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平成 29年度 議会報告会・意見交換会の開催結果について 

（町民からの意見集約） 

 

１ 参加者人数 

月 日 場 所 
参加者 

男 女 合計 

10月 26日（木） 円中自治会館   13人 １人 14人 

10月 27日（金） 榎本公会堂 12人 ５人 17人 

11月 10日（金） 中家村公民館   23人 ３人 26人 

11月 19日（日） 下島自治会館   12人 ２人 14人 

11月 21日（火） 上延沢自治会館 11人 ３人 14人 

計    71人 14人 85人 

                                     ※職  員 ７人 

 

２ 主な質問・要望         ※議会回答の▼は後日確認した内容を掲載。 

円中自治会館【10月 26日(木) 19時 00分～】 

発言要旨 議会回答 

■新庁舎建設について 

○プールは造ることになっているのか。スケ

ジュールを明確にすることはプールを造る

ことでよいのか。 

○着工までに決めることは、着工直前にプー

ルを造るとしても予算取りができていない

ので、この説明ではわからない。 

 

 

○温水プールについては好評であると聞い

ている。今までの町民プールは水道・電力を

使用していたが、南足柄市の温水プールの使

用で、年間ではどれくらい経費が違うのか。 

○少々建設費が掛かっても校内にプールが

あった方が良いという人が多いのか。 

○町民プールの廃止で南足柄へ行ったほう

が経費は安く済むかもしれないが、今までど

んな人が使用していたか、学校へ上がる前の

子どもに親がついて一緒に利用する。小学生

が温水プールへ行くことは良いが、町民プー

ルを造り、優しさを出してもらいたい。議員

も考えてもらいたい。基本的に町で運営する

ことを願う。 

 

 

 

 

●開成小学校は南足柄市の温水プールを使

用している。実施結果が非常に良いので今す

ぐ造る話は出ていない。 

●小学校プールは開成町第五次総合計画の

後期基本計画策定までには結論を出すと伺

っているが、現状ではまだ決まっていない。

いずれにしても、もう一年温水プールを使用

して判断することになる。 

●バス代、体育センター使用料、水泳指導員

など 238 万７千円。町民プールは年間約 400

万円の維持管理費が掛かっていた。 

 

●そのような考え方もあるということは認

識している。 

●今年度は南小学校プールを開放し、７,８

月に 862 人が使用した。町民プールは年々利

用者が減っている状況であった。プールを維

持するためには、濾過装置を直さなければな

らない、膨大な費用が掛かる。年間 40 日の

ために 400 万円掛かっている。町民プールは

1 日 90 人くらいが使用し、小学生も使用し

ているので一般の方は少ない。そのために

400 万円使うよりも他の使い道もあるとい

う意見もある。 

 



2 

■決算の質疑・委員会報告について 

○町の財政力指数は。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○町営住宅を統廃合することで不足が生じ、

入居できなくなることはないか。入りたくて

も入れない人が出ないようにしてほしい。 

 

○入りたい人がいてもわからないのでは。募

集してどのような状態になるか町も把握し

ていないと思う。 

○入りたくても入れない人がいないか調べ

てほしい。 

○建物が古くなったから取り壊すのは難し

い話ではない、議会で力を入れているかわか

らない。 

 

○住宅の位置づけはなんのための町営住宅

か。既得権で住み続けているのでは。町民税

を払い続けていて住宅に入りたい人に手が

差し伸べられているか。町外から来て住宅に

住むのは違うと思う。町営住宅のあり方はど

ういう形で運営すべきか。 

○町営住宅の家賃はいくらか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●単年度では、平成 28 年度で 0.889、平成

