれあいセンターいんば
本
埜
支
所

回

数

訪問者数

件

数

4

24

14

4

20

15

4

13

9
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市長談話室における意見・要望
№

内

容

①福祉サービス施設でのコストの表示について。総合福祉センターの憩いのお風呂、カラオケを
利用しているが、利用に際し、高齢者一日一人当たりの経費を公開してほしい。②公共施設利用
者の受益者負担、応能負担について。総合福祉センター利用者のひとりとして、費用負担なしで
入浴、カラオケを利用しているが、市の財政は、市債を毎年発行し累積額が大きいと聞いている
1 ため、受益者負担を提案したい。③社会福祉協議会で実施しているゆうゆうサービス、また、送
迎サービスについても受益者負担をし、市債返済にあててはどうか。④ひょうたん島にゴミ箱お
よび灰皿の設置について。普段からひょうたん島付近を散歩コースとして歩いているが、ゴミが
多く、普段からビニール袋を持ち歩き拾っているため、ゴミ箱や吸い殻を入れる灰皿を設置して
ほしい。
空き家対策について町内会総意（●●●●●●●）の要望書を提出したい。小林●●●●の空き
家が約●●年間手つかずのまま放置されている。市環境保全課より再三にわたり、空き家所有者
2 へ改善について依頼をしていただいているが、未だ改善がされていない。要望事項①再度、貴市
から所有者に樹木、雑草の刈り取り等適切な対応・促進を通知②空き家問題等の相談、方策・改
善にご尽力いただける専門担当者を関係部署内に設置。以上２点について強く要望する。

3

自宅裏に空き家が約●●年間放置されている。その家には大きな木があり、枝などが伸びて大変
迷惑している。雑草なども伸び放題で、放火など起こったら大変なので何とかしてほしい。

高花●丁目の住宅開発に伴い、自宅前の水道管工事をしたが、その後、道路に亀裂が入り、大型
車やバスなどが通る際、かなりの振動があり大変迷惑している。事前に水道管工事の説明はな
4 かった。道路の補修を●●●●●●●から●●●●●●●までの約３００メートルを再度工事し
てもらいたい。なお、市が対応できなければ、本来、水道工事は県の水道局の工事のため県にや
らせるべきではないか。早急に対応してもらいたい。

5

平賀学園台に住んでいるが、自宅前を大型車が通行し、騒音、振動に悩まされている。大型車通
行禁止路線のため、取り締まりや通行できないように車両規制ポールの設置をしてほしい。

印西ウエットランドガイドの活動について紹介したく来た。活動紹介としては、主に市内外の人
に自然の中を歩き、自然の良さや問題点などを体感してもらうことを目的に活動を行っている。
フィールドでは、街中の公園や調整池、緑地、里山、里海（三番瀬干潟）などを中心に野鳥や野
草、昆虫などの生態を観察したり、その歴史や文化などを考察し、環境の変化や問題点を洗い出
6
し、環境保全課と協力。活動して本年２５年８月で活動開始から１０年目になる。そこで、印西
市の良い所である都市と田園の共生を重視した施策の実施をお願いしたい。また、里山問題とし
て、雑木林や竹林の荒れ、耕作放棄田、農薬問題や都市公園としてバイオネスト作り、草刈り、
除草剤、樹木消毒については必要最低限にて実施してもらいたい。
フレンドリープラザ（木刈）に聴覚障がい者用タイルが設置してあるが、現在は使用しておら
ず、ガムテープが貼ってあり、高齢者がつまづいて危ない状況になっているため改善をお願いし
7
たい。また、同施設の各部屋の予約方法が施設によって異なるので統一をしていただきたい。職
員についても高齢者が長く働いているため、定年制の導入を検討してほしい。
ランドローム撤退後、ナリタヤがオープンして近くに住む住民にとっては、とても便利になりよ
く利用させてもらっているが、買い物客が道路を横断しとても危険な状況である。近くには信号
8
機設置の横断歩道があるが、その場所を通らず、近道のために大人が道路を横断しとても危な
く、子どもの教育上もよくないため、何か良い策を検討してもらいたい。
昨年の●●の獅子舞のお祭りの際、市長が補助金を●●万から●●万に引き上げると話があっ
た。念のため再確認をした際にも「大丈夫」と回答があったが、生涯学習課に確認をしたら●●
9
万ではなく今年度は●●万と言われた。市長自ら金額について発言したのに、なぜ補助金がつか
なかったのか。地元では今年度の獅子舞の予算を●●万で計上しているので何とかして欲しい。
12

私たちは市内の中央公民館で●●ボランティアをしている。来年度、講習で使っているパソコン
●●台がシステムの変更（ＯＳ）に伴い使用できなくなる。市役所にあるパソコン●●●台の入
10
れ替えをすると聞いたが、その中に講習会で使うパソコンの入れ替えも含んでもらいたい。来年
５月に講習会が始まるのでそれまでに間に合うようお願いしたい。

