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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。

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。

１

２．市長への手紙
[性質別件数]
★
・
・
・

市政全般（72 件 33.2％）
市民サービス等について
まちづくり等について
窓口等の対応について

★
・
・
・

交通・防犯関係（57 件 26.3％）
バス・電車等について
46 件
防犯・防災等について
6件
交通安全確保等について
5件

★
・
・
・

41 件
17 件
14 件

★ 都市整備関係（26 件 12.0％）
・ インフラ整備等について
17 件
・ 公園・街路樹等について
9件

教育関係（22 件 10.1％）
施設サービス等について
教育方針等について
スポーツの振興等について

12 件
7件
3件

★ 環境関係（14 件 6.5％）
・ ごみ等について
・ 環境の保全について

4件
10 件

★ 産業関係（9 件 4.1％）
・ 施設サービス等について
・ 商品の購入等について

5件
4件

《合計２１７件》
★
・
・
・
・

福祉・医療関係（17 件 7.8％）
子ども等について
9件
高齢者等について
2件
医療等について
3件
その他の福祉
3件

6.5%

4.1%

10.1%

33.2%

7.8%
12.0%

[所管別件数]

26.3%

（2 課以上に関係するものは、各々の課に掲載）

総務部（49 件）
総務課
本埜支所
秘書広報課
管財課
行政管理課
情報管理課

16 件
1件
23 件
4件
4件
1件

健康福祉部（26 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

市民部（30 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

11 件
3件
12 件
2件
2件

都市建設部（51 件）
都市計画課
10 件
都市整備課
20 件
土木管理課
12 件
建設課
7件
下水道課
2件

環境経済部（44 件）
クリーン推進課
経済政策課
環境保全課

14 件
19 件
11 件

企画財政部（57 件）
企画政策課
まちづくり推進課
財政課

55 件
1件
1件

6件
4件
2件
9件
5件

教育委員会（35 件）
教育総務
4件
学務課
10 件
生涯学習課
9件
スポーツ振興課
6件
指導課
6件
水道部水道課
議会事務局
2

2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

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

70

2

船穂出張所

0

3

中央駅前出張所

12

4

牧の原出張所

2

5

小林出張所

3

6

中央公民館

0

7

中央駅前地域交流館

3

8

ふれあい文化館

0

9

フレンドリープラザ

2

10

サザンプラザ

2

11

永治プラザ

0

12

小倉台図書館

11

13

総合福祉センター

2

14

保健福祉センター

2

15

そうふけふれあいの里

2

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

50

17

印旛支所

1

18

印旛公民館

0

19

本埜支所

1

20

本埜公民館

0

21

滝野出張所（本埜ファミリア館）

9

22

岩戸出張所（印旛歴史民俗資料館）

1

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

2
42

その他
合

217

計

3

市長への手紙における意見・要望
№

件

名

№

件

名

1 駐輪場の入金について

43 いんザイ君の活用について

2 馬頭観音について

44 観光情報館のパソコンについて

3 転入手続きについて

45 温水センター内駐車場の補修について

4 クリーンセンター移転について

46 自宅前のＵ字溝について

5 ゴミの焼却について

47 自宅に聞こえる音について

6 各種申請手続きについて

48 焼却灰の保管場所について

7 印旛岩戸地区について

49 千葉ニュータウン中央駅の喫煙場所について

8 水道料金について

50 自宅付近道路の防犯灯について

9 市民対応について

51 幼稚園建設について

10 施設の設備について

52 公園、市政全般、市議会議員について

11 住みよい街づくり及び駅名について

53 ビッグホップについて

12 教職員の人事について

54 千葉ニュータウン中央駅の

13 放射線について（農産物）

55 保育園の建設について

14 バス時刻表について

56 学童保育について

銀行前歩道整備について

15 ネガティブキャンペーン及び本埜支所の掲揚台について 57 夏のプール開放再開について
16 住民票等証明書の取得について

58 北総線の運賃について

17 小学校通学路及び放射線について

59 各種マップについて

18 JR木下駅について

60 新市長誕生について

19 医療、都市整備、幼稚園について

61 公務員について

20

62 中央公民館の幼児室について

小学校近くの調整値フェンスについて

21 国道４６４号線の歩道と通学路の安全確保について

63 職員の接遇について

22

64 保育園の待機児童について

小学校のトイレについて

23 中央駅前地域交流館の学習コーナーの床について

65 学校のクーラー設置について

24 職員の対応について

66 夏休みのプール開放について

25 夜間、休日ポスト設置について

67 成田線の複線化について

26

68 下水道料金及び印旛図書館設備について

27

千葉ニュータウン中央駅コンコースの掲示板設置について

69 健康診断時の職員などの対応について

小学校放射能対策について

28 草深公園内の照明設置について

70 職員の接遇について

29 公共施設（公園）の占有許可について

71 広聴制度について

30 木下駅前店舗誘致及び交通アクセスの利便性について 72 印西市について
31 ふれあいバスについて

73 生活相談について

32 職員の接遇について（御礼）

74 国道464号線の6車線化について

33 すぐやる課の設置について

75 千葉ニュータウン中央駅駐輪場について

34 温水センター内駐車場の補修について

76 コストコ誘致について

35 千葉ニュータウン中央地区の落ち葉等の清掃について 77 市主催の花火大会について
36 子ども手当の郵送方法について

78 保育園送迎時について

37 商工マップについて

79 市民税について

38 公園の毛虫駆除について

80 千葉ニュータウン中央駅街灯について

39 ゴミ袋について

81 除草作業及び上水道について

40 関東女子駅伝について

82 いじめ問題について

41 ショッピングモール誘致について

83 ふれあいバスについて

42 職員の接遇について

84 ゴミの減量化及び職員について
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№

件

名

№

件

名

85 印西のせんべい屋について

127 市長へのお願い

86 地元お菓子屋の情報発信について

128 滝付近歩道確保及び除草作業について

87 北総線運賃について

129 草深公園内の照明について

88 北総線運賃について

130 大塚前公園内のトイレについて

89 北総線運賃について

131 国道４６４号線草深ランプ入口使用について

90 飛行機の低空飛行の騒音について

132 千葉ニュータウン駅周辺の美観について

91 公園の除染作業等について

133 ８８歳のお祝いについて

92 市政について

134

93 市役所前の目的外使用について

135 検診の受診場所について

94 市内バス交通について

136 ホームページの再構築について

95 信号機設置について

137 小倉台図書館の開館について

96 幼稚園の待機児童について

138 市政全般について

97 行政委員の日当及び橋の修繕について

139 吉田地区のバスについて

98 滝野プラザ等について

140 日本赤十字社協力金の取り扱い等について

99 広報紙の戸別配布及び北総線運賃について

141 介護保険料について

100 ふれあいバスについて

142

101

143 外国人に対する税金等について

中学校の制服について

千葉ニュータウン中央地区計画及び武西学園台公園について

小学校学童保育時間について

102 道路照明について

144 道路の拡張について

103 バス停の位置について

145 職員について

104 講演会参加要請について

146 北総線について

105 市民祭りについて

147 日本赤十字社社費の取り扱いについて

106 北総線について

148 吉田地区のバスについて

107 図書館の利用について

149

108 北総線について

150 道路照明について

109 公園の除染作業について

151 北総線について

110 印鑑登録について

152 中央駅前の喫煙所について

111 市議会議員及び小林駅前スーパー再開について

153 眼科クリニック開設について

112 職業斡旋について

154 北総線について

113 平岡のＰＲについて

155 大塚前緑道について

114 北総線について

156 市役所施設について

115 北総線について

157 第４回定例会について

116 北総線について

158 横断歩道陥没について

117 北総線について

159 ふれあいバスについて

118 市政全般について

160 庁内喫煙所について

119 買物難民対策の提案

161 印西市を世界に紹介するプロジェクトについて

120 児童医療費助成金交付申請書について

162 北総線について

121 公園整備について

163 市への要望について

122 小学校整備について

164 学校教育備品等について

123 ふれあいバスについて

165 都市交通バスについて

124 北総線について

166 北総線について

125 北総線について

167 市政全般について

126 市の街づくりについて

168 竜腹寺線の早期開通について
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掲載内容について

№

件

名

№

件

名

169 総合福祉センターの利用について

211 木下駅前衣料品店及び白井行きバス運行について

170 ふれあいバスについて

212 木下駅前衣料品店及び白井行きバス運行について

171 成人式について

213 木下駅前衣料品店及び白井行きバス運行について

172 保育園について

214 白井行きバスの運行について

173 保育園について

215 木下駅前衣料品店及び白井行きバス運行について

174 成人式について

216 木下駅前衣料品店及び白井行きバス運行について

175 バス停の設置及び公衆トイレについて

木下駅前衣料品店及び白井行きバス及び印西総合病院

217 行き運行について

176 マスコットキャラクターの販売について
177 横断歩道の補修について
178 小林駅の整備について
179 北総線について
180 職員の対応について
181 差し押さえ解除について
182 職員の対応について
オンデマンド交通システム資料提出およびリサイクル

183 施設見学会での挨拶について

184 総合福祉センターの入浴施設等の修理について
185 木刈六丁目道路への防犯灯設置について
千葉北道路草深ランプ入口開通及び国道４６４号線信

186 号機の修正について
187 新駅計画について

188 市営住宅、県営住宅について
189 市政全般について
190 クリーンセンター候補地について
191 牧の原から小林方面の街灯について
焼却灰保管、竹袋調整池公園の桜の寄贈者名簿、市の