27 年度では 0.883。平成 26 年度では 0.882

となっている。３年間平均では平成 28 年度

で 0.885、平成 27 年度では 0.884。平成 26

年度では 0.883 である。財政力指数が１にな

ると普通交付税の不交付団体になる。豊かな

財政と判断され、地方交付税が交付されな

い。町では臨時財政対策債を今まで 30 数億

円交付されているが、国は不交付団体になる

と豊かな町であるから自分たちで処理する

よう求められる。健全な運営が図られてい

る。 

●平成 24 年度で整理統合が決まった。その

後住宅の募集は行っていない。特に町営住宅

の入居に関する問い合わせはないと伺って

いる。 

●若い人は、低所得者でも町営住宅よりアパ

ートに住みたい人が多いことは把握してい

るようである。 

●町はしっかり把握していく必要があると

思う。委員会でも取り組んでいきたい。 

●改修工事を行うにも財源が必要となるの

で、民間のアパートを借りる考え方もある。

町は調査している。しっかりと受け止めた

い。 

●町では今後どのように運営すべきか検討

中。全ての団地が３ＤＫのファミリー向けで

建てられている。平成 29 年６月末の一人入

居世帯が 26.3%、４人世帯以上はない。65

才以上が 48.7%、福祉世帯が 84.2%である。 

 

●所得に応じ、２万円から６万円くらい。町

の町営住宅には退去基準がない。入るときは

入居条件があり収入条件があるが、その後に

ついては基準がないので住宅政策のあり方

は今後の問題である。古くなった住宅を取り

壊すには、国・県の許可が必要。四ツ角団地

は年内に転居が完了する予定である。入居者

がいないか調査をし、調査結果データを国・

県に届けて認定されないと簡単には廃止で

きない。 
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○企業誘致については、トップセールスを含

めて積極的に行っているとあるが、具体的な

取り組みは。 

 

 

 

 

 

 

 

○防犯カメラでプライバシーに関して、渡し

方があるがどのような場合に渡しているの

か。 

 

 

 

○渡すときにただ渡すのか、ちゃんとチェッ

クしているのか。 

○防犯カメラは町が管理しているのか。ま

た、その情報はだれのものか。 

 

○ごみ置き場にゴミ袋が収集日以外に置い

てあるものを開けたら名前が特定できるが、

開けた時点でダメなので証拠にならない。開

けるときは必ず町の職員と駐在立ち会いで

開けないといけない。 

○ガイドライン作成はいつまでと回答があ

ったのか。 

 

○13 カ所は常に監視しているのか。 

 

 

○通学路について、円中では小中学生は旧道

を利用している。実際はバス通り、県道が通

学路である。 

○ふるさと納税１億円は、町の財政面からみ

ても大きい。これに経費などを差し引くと町

にどれくらいのお金が入るのか。 

 

 

 

 

 

 

 

●企業誘致に関しては、県の企業誘致促進協

議会に加入し、県を通じて情報提供等を受け

ている。また、地権者ともを相談しながら進

めており、町の金融機関との情報交換も定期

的に行っている。トップセールスの部分は、

２区画のうち１区画は医療福祉施設向けの

レンタルクリーニング工場が稼働する。もう

１区画については、今まで複数社から問い合

わせがあったが、町としては工業系の企業で

進めており、誘致までには至っていない。 

●事件性の場合である。不審者に絡む通学路

の危険箇所を厳選し、17 カ所の現地調査を

行ったが、どこで、だれが、何をしたかまで

は、町は公表しないようであった。また、防

犯カメラについては、警察からの要請があ

り、映像の提供を行った。 

●データ収集したとき、確認してから渡すこ

とができない状態にある。 

●町が管理しているが、情報は警察のもので

あり、町の職員が映像を確認して当事者に注

意することはできない。 

●細部について決めごとがないので、ガイド

ラインを作るべきと町には伝えた。町はガイ

ドラインを作成するとのことなので、できた

ら議会へ提出してもらう。 

 

●９月定例会議で質問した案件である。作成

時期の答弁はなかったが、議会でも重要と認

識している。 

●防犯カメラでは録画を撮っており、必要な

時にパソコンを持っていき、映像を抜き出す

ため、常に監視しているわけではない。 

●通学路までの枝の部分は、合流するまでは

保護者に任せており、学校は強制できない。 

 

●平成 28 年 11 月から始まり、寄付金額が約

１億 141 万円入り、経費として、さとふるへ

の委託料や返礼品として 5,536 万円掛かっ

た。差し引くと 4,600 万円であり、町から流

出する分は1,300万円で3,300万円が町に入

った。 
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■地域の課題について 

○高齢化が進み徘徊者が増えてくる。発見の

仕組みは登録者のみか。町の徘徊者発見の仕

組みは。 

 