●●●●●●●●プラザのお祭りに際し、参加について同施設に確認をしたところ、団体登録
し、尚且つ、お祭りの実行委員にならないと許可できない及び登録させないと言われた。ＮＰＯ
11 法人で同施設は運営しているが、行政は規約や申請書等のチェックをしているのか。地方自治法
にも違反している。担当課はこのような内容で運営しているＮＰＯの実態を把握しているのか伺
いたい。

12

●●●●協会で●●より誹謗中傷を受け、今は協会を辞めている。なぜ、誹謗中傷を受けている
のかわからない。市は補助金を出しているが決算も●●●●●があるので調査してほしい。

13

古新田地区の道路について雑草がかなり伸びているので除草作業をお願いしたい。また、同地域
の道路上のカーブミラーに竹が被さっている箇所があるので確認をして剪定をお願いしたい。

道路拡張工事について、平成２４年９月●●日、午後●時●●分頃、平賀●●●●番地、●●●
●で出火、母屋全焼の火災が発生した。その際、緊急車両が市道山田平賀線「成田射撃場」下方
を左折、さらに「●●工務店」を左折して約２００ｍ先の火災現場に近づく際、幅員（約２ｍ３
０cm～３ｍ）が狭く、途中で断念し引き返すことになり、別ルートにて現場まで向かった経緯が
ある。このような狭い道路が平賀地区には数多くあることを認識していただき、緊急車両が速や
14 かに進入できるような道路の整備をお願いしたい。また、宗像神社入り口から約５００ｍの生活
道路は、幅員が約２ｍ程度のため車両のすれ違いや人のすれ違いでさえ困難で、住民は難渋して
いる。この幅員では、火災などが発生した場合、緊急車両が現場に早急に到着できない状況であ
る。平賀地区も高齢化が進んでいる中、安心で安全な生活が確保できるよう道路の拡張を併せて
お願いしたい。その際、そこに土地を所有している関係住民に用地提供に協力するよう地区全体
で協力体制に取り組んでいく。
サイクリングロードの整備について、佐倉市、栄町、我孫子市と連携を組み、整備をお願いした
15 い。印西市は印旛沼と手賀沼に囲まれているため、サイクリングロードに適していると思う。ま
た、自転車の無料貸し出しなどを行い自転車の有効活用をお願いしたい。

16

昔の歴史ある刀が家から出てきたが、サヤが腐っているので、市長のお知り合いで直せる人がい
たら教えてほしい。また、結婚５０年を迎えた夫婦に市長賞を渡したらどうか。

小林北「●●●●町内会」空き家の管理について、前回の懇談会時にお知らせをし、その後、環
境保全課には、対応をしてもらったが、未だ、本人とコンタクトが取れず進展のないままになっ
ている。そこで、同町内会では、市に対し要望書を提出し、文書にて回答をもらいたいと考えて
いる。要望事項は、①当該地所有者殿に対して樹木、雑草の刈り取り等、早々の対応を促すた
17
め、貴所からの強力な対策、通知の検討。②空き家問題等の相談、対策・改善にご尽力いただけ
る専任担当者を関係部署内設置して頂きたい。③空き家管理に対応できるように、「安心で安全
なまちづくり」のための条例等（条例３１号、第１１条、推進条例施行規則第１９号、第５条）
の整備。
●●●●会の人事案件で、不当に解雇をされた。●●●は私を誹謗、中傷するメールを●●●●
協会関係者に送り、それをあたかも事実のようにかたり、業務改善をするように会長から通知が
来た翌日に改善する暇もなく理事会にて解雇をされた。補助金を出している市としては、このよ
18
うなやり方を許していいのか。私自身ボランティアとして３年あまり協会に関わり、自分の時
間、働力、私財を使ってまで、●●●●協会に貢献してきたつもりである。市として何らかの対
応をしていただきたい。
13

●●●●●自治会設立について、市民活動推進課に説明をして頂いた件について、主なものとし
ては、行政協力業務助成金・市民活動活性化助成金があるが、この交付には、町内会自治会連合
会に加入することが前提であると説明された。また、その後、●●●●●●●●地区連合会に加
入をしていただきたいと言われた。詳細（役割分担）等については、直接打ち合わせをして欲し
19 い旨を言われた。その後、●地区連合会にお話を聞きに行った際、加入した場合●地区では、毎
年夏祭りを開催しており、一世帯当たり●●●●円の負担金の納入が必要との説明を受けた。そ
うした場合、●●●●●の居住者は約４００世帯あり、金額にして●●万を納入することにな
る。自治会連合会の加入は任意であり、北地区連合会の加入も任意のはずであり、加入の条件と
して夏まつりの経費を負担させるのはおかしいのではないか。
中央福祉センターのお風呂の存続について、１２月議会を傍聴したが、委員会、本議会で否決と
なり、お風呂の存続ができないことに利用者から苦情がでている。現在、お風呂は、長年連れ
添った夫や妻を亡くされ、一人で孤独に生活している高齢者などが憩いの場として利用してい
る。高齢になると、外出する機会も減るが、同施設のお風呂を利用することで、普段地域で話せ
20
ないことや相談などを裸の付き合いを通して、お互いを励まし合う場所にもなっている。予算が
ないではなく、利用者から料金を徴収してでも存続していただきたい。また、温水センターの移
転についてや手賀沼のゴミの仮設置き場、北総線運賃問題なども同様に市長にリーダーシップを
とっていただきたい。
福島の原発事故による市の除染作業も学校や公園は早急に対応していただいたこともあり安心し
て子供たちが通うことができる事についてはお礼を申し上げる。しかし、市内にはまだ放射線の
高い場所が数多くあると思うが、除染をする考えはあるのか。次に、最終処分場の件だが、千葉
21 県内に置くことが本当に正しいのか。東京電力が今回の事故の当事者であり、福島の原発に戻す
考えは市長は持っているのか。子供たちが安心・安全に住むことができるよう市長がリーダー
シップをとっていただきたい。

