
平成 29 年度第９回開成町課長会議 
 

日時 平成 29 年 12 月 13 日（水）午前９時 

場所 町民センター中会議室Ｂ 

進行  保健福祉部長 

１．町 長 

 

 

 

２．行事予定について（裏面のとおり） 

 

 

 

３．その他 

企画政策課   平成 29 年度まちづくり町民集会について 

企画政策課   開成駅ホーム延伸工事について 

総務課     平成 30 年町表彰式・賀詞交換会について 

議会事務局   平成 29 年度議会報告会・意見交換会開催結果について 

 

 

 

４．副町長 

 

 



「平成 29年度まちづくり町民集会」開催要項（案） 

 

１ 趣旨 

町民との協働によるまちづくりを推進するため、連帯意識と自治意識の高揚を図る機会を

設け、町の各種計画等の策定段階から、重要な計画や施策の理解浸透を図り、町民の意見等

を広く聴くための手段とすることを目的とし、まちづくり町民集会を開催します。 

 

２ テーマ 

「開成町らしい子育てについて～町長と子育て世代のタウンミーティング～」 

○ 開成町では、子育て世代を中心にした定住促進を図るため、誰もが安心して子育てでき

る環境づくりを重点施策としています。これまでのまちづくり町民集会では子育て世代

や女性の参加者が少ない状況となっていることから、子育て世代との情報共有を進める

とともに、子育て支援施策への意見・要望を的確に把握し、今後の施策に生かすため、

平成 29年度のまちづくり町民集会は、子育て世代を対象に「開成町の子育て支援施策」

をテーマに開催します。 

 （参考）平成 28年度まちづくり町民集会 

     ・20～40歳代の参加者割合 約 21％ ・女性の参加者割合 約 26％ 

 

３ 開催日時・場所 

 日  時 場  所 

１ 平成 30年２月 ２日（金）10時 30分～ 上延沢自治会館 

２ 平成 30年２月 ６日（火）10時 30分～ 町民センター 集会室 

３ 平成 30年２月 ６日（火）13時 00分～ どんぐり会館 

４ 平成 30年２月 ７日（水）10時 30分～ 酒田子育て支援室えほんランド 

５ 平成 30年２月 10日（土）15時 30分～ パレットガーデン自治会館 

 

４ 対象 

・小学生までのお子さんを持つ町民 

・これから子育てをしたいと思っている方 

  ＊事前申込制  

 

５ 周知方法 

・広報おしらせ版（１月１日） 

・チラシの配布（幼稚園、のびのび、町内認可保育園、小学校、公共施設配架） 

平 成 29年 12月 13日 

課 長 会 議 

行政推進部企画政策課 



６ 町側の出席者 

町長、企画政策課長、保険健康課長、教育総務課長、子ども・子育て支援室長 

 

７ 進行 

(１) 開会（１分） 

(２) 町長あいさつ（３分） 

(３) 開成町の子育てについて（１５分） 

(４) 座談会（意見交換）（４０分） 

※座談会でのコーディネーターについては、町で子育て支援に携わっている方を中心

に選定していく。 

(５) 閉会（１分） 

 











 

 

