
平成２５年   １１月   ２２日  
 

議会報告会報告書  
 
議会広報広聴特別委員会委員長 松野 豊 様  

 
 

議会報告会 １班    
班長 菅野 浩考    

笠原 久恵    
松田 浩三    
根本 守     
小田桐 仙    
青野 直     
田中 人実       

 
私の班は議会報告会を開催し、その概要は下記のとおりでしたので、ご報告

します。  
記  

１ 日時 平成２５年１１月１０日（日）  
     午前９時３０分～午前１１時３０分  
      
２ 場所 南流山センター  
   
３ 欠席議員   なし  
 
４ 参加者数  １４人  
 
５ 報告内容  
＜・決算について＞  
○決算は自治体の決算（地方自治法）、歳入、歳出、一般会計、特別会

計など大枠の説明から市民一人当たりの負担している税金や市民一人

当たりの使われたお金など参加者にわかりやすい説明をしました。主

な事業についても６つの項目に分けて説明をしました。  
 



＜南部地域のまちづくりについて＞  
（南流山センターの整備・交通問題等）  

○新流山橋は野田松戸県道の流山８丁目付近の交通渋滞の解消、生活

道路への通過交通の減少を目的に計画。埼玉県、千葉県、茨城県のＴ

Ｘ沿線地域を結ぶ広域道路としてスタート。三輪野山の茂呂神社から

中央消防署前までの５６０ｍを千葉県が整備計画。現在は物件の調査、

用地取得を進めている。本体、及び付帯工事につきましては、２８年

度以降３１年度までに整備予定。消防署から橋までの工事については

埼玉県と千葉県で事業主体をどちらにするか協議中。  
○千葉県の事業３・３・２号線計画道路は西平井の区画整理から白井

県道までの６００ｍの道路整備をして、流山線を立体交差する。地元

の自治会に説明をしながら調整をしている。事業総額は約５億円でそ

のうち約７０００万円は負担金として流山市が県に払っている。  
○南流山センターの整備については、南流山駅の利用者も多くなり木

地区の区画整理から南流山地域の人口増加により発展が見込まれてい

る。特に３０代の若い子育て世代が急増し、保育園を増設しているが、

待機児童が減らない状況である。一方、団塊世代の退職者も増えてい

ることから全世代の生涯学習の拠点として益々重要性が増していると

考える。年間利用者が１１万人を超えている為、会議室などの設備の

充実、図書館の分館の増設などが必要と考えます。市は民間活力を活

用して整備手法を検討中。利用者の方々も要望を出していただきたい。 
 
６ 意見交換内容  
＜決算について＞  
Ｑ．ＴＸへの出資金を出していますが ,配当金は出ているのか  
Ａ．出資金は対象事業の公共性あるいは公益性の観点から事業主体の

経営基盤の安定を図るために払われます。出資金を払うことにより市

民への利便性の向上が見込まれます。この様なことから配当金はあり

ません。  
Ｑ．広告収入はどうなっているのか。  
Ａ．市役所第１庁舎１階 広告代 約１４２万円  
Ａ．市役所第３庁舎前、看板代 約５万円  
Ａ．市ホームページの広告代 ２７８万２千円  
Ｑ．駅前のタクシーのところの煉瓦の破損は誰が直すのか。  
Ａ．流山市の所有物なので流山市が確認し補修します。  



Ｑ．駅前のタクシーの権利使用料はもらっているのか。  
Ａ．道路は公共性が高い為、道路占用料は徴収していない。  
Ｑ．ＴＸの地下自転車駐車場を市に関係のない業者がやっているが使

用料はもらっているのか。  
Ａ．地下自転車駐車場の工事費を事業者が負担し、現在、管理費、運

営費、設置費を使用料で補っています。現時点はもらっていません。  
Ｑ．決算はどうして議員全員でやらないのか。  
Ａ．会派の人数の比分で決算特別委員会として現在の流山市としてや