３０年前に印旛土地改良区の関係で、自宅所有の畑の一部（約１ｍ）が無断で道路としてとられ
てしまった。当時、立ち会い時に決めた境界位置と実際に境界杭を打った場所が違う。旧印旛村
22 時代に●●議員を通して建設課職員に相談したが全く進展がない。合併後、行政相談に行った
際、裁判するしか方法はないと言われた。自分としては、裁判をするつもりはなく、ただ、土地
を話し合いで返して欲しい。
北総線に対して補助金を出さない考え方は市長と同じである。補助金を出さないと北総線を利用
する学生の保護者たちの経済的負担が大きくなるため、値下げに向けてより一層取り組んでもら
い、現状維持または、さらなる値下げをお願いしたい。福島の原発事故による市の除染作業も学
校や公園は早急に対応していただいたこともあり、安心して子どもたちが通うことができる事に
ついてはお礼を申し上げる。しかし、市内にはまだ放射線の高い場所が数多くあると思うが、除
23
染をする考えはあるのか。除染について国の基準を下回っている場所をさらに低くなるよう作業
する考えはあるのか。東京電力が今回の事故の当事者であり、福島の原発に印西市で除染したも
のを持っていく考えは市長は持っていないのか。子どもが安心・安全に住むことができるよう子
どもの放射能汚染に対する健康診断をしないのか。市長がリーダーシップをとって取り組んでい
ただきたい。
●●●●●●●●●で活動している団体だが、小・中学校の給食の洗浄機に使用する石鹸を合成
複合石鹸から従来の石鹸に戻していただきたい。手賀沼、印旛沼の水質汚染も進んでおり、全国
ワースト１、２の沼に囲まれた印西市も深刻な状況である。これからの子どもたちの将来のため
24 にも安全で安心な物を使用していただきたい。東京都の●●●区などはすでに、全域で合成複合
石鹸をとりやめているので参考にしていただきたい。また、先日行った意見公募（パブリックコ
メント）の意見書の結果が到着したが、その内容について何点か伺いたい部分があるため教育委
員会と話をしたい。
●●地区の●●●裏に旧印旛村へ寄付をした土地があるが、現在、竹林になっていて防犯上危な
い。放火などがあった場合、非常に危険なため何とかしていただきたい。また、その付近に赤道
25
が存在する。旧印旛村役場時代に測量などを行い、木の仮杭は存在しているが、年数の経過で
腐っている可能性があるので、本杭を打っていただきたい。
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６．市民ふれあい懇談会
高花三丁目要望型地区懇談会での質疑内容
実施期日－平成２５年８月２５日・午前10時～正午
意見・要望など

参加人数－22人
市長の発言

（全体）平成２５年度にて撤退するＵＲ事業
後、市民生活に変化はあるのか。また、ニュー
1
タウン地区の開発（大型店出店予定と道路接
続）について

はじめに、千葉ニュータウンについては、昭和４０年
代前半に都市計画決定され、千葉県企業庁及び都市再
生機構が事業者となってこれまで事業が進められてき
ました。既に皆さんもご承知のとおり、平成２５年度
までを事業期間と定めており、そこで都市計画都市計
画事業として進めてきた千葉ニュータウン事業は収束
ということになっております。３月末現在における印
西市域の事業進捗状況としましては、宅地や公共施設
として完成した工事完了面積では、進捗率として、約
７４％でございます。次に今後の道路整備の見通しで
ございますが、計画されているニュータウン区域内の
道路につきましては一部を除き、平成２５年度末まで
の事業期間内に完了すると都市再生機構からは聞いて
おりますが、供用開始については、沿道宅地の入居等
の状況に合わせて順次いって行くこととなります。主
要道路の概ねの完成時期としましては、「国道４６４
号線掘割部の印西牧の原駅付近から印旛日本医大駅付
近までの区間」は平成２５年度中に整備完了予定で
す。また、「北環状線の鹿黒地区の千葉竜ヶ崎線以
東、国道４６４号線までの区間」についても同じく平
成２５年度中に整備完了の予定であり、それぞれ供用
開始時期については、調整中と都市再生機構から聞い
ております。次に企業等の進出状況でございますが、
最近の動向としましては、９住区の泉野地区では、国
道４６４号沿線で、●●●●（倉庫型大型スーパー）
が７月にオープンし、その隣接地では●●●●●●●
●●●●●（書籍・ゲーム等量販店）が今年度中に着
工し、来年４月にオープン予定、同じく●●●●
（ホームセンター・スーパー等）が現在工事中であ
り、今年の秋以降にオープン予定と聞いております。