【表彰式及び賀詞交換会の開催について】 

１ 日時  平成 30年１月５日（金）午前 10時 00 分 表彰式 

                  午前 11時 20 分 表彰祝賀及び賀詞交換会 

２ 場所  開成町福祉会館 多目的ホール 

３ 受章者【裏面参照】 

一般表彰（10 件）、感謝状（２件）、芸術・文化・スポーツ奨励賞（19件）、特別奨励賞（２件） 

４ 招待者 

牧島衆議院議員、井上参議院議員、杉本県会議員、瀬戸県会議員ほか  

町内各種団体の委員等 300 名程度 

５ 当日の流れ 

（ロビー展示 中学生の書の展示） 

 町表彰式   （司会：鈴木希・平成 30年 4月採用者） 

（1）10：00～ 

 開式のことば 小澤 均 副町長 

 町長あいさつ 府川 裕一 町長 

 賞状授与 一般表彰、感謝状、芸術・文化・スポーツ奨励賞、特別奨励賞 

 来賓祝辞 牧島衆議院議員（出席予定）、井上参議院議員、杉本県会議員、瀬戸県会議員 

 閉式のことば 鳥海 均 教育長 

（2）11：00～11：15（セッティング・演奏） 

相洋高校和太鼓部による演奏 

 賀詞交換会  【準備 11：15～】 

 （3）11：20～ 

議長あいさつ 茅沼 隆文 議長 

乾   杯 瀬戸 浩雅（町功労者・感謝状対象者） 

（祝  宴） 

万歳三唱 冨田 忠文 自治会長連絡協議会会長 

平成 29 年 12月 13日 

課長会議資料：総務課 



【資料】受賞者名簿（敬称略） 

１ 一般表彰（善行章）  

鳥海 成則（円中）地域発展  真鍋 寛（上島）地域発展    

中家村みどりパトロール隊（中家村）地域発展 

辻村 邦夫（下島）地域発展  大川 豊（下島）消防団員   下山 喜久二（金井島）消防団員 

川村 寿夫（中家村）スポーツ推進委員  沖村 千秋（上島）スポーツ推進委員 

辻村 昌美（下島）一般寄付  辻村 惠美子（下島）一般寄付 

２ 感謝状  

瀬戸屋敷ひなまつり実行委員会  

足柄上商工会開成支部開成町商工振興会  

松田ライオンズクラブ  

３ 芸術・文化・スポーツ奨励賞  

遠藤 可菜（円中） 第 41 回全国高等学校総合文化祭新聞部門最優秀賞受賞 

下川 歩美（円中） 第 41 回全国高等学校総合文化祭新聞部門最優秀賞受賞 

加藤 大地（上延沢）第 41 回全国高等学校総合文化祭郷土芸能部門（和太鼓）出場 

村川 佳乃（下島） 第２回ガールズバンドステージコンテスト優勝 

伊藤 雅男（上延沢）第 17 回全国障害者スポーツ大会出場（ボウリング） 

鈴木 駿（円中）  第 17 回全国障害者スポーツ大会出場（フライングディスク） 

加藤 靖丈（上島） 第 69 回全日本高等学校バレーボール選手権大会出場 

小玉 佳吾（上島） 第 99 回全国高等学校野球選手権大会出場 

露木 元太（中家村）平成 29 年度全国高等学校総合体育大会体操競技出場 

竹繁 颯音（下島） 平成 29 年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技出場 

美濃島由智（パレット）第 29 回全国競技かるた中学生選手権大会出場 

二宮 大起（上延沢）第 36 回関東高等学校弓道個人選手権選抜大会出場 

柳川 寛樹（上延沢）第 43 回関東高等学校男子ソフトボール大会出場 

大胡田 翔太（上島）第 71 回関東高等学校男子バレーボール大会出場 

古田 陸（上島）  第 71 回関東高等学校男子バレーボール大会出場 

遠藤 由香莉（上島）第 64 回東海高等学校総合体育大会テニス競技出場 

倉橋 貴志（下延沢）第 63 回全日本総合男子ソフトボール選手権出場 

上原 拓也（中家村）第５回アジアインドア＆マーシャルアーツゲームズ出場（フットサル） 

開成町立文命中学校野球部  第 34 回全日本少年軟式野球大会出場 

４ 特別奨励賞  

開成南ビクトリーチーム （開成南小５年）畠山 泰一、阪上 心音、鈴木 里和、山﨑 夏沙 

「第 39 回自転車の安全な乗り方足柄上地区大会」団体優勝 

加藤 陸久（上延沢）第９回ＢＦＡ Ｕ－１５アジア選手権大会優勝（野球） 



 

 

 

平成 29年度 議会報告会・意見交換会開催結果 

参加者 

 合計 85人 （内訳：男 71人・女 14人） 

 開 催 日 時 会場 
参加者 アンケ

ート 
回収率 

男 女 合計 

①  
10月 26日（木） 

19:00～20:30 
円中自治会館 13人 １人 14人 13人 92％ 

②  
10月 27日（金） 

19:00～20:30 
榎本公会堂 12人 ５人 17人 16人 94％ 

③  
11月 10日(金) 