っています。議会運営委員会に報告します。  
Ｑ．自治会に公園清掃を委託しているが、老人会とは契約できないか

と聞いたらできないと言われたが、どうしてできないのか。  
Ａ．公園清掃については、公園の位置する自治会との契約をしており、

個別の老人クラブ等の団体とは行っておりません。老人クラブ等の中

には範囲が複数自治会にまたがる団体があることや、地域によっては

複数の団体が業務委託を希望することもあるため、各地域の窓口とし

て自治会と契約をしています。  
＜南部地域のまちづくりについて＞  
Ｑ．新流山橋の整備によって車が増えるので、その対策について。  
Ａ．３・３・２号線は平成２９年度までの完成予定です。  
Ａ．流山橋の老朽化の修繕も大事では。  
Ａ．流山橋の橋脚の耐震補強は出来ましたが、床板の補習補強整備が

進んでいない。進めるべきと考え推進していきます。  
Ｑ．ごみのステーションで通学の子供が危ないので、なくせないか。  
Ａ．ゴミステーションは自治会での話し合いが大事なのでは。  
参加者からの意見．自治会に入る人が南流山は少ない。  
参加者からの意見． ﾏﾝｼｮﾝ所 有者の収益から自治会費を義務化しては。 
Ｑ．流山有料道路の１００円を無料に試験的にしたら、そちらに車が

流れるのでは。  
Ａ．ＮＴＴの償還金の返済が終わり、Ｈ２９年に無料予定。湾岸道路

の８００円になり、その補てん金になっているという声も聞く。  
Ａ．Ｈ２３年３月議会、早期無料化を求める意見書を千葉県に提出済。  
＜南流山センターの整備について＞  
Ｑ．継続審議とはなんですか。  
Ａ．各委員が１回目の審査で可決、否決が出ないので、もう少し様々

な角度から背景を研究させて頂いて、次回の議会に結論を出します。  



７ 参加者から議会への要望  
＜決算について＞  
・前年度との比較があればもっとわかりやすいと思います。  
・人口は県内１０位、財政力県内１４位なので財政力を上げてほしい。  
（不動産の売却等、例；平和台流山南高校の前の空き地）  
・ぐりーんバスの運賃を１００円にしてほしい。  
・ぐりーんバスの本数を増やしてほしい。  
・ふるさと産品を活用してほしい。  
・市役所での新聞の取り方を無駄にならないように工夫してほしい。  
＜南部地域のまちづくりについて＞  
・時間帯での一方通行やスピードを出さない対策をしてほしい。  
・南流山でゾーン規制に取り組み中です。議会にも協力してほしい。

＜南流山センターの整備について＞  
・街づくり条例にもとづいているのに副市長は検討委員会で１５階の

マンションを認めたのか。都市計画課は知らないのはなぜか。陳情を

出しているから、その時に副市長の出席を頼んでほしい。  
・市としてもごみの問題を考えてほしい。  
・南流山図書館の閉館時間を８時からいつの間にか７時になっている。

受験の生徒や勤め帰りのために、費用対効果で考えないでほしい。  
・ＴＸ沿線整備と新川耕地・周辺特別委員会で農業の活性化について

プロジェクトを組んでほしい。  
＜その他＞  
・指定管理者の職員の対応をよくしてほしい  
 
８ 所感  
参加された市民の方々からたくさんの意見、要望が発言されました。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第８回 第１班 議会報告会 Ｑ＆Ａ  
 
○決算について  
Ｑ．広告収入はどうなっているのか。  
Ａ．市役所第１庁舎１階 広告代 約１４２万円  
Ａ．市役所第３庁舎前、看板代 約５万円  
Ａ．市ホームページの広告代 ２７８万２千円  
 