2 （全体）北総線第６駅設置の可能性について

６駅周辺の土地利用につきましては、昭和６１年の千
葉ニュータウン事業の見直しの際に事業区域から除外
されている経緯がございます。そのため、市総合計画
や都市マスタープランでは駅圏検討との位置づけとし
ており、駅設置の可能性については、今後も千葉
ニュータウン事業の熟成や周辺環境の状況など注視し
ながら慎重に検討すべきものと考えております。

3

（全体）ふれあいバスとレインボーバスの同時
運行の実態

ちばレインボーバスは、朝夕の通勤通学の時間帯や夜
間帯に住宅街を中心に運行し、また、ふれあいバス
は、昼の時間帯に交通不便地域といった民間バス会社
が採算がとれない地域などを経由しながら運行してお
ります。

15

（全体）ふれあいバスの高齢者サービスとして
年間パスの可能性につて

ふれあいバスの運賃は、１００円でございます。これ
は、印西市広域公共交通会議で協議し、運輸局の認可
を受けて運行しているもので、他の路線バスの運賃と
比較しても安い運賃でございます。そのため、高齢者
サービスとしての年間パスでふれあいバスの運賃を安
くしてしまうと、民間バス会社の経営を圧迫してしま
い、民間バス会社の撤退などで、全体的な公共交通
サービスの低下が懸念されます。高齢者サービスとし
ての年間パスにつきましては、民間バス会社と意見交
換をしながら、現行の市の財政負担の中で、慎重に検
討して行かなければならないと考えております。

（市民Ａ）ジョイフル本田から平岡の墓地に行
く際、途中でヘアピンカーブになっている。用
5
地買収が進まないのは感じてはいたが、何とか
真っ直ぐになるように働きをお願いしたい。

私自身、議員時代に地権者と３回ほど会い、お話をさ
せていただき、確約までとったが、次の日には、そん
な約束はしていないとなり、私自身非常に困ってし
まった覚えがありました。今は、議員ではなく、首長
となって立場も違うため、様子をみながら再度交渉し
てみようと考えております。

（市民Ｂ）国道４６４号線掘割部分のランプに
6 ついて、現在は閉鎖しているが開放を検討して
もらいたい。

国道４６４号線掘割部分が開通した際、交通渋滞が多
く閉鎖したが、道路管理者である千葉県と警察との協
議をこれから行うと聞いています。

（市民Ｃ）「日本一住みよい街」と言われてい
ますが、その認識はあるのか

６月中旬「東洋経済」で毎年作成しております「住み
よさランキング2013」の結果が公表されました。この
ランキングは、民間の統計を基に、それぞれの市が持
つ都市力を「安心度」「利便度」「快適度」「富裕
度」「生活水準充実度」の５つの観点に分類し、総合
評価としてランキングしたものでございます。印西市
は２年連続総合１位という名誉ある結果となりまし
た。とても喜ばしいことであると思います。内訳を
個々に検証いたしますと「利便性」「快適度」「富裕
度」「住居水準充実度」の４項目につきましては、高
水準をいただいておりますが、「安心度」につきまし
ては、７９０都市中、６３３位という評価でありまし
た。これは、人口一人当たりの病床数や高齢者人口当
たりの介護施設定員が全国平均以下という水準である
ため、下位に甘んじているものでございます。また
「利便性」では、３位という高順位でしたが、市内部
での格差や、道路渋滞、鉄道の高運賃といった順位に
反映されないマイナス部分の問題があることも事実で
す。本当の意味で「住みよいまち」にしていくため
に、これらの問題を早急に解決していかなければなら
ないと認識しております。