○ある町では、徘徊しそうな人にＧＰＳを持

たせているが、町では予算化する計画はない

か。 

○実際にやっているところがあるので研究

してほしい。 

○高齢化率は円中 30.7％、町平均は 25％で、

下島は低い。防災訓練時に調べたら、一人世

帯が 12％、二人世帯は 34％であった。今後

さらに増えていく。高齢化により、支援者が

少なく要支援者が今後要介護者となり自治

会運営ができなくなる。どうすれば活性化す

るか考えて提言してもらいたい。 

 

 

 

 

 

○通学路で月３回あいさつ運動をしている。

消えかかっている停止線・横断歩道は町で塗

り直すことができない。自治会要望をしても

町は松田警察署に要望しますという。停止線

が消えているところで事故が起きたらどう

するのか。議員も考えてもらいたい。 

○自治会加入率が出たが、10 月８日に子ど

も会のお祭り、スポレクと同時に行われた。

子どもが 11 人でお祭りにならない。メリッ

トがないので会員にならない。会員を増やす

ことに苦労している。町の老人会は加入率

31％であるが、中井は６％、南足柄は 25％

である。子ども会や婦人会が少ないと助け合

いの気持ちが薄れてくる。議会は各種団体と

意見交換して、活性化するための機会を作っ

てほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●徘徊者発見の訓練を平成28年11月に上延

沢自治会で計画したが、雨で実施できなかっ

た。今年度も計画を予定している。登録は本

人または家族の許可がないとできない。 

●靴・杖・服に付けることができるが、実際

使用するのか分からない。町は行方不明者の

情報をＳＮＳで発信することも考えている。 

●ＳＮＳも発達している時代であるので議

会として勉強したい。 

●高齢化率は岡野 44％、金井島 34.2％、榎

本 32.5％、河原町 32.4％、円中 30.7％であ

る。人口増加率が県内トップでも高齢化率に

ついては、議員も意識している。高齢化によ

り組長を飛ばしてほしいという自治会は他

にも聞いている。町は平成 27 年度に、まち・

ひと・しごと創生総合戦略を策定し、人口構

成バランスの解決に向けて施策展開してい

る。また、中学生が防災訓練に参加しており、

福祉課では要支援者のサブサポートに中学

生も考えている。今後の自治会運営の参考に

なるのではないか。 

●クレシア前の停止線も消えている。言い続

けることが大事で声を上げている。 

 

 

 

 

●可能な限り努力していきたい。まずは社協

から行う。議会だよりの裏表紙にあるよう

に、議会へ声をかけていただければ伺う。 
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■意見・要望 

○新庁舎の着工までに決めていないことは、

小学校プールは造らないということだ。温水

プールの授業効果があったということと、小

学校にプールを造ることは、別の話である。

プールは必要ないなら造らないとすべき。 

○小学校プールを造ることに関しては、１億

5,000 万円掛かることと、１学年８時間しか

使用しないこと。また、今の町民プールを修

繕したとしても、学校からプールまで水着で

行かなければならないので、南足柄市の温水

プールを使用できるのであれば、小学校プー

ルは必要ない。 

○大変有意義な時間となった。町のあらゆる

エリアから代表されている議員と話せて良

かった。自治会活動が活溌な町であるので、

議会報告など外に出て話すことで我々が関

心を持つことができる。議会とキャッチボー

ルできて良かった。 
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榎本公会堂【10月 27日(金) 19時 00分～】 

発言要旨 議会回答 

■新庁舎建設について 

○今年度、役場前の町民プールをなぜ開放し

なかったのか。 

 

○南足柄の温水プールを使うなら、開成小学

校に温水プールを造れば良いと思う。報告書

を見る限り、開成小学校にプールを造る気が

ないようだが。 

 

■決算の質疑・委員会報告について 

○みなみ地区（南部区画整理地内の工業地

域）以外に、新たな法人町民税を見込めると

ころはあるのか。 

○町道 204 号線の拡幅の事業をしたいとい

うことだが、進捗状況が不明である。また、

現状では、通学路に指定されているが歩道も

なく危険である。早期の着工を。 

 

 