192 予算、決算、高齢者福祉の向上について
193 道路の幅員の測定について
194 後期高齢者医療費について
195 保育園の入園審査・新設・学童について

196 千葉ニュータウン中央駅南口付近の道路白線について
197 ふれあいバスについて
198 駅前の喫煙所の変更について
199 保育園、幼稚園の待機児童について
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

議会傍聴について

ゴミの減量化及びチラシ投入について
図書・蔵書について
市議会議員の給与、政務調査費、市職員の給与について

白井行きのバスの運行について
白井行きのバスの運行について
白井行きのバスの運行について
白井行きのバスの運行について
白井行きのバスの運行について
レインボーバスについて

道路側溝工事について
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３．メールにおける意見・要望
[性質別件数]
★
・
・
・

市政全般
（166 件 60.4％）
窓口等の問い合せについて
60 件
窓口、業務等の改善について 7 件
その他サービスについて
99 件

★
・
・
・
・

交通・防災関係（25 件 9.1％）
防犯・防災について
12 件
バス・電車等について
7件
安全の確保等について
5件
駐車輪等について
1件

★
・
・
・

教育文化関係 （30 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

10.9％）
24 件
5件
1件

★ 産業関係
（9 件 3.3％）
・ 商工観光等について
9件
★ 土木関係
（3 件 1.1％）
・ 道路、歩道等について
3件
《合計 275 件》
10.9%

★ 環境関係
（21 件 7.6％）
・ 業務等問い合せについて
19 件
・ ごみ処理等について
2件

3.3% 1.1%

6.5%
1.1%
7.6%
60.4%

★ 福祉・医療関係 （3 件 1.1％）
・ 保育・子育てについて
3件
★
・
・
・

9.1%

都市整備関係 （18 件 6.5％）
市の開発等について
6件
業務等問い合せについて
11 件
公園、墓地等について
1件

[所管別件数]
総務部（137 件）
総務課
秘書広報課
情報管理課
防災課
管財課

3件
119 件
2件
10 件
3件

市民部（35 件）
市民活動推進課
市民安全課
市民課
市民税課
資産税課
国保年金課

3件
5件
5件
16 件
1件
5件

環境経済部（36 件）
クリーン推進課
農政課
環境保全課
経済政策課

9件
3件
14 件
10 件

企画財政部（12 件）
企画政策課
まちづくり推進課

11 件
1件

都市建設部（29 件）
都市計画課
都市整備課
土木管理課
建設課
下水道課

6件
2件
8件
12 件
1件

健康福祉部（7 件）
社会福祉課
介護福祉課
保育課
健康増進課

1件
1件
1件
4件

教育委員会（31 件）
教育総務課
指導課
学務課
生涯学習課
スポーツ振興課

1件
1件
5件
12 件
12 件

議会事務局
選挙管理委員会事務局
水道部水道課

７

1件
1件
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

メールにおける意見・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
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

件
名
市内の住所表記について
除染について
国保年金の切り替え手続きについて
放射能除染について
病児保育について
浦部「スナコバ」について
千葉県の魅力発見について
中央分離帯について
街道関係について
中央分離帯について
駐輪場免除・減免について
吉高の大桜について
ゴーヤ配布について
住民税の納付書について
市民生活相談について
放射能の一時保管場所について
バドミントン大会について
震災がれき処理について
旧印旛村の体制について
バスの時刻表の掲示について
放射線について
旧印旛村の体制について
旧印旛村の体制について
小の芝生について
バドミントン大会について
高花、多聞院の祭りについて

河川敷の田んぼについて
旧印旛村の体制について
生活保護について
旧印旛村の体制について
旧印旛村の体制について
いには野地区のスーパーマーケットについて

ごみ焼き（野焼き）について
震災がれき処理について
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
水道水のアルムアルデヒトについて
ダンスサークルについて
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
国道464号線の渋滞について
国道464号線の渋滞について
旧印旛村の体制について
暴走族の取締りについて

NO.
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
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件
名
国道464号線の渋滞について
国道464号線バイパス開通後の渋滞について

国道464号線の混雑の改善のお礼について
所得証明書の郵送について
小林駅でのビラ配りついて
千葉NT地域交流館前の花壇について

印旛大橋について
不審者等について
ラジオ体操の普及について
そうふけ交差点の水たまりについて
法人登記について
市県民税について
ふれあいバスについて
吉田地区のバスについて
道路の新設・改良、道路用地について
市役所職員の接遇について
松崎工業団地について
野焼きについて
罹災証明について
神社について
統計データの収集方法について
領収済通知書の返却について
北総線について
犬の避妊手術について
学習室の確保について
広報紙の紙面について
公共施設予約方法について
ラジオ体操について
バドミントン大会について
市政全般について
旧印旛村の体制について
保険税納税通知書について
ワールドカップについて
旧印旛村の体制について
ホームページについて
小倉台図書館付近防犯灯について
教育委員会人事について
ふれあいバスについて
ホームページについて
学習室について
旧印旛村の体制について
旧印旛村の体制について
神社について
防災無線について
建物耐震化について
旧印旛村の体制について
中小企業資金融資について
発信者情報開示について
駐輪場付近除草作業について
まちづくりフォーラムについて

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
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

件名
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
ホームページについて
ホームページについて
旧印旛村の体制について
旧印旛村の体制について
サイクリングロード除草作業について
越境通学について
協働事業提案について
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
草深交差点付近の情報提供について
草深交差点付近の情報提供について
草深交差点付近の情報提供について
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
獅子舞について
東日本大震災について
旧印旛村の体制について
印旛村サイクリングロードについて
旧印旛村の体制について
旧印旛村の体制について
議会傍聴について
消防団階級について
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
クリの出荷について
ムクドリの糞害について
スポーツ大会の情報について
暖房器具の安全対策について
改葬について
旧印旛村の体制について
戸籍登録について
寺御開帳について
旧印旛村の体制について
転出届について
旧印旛村の体制について
旧印旛村の体制について
教育委員会人事について
教育委員会人事について
旧印旛村の体制について

NO.
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
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件名
消防について
旧印旛村の体制について
公園の除染について
市長との懇談について
教育委員会人事について
印旛沼の水質に浄化について
市長との懇談について
子供達への放射線の影響について
神社内の盗難について
交通渋滞について
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
職員対応について
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
建築基準について
市の除染作業について
の住所表示について
旧印旛村の体制について
住み良い街づくりについて
旧印旛村の体制について
市長のクリーンセンター所信について
旧印旛村の体制について
旧印旛村の体制について
カーブミラーの改善について
軽自動車の減免申請について
寺の御開帳について
旧印旛村の体制について
夜間飛行の騒音について
自治会活動保険について
スポーツ施設建設について
旧印旛村の体制について
カーブミラーの改善について
くらしの便利帳発行周期ついて
放射性物質の保管と健康調査について
旧印旛村の体制について
カーブミラーの改善について
住民税納税通知書について
ホームページについて
旧印旛村の体制について
ホームページ掲載記事について
ホームページ掲載記事について
選挙人の公報について
スポーツ施設の使用日について
浦幡新田公園内貯水池について
指定管理者制度の情報公開について

NO.
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

件名

NO.
80-60活動について
252
旧印旛村の体制について
253
旧印旛村の体制について
254
旧印旛村の体制について
255
住民票記載事項証明書について
256
自宅前道路の舗装について
257
自治体の連携実態と連携活動に対する意識について 258
固定資産税口座引き落としについて
259
旧印旛村の体制について
260
ふるさと納税の有効活用について
261
シングルマザーの出産費用について
262
手賀沼終末処分場について
263
生涯学習団体について
264
スポーツ大会の情報提供について
265
旧印旛村の体制について
266
市民税の課税について
267
旧印旛村の体制について
268
旧印旛村の体制について
269
旧印旛村の体制について
270
木下街道膝栗毛等について
271
旧印旛村の体制について
272
旧印旛村の体制について
273
旧印旛村の体制について
274
旧印旛村の体制について
275
旧印旛村の体制について
旧印旛村の体制について
グループホームの補助金について
旧印旛村の体制について
境田交差点の右折ラインについて
旧印旛村の体制について
旧印旛村の体制について
市税等の納税通知書について
自宅前の路上駐車について
本庁舎電話回線について
印西大師88ヶ所について
自宅前の側溝下水コンクリートの修復について

市施設の２４時間換気の導入について
防災メールの配信について
震度５に対する市の対応について
旧印旛村の体制について
薪ストーブ使用時の灰の取り扱いについて
医療費控除の説明会について
旧印旛村の体制について
交通インフラ整備の街づくりについて
スポーツ大会の情報提供について
社会保険料控除について
国内非居住証明書について
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
スポーツ大会の情報提供について
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件名
オンデマンド交通について
旧印旛村の体制について
旧印旛村の体制について
市民税課職員の対応について
災害状況の情報提供について
梅の開花状況について
職員採用について
旧印旛村の体制について
旧印旛村の体制について
道路上の動物屍骸について
旧印旛村の体制について
生ごみ処理器補助金について
北総交通バス時刻表について
苦情の署名活動について
社宅用賃貸物件について
旧印旛村の体制について
市町村の魅力をPRするキャラクター調査について

職員の対応に対して（お礼）
イノシシの目撃情報について
小林牧場の桜開花について
土地・家屋評価額通知書について
ふるさと発見コンテスト写真について
防災メールの登録方法について
確定申告の期間について

