
　　　　　　　　　　　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５名，環境生活委員会６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，総務委員会からは，

　　深沢幸子議会運営委員会委員長，瀧沢健一議会運営委員会副委員

　　長を選出し，文教福祉委員会選出議員の中から２名を選出し，環

　　境生活委員会からは選出議員の中から１名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

　　　　札野議員（委員長），大竹議員（書記），後藤敦志議員，

　　　　杉野議員，大野議員

　　　・文教福祉委員会　５名

　　　　山﨑議員（委員長），岡部議員（書記），坂本副議長，

　　 　 椎塚議員，金剛寺議員

　　　・環境生活委員会　６名

　　　　石引議員（委員長），久米原議員（書記），糸賀議員，

       油原議員，伊藤議員，鴻巣議員

　　　・議会運営委員会　５名

　　　　深沢議員（委員長），滝沢議員（書記），山宮議員，

　　　　福島議員，後藤光秀議員　　　　　

　

　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 29年 10月 21日（土）午前 11時 00分～ 11時 45分

　②会場：龍ケ崎市文化会館  小ホール　

　③参加者数：３３人
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３．意見交換会の内容（要約）

※当日回答・説明ができなかった事項は，ありませんでした。

○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議会の傍聴者はどの位来ているの

ですか。

　現状は数える程度の傍聴者人数で

す。今後， 議場コンサートやこども

議会なの開催など，関心を持っても

らえるようにしていきたいと考えて

います。

②広島や長崎などに中学生が派遣さ

れていますが，報告会がなされてい

ないのではないですか。  

　報告されております。

＜参加者からのその他の意見・要望等＞

③議会中継の映像配信について，ユーストリーム配信ではなくユーチュー

ブなどを利用することを検討してみてはいかがですか。

オンデマンドでの公開を希望致します。

④傍聴者を増やすため，議会で社会科見学などを実施してみてはどうか。

⑤一般質問の質問者と答弁者で話がかみ合っていないのでは。

　質問に対して，部長は答弁書など読むな。問題を解決するのに何故出来

ないのかを明らかにして欲しい。人が足りないから出来ないのか。

○総務委員会

参加者からの意見・要望等 会場での回答・説明

⑥道の駅整備について市民の関心が

高かった。

（道の駅基本構想・基本計画などの

概要や設置までのスケジュール・進

行状況を説明）

　道の駅の設置の目的は交流人口を

増やし龍ケ崎市の知名度をあげて当

市に住んでもらいたいというもので
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す。

　牛久沼の利活用も含め市民との意

見交換会が開催されていますので ，

是非，高校生・大学生など若い世代

にも意見も発していただきたい。

⑦道の駅への車以外でのアクセスに

ついて，バス等はあるのでしょう

か。

　佐貫駅から少し距離がありますの

で，佐貫駅から向かえるようバス等

が検討されています。

⑧道の駅は交通量が多い国道沿いに

設置されます。駐車場へ入りにくか

った時には，そのまま素通りされて

しまうことも危惧されます。入車の

しやすさについて。

　安全面については国土交通省から

指導も入ります。非常に重要なポイ

ントですので，信号の設置など，し

っかりと安全面を確認していきます。

＜参加者からのその他の意見・要望等＞  

⑨高校生ですが，市政運営に興味があり，龍ケ崎市議会とはどういうもの

だろうということで参加しました。  

⑩人生百年といわれる中で，高齢者対策，具体的には仕事・年金問題など，

また高齢な方と若い方が一緒になって市勢を盛り上げていかないといけな

いが，これらの課題について国ではなく市でも時間をかけながら考えてい

かないといけないので，よろしくお願いします。

○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

⑪歴史，文化に対しての認識がない

ことについて，特に若い議員に言い

たい。大切なものは何か。もっと，

そういうことを勉強するべき。文化

がないと産業も育たない。大切なも

のを残すように，心の問題でもある

　龍ケ崎では市民遺産という新しい

制度が始まって，文化財にも説明板

をつくるようなことも進んできたと

ういところでもあります。

　今後，歴史，文化の理解という点

でも，研究をすすめていきたい と思
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ので，教育という観点から，特に若