○防犯カメラのガイドラインを作成すると

のことだが議会が作るのか。 

 

 

■地域の課題について 

○クレシア東側の通学路、細い道から出ると

きに一時停止することなく、自転車等の出入

りがある。カーブミラー設置を町に要望して

いるが設置には至っていない。 

○収集しているアルミ缶は、資源ごみではな

いのか。 

 

○消防団が消火活動を行うに当たり、水をか

けてしまい美術品等を損傷させた場合、消防

団員が責任を負うのか。法律に詳しい人がい

たら教えてもらいたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ボーリング調査により穴が開いていて水

を貯めることができない。夏休み中のプール

については、開成南小学校を開放した。 

●今回、南足柄市の温水プールを使用し、実

施結果が好評であった。もう一年、使用して

判断すると伺っている。 

 

 

 

●今のところはない。今後、足柄産業集積ビ

レッジ構想の中で工業系は存在してくるが、

現在は未定である。 

●当初は、中家村から榎本に向かって工事を

進める予定であったが、用地の買収が進んで

いない。また、榎本の一部の場所で開発が行

われるので榎本から始める予定である。通学

路については、委員会としても調査してい

く。 

●町が作成する。今のところ議会側に提示さ

れていない。ガイドラインの提示がされれ

ば、議会としてチェックをしたい。 

 

 

●町に対する自治会要望の回答では、看板啓

発の方が効果あるとの見解。カーブミラーの

設置は見送るとのことだった。看板について

は設置済みである。 

●売却益の報告をしたが、スチールとアルミ

缶が一緒の金額のため分類した金額の報告

は出来ていない。 

▼消防団は非常勤職員であるため、消防法の

規定によって延焼の危険のある建物に対す

る消火活動については、国家賠償法などによ

って補償されている。火災に対する賠償は、

当事者持ちという考え方が通例であること

から消防団員への追及は難しいと考える。 

また、町民が初期消火を行った場合において

も同様の扱いとなる。 
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■意見・要望 

○町の車（青パト）にて防犯活動を行ってい

るが、人通りのある所だけを巡回するのでは

なく、人通りのない所を意識して活動をされ

たい。 

○文命中学校ＰＴＡが行っている朝のあい

さつ運動で、参加している保護者の自転車・

車の路上駐車等、マナーが悪い。議会側から

注意をしてくれないか。 

○榎本地区内のごみ収集所に取り付けられ

ているダミーカメラの効果がない。毎週土曜

日になると大量の缶が捨てられている。本物

のカメラの設置が出来ないか。 

○文命中学校と吉田島高校畑の間、1.8ｍ幅

の通路を舗装してほしい。生徒の走り込みの

姿を見ていると気の毒である。 

○旧道側（201号線側）文命中学校教職員駐

車場では、雨が降った時などに自前で整備を

しているが、出入りが激しいため、晴れた日

に土が乾いてほこりとして舞ってしまう。雑

草なども含めてもう少し整備をされたい。 
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中家村公民館【11月 10日(金) 19時 00分～】 

発言要旨 議会回答 

■新庁舎建設について 

○基本計画 4,800 ㎡が執務スペースの将来

変更可能な無駄のない適正な庁舎規模とし

て、900 ㎡減ったが、執務スペース、町民が

憩える共用スペースは大丈夫か。 

 

○新庁舎建設費の 0.14 ポイント軽減とはど

れ位か。地震に対しては、震度いくつまで耐

えられるのか。 

 

 

○庁舎建設で借金も増える。法人税が多かっ

たようだが財政調整基金に積み立てるべき

だ。庁舎建設でも積み立て６億では少ないと

思う。 

○湘南電力の契約は東電より５％割引で購

入できるのか。 

○９月定例会議で町のプールの条例を廃止

して、新庁舎着工までにスケジュール等を明

確にすると提言しているが、プールを造らず

このまま南足柄市の温水プールに通い続け

ることもあるのか。 

 

 

 

 

○皆が傍聴しやすい議場づくりを計画して

いるか。 

 