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

件
名
施設予約システム・ホームページについて
放射線量（セシウム）の調査について
クリーンセンター移設について
家の前の道路補修について
金環日食について
広報いんざい記事について
市ホームページコンテンツ記事掲載について
職員の対応について
市の施設名称について
車庫建設について
シルバー人材について
温水センターについて
掲載記事について
携帯電話アンテナ設置の件
ふれあいバスのルート変更について
ふれあいバスのルート変更について
千葉ニュータウン自由通路掲示板について
瓦礫受け入れについて
保育園の施設管理及び防災対応について
印西市長選挙公報について
ゆるキャラ「いんザイ君」について
保険証の発送について
中央駅前地域交流館照明について
道路の樹木及び落ち葉について
職員の対応について

NO.
件
名
33 市議会議員について
34 浦部の道路について
35 学校給食について
36 除染について
37 除染について
38 除染した砂について
39 市のホームページについて
40 板倉市政に対する提言について
41 職員の対応について
42 赤色灯の設置について
43 開発行為の許可について
44
中除染方法について
45
学童クラブの分割について
46 幼稚園の入園について
47 職員の対応について
48 防災無線について
49 市役所からの通知について
50 広報掲載記事について
51 電話交換及び板倉市長のクリーンセンターの対する指針
52 市長の選挙公約について
53 職員の電話対応について
54
携帯電話アンテナについて
55 生活保護不正受給について
56 生活保護不正受給について
57 防災無線について
銀行千葉ＮＴ西の原出張（ＡＴＭ）
26
住み良さランキングについて
58
の閉店について
27 新市長初登庁の周知について
59 ふれあいバスについて
28 職員の対応について
60 電話交換職員の対応と防災無線の音声について
29 広報８月１日号市長選挙当選記事について
61 地区懇談会の開催について
30 広報いんざい自衛隊募集記事の写真について 62 国民健康保険について
31 体育館予約について
63 中央駅前出張所の移転について
32 職員の対応について

来庁における意見・要望
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

件
名
公文書の照会との文書管理への意見について
機関紙へのメッセージ寄稿について
職員の安定雇用及び保育環境の整備について
焼却灰の一時保管場所建設反対について
保育園フェンスの施設管理及び防災対応
事務の改善について

NO.
11
12
13
14
15
16
ふれあいバス無料化及びロビーの水飲み場の設置について 17
総合受付の案内係について
18
視覚障碍者用音響式信号機の設置について 19
放射性物質を含む焼却灰の一時保管について 20
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件
名
市長の公約の掲示について
一時保管施設建設反対の署名簿について
子育て支援センターのありかたについて
窓口における対応時間について
職員の対応について
婚姻届受理について
都市再生機構の実態について
議会開催時の1Ｆロビーテレビについて
１Ｆロビーの配置場所変更について
消防設備について

郵便における意見・要望
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23

件
名
北方領土国民運動について
政治家（首長）について
滝野の住環境について
人類の文明の進歩と平和について
市内小中学校の無断使用について
北方領土国民運動について
板倉市政について
板倉市政について
経済的支援について
離婚後の子どもの面会について
政治全般について
温水センターについて
子育てルームの
の
について
旧印旛村の体制について
子育てルームの
の
について
子育てルームの
の
について
子育てルームの
の
について
広報掲載記事について
子育てルームの
の
について
子育てルームの
の
について
子育てルームの
の
について

NO.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

件
名
街路樹について
放射線量について
子育てルームの
の
について
経済支援について
子育てルームの
の
について
焼却灰について
子育てルームの
の
について
子育てルームの
の
について
子育てルームの
の
について
新聞折込について
印西市を良くするオンブズの会
子育てルームの
の
について
住み良い街づくりについて
子育てルームの
の
について
官製談合について
人・農地プランの作成について
子育てルームの
の
について
のガソリンスタンドについて
市長への手紙の回答について
子育て支援センターのありかたについて

要望書として受理した案件
件
名
お願い（陳情趣意書）について
「石けんを使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ寄稿のお願い
一時停止表示板と横断歩道の設置要望
要望書「市道００３１号線の工事着手について」
要望書（学校給食における食材使用とJA全事業の利用拡大）
復旧助成お願い書について
リサイクルせっけん利用推進のお願い
北千葉道路（千葉ニュータウン地区内）印旛日本医大駅東側終端接続部（以下464号線開通部）道路安全設備設置に関する要望書

TPP交渉参加反対に関する要請書
「ゴルフ場利用税」の廃止を求める要望書について
亀成川源流部（千葉ニュータウン２１住区）の生態系保全と土地利用計画の見直しについて
要望書（千葉県測量設計業協会）
松崎工業団地内道路の信号機設置もしくは右折禁止箇所解除に関する要望書について
要望書（千葉県建設関連業委託業務団体）について
震災をのりこえ、貧困や格差を解消し、無償教育をめざし、教育の私負担軽減してどの子に
も豊かな学びと暮らしを保障する政策を求める要望書
要望書（総務課受付・対応）
2013年度政策制度要求について
牧の原駅南地区交通問題と防災倉庫に係る要望書について
学校図書館の充実を求める要望書について
団地内の除染に関する要望について
団地周辺歩道への防犯灯の設置について
３５人以下学級の実現を国に働きかけることを求める要望書
質問状(市役所１階ロビーに「広告付市内地図案内板」設置について)
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NO.
1
2
3
4
5
6
7
8

その他として受理した案件
件
名
広報いんざい戸別投函配布分について
旧体育館と旧格技場間の舗装通路について
牧の原駅停車中のバス運転手の行動について
家庭ごみと野焼きについて
国民年金未納分に対する市の差し押さえなどへの苦情について
広報いんざい掲載誤りについて
市長への手紙の回答内容について
市道について

13

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 1
階市民課の隣り及び市長応接室、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（市民課の隣りは平成２４年６月で終了）
。
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２４年度は下記のとおり実施しました。
※４月から６月までは「オアシス」
、９月以降は「市長談話室」に変更。
「オアシス・市長談話室」
実 施

日

会

場

時 間

訪問者数

件 数

4 月 26 日 （ 木 ）

市

役 所 本 庁 舎

10：00～12：00

4人

4件

5 月 21 日 （ 月 ）

ふれあいセンターいんば

14：00～16：00

1人

1件

5 月 22 日 （ 火 ）

本

所

14：00～16：00

1人

1件

6 月 22 日 （ 金 ）

市 役 所 本 庁 舎

14：00～16：00

14 人

8件

9 月 26 日（水）

市

役 所 本 庁 舎

14：00～16：00

5人

5件

10 月 19 日（金）

市 役 所 本 庁 舎

14：00～16：00

4人

4件

11 月 15 日（木）

ふれあいセンターいんば

10：00～12：00

6人

5件

12 月 21 日（金）

本

所

10：00～12：00

4人

2件

1 月 23 日（水）

市 役 所 本 庁 舎

10：00～12：00

9人

6件

2 月 6 日（水）

ふれあいセンターいんば

10：00～12：00

2人

2件

3 月 27 日（水）

本

10：00～12：00

3人

3件

53 人

41 件

埜

支

埜

支

埜

支

所

11 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

5

36

27

3

９

8

3

８

６
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市長談話室「オアシス」における意見・要望
№

内

容

・出産を予定しているが、その際、２歳の子どもの一時預かりに保育課に相談をしたが、保育園
での一時預かりは出産の前後１ヶ月全部預けないと駄目と言われた。しかし、主人の仕事が朝早
1
いため子どもの送迎について一週間程度なら何とかなるが２ヶ月間となると出来ない。何とかシ
ステムを変更してもらいたい。
2

・切り絵を趣味でやっているが、ボランティアで福島の被災者に無償で絵を提供したい。そこ
で、そこまでの移動手段と宿泊先を市でお願いしたい。

3

・庁舎玄関の公衆電話はテレフォンカードが使えないため、タクシーが呼べない。公衆電話とい
う表記のしかたはおかしいのではないか。

4 ・合併効果の良い街づくりを進めてほしい。
・いには野地区周辺は、散歩、ジョギングコースとして地域住民が常に利用してますが、国道
464号線、掘割部分開通後の印旛日医大終点箇所において、何ら安全対策をなされないまま、
１ヶ月が経過しています。今後、当該道路における一般市民を巻き込む事故等が発生する前に、
5 早期に横断歩道の設置、車両の一時停止看板設置、信号機の設置を要望します。また、要望書に
は入っていないが、いには野小学校周辺はスピードを出す車両がかなり多いため、今後の安全対
策の強化、国道４６４号線に車道照明の設置、いには野小周辺のガードレール撤去も併せてお願
いしたい。
8 ・マスコットキャラクター「いんザイ君」の決定方法と設置するため法的根拠はあったのか。
・私は、放射能を考える活動をしているが、手賀沼処理場に保管するのに反対している。市長は
9 どのように思っているのか。また、私の活動団体（埼玉県が本部）では、新聞を発行しているの
で、一読してもらいたい。
10 ・滝野竜腹寺線の早期実現をしていただきたい。
11