4

7

16

（市民Ｃ）あまり市民は知らないのではない
か。せっかく１位になったのは良いことなのだ
8
から、もっと住民に周知したほうがいいのでは
ないか。

9

（市民Ｄ）魅力的な街づくりについて

10

（市民Ｄ）●●●●●●●●●●駅は東京成田
11 間にあり、文化的コンセプトで文化センターを
作っていただきたい。

ご意見として伺います。

印西市は、平成２２年３月に、印旛村・本埜村と合併
し、新しい「印西市」としてスタートし、４年目を迎
えました。新たな一歩を踏み出した印西市は、豊かな
自然環境、歴史・文化的な資源を有する既成市街地、
多様な都市機能が計画的に整備された新市街地等、
様々な表情をあわせ持つ街となりました。そこで、そ
れぞれの地域のポテンシャルを最大限に活かすため、
「地域資源の『継承』と都市の『創生』との融合を基
本理念に、「私たちのふるさと」として実感できる街
づくりを市民・事業者・行政が協働で目指していると
ころでございます。そのような中で、千葉ニュータウ
ンの開発につきましては、「住む・働く・学ぶ・憩
う」といった各種機能を複合した都市づくりとして進
められ、現在では、印西市域で、約５万４千人、千葉
ニュータウン全体では９万人を超える人口規模となっ
ております。また、施設等の立地状況につきまして
は、印西市を東西に横断する国道４６４号沿道を中心
として大型量販店などが立地し、市内外から多くの買
物客を集客できる北総地域の一大ショッピングエリア
となっており、金融機関等の電算センターなどのビジ
ネスモールや大学等の教育機関、救急医療の機能を有
する医療機関などがバランス良く配置されておりま
す。しかしながら、まちの熟成という意味では、現在
も発展途上であると感じているところでございます。
そこで、シティ－セールスの推進を掲げて、市が所有
する貴重な財産である自然・文化・産業に加え、●●
●●●●●●●の開業及び北千葉道路の整備進行によ
る立地ポテンシャル、北総大地上に位置する強固な地
盤など、利便性、防災性に富んだ多くの魅力に、これ
まで以上に広く目を向けてもらいたいと考えておりま
す。今後は、より高められた「街の魅力」を市内外に
発信し、更なる市の発展のため尽力していきたいと考
えております。

現状では、ハード面を整備するのは難しい状況です。
しかし、●●●●●●●●●●駅付近には現在移転計
画を検討している●●●●●●●●があるため、移転
した暁には考慮してみたいと思います。
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（市民Ｅ）中学校の体育祭の日程について、こ
12 こ数年の猛暑を考えると開催日を見直すべきで
はないか

中学校の体育祭がこの時期に行われる至った理由とし
ては、部活動の大会、学校行事等との関係がありま
す。まず、部活動の大会は４月下旬～５月中旬、７月
中旬、９月下旬～１０月中旬に県や全国につながる大
きい大会があります。もちろんその他にも各部活動に
は色々な小さい大会がありますが、生徒たちの部活動
への思いが強くありますから、まずはこの大きな大会
の時期は外して考えます。次に学校行事の事になりま
すが、１学期の５月中旬には生徒総会、６月には定期
テスト、１０月下旬～１１月上旬には文化祭、１１月
中旬には定期テストという形でその時期を外せない重
要なものが入っています。このような点に加え、夏休
み明けと暑さで生徒達の学習への集中等を考慮し、夏
休み明けのこの時期に集中して体育祭という学校行事
に取り組ませ、心に残るものとして盛り上げていきた
いと考えてきたわけです。もちろん、夏休みには学級
や応援団など体育祭に向けて準備ができるというプラ
ス点も多くあります。以上の点が中学校の体育祭がこ
の時期になった理由でありますが、私も個人的にはこ
こ数年の猛暑を考えると開催の時期を見直すことも必
要であると感じています。学校においても検討してい
ると聞いています。

（市民Ｅ）熱中症になってからでは、大変だと
13
思います。検討するで良いんですか

教育委員会では、毎年この時期に次年度の計画を立
て、３月に校長会を開催しているため、タイミング的
には良いと思います。教育委員会にはご意見があった
ことにをお伝えさせていただく。

（市民Ｆ）昨年７月の市長選挙で選挙公約の一
つとして、ごみ焼却場の移転計画の白紙撤回を
正式に環境整備事業組合に申し入れを行いまし
14 たが、その結果はどうなっているのか？また、
本当に新たな焼却施設が必要なのか。さらに、
どこに建設を予定しているのか。現在の進捗状
況と市長の考えをお聞かせください。

昨年７月の印西市長選挙において公約した「ニュータ
ウン９住区への移転計画」の白紙撤回を求め、市長に
当選し、印西地区環境整備事業組合では、管理者とし
て、構成する●●白井市長、●●栄町長と協議を重ね
てまいりました。協議では、次期中間処理施設整備の
必要性、現施設での安全安定処理、ごみの減量、経費
の節減を図ることを共通認識として、合意し進めてお
ります。現在、ニュータウン９住区に代わる次期中間
処理施設建設用地を選定していくために、前計画では
十分ではなかった住民の理解、透明性の確保を確実な
ものとするため、公募住民、学識経験者からなる「次
期中間処理施設整備事業用地検討委員会」を新たに設
置し、用地検討作業を進めております。これまで、４
回の検討委員会を開催し、活発な議論のもと慎重な審
議が重ねられており、後戻りできない大きな課題に対
して真剣な意見交換が行われ、用地については出来る
だけ早い時期に結論を出し、建設へのステップに踏み
出したいと考えております。私としては、３０年に一
度の大きな事業に対して、開かれた行政をめざし住民
の意見を十分反映すること、ごみの減量を主体とした
施設規模及び取得用地の縮小により経費を大幅に縮減
すること、そして印西地区の将来に向けて生活に直結
したごみ処理の安定を継続させることを念頭に置いて
おります。住民の皆さまの衛生的生活環境の保全と安
心な暮らしの確保に向けて、次期中間処理施設の整備
を推進していく所存です。
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15 （市民Ｇ）ＢＩＧ