19:00～20:30 
中家村公民館 23人 ３人 26人 23人 88％ 

④  
11月 19日（日） 

13:30～15:00 
下島自治会館 12人 ２人 14人 13人 92％ 

⑤  
11月 21日（火） 

19:00～20:30 
上延沢自治会館 11人 ３人 14人 13人 92％ 

合 計 
 

 
71人 14人 85人 78人 91％ 

 

※ 職   員  ７人    

 

参加者へのアンケート結果 （アンケート回答者数 78人、回収率 91％） 

Ｑ１．住まい                    

開成町 77人 

その他 ０人 

未回答 １人 

 

Ｑ２．性別          年齢 

男 51人  ～１０代 ０人 ６０代 32人 

女 10人   ２０代 ０人 ７０代 29人 

未回答 17人   ３０代 １人 ８０代～ ４人 

    ４０代 ４人 未回答 ２人 

    ５０代 ６人   

 

 

平成 29 年 12 月 13 日 

1 2 月課長会議資料 

議 会 事 務 局 

 



 

 

Ｑ３．「議会報告会・意見交換会」の開催について、何で知ったか。 

町ホームページ ７人 

チラシ 11人 

知人から誘われた（もしくは、聞いた） 12人 

自治会回覧 41人 

その他＊ ６人 

未回答 １人 

・お知らせ版で 

・町広報 

・議員さんから    

 

Ｑ４．これまでの町議会の傍聴や議会報告会・意見交換会への参加について 

町議会を傍聴したことは ①ある 33人 

     〃          ②ない 45人 

                 未回答 ０人 

① の方に伺います   日曜議会の傍聴  ある 20人    ない 10人   未回答３人 

 

議会報告会・意見交換会の参加 ①ある 41人 

     〃               ②初めて参加した 32人 

                               未回答 ５人 

① の方に伺います   参加は何回目ですか   ２回目  12人   ２～３回目 １人 
３回目   10人   ３～５回目 １人   
４回目   ２人     ５回目   ３人    

７回目   １人    ８回目   １人 

数回目   １人    毎回    １人 
                                 覚えていない ４人  数回目  １人 

未回答  ３人 
 

 

Ｑ５．議会のインターネットによる録画または生中継を行なえば見るか。 

見る 33人 

見ない 11人 

見ることができない ６人 

 わからない 17人 

その他＊ ６人 

未回答 ５人 

＊・時間があえば見ると思う   ・ほとんど見ません   ・必要な時に観る  ・傍聴している 

 

  



 

 

Ｑ６．本日の議会報告会については。 

わかりやすかった  50人 

わかりにくかった ６人 

その他＊  ８人 

未回答 14人 

＊円中 

・もう少し詳しく知りたいが時間がない。 

・内容の範囲、中身が少ない。 

・何が問題なのかがはっきり主張されていないことがあり、分かりにくかった。 

＊中家村 

・行政監視の視点が弱い。 

・部分的に分からないところもあった。 

・行政でないので答えが明確でなかった。 

・意見に偏りがある。 

＊上延沢 

・答弁に工夫が必要。 

 

 

 

Ｑ７．議会だよりを読んでいるか 

毎号読む  52人 

興味のある記事のときに読む 25人 

ほとんど読まない  １人 

その他＊ ０人 

未回答 ０人 

 

 

 

Ｑ８．議会だよりの紙面構成は。 

わかりやすい  54人 

わかりにくい ５人 

その他＊ ８人 

未回答 11人 

・尻切れトンボのようなところもある。 

・もっと簡単で良い。 

・すっきりとまとまっている印象です。 

・読まないので分からない。 

・どちらでもない。 

・やや分かりにくい。 

・マイナス面も分かるような紙面を望む。 

 



 

 

Ｑ９．町のホームページで議会の会議録を見たことがあるか。 

ある  20人 

ない 53人 

その他＊ １人 

未回答 ４人 

・インターネットをやらない。 

 

 