・北総線の始発で羽田空港に行く際、一番機に乗れない。一番機に乗るには、事前に前泊する
か、もしくは、車で行くしかないので間に合うようにダイヤ改正をお願いしたい。

・我孫子から大森（中の口交差点）に続く道路に車両規制棒が立っているため、大型車が抜け道
として利用している道路が傷んで、陥没している箇所があり困っている。抜け道に利用している
12
道路（大森4136-1付近）に規制の棒を立ててほしい。また、下水道工事について市長から担当課
に指示をしていただきたい。
・私たちの団体は、石けんを普及、啓発させ正しい使用方法についてお知らせする活動をしてい
る。石けんは使用後、排水として川に流れ、のちに飲み水として再利用ができる。しかし、合成
18
洗剤（液体ポンプ）は飲み水として再利用できない。ぜひ、石けんに対する理解をお願いした
い。また、石けんを市役所各フロアーの水道の所においていただきたい。
・①千葉県手賀沼終末処理場に放射能焼却灰を一時保管するという千葉県の工事着工を白紙撤回
させる件、②手賀沼ふれあいラインの拡幅・歩道工事完成後、手賀沼を囲んで、印西市、我孫子
19
市、柏市の３市が広域交流を展開し、繁栄発展する件について。①については、板倉市長につい
て工事不許可をぜひ出してほしい。②については、３市が仲良くしてほしい。
・公民館（本埜）をよく利用するが、備品について何があるか、また、予約の仕方もよくわから
20 ない。職員についても異動などがありわからないことがあるとは思うが、対応がひどい。もっと
市民目線で対応をしてもらいたい。また、貸し出し備品のリストを公開していただきたい。

15

・印西は不正が多い。ＵＲは不正売買を行っている。以前にも資料を秘書広報課、企画政策課に
21 渡して市長に一読してもらうよう依頼をしているが、市長に渡っていないようなので今日は来
た。
・５月１９日のフレンドリープラザ総会に出席した際、市側にコミュニティールームの消費税相
22 当額の件、及び傷害保険の二重払いの２項を質問をしたが未だに回答がない。回答期限は９月１
日になっている。なぜ、回答がないのか。
・
小学校前の道路工事が終了し道路が綺麗になったが、現在も大型車が昼夜問わず走ってい
23 る。これを取り締まってほしい。また、取り締りについて警察に何度も要望しているが署員が足
りないと言われ何もしてくれない。出来ないのであれば、赤い回転灯をつけてほしい。
・①高花5丁目20番地は25年前は公益施設用地として位置づけられていたが、平成24年10月12日
付に宅地要地として工事を行う旨の通知がきた。建ぺい率、容積率、高さ等が市の都市開発計画
24 に沿ったものなのか確認願いたい。また、日照権等の問題があるため、行政指導を行っていただ
きたい。②.①の開発に伴い、高花5丁目バス停を移動する計画があるが、近隣の住民の意見を確
認する必要があるのではないか。
25

・丸山観音堂は市の指定文化財のため、もっと整備をしていただきたい。資料を持参したので読
んでいただきたい。

・私自身医者をしているが、今回、
が１２月にオープンするにあたって医者の確保が全く
されていないのではないか。また、本当に医者を確保していくなら印西牧の原駅にアクセス特急
26
を停車させる様にしないと都内に住んでいる医者が通勤できず、確保できないのではないか。強
く北総鉄道に対してアクセス特急の停車を要望してほしい。
・中央駅前地域交流館から国道４６４号線側出入口付近の交通安全対策を行ってほしい。死亡事
27 故が以前あって遺族が今も花を手向けている。その気持ちを考えると居たたまれない。同じ事故
が再びおこらないよう北総鉄道変電所のコンクリート塀を撤去してもらいたい。
・ふれあいバスの印旛支所ルート（印旛支所・牧の原循環ルート）は平成２４年６月に改正し、
印西牧の原駅南口ロータリーに行かなくなってしまったため、非常に不便になってしまった。
ビッグホップなどで買い物をした際、バス停まで約３００メートルもあるため、高齢者は荷物を
28 持っていけない。さらに、雨の日はずぶ濡れになってしまうため、以前のように印西牧の原駅ま
でに戻してほしい。また、滝野プラザ前停留所は滝野プラザから約１００メートルも離れてお
り、人気のない危険な場所になっている。出来れば滝野歯科前にバス停を変更していただきた
い。健康診断も滝野プラザで再開してもらいたい。
・滝野プラザの周りがかなり汚い。除草作業を行っていないため、夏には蚊が大量に発生し、近
くには保育園もあり衛生上よくない。以前看板に電話番号が書いてあったため、電話をしたが全
29
く何もしてくれない。市で何とかしてもらえないか。また、犬の飼い主のマナーが悪すぎる。指
導をしてもらいたい。
・若萩に住んでいるが、近くにサークル活動が出来る場所（カルチャーセンター）がないため、
市でサークルができる場所を作ってもらいたい。中央駅や牧の原駅には公民館などがあり高齢者
30
のサークル活動ができる場所があるのに印旛支所にはない。また、郵便局も駅前にはないため、
郵便局を利用するときにかなり遠い場所に自転車や徒歩で行かなくてはならず不便である。
31 ・松虫寺付近の用水路のコンクリートが破損しているため、直していただきたい。
・高花団地内中央緑道（市道）に関すること。①印西市高花４丁目高花団地内中央緑道全面につ
いて、土砂、のり等の汚れにより、非常にすべりやすい状態で、すでに歩行者の転倒入院事故が
相次いでいるため、早急に清掃をお願いしたい。②中央緑道にあるベンチが、３年ほど前より破
32
損しており、通行上危険のため撤去願いたい。③中央緑道に地盤沈下等がみられ、路面中央部の
舗装亀裂、マンホールの浮き、排水側溝の勾配不具合による水たまりが発生しているため補修工
事を行っていただきたい。陳情書として市議会議長に提出済みとのこと。
・中学校の校庭の放射能除染作業で出た土を自宅近くに埋めている。学校側からは、何の説明も
ない。今、第二段の作業をしているが、私が学校側に聞くまで、説明がなかった。また、教育委
員会に自宅近くに埋めないようお願いをしたが、当初埋めないと言っていたのにも関わらず、再
33 度聞いたところ、埋める可能性もあると話が二転三転している。民家も近いため絶対に近くには
埋めないようお願いしをしたい。また、学校の部活動について、朝５時３０分ころから練習をし
ているため、騒音に悩まされている。ボールが敷地内に入ってきたときに学生が勝手に敷地内に
入ることもあった。生徒の指導を徹底してもらいたい。
16

34

小学校学童保育の待機児童が15人程度でているが、早期に解消をお願いしたい。また、市内
には他にも待機児童がある学童保育があると思うので調査してほしい

印西市役所前の文化ホールで各種イベントがあるが、参加するのにふれあいバスを利用すると非
常に不便である。印旛支所から牧の原駅で乗り換え印西市役所に行くルートだが、牧の原駅で３
35
０分程度待つことになるので、印旛支所から市役所直通は難しいと思うので、印旛支所⇒本埜支
所⇒市役所の便をつくってほしい。
・環境都市宣言の要望書（素案）について活動方針を①印西市の恵まれた自然環境の保全の推
進、②低炭素社会実現に向けて、温室効果ガスの大幅な削減目標、③循環型社会構築に向けて、
家庭ごみ排出単位日本一を目指す、④高齢化社会に適応したデマンドバス・タクシーの整備につ
36 いて市として環境宣言都市実現に向け、平成２５年から始める基本計画の中に盛り込んでいただ
きたい。また、２月１４日にごみ施設見学会を予定している。バスで市内施設を見学しリサイク
ル業者の現状を知っていただくことを目的としている。結果については、また、機会を設け報告
させていただく。
・自分の娘が未婚の母で、現在入院をしている。そのため子供を保育園に預けることで、保育課
に相談をしたところ、待機児童がいるため順番にて入園を許可していると言われた。しかし、母
子家庭であり子供を面倒見れないので再度お願いをしたところ、子の母（娘）が退院するまで入
園を許可すると言われ現在は市内の保育園に通園している。しかし、退院したら即退園させると
37
言われた。退院すれば仕事をしなくてはいけないため、退園させられるのは困るのでこの件につ
いて検討してほしい。また、入院をしたのは子育てのストレスを発散できる場所がないためであ
り、滝野にバスがあれば外にも出ることができたはずである。早期に滝野循環バスを運行してほ
しい。
・先日市長懇談会に伺って滝野地区のバスについてお願いをしたが、２ヶ月たっても改善されて
38 いない。担当課もまだやっていないと言っていた。先日の大雪の際、バス停まで遠く、大変苦労
した。バス停の停留所変更を再度お願いしたい。
39

・ビッグホップの契約についてＵＲは不正契約をしている。現在企業庁を相手に裁判をしてい
る。また、市から自然環境調査を発刊しているが、職員も読んで勉強してほしい。

40

・小学校学童保育の待機児童が15人程度でているが、早期に解消をお願いしたい。また、市内に
は他にも待機児童がある学童保育があると思うので調査してほしい。

・印西市役所前の文化ホールで各種イベントがあるが、参加するのにふれあいバスを利用すると
非常に不便である。印旛支所から牧の原駅で乗り換え印西市役所に行くルートだが、牧の原駅で
41
３０分程度待つことになるので、印旛支所から市役所直通は難しいと思うので、印旛支所⇒本埜
支所⇒市役所の便をつくってほしい。
・竜腹寺に県の水道局の浄水場があるが、昼夜問わず、音がでて悩まされている。平成２３年６
月１日に市に対しその旨の内容について環境保全課に届出をしている。４～５年前から頻繁に浄
42
水場の音が大きくなり大変迷惑をしている。私が思うに動力モーターの不具合もしくは、老朽化
ではないかと考えている。
・現在、市の不法投棄監視員をしているが、３１日付けで任期満了になるためお礼の挨拶にき
た。また、印旛中央土地区画整理事業の開発に伴い、私自身、市は介入するべきではないと考え
43
ている事を伝えたい。また、クリーンセンターの移転については賛成である。その場所の決定に
ついても慎重に行っていただきたい。
・市の国際交流協会のボランティアとして英会話教室等の運営に携わっているが、最近、自宅に
44 誹謗中傷をするようなビラが何度も入り大変迷惑している。国際交流協会の中には
の方
もいるので、現状について何か知っているか聞いていただきたい。

