
　　　　　　　　　　　意見交換会　まとめ　　

　　　　

１．意見交換会の概要（議会報告会等に関する実施計画より抜粋）

　①目的

　　議会活動に資するための情報を取得するため，市民と議会が意見

　交換を行う。

　　後日，全議員参加のもと，当日の内容を確認し情報共有を図る。 

　（広聴機能）

　　　　

　②テーマ

　　テーマを限定せずに幅広く市民の意見を聴取することから，

　「～皆さまの声を聞かせてください～」とする。

　

　③方法

　　ア）グループ方式とする。

　　　より多くの市民の意見を聴取できるよう議長を除き総務委員会

　　５名，文教福祉委員会６名，環境生活委員会５名，議会運営委員

　　会５名ごとに４グループ（分野）に別れ，それぞれの所管事項に

　　ついて対応する。

　　　ただし，所管事項以外の分野であっても柔軟に対応する。

　　参加者は，興味があるグループ（分野）に移動して意見を発言す

　　る。また，途中移動も自由とする。

　　　なお，議会運営委員会の構成については，総務委員会選出議員

　　３名の中から１名，文教福祉委員会選出議員３名の中から２名を

　　選出し，環境生活委員会からは，椎塚俊裕議会運営委員会委員長，

　　深沢幸子議会運営委員会副委員長を選出することにより議会運営

　　委員会とする。

　　　選出については，それぞれの委員会で協議して選出する。

　　

　　イ）司会進行と書記

　　　司会進行は，各常任委員長及び議会運営委員長とする。

　　書記は，グループ内での意見交換等を整理し文書にして報告する。

　　　選出については，それぞれの委員会で協議して選出する。
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　　ウ）委員会構成　寺田議長を除く２１名

　　　・総務委員会　５名

　　　　後藤光秀議員（委員長），石引議員（書記），金剛寺議員

　　　　山宮副議長，山﨑議員，

　　　・文教福祉委員会　６名

　　　　糸賀議員（委員長），札野議員（書記），伊藤議員

　　　　久米原議員，油原議員，後藤敦志議員

　　　・環境生活委員会　５名

　　　　坂本議員（委員長），岡部議員（書記），福島議員

　　　　滝沢議員，大竹議員

　　　・議会運営委員会　５名

　　　　椎塚議員（委員長），深沢議員（書記），杉野議員

　　　　鴻巣議員，大野議員

　

　④時間配分

　　議会報告会終了後，１０分間の休憩をはさみ１１時１０分から

　１１時４５分までを目途とする。　　

　⑤議員の発言

　　ア）議員個人の見解は述べない。

　　イ）議会で決定したことは議会として報告する。

２．開催日時・会場・参加者数

　①日時：平成 28年 5 月 8 日（日）午前 11時 10分～ 11時 50分

　②会場：龍ケ崎市文化会館  小ホール　

　③参加者数：５１人
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３．意見交換会の内容（要約）

※当日回答・説明できませんでした事項つきましては，後日回答を明

らかにさせていただき，回答・説明欄に【回答】として掲載させてい

ただきました。

○議会運営委員会

参加者からの意見・要望等 会場での回答・説明

①議案等の賛否を見ると，色々な意

見，市長派と反市長派に別れている

ように見えるが，請願は，総務委員

会で調整するのですか。それともま

ったく議員個人に任せて判断してい

ただいているのですか。

　議案でも請願，陳情でも，個人の

意見で賛否を決めてい ます。賛否は

自由であり，市長が判断するもので

はありません。

②文化会館に使用の申し込みをする

ときに政治活動では難しいと聞いた

が。

　使用できます。

③議会基本条例の中で，議会報告会

の他に目に見えるものは，何に取り

組んでいるか。

　今回は１部が報告会，２部が市民

からの広聴として意見交換会を開催

しました。まだ具体的には決まって

いませんが，こういうかたちのもの

をできるだけ取り入れていきたいと

いうことは実行委員会のなかでも出

ていました。聞いただけではなくて，

やりとりするようなことも考えてい

るところです。

＜参加者からのその他の意見・要望等＞

④議員が選挙で出している選挙公約を，毎回の定例会で一般質問すれば 16

回出来ます。それが大きな力になるのではないか。是非取り組んで欲しい。

⑤大磯町議会は，女性議員が５割います。女性のしなやかな考え，意見が

大切であり，党派等に関係なく女性議員だけで集まり，相談して，行政に

色々な提案をしてはどうか。現実的な意見が出るのではないかと思います。
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⑥たつのこフィールドで何億も使うなら別の物に使うべきと思う。企業誘