Ｑ．自治会に公園清掃を委託しているが、老人会とは契約できないか

と聞いたらできないと言われたが、どうしてできないのか。  
Ａ．公園清掃については、公園の位置する自治会との契約をしており、

個別の老人クラブ等の団体とは行っておりません。老人クラブ等の中

には範囲が複数自治会にまたがる団体があることや、地域によっては

複数の団体が業務委託を希望することもあるため、各地域の窓口とし

て自治会と契約をしています。   
 
○南部地域のまちづくりについて  
Ｑ．新流山橋の整備によって車が増えるので、その対策について。  
Ａ．３・３・２号線は平成２９年度までの完成予定です。  
Ａ．流山橋の老朽化の修繕も大事では。  
Ａ．流山橋の橋脚の耐震補強は出来ましたが、床板の補習補強整備が

進んでいない。進めるべきと考え推進していきます。  
 
Ｑ．ごみのステーションで通学の子供が危ないので、なくせないか。  
Ａ．ゴミステーションは自治会での話し合いが大事なのでは。  
参加者からの意見；自治会に入る人が南流山は少ない。  
参加者からの意見； ﾏﾝｼｮﾝ所 有者の収益から自治会費を義務化しては。 
 
○南流山センターの整備について  
Ｑ．継続審議とはなんですか。  
Ａ．各委員が１回目の審査で可決、否決が出ないので、もう少し様々

な角度から背景を研究させて頂いて、次回の議会に結論を出します。  



平成２５年１１月１２日  
 

議会報告会報告書  
 
議会広報広聴特別委員会委員長 松野 豊 様  

 
 

議会報告会 ２班    
班長 森 亮二     

植田 和子    
斉藤 真理    
阿部 治正    
西川 誠之    
中川 弘     
山崎 専司    

     
 