17

６．市民ふれあい懇談会
ふれあいセンターいんばでの質疑内容
実施期日－平成２４年４月７日・午後３時～５時
意見・要望など

参加人数－１３人
市長の発言

いには野の新しいスーパーが開店した後も、牧
1 の原駅前商業施設へのふれあいバス巡回をお願
いしたい。

運行は継続します。
巡回ルートについては、印西市地域公共交通活性化協
議会で引き続き検討を行います。

市内道路部の除染作業後、汚染土壌を市役所や
各支所の車庫に保管すると聞いた。
例えば、印旛地区なら支所に集約して保管する
のではなく、除染を行ったそれぞれ各地区で保
管してはどうか。この美瀬地区は若い世代も多
2 いし、近辺には市民農園もあるので、不安に思
う。
また、保管の安全対策はどうなっているのか。
申出書の中には「場合によっては立ち入り禁止
になり得る」という一文もあった。そのような
事態になるような管理方法では困る。

各地区での保管は厳しい。
安全対策は、保管中も定期的に線量の測定を行うな
ど、徹底します。

印旛中央地区土地区画整理組合の予算につい
て、市が予算を投入しているようだが、それは
3 いいのか。
発展には期待するが、将来の展望はどうなるの
か。

合併時の約束で土地区画整理組合を作ることになって
おり、設立までの準備会の経費を盛り込んでいます。
今後の展望は、現在コンサルタントが企業進出につい
て調査を進めていますが、昨今の経済・社会情勢から
途中経過では「厳しい」という見解でした。あきらめ
ず経緯を見守りたいと思います。

事業説明にあった基金についてだが、医科器械
歴史資料館に市で管理費などを盛り込んでいる
のか。
4
現状で、入場者も乏しく、活用されているよう
には見えない。もっと活用方法を考えられない
か。

この基金は、市の予算ではなく、寄付金で成り立って
おり、合併時の約束で継続している。
また、館自体もテレビドラマの時代考察資料などで活
用されました。更なる活用については今後も課題とし
たい。

防犯灯の設置費用の１５％が自治会の持ち出し
費用となっている。自治会は任意の加入なの
で、未加入の世帯も防犯灯の恩恵を受けること
5
になる。
公平性から考えて、１００％を市で負担できな
いだろうか。

防犯灯は、まち開きの時点でほぼ完備されているＮＴ
地区より、住宅が点在する既存地区からの要望が多
く、全てに応えるには費用的に難しい。
維持管理費は市で負担しており、設置の負担割合は今
後も継続させていただくが、懸案事項として留意しま
す。

（２の意見に関連）
汚染土壌の対応に市が苦慮していることを認識
していた上で問いたい。
汚染土壌の保管はいつから行うのか。
また、現在はどこに保管しているのか。
6 保管については、この美瀬地区だけに文書が
回っているようだが、いには野地区全体にも説
明が必要なのではないか。
印旛支所は、同敷地内に、ふれあいセンターい
んばがあり、館内には児童館もある。
また、住民に対する説明会は行わないのか。

現在は、線量も土壌の量も多くはありません。
土壌は市役所の裏手で防水シートを使用し保管してい
ます。
説明会は、環境省と協議中である市の除染計画が定
まってから実施し、支所での保管はその後になりま
す。
説明会の開催は、環境保全課放射線対策室に指示をし
ます。
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現在の市役所の立地条件だが、仮に利根川が決
壊した場合、市役所は機能しなくなるのでは。
将来を見据えて、市役所を千葉ＮＴ地区に移転
7 すべきではないか。
また、市役所の事業を行う際、それぞれの担当
者を明確にして、責任についても明言すべきで
は。

参考意見としてお受けします。

『広報いんざい』4月1日号に掲載されていた新
しい総合計画の記事だが、写真の上に文字が掲
8 載されていて読みにくかった。
特に高齢者にはきつい。ああいった掲載方法は
止めた方がいい。

参考意見としてお受けします。

いには野地区は、高齢者の買い物難民が多い。
一刻も早くナリタヤの開店を望む。

一日も早く開店するように、働きかけを行いたいと思
います。

印西市は自然に恵まれているが、里山の荒廃が
目立つ。
10
また、農地の有効活用なども視野に入れて欲し
い。

里山はほとんどが私有地であり、市の関与が難しいの
が現状です。
ただし、先頃開催された里山会議では、企業庁より空
いている所有地管理の依頼があり、市民団体のみなさ
んが、名乗りを上げてくれたことがありました。
また、少し前から地域住民・業者の助力を得て、不法
投棄ごみを撤去する美化作戦も展開しています。

9

（２の意見に関連）
汚染土壌をここ（印旛支所）に置くのはやめて
欲しい。
保管場所について、市で充分に協議したのか。
印旛沼の近くなど、市の所有地で周囲に民家な
どがない場所にプレハブを建て、そこで保管し
てはどうか。保管期間もちゃんと決めて欲し
11
い。
子どもがよくここの児童館に来ているので、汚
染土壌から出る放射線などの影響が怖い。子ど
もを守るための除染計画なのに、子どもが集ま
る場所に汚染土壌を保管するのは、何故なの
か。また、管理中、密封は万全なのか。

（２の意見に関連）
汚染土壌を印旛支所に置くのは決定事項なの
か。
12 説明会もなく、住民不在のまま進められるのは
納得いかない。市役所は何を考えているのか、
常識を疑う。
市の除染計画の指針も明示して欲しい。

保管場所については、私有地に置けないこと、管理の
安全性を考慮すると、市の施設しかないのというス
タートがありました。
また、雨ざらしにもできないので、保管場所には屋根
なども必須です。
保管の期間や方法については、先ほど申し上げたとお
り、いには野地区全体を対象とした説明会を開催し、
住民のみなさんに了解を得られるよう説明を行いま
す。
除染計画の指針も、国との協議を進め、住民のみなさ
んに情報を発信していきます。
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①千葉県の医療計画で、市内にリハビリテー
ションセンター建設の予定があるそうだが、市
は場所を認知して、計画の意見書を出したの
か。
②クリーンセンターの焼却灰の処理だが、8,000
13 ベクレル以上のものはセンターに保管、それ以
下のものは他県の民間処理施設に搬入・処理を
していると聞いた。どこの施設なのか。
③（②以外の灰について）岩戸の最終処分場で
処理しているそうだが、地元の住民の理解を得
ているのか。

①場所は千葉ニュータウン中央駅近隣。意見書につい
ては、市の要望として市街化区域に救急医療の病院の
建設を明記したのみです。リハビリテーションセン
ター限定の誘致はしていません。
②埼玉県の民間業者に灰を再生し、土壌にする業務を
お願いしている。
③8,000ベクレル以上の焼却灰が出た時点で、地元に説
明に伺った。8,000ベクレル以上の焼却灰は一時保管の
ご理解を得られなかったが、それ以下の灰について
は、国に管理上の安全対策のレクチャーを受け、環境
事業組合として、現地の住民と約定を交わしました。
現在、現地以外の周辺地区とも調整を行い、定期的な
線量測定などの重点的な管理も行う予定です。

合併してから、松虫姫公園などがとてもきれい
になった。
また、いには野小の学校ボランティアが、小・
14
中学校の通学路や駅の回りに花壇を整備してく
れている。
ぜひ広報紙で取り上げて欲しい。

確認し、検討させていただきます。

3月に市税のサービスについて、市のホームペー
ジにコンテンツが掲載されていたが、便利な
15
参考意見としてお受けします。
サービスだと思うので、ホームページ上だけで
なく、広く情報を伝えて欲しい。
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本埜ファミリア館での質疑内容
実施期日－平成２４年４月８日・午後３時～５時
意見・要望など

参加人数－１１人
市長の発言

クリーンセンターの移転の話は、市民に説明す
ると言っているが、市民が知らないうちに勝手に
1
市長が決めて、決定してから市民に説明するので
は、順番がおかしいのではないですか。

候補地をあげる段階では、地権者の了解が必要とな
り、対象物件がその場所に建設できるかの問題もありま
す。また、候補地が複数ある段階では、かえって誤解や
混乱をまねく恐れがあるということから、候補地を定め
てから説明するのが最善であると考えたからです。

今のクリーンセンターの土地と新規の土地では
何が違うのか。新規の場所は用途はなにか。

候補地には、土地利用の問題もあり、現在建設してあ
る施設については、第２種住居地域という土地利用に
なっています。また、次期建設予定の９住区につきまし
ては、準工業地域となっております。準工業地域につい
ては、事業系の施設が集積する用地です。なお、予定地
（９住区）につきましては、蒸気のまま余熱利用する際
に非常に効率がよいともされています。

候補地について情報を市民に知らせることが大
2 事なことで、市長が勝手に決めた場所では市民が
納得しない。

９住区に決定するまでの経緯については、２年半もか
けて検討してきました。土地についてもどの場所が一番
適しているのかを全て検討した結果、現在の候補地に
なったわけですから、私が独断で全て決定したわけでは
ありませんのでご理解いただきたい。