ＨＯＰの将来性について

16 （市民Ｈ）介護施設計画について

牧の原圏の商業施設の賑わいが、まちの活力向上に繋
がるものと認識しております。最近では、「ＢＩＧ
ＨＯＰ」に新店舗がオープンしたと聞いており、鋭意
努力をされているものと感じております。市といたし
ましては、多くの来客が期待できる催し物として、今
年度も「産業まつり」を会場内で開催を予定しており
ます。また、ＢＩＧ ＨＯＰの経営者も代わり、外観
からは見えませんが、施設内部は子どもたちの遊び場
も多くつくられているため、集客に期待しながら今後
の発展を見守っていこうと思います。
市としましては、高齢者が住み慣れた地域において、
健康で生きがいを持って住み続けられるよう、また、
一人で生活することが難しくなった場合には、支援や
介護を受け安心して生活できるよう、体制を整えてい
くことが重要であると考えております。印西市高齢者
福祉計画及び介護保険事業計画（平成２４年度から平
成２６年度）の基本理念であります「いきいき あん
しん 生涯現役のまち」の実現に向けて、介護予防事
業の推進、居宅サービスの充実、施設整備の促進、高
齢者在宅サービスの提供等の施策を実施しておりま
す。本計画期間中、平成２４年度に、認知症デイサー
ビス１施設、定員１０人を小林地先に整備し、現在は
特別養護老人ホーム１施設、定員１００名を草深地先
に、グループホーム１施設、定員１８人吉高地先に整
備しているところでございます。今後の介護施設の整
備につきましては、介護保険料に影響しますので、介
護保険事業全体のバランスを保ちながら推進してまい
りたいと考えております。
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（市民Ｉ）市内に複数の病院の補助・助成金に
ついて

印西市内における近年の病院計画としましては、昨
今、千葉県から病院計画に基づき病床配分を受けまし
て、平成２５年１月７日に印西総合病院が印西牧の原
駅圏に開業しました。また、平成２８年４月の開業に
向けリハビリを専門とする「（仮称）千葉ニュータウ
ンリハビリテーション病院」が千葉ニュータウン中央
駅圏に予定され、準備を進めているところでございま
す。いずれの病院にいたしましても、病院計画につき
ましては、自助努力により建設することとなっており
ますので、現在、市が建設等に係る補助をすることは
考えておりません。

18

（市民Ｊ）ＵＲ撤退で我々の生活に変化はある
のか（都市計画税）など

都市計画税は、地方税法に基づき適正に課税されてい
るため、ＵＲ撤退後においても、市民生活への変化は
ないものと考えております。

（市民Ｋ）高花３丁目の●●●●●●交差点付
19 近の道路の陥没箇所があるため補修をお願いし
たい。

担当課に現場確認をさせ、対応について検討いたしま
す。

19

（市民Ｌ）高花のまつりが今年度なくなったの
は、不正に問題があるためである。議員の辞職
20
を待っているのではなく、市長のリーダーシッ
プで不正をなくすよう努力をお願いしたい。

皆さんの好意を無碍にしないよう努力します。

（市民Ｍ）印西のブランド力をお願いしたい。
子どもたちのために子育てしやすい街にしてほ
21
しい。また、文教都市を目ざして欲しい。里山
の良いところをもっといかしてほしい。

ご意見として伺います。
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7．市民ふれあい懇談会
地区懇談会（北総線補助金）での質疑内容
実施期日－平成２６年２月２２日・午後３時～５時
意見・要望など

参加人数－24人
市長の発言

北総線の運賃に係る協議の場の設置について県
に提出しようとしたところ、受け取りを拒否さ
れた件について、非常に腹が立ち、県に問い合
わせの電話をした。今回の申し入れは、市長自
身が市民が困っていることに対し、リーダー
シップを取り、わざわざ、県まで出向き提出し
ようとしたのに、受け取り拒否ということは印
1 西市民を軽視している。県は、県民が困ってい
ることに対し、耳を傾けない方針なのか。私か
らの提案としては、市長だけに北総線運賃問題
を任せるのではなく、市民一人ひとりが、県へ
の電話を直接入れることで効果があるのではな
いか。市長が交代し、北総線問題が盛り上がっ
ている今がチャンスだと思う。これからも頑
張ってほしい。