■決算の質疑・委員会報告について 

○町の総合計画では、人口は平成 29 年度

19,000 人で最終的には 19,300 人。現状は約

17,500 人だと思う。長期的予算と現状の乖

離の説明と総合計画達成のためにどういう

努力が必要か聞きたい。平成 34 年度に

19,300 人のピークに達する推計であるが、

ずれてくる。当初の財政計画の差異が出てく

るが、挽回の手段はあるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●当初予定していた地下室は造らなくなっ

た。4,800 ㎡の時、執務スペースは一人当た

り 9.5 ㎡で、3,900 ㎡になって 7.55 ㎡なっ

たが町民サービスは十分に対処できる面積

であると説明を受けている。 

●鉄骨造から混構造にすることにより、トー

タルコストで、鉄骨造 1.0 に対して、混構造

だと 0.86 に軽減できる。地震については、

震度７までは十分に耐えられると説明を受

けている。 

●庁舎積立基金は６億５千万ある。住民に負

担が掛からないように優先順位をつけてや

っていくとのことである。 

 

●そのような理解で良い。 

 

●来年度も実施したうえで判断すると伺っ

ている。町民プール費用は維持管理費が約

400 万円掛かっていた。南足柄の温水プール

には約 240 万円であった。町民プールと学

校の水泳事業は分けて考えるべきだ。子ども

たちや保護者は喜んでいる。一般町民の方に

は今年南小学校のプールを開放したが、利用

者が少なかったので、来年度は周知を徹底し

ていくとのこと。 

●新庁舎に関する調査特別委員会で検討し

ている。 

 

 

●総合計画で推計している人口には届いて

いないが、議会でチェックしている範囲では

健全な財政運営がされている。企業誘致につ

いては開成町にとってプラスとなる企業を

求めている。財政力指数・財政力３ヶ年平均

を見ても財政状況は健全である。まち・ひ

と・しごと・創生人口ビジョンでは別の数字

が出ており、現在はそのビジョンの数値目標

に従って進めているので、それほど差異があ

るとは思わない。財政的問題はみなみ地区の

定住人口を増やすことが要だと思う。400 世

帯 1,200 人の目標人口で現在 264 世帯、あ

と 130 世帯。戸建て住宅、アパートの差も

大きい。 
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○防犯カメラは役場の職員が定期的にみる

べきでは。 

 

 

 

 

■地域の課題について 

○公民館建物の耐震・免震の新設・リフォー

ムの予算は。 

○中家村の診断はいつ実施したのか。結果は

出ているのか。 

 

○中家村公民館のバリアフリー化の対応を

してほしい。 

 

○地域包括ケアシステムを厚生労働省が

2025 年までに作り上げる計画がある。生活

支援サービスを中家村で推進するためアン

ケートを実施したが、予算がないので補助

金・助成金を考えてほしい。 

 

 

 

○災害備蓄２万食という方針があるが

7,000 食しかない。早めに準備して欲しい。

自治会が準備するものなのか。 

 

 

○開成町の最大の課題とは何か。 

 

○酒匂川が溢れないか心配している。どのく

らい雨が降ると酒匂川が溢れるか。 

 

 

○今まで降ったことはあるか。 

 

 

 

 

○三保ダムの決壊も含めて検討をしてると

思うが、どの程度被害が出るのか。 

 

 

■意見・要望 

○地域包括ケアシステムについては議会と

しても認識して動きをよくする仕組みを作

ってほしい。 

○防犯カメラ 13 基の設置場所だが、駅前が

少ない気がする。 

●防犯カメラのみに頼らなくても、教育委員

会や防犯関係団体から情報を貰っている。プ

ライバシーの関係もあるので映像の取り扱

いが難しい。町は防犯カメラのガイドライン

を検討している。 

 

 