大塚の住民は、クリーンセンターが建設される
3 のは全く知らなかったと言っているがどうなので
すか。

クリーンセンターが操業してからクリーンセンターの
操業状況などを地域の皆さんと意見交換をする場所とし
て年４回、環境委員会を開催しております。これには約
３０町内会の代表が参加し、活発な意見交換をおこなっ
ています。その意見交換会の中でクリーンセンターの移
転問題も出ており、大塚３丁目の代表はその環境委員会
に参加をしていなかったのは事実でしたが、昨年ぐらい
から大塚３丁目の町内会代表は参加をしていました。

チラシには、
4
か。

事業費としては概算で約
億になりますが、現在使
用している建物を壊して売却した場合、概算で約
億
になるとされています。結果的には、一度
億で建設
して、
億で売却する仕組みになっています。

2

億かかると書いてあるが本当

億は高いと誰もが思っている。都市再生機
構の土地は高いのに何故市長は、都市再生機構の
が都市再生
5 土地にそんなに拘るのか。（株）
機構から仕事を受注しているからか。それとも何
か都市再生機構と繋がりがあるのか。

それについてはチラシ等でも騒がれていますが、私の
身内の会社が都市再生機構から受注しているのは、事実
です。しかしながら、これについては、私が市長になる
前からの話で、年に１～２本程度、競争入札を行い受注
しているものです。また、受注割合も約７５％位の入札
になりますので、何らやましい部分のない公明正大な入
札ですのでご理解いただきたい。

候補地選定に３年ほどかけたと言っていたが合
併前に本埜村の候補地はあったんですか。

旧本埜村については、みどり台に用地を確保できると
いう話がありましたが、道路、工業用水、電気、上水な
どの問題点が多くあり、これを整備しますと莫大な費用
がかかることが予想されたことから検討した結果、候補
地から外れた経緯があります。

6

本埜時代は部活で遠征する際、村から補助金が
でてバスを借り上げていたが、合併してからは一
切バスがでないし、給食もお粗末になっているよ
7
うだ。小川村長は合併する前、村のお金を多く残
したから、合併すればもっと良くなると思ってい
たのにどんどん悪くなっている。

バス、給食の関係については教育委員会に確認しま
す。

印旛中央地区画整理組合の予算について、市が
8 予算をつけているようだが、何か参画しているの
か。

合併時のお約束で土地区画整理組合を作ることになっ
ておりますので、設立までの準備会の経費です。
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区画整理事業は、
億、
億という大
きな金額になると思うが、その際、土地の売却で
9 精算されることが望ましいが、土地が売却出来な
かった場合、かなりの借金が残ると思うが市はど
のように参画していくのか。

概算で約
億になります。市は参画は一切いたし
ません。これは、合併時のお約束でもあります。しか
し、技術指導は行います。また、平成２５年の事業収束
に伴い、都市再生機構は自ら区画整理を行えなくなるた
め、組合にて実施していきます。

昨年の都市再生機構の説明だと、滝野の商業施
10 設内に新規店舗がオープンすると言っていたがど
うなっているのか。

現在も公募をおこなっていると伺っていますが、具体
的には情報は入ってきておりません。例を申しあげれ
ば、印旛のランドローム撤退後にナリタヤが進出をきめ
ましたが、この背景には、印旛の９自治会の皆さんが、
盛んに運動をおこなったことで、進出が決まった経緯が
あります。

旧本埜村に関しての事業・予算が計上されてい
ないように思うがいかがか。

旧本埜村で合併する前の懸案事項として駆け込みで事
業が行われました。例としては道路工事などの新設や改
修工事が主なものですが、その事業が中途半端になって
いる部分がありますので、継続事業として実施していま
すので、今回の新規事業には計上しておりません。

11

昔、本埜の小学校と中学校の間の水路（池）に
コイがいっぱい泳いでいたが、今は泥沼になって
12
昔の見る影もない状態のため綺麗にしていただけ
ないか。
竜複寺の横の浄水場から騒音が出ているので何
13
とかしていただきたい。

現場を確認させていただきます。

再度、市の環境保全課に指示して確認をさせます。

個人情報の観点から印西市のパスワード管理は
どうなっているのか。昔、本埜村役場のパソコン
14 でパスワードを入れたら家族の収入や学歴などが
誰でもみれる状態になっていた。これはどういう
ことか。

合併前のシステムについては、当時の担当に聞かない
とわかりませんが、合併後、印西市では、個人情報の管
理は情報推進課で一括で管理をしています。また、担当
課以外は個人情報等についても閲覧出来ないシステムに
なっております。

広報の災害関係記事の中で、自助、共助が掲載
15 されておりましたが、正確な情報を発信していた
だきたい。

防災行政無線については、印旛・本埜を統一しようと
いうことで、今年度工事が完了いたします。正確な情報
については、地震発生当時、市としても情報が取れない
状況でしたので、反省をしなければならないと思ってい
ます。これは、計画停電、JRの運行などを東電、JRとも
市に情報を出していただけない状況が続きました。今後
印西市では、新規の防災計画を作成していますので、そ
の中に盛り込んでいきたいと考えています。公助につい
ては、市には備蓄として食糧、水等がありますが、いづ
れも全市民をまかなえるものではないため、自宅で３日
間分の備蓄をお願いしているところです。

３．１１の際に千葉（印西）に居住していたと
いう証明書を出していただきたい。また、印西市
16
内の子供達への内部被曝の検査もしていただきた
い。

居住証明書については、確認しておきます。また、内
部被曝の検査については、隣の我孫子市が実施をすると
いうことですので、印西市についても、検査をすること
で、指示いたしました。

４月１日号の広報で介護保険料が新しくなりま
すと表現されているが、「新しくなる」は表現が
17
おかしいのではないか。「改訂されます」ではな
いか。表現の仕方をもっときちんとしてほしい。

表現の仕方について、慎重に対応するよう指示いたし
ます。

バスが朝と夜しかなく大変不便です。循環バス
18 を１時間に１本出してくれないと昼間出かけられ
ない。何とかしてほしい。

滝野のバスについては、北総交通で運営をしていま
す。また、検討委員会の中でもデマンドバスについて検
討をしておりますので、ご理解いただきたい。

北総交通が走っていない時間帯にバスを運行し
てほしい。

滝野の中のバスについては、民間の北総交通が運営し
ていますので、そこに市のバスを運行させるのは難しい
と考えています。しかし、一番よいのは昼間北総交通が
運行していただくことでしょうから、担当部長に伝えて
再度検討するよう指示いたします。

19
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中央公民館での質疑内容
参加人数－12人
市長の発言

実施期日－平成２４年４月１４日・午後３時～５時００分

意見・要望など
（１）早期に病院を誘致してもらいたい。また、
情報公開開示をすみやかに行ってほしい。
（２）建築主事を置いていただきたい。
（３）法令遵守を徹底していただきたい。
（４）放射線の勉強会、研修会を開催してほしい
と以前伝えたが実行していただきありがとうござ
います。（５）印西市はハード面は多いがソフト
面が弱いのではないか。もっとソフト面に力をい
1 れていただきたい。
（６）広報の掲載記事について介護保険料、国民
健康保険料の記事が多すぎる。表も見づらい。
（７）松戸市、柏市、流山市には空き家徹底管理
が条例として制定されている。印西市もそういう
対策をお願いしたい。

ご意見としてお伺いします。

印旛高校跡地についてお願いしたい。
（１）旧印旛高校の校舎は現在耐震の関係もあり
建物はトレーニング施設だけが残り、更地になっ
た場所は交流広場になっている。その場所に交流
2
館、美術館などを早い段階で建設していただきた
い。また、万葉公園の延長線上に樹木の公園構想
がしめされているが、そこには、日本古来の万葉
樹木の植栽をお願いしたい。

印旛高校の跡地につきましては、地域の皆さんのご意
見を伺いながら計画を立てさせていただきましたが、交
流広場に地域のための施設を建設することについては、
今後地域の皆さんのご意見を伺いながら検討していきた
いと思います。また、万葉公園の樹木の問題について
は、今後、公園を設定するにあたり、地元の皆さんのご
意見を取り入れて検討をしていきたいと思います。

（１）市長懇談会を精力的に開催していただくこ
とは、大変感謝しておりますが、細かな部分につ
いては、市長は応えられないと思いますので、市
長だけではなく、現場を仕切る部課長の参加もお
願いしたい。
（２）一生懸命仕事をしている職員も多いとは思
いますが、残念なことに評価に繋がっていないと
いった声をよく耳にする。印西市では職員に対す
る提案制度、評価制度の整備はされているのか。
もし、無いようであれば今後整備した方がよいの
3
ではないか。
（３）県道の市境にマスコットキャラクターの看
板などをつけて、もっとPRをした方が良いのでは
ないか。
（４）クリーンセンターの移転も重要だと思う
が、ゴミの減量化が最大の課題だと思う。これに
ついて市でもっと協力していただきたい。
（５）コスモス道路も進捗状況は。
（６）瓦礫の処理について東北３県の応援はでき
ないのか。