い議員にそういった文化の大切さを

認識してほしい。

います。

⑫健幸マイレージ事業について，ウ

オーキングイベントはどのくらいや

るものなのですか。

　 12月１日からスマートフォンアプ

リがスタートすることから 12月２日

に皆さんに周知してもらうためのウ

オーキングスタートイベントを，今 ，

企画中です。　

　アプリは来年３月までに約千人の

参加を目標としています。

　働き盛りの人が若いうちから健康

に注意を向けてもらうというのが中

心で，医療費削減という目的もあ り

ます。

　市民が健康になって，市の財政面

も良くなることを期待した事業です。

⑬ウオーキングマップの内容と，今

から高校生の作成したマップを加え

ることはできますか。

　ウオーキングマップはウオーキン

グのやり方と，各課が個別に作成し

ていた４つの地図をＡ５版一冊にま

とめた内容になっています。 

　今回の内容の追加につきましては ，

時期的に間に合わないかと思います

が，今後，地図の更新等もあるかも

しれません。その時には是非，意見 ，

お知恵をいただければと思いますの

で，よろしくお願い致します。

⑭ボルダリングウォールについて，

取り換えの周期，期間，費用等は決

まっているのですか。

　まだ，現段階ではそういったメン

テナンス等の費用，予定等は決まっ

ていません。

　ボルダリングウォールの設置にあ
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たっては ，ボルダリング世界チャン

ピオンの野口さんにボルダリングウ

ォールのデザインもしていただき，

今後も継続的にアドバイス等いただ

けることになると思います。

　利用料は１人１時間約 80円位で，

予約の方法等もホームページに載せ

ることにな ると思います 。今後，指

定管理者等と いろいろと協議しなが

ら計画が進められていきます。

⑮民生委員，支援員の方が高齢化し

てしまっている。人の入れ替え，見

直し，改善が必要だと思いますが，

いかがなものでしょうか。

　確かに民生委員も引退するときに

次の担い手がいなくて，探すのが大

変な状況です。独居老人の見守り等

の点で，今後，見直し，改善につい

て高齢福祉課に意見をしていきたい

と思います。

＜参加者からのその他の意見・要望等＞  

⑯ボルダリングの事業は，斬新ですごいと思いました。びっくりしていま

す。  

⑰龍ケ崎は小学校，中学校だけでなく，高校，流通経済大学もあり，小学

校から大学まである地域はなかなかないと思う。そこの繋がりを密にして

いくことができれば，地元に残る若者が増えていくのではないか。例えば，

ボルダリングウォールも健幸マイレージ事業にしても，小中学生だけでな

く，高校生，大学生も絡めて事業を行ってもらえると良いのかなと思いま

す。

○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

⑱人生の第二ステージに入った方 　ボランティアは基本的には自己実
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の市民活動への進出に力をいれて

ほしい。

現ですが，これからは有償ボランテ

ィアも必要ではないかと思います。

⑲行政提案の共同事業を企画して

市民団体を立ち上げてほしい。

　コミュニティビジネスに補助金を

出す取り組みをしていますが希望が

ありませんでした。

　地域の課題をしっかりまとめて対

応していくのが大切と考えます。

⑳雇用場所を増やしてほしい　  　工業団地の拡大をしています。商

業施設についても進めていて働く場

所は拡充しています。

㉑コミュニティセンターの人事任

期を長くしてほしい。特にコミュ

ニティが整っていない地域は慣れ

てきた頃に交代になっている。地

域性を考慮してほしい。

　基本的に任期は決まっていますが

地域の意見を尊重するよう伝えてい

きます。

　また地域によっては長い任期務め

ているところもあります。上から決

めること ではなく，地元で決めてい

ることです。

㉒直売所について，文化会館に飲

食スペースがないので，常設で文

化会館利用者が飲食できるように

してほしい。

直売所の建物はリースですが，常設

です。飲食スペースや野菜のみなら

ずお土産などの物産品やお弁当もお

くよう要望しています。  

㉓文化会館にエレベーターを作っ

てほしい。 

　エレベーターは建物構造上難しい

のですが要望していきます。 

㉔公園の里親をやっていますが公

園草刈が足らないので夏場には臨

時で職員を雇うなど対策してはい

かがでしょうか。

　市では年二回行なっています。職

員も日曜の朝などに草刈をしていま

す。あとは里親がありますので地域

の方にお願いしています。

　どうしても草は市内全域一斉に生

えてしまいますので ，回りきれない

ところもあります。
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＜参加者からのその他の意見・要望等＞  

㉕高齢者の活躍の場を作ってほしい。

㉖街灯が少なくて暗い。あっても暗い。竜二高の通学路を明るくしてほし

い。

㉗ＡＥＤがコンビニに設置されているが中に入らないと設置していること

が分からない。またＡＥＤについて理解をしている方が少ないためコンビ

ニで地域の方とのＡＥＤ講習をしては。

㉘道の駅は利用するかたのことを考えて作ってください。

４．お寄せいただいたご意見等の取扱いについて

　①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。

　②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。

　③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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