●改修が必要な集会施設の耐震工事は済ん

でいる。 

▼耐震基準が改正された昭和 56 年以前の建

物は実施済である。中家村公民館は昭和 56

年以降であるため対象外であった。 

●町の考えとしては、立地条件・ドア形状か

らスロープなどは難しいとのことだが、可能

な限り議会からも投げかけていきたい。 

【参加者の回答】社協と行政が絡む問題だ。

今年度は予算申請してないので何も出せな

い。来年度は予算できるように調整する。 

●中家村・円中がモデルとなっている。議会

は生活支援サービスについて正式な説明を

受けていないので、今後対応していきたい

が、具体的なことを聞きたい。出来るなら行

政に働きかけをしたい。 

●防災備蓄指針に基づいている。２万食は大

規模地震を想定しているが、基本的には自助

で３日間想定した備蓄の考え方だ。行政で

30％、流通在庫で 30％、協定した事業所等

で 40％を想定している。 

●今すぐにやらなければならないものはな

い。 

▼酒匂川水系酒匂川洪水浸水想定区域図で

は、酒匂川流域の一日の総雨量 530mm とな

っているが、それで溢れるかはその限りでな

い。 

●開成町ではない。平成 22 年の大雨が

300mm である。ダムが出来たことで酒匂川

に砂がたまり、すぐに溢れてしまう可能性が

あったが、対策として浚渫を県にお願いし、

工事も終わっている。 

●丹沢ダムはロックフィル構造で、関東大震

災レベルでも壊れないと県では言っている。

専門家が言っているので信じるしかない。 
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下島自治会館【11月 19日(日) 13時 30分～】 

発言要旨 議会回答 

■新庁舎建設について 

○新庁舎建設の補助金で、ＺＥＢを対象にし

た補助金があるが活用すべきでは。 

○新庁舎建設で、構造を混構造にするのは、

コスト削減が狙いか。 

○新庁舎に掛かる建設費の適正価格をどの

ように判断して賛成したのか。（賛成者５名

に聞きたい） 

 

■決算の質疑・委員会報告について 

〇みなみ地区にある企業誘致の区画の面積

は。 

〇不審者に絡む通学路の危険箇所（17 カ所）

のうち、下島地区に該当する箇所はあるの

か。 

 

○防犯カメラで撮影されたデータの保存期

間、保存義務等はあるのか。 

○不審者情報等、自治会には優先に情報を発

信すべきでは。 

 

 

■地域の課題について 

○防災無線で放送されている情報が聞こえ

ない。自治会要望で発信拠点を造るよう要望

しているが実現していない。災害情報等が取

れないということは問題ではないのか。 

○４年前から防災行政無線が聞こえにくく、

町から借りた防災無線機からも全然情報が

入らない。現状はどうなっているのか。 

○自治会の情報（行事の写真・回覧板等）を

Ｗｅｂにアップして発信しているが、運用に

ついて個人に頼っている現状がある。町で運

営が出来ないのか。 

○ムクドリ対策として、鷹の効果が出ている

が、２，３年すると戻って来るのでは。木を

スッキリ剪定すれば対策になるのでは。 

 

 

 

 

 

●活用する予定である。 

 

●コスト削減を主目的として混構造にした。 

 

●価格については、行政側から示された内容

を信じて判断している。 

 

 

 

●企業誘致の区画の面積は 6272.63㎡である。 

 

●２ケ所ある（６月 12 日に、つきまとい・９

月中旬に、手をつかまれた事件が発生してい

る）。 

 

●行政側でガイドラインの作成中である。策

定できたら意見を含めチェックする。 

●どこまで個別に情報発信するのか、検討が

必要。また、登録をすればメール送信してく

れるサービスがある。 

 

 

●電話にて情報を無料で聞くことができる。

防災行政無線の放送の内容を確認したい場合

は、防災無線テレホンサービスへ。 

電話番号 0120-173-178 

●新庁舎建設にあわせて、防災行政無線をア

ナログ電波からデジタル化にする計画がある

ので、新庁舎建設後には聞こえるようになる。 

●広報広聴常任委員会で考えていきたい。 

 

 

 

●今年度は８回鷹を飛ばす。引き続き、高木

の剪定を行う予定である。 
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■意見・要望 

○議会のホームページ等、情報の発信を早め

に行ってほしい。 

○みなみ地区にある研究所横の歩道に街灯

がなく道が暗いので設置をしてほしい。 

○防災ラジオを購入したが情報を聞くこと

ができない。議会として他の対応策を考えて

もらいたい。 

○訓練放送の予定日にＪアラートが聴こえ

なかった。住民に情報が伝わっているのか調

査が必要である。 
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上延沢自治会館【11月 21日(火)19時 00分～】 