懇談会時の職員の参加については、必要に応じて出席
はしております。また、懇談会の内容等については、朝
礼や会議などの際に部課長には私から話をさせてもらっ
ています。職員の評価については、年２回ほどやってお
ります。当然のことながら積極的に業務を行い頑張って
いる職員については評価させていただいております。次
に、ゴミの減量化については、審議会を年４回開催し、
第二次印西市ごみ減量計画を策定しました。今後につい
ては、その計画に基づき、ごみの減量化を進めていきま
す。次にコスモス道路は県道になっておりますが、用地
買収については、市町村で行った方が効率的にできると
いうことで、印西市が県と協定を結び用地買収を担当し
ていました。最初の２年間は県予算がついておりました
が、昨年から県の財政予算が厳しいということで、予算
がついておりません。今後は、あそこまで道路が出来て
いますので、もう一度県に強く要望いたします。瓦礫の
受け入れについては、各マスコミからも首長としての考
えを聞かれます。私個人としては、受け入れたいという
気持ちはありますが、実は、印西市も被災をしており、
この現状から考えると受け入れはできないと考えており
ますので、ご理解ください。

4

農産物の検査はどのくらい実施をしたか。

JAで検査をおこなっているため、正式な数は把握して
おりません。出荷規制をかけた「しいたけ」、「たけの
こ」については、生産者が心配だから検査をしてほしい
ということで検査を実施した経緯があります。

病院問題について、議員の会報誌で、情報が
5 入ってきますが、市が総合的な福祉施策として、
まとまった情報を早く出して欲しい。

２１住区に建設中の緑生会については、小児科、産婦
人科、内科、通院の外科があります。病院の許認可につ
いては全て県に権限がありますので印西市としては意見
書として県に提出をしました。今後、市に入ってくる情
報については、速やかにお伝えしていきたいと思いま
す。
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小林コミュニティプラザでの質疑内容
実施期日－平成２４年４月２１日・午後３時～５時
意見・要望など

小林大門下在住。
調整池に鯉やカルガモが住んでいるが、夏にな
1
ると水が臭くなる。もっと、水が透きとおる様に
きれいにならないか。

参加人数－８人
市長の発言
小林の調整池は、私も楽走会の人達と何回か歩いてい
ますが、根本的には浚渫をし、噴水などで流れを入れ、
水を動かさないと解決しないのではないかと考えていま
す。
水をある程度抜くと異臭には効果があるそうですが、
小林は調整池ですので、大雨が降った場合あそこに貯水
し、徐々に流すという機能を持たせてありますので、下
水道課に話をし、何らかの対策を考えます。

印西市には、市営住宅や県営住宅がない。不景
気で高齢者や仕事がない人も多く、賃貸に住むこ
とが厳しい状況である。近隣の柏・我孫子では、
市営住宅があり安い額で住める。もちろん生活保
護受給者は、手続きをとれば安く入れると思う
が、印西市には、市営住宅がない。都市再生機構
の住宅にしても、最初の７年間は、家賃が上がら
ない契約で入居したのに法律改正で家賃が上がっ
2 てしまった。所得が減っているのに家賃が高くな
るといった問題があるのに印西市は市営住宅を建
設する予定もないようだし、声にしている人もい
ないと友達同士で話をしているがどう考えている
のか。家賃を半分、１/３助成してくれるとか、例
えば公務員だと３０年前から賃貸に入っていると
円位の住居手当が出ていた。一般の市民には、そ
ういう補助や税金の控除など全くなく、大変な生
活をしているので真剣に考えて欲しい。

市営住宅の建設については、現在の経済状況の中では
非常に難しいと考えています。都市再生機構の空き家対
策というものがあり、都市再生機構の物件は面積が広い
という事で、核家族が増えてきた現状に合うよう狭く安
くして貸し出そうというプロジェクトを進めています。
その一環として保育施設をお願いできないかという話も
いただいている。
柏の豊四季では、東大の先生と柏市と地域住民、医療
機関が中心になり、介護のできる住宅をという事で動い
ています。野田総理も現地に視察に来ており、印西市と
してもその様な良いプロジェクトについては印西市にも
対応してもらえないかとお願いをしたところです。しか
しながら、医療機関が入るためその辺の問題があるよう
です。ご意見を都市再生機構にお伝えさせていただきま
す。

市議会議員などが発行しているチラシの中で、
3 市長とＵＲが癒着していると書かれているが本当
なのか。

市長になる前は、会社の代表をしていましたが、市長
になってからは、妻に譲りました。当然、印西市や私の
関係する環境整備事業組合などへの指名参加は登録を
行っていません。会社自体は、国、県の仕事や民間の下
請けをしている会社であり、何年も前からＵＲの仕事は
受注していました。ＵＲからの受注については、競争入
札によるものですので、何らやましい事はなく、公明正
大なものであります。受注の落札率についても７０％代
の落札率で受注しているという事ですが、ＵＲに仕事を
もらっている訳ではなく受注をして適正に仕事をしてい
るという事をご理解いただきたい。このことについて
は、情報公開の対象ですので誰しもがわかる情報です。

(1)特別措置法が施行され、年間放射線量が１ミリシーベ
ルトという事で毎時０.２３マイクロシーベルト以上の地
(1)印西市が放射線の高い指定区域になっていると
域は、重点指定地域として指定されます。保育園、幼稚
聞いたが本当か。市から測定器を借りて自宅周辺
園、学校、公園等も高いところがあるので重点的に除染
を計測したところぎりぎりの値で側溝などは、５
をしていきます。
4 ～６ミリシーベルトの値である。市で発表してい
(2)木下ゴルフセンターからジョイフル本田に抜ける道路
る数値を見て安心していたが現状はどうなのか。
の途中のＳ字コーナーについては、私も何度も地権者の
(2)木下ゴルフセンターからジョイフル本田に抜け
もとへ伺っていますが、なかなか理解が得られていない
る道路の途中がＳ字になっているのは何故か。
状況です。
今後も、引き続き交渉していきたいと考えています。
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物木滝線については、合併前、旧本埜村の事業で当時
本埜村は村長が何度か変わり、そのたびに地権者との約
束が変わり、地権者が態度を硬化させてしまい交渉が進
まない状況になってしまいました。
最後の村長が、県道まで用地買収が済んでいない状況
で、工事を発注してしまいました。
合併後、地権者に用地交渉に伺ったところ、道路用地
物木滝線が放置され1年半くらいたつが、完成は についてはご理解をいただき、現在工事に入っていま
5
いつなのか。
す。
しかしながら、県公安委員会から小林牧場の信号との
距離があまりにも短すぎるので、右折車線を設けなさい
との話があり、その用地を買収しなければなりませんの
で、現在交渉に入っているところです。
暫定という形になりますが、夏までには小林大門下か
らニュータウンまで開通させようという事で進めていま
す。

否定的なチラシが配布されているがどうなの
か。

病院の問題について、市としては、印西市医療基本構
想というもの策定し、今一番必要なものは二次救急で、
入院できる施設であることを意見書にかかせていただき
ました。病院の立地については、都市計画法が改正さ
れ、病院といえども調整区域に建設するには非常にハー
ドルが高くなりました。市としては、市街化区域が望ま
しいという事も意見書に書かせていただきました。２事
業所は、千葉ニュータウンの市街化区域内に病院を建て
たいということで、１事業所は、現在建設中です。しか
しながら、現在建設中の病院は、総合病院という形では
なく、内科、小児科、産婦人科、歯科、他の科もありま
すが他は通院による科ということで、その事業所が県に
増床を要望し、１４１床の増床が認められ、もう一つの
事業所は、１２０床でリハビリ専門の病院だそうです。
これらは、千葉県の病院部会の権限ですので、計画に対
しての聞き取り、資金繰りの問題、医師、看護師の確保
の問題等、実績を加味して病床を配分したもので、印西
市としては、意見書とお願いをし、一日も早く建設をし
てもらいたいという事です。

市長の同族企業がＵＲと癒着しているとかかれ
ているが、ＵＲの事業の数パーセントであり、生
7
業にしていれば当たり前の話であると思う。市長
からも何か言った方が良いのではないか。

選挙前という事もあろうかと思うが、私も困ってい
る。こういう機会に、皆さんに話をさせていただいおり
ます。

6
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（１）南ベルト⇒北総線、北ベルト⇒成田線、そ
れをつなぐバス路線を印旛、本埜、小林、市役所
をとおして欲しい。一番東側の路線が今後重要に
なってくると思う。三菱化成が行った小林と牧の
原という線はあるが、先々を考えると重要な路線
であると思う。
（２）３１号線について状況を教えてほしい。
8
（３）浅間の交差点で、毎朝、雨が降ろうが雪が
降ろうが旗振りをしている。雨や雪の日には駅へ
の通勤、通学時の送迎の車や自転車、歩行者で混
雑する。その様な状況の中、聞きなれない呼び名
の歩車分離という形態で大変危険である。横断歩
道も２４秒で信号が変わるため高齢者は渡りきれ
ない。改善をしてもらいたい。