Ｑ10．その他、ご意見、ご感想 

『議会報告会・意見交換会』について 

●円中自治会館 

・各種団体との話し合いを望む。 

・参加者が少なかったので、もう少し参加者を増やすことを考えてほしい。 

・時間が少なくて具体的に聞くことができなかった。 

・全体的には有意義でありました。ご苦労様でした。 

・議会改革検討委員会の検討内容を知る時間がなくて残念であった。 

・初めての参加であったが、フランクに意見交換できたことは良かったと思う。ただ、ほとんど 

話さなかった議員の方もいたが、話をしていただいた方が良いと思った。試みとしては良いと 

思うので、継続して実施していただきたい。 

・毎年開催して住民との意見交換を活発化してほしい。 

・円中メンバーからいろいろ意見が出て、有意義なだった。時間が足りないぐらい。 

・円中地区の方々は、一人ひとり本当に住みよい町づくりをしたいし、していきたいという意欲 

が意見として出ていた。議員さんにお願いします。こんな町にするために努力してくださいと 

の要望、とても良い雰囲気の議論ができたのではないかと思います。是非立候補での所信と公 

約を思い起こし、議員としてできる町づくりをよろしくお願い致します。 

 

 

●榎本公会堂 

・非常に活発な議論が行われたと思います。 

・今回の意見交換会は、地区の問題点を挙げ、有意義であった。議員の方々の意見が聞けたこと 

が良かった。 

・有意義であった。 

・時間が足りないように思う=質問が一つに制限されている。 

・以前からの町民の提言に対する対応が進んでいないように感じられた。一つひとつ着実に解決 

してもらいたい。 

・出席した年齢の高さにがっかり。若い方々の町への関心のなさにがっかりしました。どちらの 

側にも努力が必要ということでしょう。もっと理解するために。 

・大変役に立つ話でよかった。今後も続けて実施されたい。 

 

 

 



 

 

●中家村公民館 

・議員としての立場なのか、行政の代弁者なのかはっきり言ってほしい。 

・もっと若い人の意見を聞きたい。 

・分かりやすかったです。内容を聞くと、内向きの充実＝住民が住みやすい。住民が住みやすい 

部分を大きくＰＲして人口増を図る反面、観光面ではどうなんでしょうか。我々が当たり前と 

思っている場所やモノが魅力であるかもしれません。高齢者ガイドみたいな組織→ガイドツア 

ーなど。 

・活発な意見交換ができて良かったと思う。 

・議会報告会の資料が事前に読めたらと思いました。参加できない方も読めるようホームページ 

に載せていただきたいです。 

・周りが助けてくれると思ったら大間違いである。要求すべきは要求すべきで、町行政は真剣に 

取り組んでほしいと同時に自分らも努力、行動をしてゆかねばならないと感じた。 

・意見・要望について回答が不明確な場合は持ち帰り、行政と再調整等した確実な回答を行うよ 

うにしたらどうか。 

・時間厳守を願いたい。 

・議会での質問は、ただ質問しただけで終わりでなく、最後までつめてほしい。質問しっぱなし 

はダメ。 

 

 

●下島自治会館 

・今回出た意見を議会で話し合い、すぐ対策できるものは実行してほしい。 

・町民の意見を聞く行動を取っていただきたい（議員各位へ）。 

・議会開催は早めに情報を出してもらいたい。 

 

 

●上延沢自治会館 

・質問に対する説明不足があるようです（分かりにくかった）。 

・活発に質問、問題に対する発言等が出て良かったと思います。 

・議会報告会はその年によって内容が違うので、毎年全部の地区で行うべきではないでしょうか。 

また、町民センターで全域一括して聞くのはベストだと思います。 

・主催する側の人数が多いのが残念です。もっと参加者が増えるように一考を。 

・他の自治会からの参加があったが、不満がたまっているみたいに感じた。議会報告と質問で終 

わってしまった感じがする。 

・要望で議会が出向くのは前向きで良いが、町民から不安を持たれない配慮を。 

・議会改革が順調進捗しているとは思えない。 

・行政に合わせることなく、議会力開成町を出してほしい。 

 