 
私の班は議会報告会を開催し、その概要は下記のとおりでした

ので、ご報告します。  
記  

１ 日時 平成２５年１１月１０日（日）  
     午前１０時３０分～午前１２時３０分  
      
２ 場所 十太夫福祉会館  
 
３ 欠席議員 1 人  
 
４ 参加者数 ６人  
 
５ 報告内容  
・平成２５年度第３回定例会教育福祉委員会の議案報告  
・流山市が進める小中一貫教育について  



６ 意見交換内容  
 
１． 9 月議会 教育福祉常任委・決算審査報告  

 
<市民の質問 >  

 小中一貫校が出来るが莫大な事業費がかかる、既存校との格差が生じ

ないように配慮を。古いのはある程度やむを得ないが、ぴかぴかの学校

との格差は問題。危険を回避するのが一番。安全面が大事。  

 
学校のいじめの問題。先生が目をよく通すことが大事だが、先生が忙し

すぎる。議員も目を通して、教師の負担を軽減することが必要。雑用、

無駄なことが多く、大事な仕事が出来なくなっていると聞いている。こ

れが本質的な問題。改革を学校関係者でやるには限界がある、議員にや

って欲しい。  

 
通学路での暴走車の問題。集団登下校が危険、歩車道を区別するブロッ

クを検討すべき。おおたかの森駅周辺を中心に急激に街が変わってきて

いるので、対策が急がれている。  

 
<議員の意見 >  

新設併設校と既存校との格差の問題。現状でも児童数がピークに達して

いる学校がある、新しく作る学校の面積が１・５倍の開き、この開きが

教育の質に関係してくると問題、食育のためのランチルームが用意され

るが、ピーク校は全くない、教育の質に影響が出ている、質の格差はな

くさなければならない、既存校の修繕や学校区の見直しが重要、議員か

らも意見が出ている、新設校は当局の着手が遅れたことも影響して議論

することができなかったのが問題。  

 
この委員会でもいじめ問題で苦悩した他市の視察を行った、その市では

議会としても対応しなければといじめ防止条例が作られた。真摯な取り

組みだとは思うが防止条例で対策になり得るのか、私は不十分だと思っ

た。いじめ問題で良く指摘されていることは、いじめられている子の回

りにいじめっ子、傍観する子、きちんと対応しない教師集団、学校、教



育委員会などの 5 重 6 重の壁がそそり立っていると言われる。この壁に

立ち向かうのは非常に困難。徹底してこどもの立場に立つという観点か

らは、他の対策と並行して、いざというときのシェルターや既成校以外

のフリースクールの位置づけが重要になってくると思う。  

 
通学路の安全性の指摘は重要と受け取る。区画整理で道路がどんどん変

わっている。江戸川台の駅に向かう新しい道では、優先順位が逆になっ

たこともあり事故が頻発をした。市民要望もあり、議員も議会で指摘し

対策が打たれた。三輪野山に坂道の下の信号機がない交差点があり、住

民要望は以前からあった。大きな事故が今年に入り 3 回、申請は出して

いるが流山は新道が多いので信号機の申請が多くなかなか設置が進まな

い。道の状況をよく知らない新住民が多いこともあり事故が多いことも

ある。それぞれの原因を究明して対策をとる必要もあり、安全教育も重

要。あらゆる交差点に信号機つけるわけにもいかないが、集団登下校に

車が突っ込む事件など見るにつけ、対応の必要を痛感している。ガード

パイプ、ガードレールが設置できない道幅のところは通学路の変更も必

要になるのでは。  

 
こどもの見守り活動も流山では盛ん、ソフト面だが登下校時の見守り安

全パトロールが 70 0 0 人登録されて行われていることも、流山の強さの

一つ。  

 
<市民の質問 >  

通学路のブロックは車の通行の邪魔になるという意見もあるが、子供・

人の通学の安全が優先なので車は迂回すれば良い。本末転倒にならない

ように。  

 
<議員の意見 >車の交通については信号機の問題として言ったのであり、

こどもと人の安全が第一という考えで取り組んでいきたい。  

 
<市民の質問 >  

 森の倶楽部など民間委託の問題。市の直営は費用が掛かるということ

で民間委託を行っているが、どういう基準で指定管理者を選んでいるか、



人選を行っているか。親切な人もいるが、上から目線や憮然とした態度

は問題がある。  

 
<議員の意見 >  

事業そのものを良く理解している人、地元に近い人のほうがよい、選ぶ

方が見極めることが重要。地元のアンケートは毎年とって、年に一回評

価を下している。市民の意見が通れば新しい人に代わることもある、そ

の場その場で意見を出していただくことが大事で、その集大成として変