致などはどんどんやってもらいたい。

⑦１８歳選挙権になり，政治に興味を持ち，市政に興味を持ってもらう為

又正しい理解をするためにも中学生の議会傍聴を進めて欲しい。

⑧議会報告会を会期ごとにやってはどうか。そして，意見交換会のテーマ

も絞ったらどうか。

⑨傍聴に行っても，インターネット議会中継を見ても議案書の内容がわか

らないので，ＨＰで公開していただきたい。

⑩ＨＰの内容が分かりにくく，不親切な内容である。内容を考えて欲しい。

⑪インターネット議会中継の音質がよくない。また，中継中に休憩が入る

と突然切れてしまい。何を行っているかわからなくなる。「ただいま休憩

中」や「何時何分再開予定」などの表示をしてはいかがか。

⑫傍聴したくなる議会にして欲しいです。

○総務委員会

参加者からの意見・要望等 会場での回答・説明

⑬高齢者が増えていて救急車の出動

が多いと感じます。職員の方が大変

なのではないですか。

　龍ケ崎市内の救急車両は，龍ケ崎

消防署に２台，西部出張所に１台，

合計３台備えられています。全て出

動している場合には，稲敷広域管内

で補完しあっています。

　また，一人暮らし高齢者向けに緊

急通報システムが活用できますので，

ぜひ利用してもらいたい。 

⑭防災ヘリの着陸地が２か所しかな

いと思いますが，大丈夫なのですか。

 

　各地区にありますが，何か所ある

のか，今は把握しておりません。 

【回答】龍ケ崎市地域防災計画にお

きまして，ヘリコプターの大・中・
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小型の区分に応じ３５箇所の離着陸

場の候補地が選定されております。

候補地につきましては，小・中学校，

地域・運動公園等となります。

⑮防災メールについてですが，火災

情報のメールが入ってきません。 

　牛久市では，火災メールも配信し

ていますが，龍ケ崎市は現在，火災

メールを配信していません。稲敷広

域には情報があるので，今後，連携

体制の必要性を感じます。

⑯防犯カメラの増加予定とプライバ

シー問題はどうなっていますか。 

　通学路や，地域の危険個所はまだ

まだあると思われます。地域の方か

らの意見の把握が必要と感じます。

 

⑰龍ケ崎市で，大規模災害があった

場合，仮設住宅の建設可能予定地は

決まっていますか。また熊本への支

援はどのようにされていますか。 

　災害があった場合の想定マニュア

ルがあるのは確認していますが，仮

設住宅を建設する場合の建設可能予

定地については確認していませんの

で，確認しておきます。熊本への支

援は，近隣市町村の中でも一番早く

三日後には支援物資を届けに行って

います。 

【回答】龍ケ崎市地域防災計画にお

きまして，建設予定地は，被災者が

相当期間居住することを考慮し，交

通，水道，教育，保健衛生等を勘案

の上，知事または，市長が決定する

が，原則として公園等の市有の空き

地を利用して建設することになると

盛り込まれております。

⑱１８歳選挙権が始まりますが，地

元の高校生と議員が話をできる場を

　視察に伺った議会でも，地元の高

校で議員と高校生が意見交換会を行
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設けたら良いのではないかと思いま

す。

うなど積極的に取組んでいるところ

があり，良い取り組みだと感じてい

るところです。 

⑲提出された請願について，もっと

議会で話し合っても良いのではない

か。

　請願された内容にもよりますが，

今回の請願については，国会で行わ

れているような話し合いまではいき

ませんでした。

⑳イベント等市内の情報が市民まで，

あまり届いていない気がする。 

　情報提供は行っていますが，周知

が足りないことが問題だと認識して

おります。今後は，ＳＮＳ等を活用

しながらさらなる周知強化の必要性

を感じます。今回は若い世代向けに，

子育てアプリというものが予算に計

上されています。このアプリも少し

ずつバージョンをあげて，他の情報

も提供できるよう考えています。

㉑先ほど，若い世代向けにアプリと

いう話がありましたが，高齢者につ

いてはどうなっているのですか。 

　現在市の情報提供は，りゅうほー

などの紙媒体のものが多く，調べた

結果，紙媒体を読んでくださってい

るのが高齢者の方が多く，若い世代

がほぼみていないということがわか

りました。今回は情報提供の在り方

を多元化するという意味でアプリの

開発が予算化されました。また高齢

者の方々には，地域の民生委員さん

がお宅を訪問するなど行っています。

 