発言要旨 議会回答 

■新庁舎建設について 

○新庁舎の電気代が今より５％割引で、電力

の提供を受けられるとの話であるが、その背

景は。 

 

○議会は町から受け身の姿勢が目立つ印象

を受ける。議会から町側に提案する姿勢が欲

しい。たとえば駅前通り線の開通を新庁舎建

設よりも優先すべきだし、新庁舎はダイトモ

跡地に建設すべきである。また、開成小学校

にプールを造るべきである。 

 

○町民プールがまだ解体されていないが、今

年の夏に利用できなかった理由は。南足柄市

の温水プールを借用するのは来年度までな

のか。 

 

○教員の負担感が減ったというが、具体的に

は。 

 

 

■決算の質疑・委員会報告について 

○議会報告会の会場の決め方は。基準はある

のか。４年間で回る場所を決めて予め事前に

知らせてもらえないか。 

 

 

○まんべんなく全地域を回って欲しい。開催

地域に偏りを感じる。 

 

 

○ふるさと納税について、実質の差し引き

は。また返礼品の基準はあるのか。 

 

 

 

 

 

 

○町内の 13 基の防犯カメラについて、設置

場所を議会として把握しているのか。 

 

●湘南電力株式会社より事業提案をいただ

き、太陽光パネルの設置費用も含めて電気代

を割り引いてくれるということで採用に至

ったと町側から聞いている。 

●新庁舎の建設場所についてはダイトモ跡

地か町民プールの場所か、議会の中で意見が

大きく割れ、拮抗したが、最終的に新庁舎に

関する調査特別委員会の採決で町民プール

の場所に決定した経緯がある。委員会内の採

決で決まった結果なのでご理解いただきた

い。 

●地質調査のため、ボーリング調査を行い複

数の穴がプールの床に開いているため今年

の夏から利用できなかった。南足柄市の温水

プールを借用する期間については今後教育

委員会が方針決定すると聞いている。 

●屋内プールなので天候に左右されず授業

が順調に消化でき、教員の負担感が減ったと

聞いている。 

 

 

●昨年は議員がいない地域で実施したが、今

年は議員がいる、いないに関わらず、昨年実

施していない地域５カ所を広聴分科会で選

定した。来年で４年目になるが４年間で全て

の地域を回る予定である。 

●確かに過去全地区で開催したこともある

が、限定して開催した年もある。有り難いご

意見ではあるが、その年ごとに調整して開催

しているのでご理解願いたい。 

●平成 28年度決算ベースで１億 141万円の

ふるさと納税を寄付としていただいたが、必

要経費及び町外への流出分を引くと実質の

差引額は 3,300 万円である。返礼品の基準に

ついては、総務省からの通達もあり今年から

カメラなど資産的な物は除外している。具体

的な返礼品の品目については「さとふる」で

わかるのでご確認いただきたい。 

●防犯上公表はできないが設置場所の把握

はしている。 
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○防犯カメラの数が少ないと感じる。設置の

基準はあるのか。 

 

○議会改革検討委員会を設置したとのこと

であるが、どういう議論をしているのか。 

 

■地域の課題について 

○公共下水道の整備が遅れていると感じる。 

 

 

 

○可燃ごみの収集日が休日に重なると曜日

が変更になって困る。収集日を固定できない

か。 

 

●町民からの情報提供や要望等に基づき設

置場所を決めていると認識している。 

 

●議員定数や会派など議会の活性化を目指

して様々な議論をしている。 

 

 

●公共下水道の接続については、町の財政的

な面で、費用対効果など難しい問題である。

議会でも注視しているので、整備が進むよう

考えていきたい。 

●ごみ処理については山北町と共同処理し

ている関係で容易ではないが、議会の中でも

収集日の固定を提案する意見が出ている。西

部清掃組合議会で同趣旨の質問を行ったが、

現時点では難しいとの回答であった。ただ、

町民サービスの観点から固定してほしいと

のご意見は町民からいただいているので、今

後の検討課題と認識している。 

 

多くのご意見、ご要望をお聴きし、町民の皆様が感じている課題や問題意

識を共有することができました。 

このたびの議会報告会・意見交換会を踏まえて、今後の議会活動に生かし

ていきたいと思います。 