わっていく。  

 
指定管理者の職員採用は事業者に任され、管理者の考え方に左右されて

いる。事業者経験が長い事業者は運営が洗練されている。流山だけでは

ないが、関係している人たちだけでＮＰＯをつくって委託管理している

場合もあり、経験不足のケースもある。その都度意見を出してもらい、

議員も改善提案をする中で、関係者で改善していくことが必要。  

 
２．流山市の小中一貫教育について  

 
<市民の質問 >  

 小中一貫教育を政府があちこちで進めている。莫大な予算がかかる、

他の学校との格差も心配。本当に必要なのか。小山小学校は先の見通し

持っていたら最初からもっと大きな学校にできたのではないか。小山小

計画に賛成した議員も多いがどうか。  

おおたかの森駅周辺にマンションができて、若い人を呼び込んで、税金

を払ってもらいたいという施策のようだが、高齢者はどうでもよいとい

う感じ。アベノミクスの下で若い人の労働条件は派遣社員などが多く劣

悪で、結婚できない、子供も産めない状況。流山を人口誘致策で宣伝し

ても若い人は来てくれない、将来に不安があるだから。立派な新設校を

つくりましたが教室はガラガラでしたではいけないのでは。  

 
<議員の意見 >  

新設校はトータル費用としては 135 億。地域が急激に発展しているので

作らなければならない。小山小建設時に予測違いがあったと思う。今回



は、市街化区域での開校で土地代が高く、54 億円。小中を別々につくる

よりかえって安上がりだが、このことが伝えきれていない。早めや早め

に説明をできれば理解が得られやすかったのではないかと思う。  

 
小山小学校の規模を決めたのは市長、足りなくなって仮設校舎を造った

のも市長、新しい学校はピーク時に合わせて大規模校になっている、新

しい住民を呼び込もうという政策をとっているにもかかわらず、学校づ

くりをサボってきた市長の責任。  

 
<議員の意見 >  

一貫教育の問題点について。子どもたちの心の教育、学力の改善向上は、

連携教育でも、連携教育以前のやり方でも、本当は可能なことだと思う。

フィンランドの例を見ても分かるように、詰め込み教育をやめ、押しつ

け教育をやめて子どもたちの自主性を尊重する教育に変えたことで、学

力が世界一になり、こどもの心の育ちも改善された。併設校建設の問題

点。一番大事なことは、教育事業を人寄せパンダにしてはいけないとい

うこと。教育において重要なことは、公平性や平等性、その下で子ども

たちの心も学力も育つ。新設校の校舎のデザインにしても奇抜すぎる。

教育施設であるのだから、格差間を生まないデザインで良い。  

 
<市民の質問 >  

老朽化した学校がある。二つの 50 年以上たっている学校もなんとかし

なければならない。莫大なお金をかけて新しい学校建設というのは、本

末転倒ではないのか。やむを得ないという人もいるが、何でもかんでも

国の政策に服従するのではなく、弱者のため、議会としても頑張って欲

しい。  

 
<市民の質問 >  

学校間の格差の問題。トイレに問題のある学校もある。改修費はそんな

にかからないはずで、やってあげないといけない。  

 
<議員の意見 >  

老朽した学校に対しては、委員会として年明けから現場を視察し、校長



などと意見交換をする予定を立てている。成果に変えていきたい。  

 
<質問 >   

 併設校の問題。あと二年ちょっと開校するが、二年でやってほしいこ

とがある。私は地域で育ってきた、親・子供・兄弟が回りにいた。そう

いうことが今できなくなっている。子供をどう育てていくかということ

の中身が大事。人として仲間と繋がって、家族を大事にし、地域の中で

いきいきと育っていくことが重要。併設校の中身が重要。以前は教師集

団が時間をかけて教育を行ってきたが、今は時間外 90 数時間、 1 か月

100 何時間。地域住民の声、様々な経験を重ねた人の意見、若い人の思

いを聞き取って、それらを絡み合わせて、子供を大切にする地域ぐるみ

の学校づくりが必要。併設校でも教育の中身が重要なので、地域と十分

に交流をしてほしい。  

 
＜議員の意見＞  

長い間自治会活動やってきた、議員としても地域に育てていただいた。

新設校の区域は人が住んでいなかったところに学校ができる、町づくり

という点で重い課題を今日はいただいた。おおたかの森駅周辺は地域が

まだできていない、子育ては地域で行うもの ,然り、助けて貰う関係、マ

ンションが多い地域ではそういう関係が希薄になりがち、  

 