㉒議会の公式フェイスブックをつく

られないのですか？流山市とかは盛

んに行っています。 

　参考にさせていただきます。 
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○文教福祉委員会

参加者からの意見・要望等 会場での回答・説明

㉓駅前こどもステーションの運営に

ついて。

　送迎以外に，空いた時間を有効活

用できることから子育て支援センタ

ーを，西部の拠点として，ここ駅前

に設置しました。

㉔小中一貫校の概要について。小学

生と中学生の体格差があるので不安

があります。

　中一ギャップが 解消されるこ

とが期待されることや，小中を

4 ・ 3 ・ 2 で分けて運営されて

いる例があります 。今後，注視

していきます。

＜参加者からのその他の意見・要望等＞

㉕駅前こどもステーションが設置されるが，小学校の空き教室を活用する

などして，こういった子育て支援施設を地域に設置していただきたい。ま

た，子育て支援施設や学童保育の充実を希望します。

㉖保育士育成の補助は良いと思うが，保育士・介護士の待遇改善が必要で

す。

㉗高齢者・障がい者にたいして思いやりのある政策を希望します。老老介

護や高齢者が認知症介護をしていることが心配です。施設が少ないと感じ

ます。

㉘タブレット教育について，迅速にインターネット環境の充実を図り，全

児童に持たせる必要があります。

㉙水泳学習について，小中学校全て総合体育館で実施して欲しい。
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○環境生活委員会

参加者からの意見・要望等 会場での回答・説明

㉚市民との協働事業が必要。協働事

業には①市民提案型，②行政提案型

があるが，現状で行政提案型は市の

職員からの提案であります。議員が

市民活動に入って，議会から提案し

てほしい。今，市民活動は奉仕とし

て活動してもらっているが，今後は

段々厳しくなってくる。まずは，議

員自らが市民活動の現場の声を聞い

て，議員が先頭に立って，導いてほ

しい。

　市民活動 については，現在， 市民

交流プラザの設置に向け作業が進め

られており，これを機会に若者をタ

ーゲットに する取り組みが 進められ

ようとしています。

㉛旧市内をもっと盛り上げてほしい。　新年度予算では，まちなか再生を

推進するべく，調査費用が計上され

ています。これからです。

㉜道路の白線（ライン）が薄くなっ

てきているところが多い。（佐貫駅

前ロータリー付近等）

　道路に関しては，県道がそういっ

た問題が多く，県の方に市からの要

望は出しているが，なかなか改善さ

れない現状です。

㉝民意がなかなか反映されていない。

例えば，最近できた佐貫駅前の看板

は，あの程度のものでいいのか。

５年前にある議員に提案して，その

時は執行部に提案して，それが第一

歩だと言われた。実際に５年経って

看板が設置されたが，執行部の判断

なのか。どのような手法が良いのか。

　各議員に直接，要望していただく

ケース，市に直接要望していただく

ケース，どちらもあります。

　以前 の議会は ，基本的に執行部か

ら提案されたものをチェックする意

味合いが強かったが，現在は， 議員

から提案を行い，執行部 と細かなと

ころまで意見を出し合うなどの 動き

になってきています。

＜参加者からのその他の意見・要望等＞
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㉞つくばの里工業団地の名前について，「つくば」ではなく「龍ケ崎」工

業団地に変えられないのか。知名度の問題があるのではないか。佐貫駅名

は変えるのだから，工業団地も変えるべきでは。

㉟我々，現役を引退した人は本人が元気でいて，自分たちが努力したいと

考えている。子どもたち世代に迷惑をかけたくない。市民がボランティア

でできる事も多い。時間がある元気な高齢者をもっと活用してほしい。

㊱若い人をどう呼び込むか？住みたいと思えるまちに。今まで発展するチ

ャンスを見過ごしてきた。

㊲他市町村より誇れるものはあるのか 。うなぎ，コロッケはどこにでもあ

る。何か一つ，龍ケ崎にしかない誇れるものが欲しい。

４．お寄せいただいたご意見等の取扱いについて

　当日，いただいた貴重なご意見等については，全議員で共

有し，各議員がそれぞれの判断の下で議員活動に活用するよ

うに努める。

　また，議会に関していただいたご意見等は，今後の議会運

営の参考とさせていただく。

　なお，情報共有の観点から議会報告会の会議録，意見交換

会のまとめ，当日資料，アンケートについては，市長に報告

するとともに，市議会公式ホームページ上で報告を行う。
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