温かいお言葉に敬意を表する。また、●●さんが
おっしゃる様に市民の声を直接県に伝えるという行為
は、非常に効果があると思う。ご意見を参考とさせて
いただく。

私は北総鉄道株式会社自身、非常に誠意が感じ
られない会社だと思う。現市議会議員及び元市
議会議員も選挙の時だけ北総線運賃問題を取り
上げ、当選すれば全く動かないことに憤りを感
じていた。北総鉄道株式会社は、公共性とか沿
線住民に対する社会的責任が極めて低すぎる。
私は、印西市の住民だけではなく、白井市、栄
町、船橋市の沿線住民が住民活動としてマスコ
ミに大々的に取り上げてもらえるよう運動を起
2 こすことが必要と考えている。市長及び関係者
を中心に京成電鉄株式会社前で座り込みなどを
行えば、マスコミも取り上げて大きな問題とし
て認識されるのではないか。また、白井市議会
は北総線運賃に対する補助金支出に対し、出さ
ないことで反対はほとんどない状況の中、印西
市議会は板倉市長の足を引っ張ろうと正反対の
行動をとっている。市長にはもっと市議会議員
とのコミニュケーションを取る努力をしていた
だきたい。

議会より補助金支出について15：5の議決が出たが、
最終的に判断するのは市長である。市議会とのコミ
ニュケーションについてはご意見として伺う。

成田空港行のアクセス特急についてだが、現在
のダイヤでは早朝の便やＬＣＣ航空に間に合わ
3
ない。本数を増やしてもらえるよう株主総会で
も発言していただきたい。

ご意見として伺う。
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印西に居住して３年目になるが、市長は選挙の
際に、北総線問題を公約として掲げていたが、
全くアクションを起こさなかった事について憤
りを感じていたところ、昨年１２月２６日に補
助金をやめる決断をしたようだが、少しアク
ションが遅かったのではないか。私自身千葉県
の態度には腹が立っていた。市民、県民を軽視
4
している。また、自治体の首長がわざわざ県ま
で出向き申し入れ書を提出したが、知事には会
えず、県庁の課長対応で尚且つ、受け取りを拒
否された。私は報道の仕事をやっていたが、今
まで自治体の首長が県の課長に受け取り拒否さ
れた記憶がない。県の態度は常識が欠如してい
るのではないか。

今後も関係市の首長と協議しながら、粘り強く交渉
していく。

今市民が一番関心があるものは、クリーンセン
ター移転と北総線運賃問題だと思う。①北総線
運賃問題は、印西市と県との協議が白紙になっ
5 たが、印西市長として今後、協議の場を作るに
あたり口頭でお願いするのか。文書でお願いす
るのか。②クリーンセンター移転計画について
現在の経過を知りたい。

北総線についての協議の場については、現在のとこ
ろ文書での考えはない。クリーンセンター移転につい
ては、９住区への移転は完全にない。また、現在、用
地検討委員会で公募という形を３月３１日まで行って
おり、電話での問い合わせが７件、書類を受け取りに
来たのが２件、提出されたのが１件である。まだ、途
中経過ではあるが、場所については、人体に影響を及
ぼさない場所を最終的に絞り込んで行く予定。

北総鉄道株式会社に対する補助金支出をやめた
ことについては敬意を表する。しかし、今市民
は４月１日から値上げするものだと思ってい
る。値上げするのは、平成２７年３月から値上
げするのか。値上げしないのか。平成２７年３
月までは、補助金を払っているので、現行の運
賃であるという認識でいいのか。もし、値上げ
しないのであれば、市民に説明する責任がある
6
のではないか。もし、北総鉄道が値上げした場
合、市民生活を脅かすことになることは目に見
えているが、市として助成金を出すことが当然
の責務であると考えるが、その考えはあるの
か。また、市から北総鉄道に補助金を払ってい
ることに加え、別に市民に助成金を出し、通学
定期が下がるよう努力する必要があるのではな
いか。

（企画財政部長）ご指摘のとおり、平成２７年３月ま
では現行の運賃であるという認識で構わないと思う。
但し、それ以降になるとどのタイミングで値上げをす
るかについては、現在のところ未定なので、４月１日
から値上げするということは、北総鉄道側からは伺っ
ていない。値上がりした場合、市として助成金を出す
事については、予算との兼ね合いもあるが、市長から
他方面も視野に入れ、検討するように指示がでてい
る。補助金とは別に市民に助成金を出す努力について
は、現行の補助金スキームでなくても値下げに繋がる
努力を市長はすると言っており、通学定期２５％の補
助についても視野に入れ準備をするよう指示が出てい
る。

印西市長と白井市長は、沿線６市の市長の署名
入りの申し入れ書を県に提出に行って受け取り
を拒否された。これは事実であるが、なぜ、市
のトップが２人で県まで出向いて、知事に拒否
されたのではなく、知事にも会えず、課長クラ
7 スに受け取り拒否されて素直に帰ってきたの
か。県は市長たちを軽視しているとしか思えな
い。拒否する理由などをもっと強く追及するべ
きではなかったのか。それは、沿線６市の市長
たちの名誉や市民の思いにかけて断固として受
け取らせるべきだったと私は思う。