おっしゃる通り、中身の伴っていない小中一貫教育ではだめなので、施

設は二の次、教育の中身重視で低減をしていきたい。  

 
３．その他  

 
<市民の質問 >  

通学路のブロックは車の通行の邪魔になるという意見もあるが、子供・

人の通学の安全が優先なので車は迂回すれば良い。本末転倒にならない

ように。  

 
<議員の意見 >  

車の交通については信号機の問題として言ったのであり、こどもと人の



安全が第一という考えで取り組んでいきたい。  

 
<市民の質問 >  

少子高齢化社会を作ったのはだれか、子供を産むと嫌がらせで会社を辞

めさせられる現実もある、これでは子供を産めなくなる、労働条件の悪

さが少子化を招いている。  

 高齢化で空き家が増えている。火災、こどものたまり場になる問題を

生んでいる。自殺、虐待の問題も深刻。なぜ、可愛い、澄んだ目のこど

もを虐待できるのか、社会の背景も考えなければならない、虐待の連鎖

もある。泣き叫び、涙も涸れたこどもをなぜ虐待できるのか、子どもの

ことを考えない人間は人間じゃない。一度には解決できないが、そうし

た問題にも ,期待しているので、しっかりと取り組んで欲しい。  

 
＜市民の質問＞  

流山でも、原発事故に伴う放射能汚染を心配して、市民が基金をつくっ

て、子どもたちの甲状腺エコー検査に取り組んでいる。議会でも追及し、

自治体で取り組めるようにして欲しい。  

 
４．議員からの総括的意見  

 
自分の会派は執行部に対してはきつめの対応をしている。今後も市民の

声を受け止め、市民の暮らしのために、執行部に対して働きかけていき

たい。  

 
少子高齢化やいじめなどの社会的背景を考えなければとの指摘は重要。

中でも雇用・労働環境の問題は大きい。単に国政の課題というだけでは

なく、自治体行政、自治体議員の課題として、同僚議員と共に一生懸命

に取り組んでいきたい。  

 
少子高齢化が深刻だが、人口構成のバランスが重要という前提で、子ど

もを安心して産み育てられる環境作りが必要。高齢化社会の中で費用負

担の増大という現実がある中で、お元気で歳を重ねて欲しい。市で出来

ること、個々人で取り組むこと、様々な課題があるが、住みやすい流山



をつくりために取り組んでいきたい。  

 
議員たるもの何が役目なのか。議員間で議論、合意をして、まとまった

結論を得ていく。議会として結論を出したことについては、後からああ

だこうだというよりも、議員として責任を負っているという意識で、後

で反省、再評価しつつ責任を果たしていく必要がある。うまくいかない

ときは議会も責任を持たないといけない  

 
人口が永遠に増えることはあり得ないが、高齢化の過程でどういうこと

が大事になるか。大企業のレベルでも働く人々への配慮が足りない、女

性は子供を産むと管理職にもなれない、少子高齢化対策には社会全体で

取り組む必要がある、子育ては過程の中だけの問題ではなく地域全体で

取り組む必要がある、そういう方向に考えを変えていく必要がある、自

分は保守系だがそう考えている。  

 
国も街も活力をなくしていく、少子高齢化には歯止めをかけなければな

らない。この財政の問題も抜きには考えられない。国も地方も財政が厳

しい中で、ソフト面、アイデアを優先する必要があり、発想の切り替え

が必要で、財政の問題も併せてしっかりと考えていく必要ある。  

 
 
７ 参加者から議会への要望  
 
新設校建設に伴う学校間の施設や教育環境格差をなくして欲し

い。老朽化した 2 校への対策やトイレの改修を急ぐよう、執行

部へ働きかけて欲しい。  

 
いじめの背景にも教員の仕事が忙しすぎるなどの問題がある。

学校関係者だけの取り組みには限界があるの議会でも取り組ん

で欲しい。  

 
通学路の安全確保に努めて欲しい。ガードパイプやブロック設

置をして欲しい。  



 
公共施設の指定管理者の職員による利用者への対応を改善して

欲しい。  

 
新住民を呼び込む施策も、若者の雇用や労働環境が悪化し、結

婚できない、子どもを持てない状況ではおぼつかない。教育事

業特に学校建設は、そうした問題も見ながら、長期的な見通し

に基づいて行って欲しい。  

 
少子高齢化の背景のひとつである働く人々の雇用や労働環境の

悪化への対策に取り組んで欲しい。  

 
高齢化にともなう空き家の増加、いじめや虐待などの背景にあ

る社会問題の改善に取り組んで欲しい。  

 
原発事故にともなう放射能の健康への影響を心配し、市民が基

金を立ち上げて甲状腺のエコー検査などを行っている。市とし

ても支援策を考えて欲しい。  

 