（１）バスについては、北総交通が小林から牧の原駅、
印旛明誠高校まで路線を伸ばしていただいたり、滝野地
区の循環バスなど大変努力をしてくれています。何故、
ふれあいバスを入れないのかという質問については、民
間のバス会社が入っているところへ公的なバスを入れる
という事は、民営を圧迫することになりますので公共交
通検討委員会の中で調整をしてもらっています。そこ
で、現在、実証実験を２路線で実施しており、１路線
は、牧の原から竜腹寺を通り、印旛日医大駅から日医大
へ入り印旛支所までという路線で、最近利用者が増えて
きています。先ほども申しあげましたが、物木滝線が開
通すれば、そこを北総交通が通ると思いますし、利便性
の向上にもなります。もうしばらくお待ちいただきた
い。もう一つの実証実験は、木下駅から布佐駅へ抜けて
いくルートで、我孫子市と協定を結び、交通の空白地帯
である布佐駅へふれあいバスを入れ発作地区を回してい
ます。こちらも最近利用客が増えているとの事です。公
共交通検討委員会へ伝えさせていただきます。
（２）３１号線の延伸については、一番の大きな問題に
なっていたのは、計画の中に南弘防稲荷神社があり、そ
の神社の境内地が何百人もの共有地になっていまして、
処理ができない状況になり、工法を変えて進めようとい
う事になったのですが次に買収をすべき土地が半端な部
分が残ってしまい、その調整が難航しています。今後頑
張って対応していきたいと考えています。
（３）信号については、小林子ども見守り隊の方が交通
問題の対策協議会で委員になっていまして、毎回の会議
の際に警察署長、交通課長に歩車分離が非常に紛らわし
く、信号無視が多いという話をされています。子ども見
守り隊や交通安全のために出てくれている人が注意する
と中高生たちが怖いので警察官に何日か出てもらえない
かという要望をしており、安全協会の方でも認識をして
おります。市民安全課から警察の方へ話をします。

印西市は、人口が増えてくると思う。日本で一
番医療が充実したまちであるとか、一番安全、安
9 心であるといった将来に向けてのビジョンを作っ
て進んで欲しい。住んでいて住み心地の良い街に
なっていくと思う。

千葉ニュータウンという計画の中で、これだけのイン
フラが整備された地域はないと自負しておりますし、印
西市の置かれた地域的な位置についても東京と成田空港
の中間点、千葉ニュータウン内のインフラ整備された未
処分地がまだ３４０ヘクタール位残っております。ただ
住むだけではなく、住むところも働くところも憩うとこ
ろも、ニュータウン区域以外のところには自然も残って
おりますし、そういったところも維持しながら安心で安
全な街をつくることを今後も進めていきたいと考えてお
ります。幸いなことに千葉ニュータウン地区にいろいろ
な企業が進出してきており、電算センターのバックアッ
プ施設や商業施設が注目しております。

市に特色がなく、観光名所がない。足利フラ
ワーパークのような観光名所を考えて欲しい。虫
10
のわく木はたくさんあるが、花の咲く木は少な
い。 素敵な街にして欲しい。

市内で様々な市民団体がボランティアで様々な活動を
してくれています。みなさんと協力しながら進めていき
たいと思います。
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中央駅前地域交流館での質疑内容
実施期日－平成２４年４月１５日・午後３時～４時３０分

意見・要望など

東北の震災ガレキの受け入れについて、県から
1 要請はあるのか。

参加人数－７人
市長の発言
同じ日本人として、受け入れたい気持ちはあります。
しかし、市も被災し、クリーンセンターの飛灰から
8,000ベクレルを超える値が出てしまったため、それ以下
の償却灰も現在、最終処分場へは持っていけず、クリー
ンセンターで保管している状況であり、現時点では受け
入れは難しい状況です。
県からは、環境整備事務組合に照会があり、回答して
います。

ゴミの減量化について。
次期処理施設の処理能力は２５年度の組合の計
画が基本となるため、２４年度の減量化実績が重
要。ゴミ減量は市民ががんばらないと達成できな
2
いため、印西市・白井市・栄町ゴミ減量推進連絡
会という市民団体を作ろうと思う。白井市はゴミ
を減らす会を作った。印西市は協力的ではない。
市長の熱意がないのではないか。

市としては、３月末にゴミ減量化計画を策定いたしま
した。担当には、これを全市に広め、市民の皆様の認識
を高めていただくため、各自治会・町内会で説明会を開
くよう指示したところです。

手賀沼終末処理場の焼却灰の保管について。
印西市の議会は県からの説明会を開催、我孫子
3 市議会は断固反対という状況である。
もし受け入れない場合、県から何かしらの圧力な
どを受けるのか。

クリーンセンターの8,000ベクレルを超える飛灰につい
ては、国が一時保管場所を確保することになっており、
柏、松戸、流山、我孫子、印西地区環境整備事務組合で
県に早急に保管場所を確保するよう要望書を出しまし
た。
その結果、県有地で民家も離れ管理もし易いという理
由から、手賀沼終末処理場が指定されております。
我孫子市長とともに東葛地区で他の場所も探すよう再
三申し出ていますが、県としては他に候補地が無く、県
の責任で住民の理解を得るため説明会を開催したいとい
う状況です。
柏の南部清掃センター内に仮置き場を造るにあたり、
地域住民は反対しているとも聞いており、他市の放射線
量の高いものまで受け入れるのは、風評や市民感情を考
えると難しい。自区内処理を基本として他の場所も考え
ていただくよう、県にお願いしている。

平成２７年度から予算が減少するとのことであ
るが、高齢化が進むため、福祉の経費にシフトし
4
ていかなければならないと思うが、その先はどう
なるか。

基本構想を策定する上では、９年間の財政フレームを
出しており、人口は１０万人を超え、高齢化はあまり進
展しないと推定しています。
しかし、１０年後には印西市も高齢化が急速に進展す
るため、十分注意していく必要があると考えています。
また、若い世代を確保するには、子育てしやすいまち
にする必要がありますので、全庁的にその実現に努めて
います。

5

直下型地震が心配されており、この地域が地震
に強いことをもっとPRすべきではないか。

千葉ニュータウン周辺が、地震に強いというＰＲは
行っています。それを裏付ける理由として、郵貯のデー
タセンターや民間のデータセンターが多く立地している
ことにあります。
ただ、企業側からは、北総線の運賃について言及され
ることもあります。
このことは、前回４．６％の値下げが実施され、通勤
定期は１％値引きではありますが、通学定期は２５％引
きを維持し、負担額も１億３千万から７千５百万位と
なったため、それなりの評価はできると考えています。
次のスキームについては、これからも議論が必要です。
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6

中央駅の南北はまだ空地があるが、今決まって
いるところはあるか。また将来計画はあるか。

小規模にはコンビニなどという話しもあるようです
が、大口の場所については具体的にはありません。
９住区については、評判が良く、カインズホームとコ
ストコの出店が決まっています。今後についても、その
相乗効果が期待されます。

９住区についてはクリーンセンターがあり、問
7
題はないか。

進出企業は今のクリーンセンターの技術は全く問題な
いと言っています。また、次期施設については、更に厳
しい基準数値を用いることになるので、問題ないとのこ
とです。

中央駅から牧の原まで含め、年間利用者数はど
8
のくらいになるか。

少し前のデータですが、ちば銀総研でレジの通過人数
を調べたところ、年間2,000万件を超えるとのことです。
また、イオンさんに聞いたところ、９５％は車を利用
しているとのことです。
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平賀構造改善センターでの質疑内容
実施期日－平成２４年４月２２日・午後３時～５時
意見・要望など

参加人数－６人
市長の発言

最近、クリーンセンター移設に絡んで市長の親族
会社と都市再生機構との癒着などを書いた
1 が、平賀学園台などにも投函されるようになっ
た。
こうした情報の真偽を問いたい。

親族会社に受注があったのは事実ですが、年２回で全体
の一割にしか満たないし、情報公開もされています。落
札額も大きな儲けが出るような額ではありません。
に書かれているような癒着は、全くありませ
ん。

印西市には「印西市歩行喫煙、ポイ捨て等防止条
例」という条例があるが、重点区域に課す課金制
度の存在など、条例そのものが市民に認識されて
いない。
2
ポスター、立て札などもう少し啓発をしてはどう
か。
平賀学園台では、リフォーム会社の業者がタバコ
を植え込みに捨てていくケースもある。

クリーン推進課に伝え、更なる広報を行いたいと思いま
す。

平賀-山田線に海抜０ｍ地点で冠水などが起こる。
平成１２年度にかさ盛りを行い、改善はされた
3 が、S字カーブが二カ所あり（中央水路付近な
ど）、大型車が車線を越えて走行するなど危険な
道路になっている。

以前から大型車両の問題は気に懸けていましたが、市内
で大型車が通行可能な道路が数本しかなく、その影響も
大きいと思います。
今後も印西警察に申し出を行い、取り締まりなどを依頼
していきたいと思います。

（１の意見に関連）
頻繁に市長を糾弾するチラシなどが投函されてく
る。内容も一方的で、UR都市再生機構との癒着が
濃い書き方ばかりである。
病院建設も、チラシでは「調整区域が安価で済
む」などと書いているが、インフラ・ロケーショ
4
ンの観点や長期的な目で見ても疑問がある。
クリーンセンター移設についても、印西市議会の
中でしっかり説明しているのに、書き方は辛辣
だ。
市長もこうしたチラシに対し、何らかの方法で正
しい情報を伝えるべきではないか。

選挙の前でもあるし、一方的な書き方が目立つのは確か
です。ただ、私個人での説明はとても難しい問題です。
現在は、今回開いている「市民ふれあい懇談会」などを
通じ、住民のみなさんにきちんと説明していく方法が良
いと考えています。

平賀学園台が開かれて２０年が経つ。
5 そのため、道路などがところどころ痛んできてい
るので何とかして欲しい。

土木管理課に伝え、道路の見回りを行うようにします。
同時に、町内会でも補修要望を出して下さい。
また最近、酒々井町にアウトレットの招致がありました
ので、市内の道路整備・補修も視野に入れたいと思いま
す。
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