私も白井市長もまさか環境が整っていないからと受
け取りを拒否されるとは思ってもいなかった。ご指摘
のとおり反省する部分はある。今後はそのことを教訓
として取り組んでいく。
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印西に居住して２３年目になる。２年前に退職
するまでは、交通費について会社から全額出て
いたので、北総線は運賃が高いとは思っていな
く、それほど気にもならなかった。しかし、年
金生活の今、新橋まで行くと片道１２００円か
かり、往復の運賃は２４００円。とても尋常な
運賃とは思えない。娘が２人就職活動で言われ
8
たことは、住んでいるのが千葉ニュータウンと
いう理由から２０社以上就職活動で不採用に
なっている。しかし、広報いんざい２月１５日
号の特別号を拝見し、市長の北総線運賃に対す
る強い意志を感じることができた。これから
も、沿線６市とともに北総線運賃値下げに向け
て頑張ってもらいたい。

私としては、議会で15：5という結果を真摯に受け止
め、市長として強い意志のもと、市民のために今後も
北総線運賃の値下げに向けて取り組んでいく。

印西市議会の15：5という決議は、４年前の白井
市と同様の結果に酷似している。２月18日に県
と協議をすることで県が頭を下げ、調整に入っ
たきたはずだが、今度は、京成と北総鉄道の圧
力から意見を県が聞いてしまい、キャンセルさ
れたことは明らかであると私は思う。北総線運
賃問題については、粘り強く協議を続けないと
一向に前に進むことはないことは誰もが知って
いる。県は沿線６市の市長署名入りの申し入れ
を拒否したが、なぜ、今回１８日の協議は、印
西市と白井市だけに調整を図ってきたのかが不
9
思議で仕方がない。本来は、沿線６市の市長と
調整し協議の場を設けることが、正当な考え方
ではないか。今後、沿線６市と協議をする際、
沿線６市の市長を動員し開催する考えはないの
か。また、印西市は、北総鉄道の株主になって
いるため、今年の株主総会で、必ず市長が出席
し、沿線６市の市長署名入りの運賃値下げに関
する動議を出して採決していただきたい。そう
すれば、千葉県や森田知事が、値下げに賛成か
反対かが明らかになり市民および県民に知らし
めることになる。ぜひ、お願いしたい。

（企画財政部長）２月１８日の県と事務局の間では、
日にちのみで、開催時間までの詳細については決定し
ていなかった。それを県がキャンセルしたと捉えるの
は様々な捉え方があると思う。次の調整については、
市として１８日の件がなくなった時点で確認をしたと
ころ、次週以降で調整に入るとの県から報告を受けて
いる。また、沿線６市での協議の開催については、千
葉県知事は、当初から印西市、白井市の２市との協議
を強く望んでいたこともあり、印西市、白井市と鉄道
会社２社、千葉県の計５社で事前に協議を行い、その
延長上に関係者を全部集めた沿線６市との協議に向か
うことではないか考えていた。
（市長）株主総会での発言等については、関係者と協
議を行い研究したいと思う。

クリーンセンター9住区の建設を白紙撤回したこ
とは近隣住民にとっては良かったと思う。先ほ
10 ども、県に、抗議の電話した市民がいたが、市 ご意見として伺う。
民に広く周知し毎日県に電話をして要望を強く
して伝えてはどうか。
市民フォーラム主催でクリーンセンターと北総
線運賃問題をテーマに原山のサザンプラザで10
時から説明会を開催します。内容は、クリーン
11 センターについて、用地検討委員会で進められ
た内容などを白井市の関係者も交えて、少し詳
しく説明できると思いますので、ご参加くださ
い。当日は市長も参加する予定です。

特になし
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印西総合病院について、企画財政部長にお聞き
したい。昨年オープンをした印西総合病院です
が、私自身週１回通院をしています。総合病院
とは名ばかりで、１９科目が診療科目になって
いるが、産科と小児科の完全治療を目的として
いることから、脳神経外科、内科、心臓外科に
ついては、手術設備はあるが、治療が出来るド
クターがいないということが明らかになった。
12
そこで、病院に治療はどうするのかと問い合わ
せたところ、日本医科大千葉北総病院に転送す
ると言われた。一刻を争う心筋梗塞や脳梗塞の
手術が出来る状況がない病院がはたして総合病
院と言えるのだろうか。婦人の乳がんなどの手
術が出来るドクターがいない。病床数も68床し
かないことが一番の問題ではないか。今後の病
院のあり方についてお答えいただきたい。

（企画財政部長）担当ということになると、健康福祉
部が担当になります。私自身担当外の立場から詳細に
は把握してはおりませんが、実態としては、そのよう
な状況にあると伺っております。しかしながら、事業
者として運営をしておりますので、頂いたご意見を持
ち帰り、担当部、担当課の方にお伝えさせていただき
ますので、ご承知ください。
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