８．所感  
 
初めての委員会別報告会。この地区選出の議員もいたが、「動員」の申合

わせなし。議会側の周知が不足？小中一貫教育という話題もインパクト

にはならなかった？手話通訳申込者なし。磁気ループも一人。市民の参

加が６名。残念な結果となった。議会への市民の関心が少ないと片付け

られない問題。まだまだ努力不足か？  

 
今回の報告会から委員会構成の班になったことは非常に良かったと思い

ます。例えば案内を掛けるのにテーマ設定をしやすくなったり、また議

会活動として重視され難い委員会審査の内容に関して関心を持って頂く

べく議案審査報告を行ったことは皆さんに議会活動を知っていただく上

でも有意義であったのではないかと思います。今後も更に工夫を重ねて

いきたいと思います。 



 
動員の是非、議題とするテーマ、議会の総意か個人の意見かなど議会主

催の報告会の在り方の難しさを改めて感じさせられた。  

市民の参加数は少なかったが、その分落ち着いた意見交換ができたこと

は良かったが、今後の議会報告会の在り方は見直すべき時期に来ている

と感じた。 

 

私達２班での参加者からの質問は、児童で溢れプレハブを増設した小山

小について「将来の見通しをもってやっていたのか？」や、小中併設校

について「子どもをどんな風に育てるのか？」等、疑問をもって当然の

質問ばかりでした。行政と市民との意見交換の足りなさも、より明確と

なり、行政は今後も検討が必要だと感じました。 

 
ごみセロ作戦の日と重なってしまった為か、参加された市民の

方が６名と少なかったが、逆に、お一人おひとりの意見をじっ

くりと伺うことができ、建設的な意見交換の場になったと思う。 

次回からの議会報告会の日程を決める際には、全市的な行事の

日程と重ならないよう、細心の注意をしていきたい。  

 
市民が議会報告会に求めているものは何か、各議員や会派の見

解を聞きたいのか、議会全体としての考えを知りたいのか、は

っきりとしない部分が多い。議員や会派からの情報発信と市民

との意見交換を充実させたうえで、なお残る議会報告会の特別

な意義について、明らかにしていく必要があると考える。  

 

 



平成２５年１１月２２日  
 

議会報告会報告書  
 
議会広報広聴特別委員会委員長 	 松野 	 豊 	 様  

 
議会報告会 	 ３班 	 	 	  

班長 	 加藤 	 啓子 	  
中村 	 彰男 	  
徳増 	 記代子 	  
酒井 	 睦夫 	  
宮田 	 一成 	 	 	  
松野 	 豊 	 	  
松尾 	 澄子 	  

	 	 	  
私の班は議会報告会を開催し、その概要は下記のとおりでした

ので、ご報告します。  
記  

１ 	 日時 	 平成２５年１１月１７日（日）  
     午前９時３０分～午前１１時３０分  
	 	 	 	 	  
２ 	 場所 	 東部公民館  
 
３ 	 欠席議員 	 なし  
 
４ 	 参加者数 	 24 名  
  （うち傍聴議員 4 名）  
   ※傍聴議員は西川議員、笠原議員、墨田区議 2 名  
 
５ 	 報告内容 	  
  ❐議員定数について  

３班を代表して酒井議員より報告。※報告資料別添  
  ❐防災・防犯について  



３班を代表して宮田議員より報告。※報告資料別添  
 
６ 	 意見交換内容  

❐今の常任委員会は７名で、全部が７名である必要は
ないのでは？委員会を６名体制として、現行よりも
定数を４名減らすことは可能であるのではないか。 

❐議員が（普段）何をしているかわからない。４名程
度減らしても良いのではないか。報酬は、他市と比
べても遜色ないと思う。  

❐１万人の署名が、有権者１０万人のうちの１万人で
ある。多様な人が出たほうがよい。若い人が投票に
行かない。定数を減らすことが良いとは限らない。
若い人が出られる仕組みが必要。  

❐議員の活動がわからない。定例会以外がわからない。
45 万円相当の働きがあるのか。議会は年中あるわ
けではない。副業があるならば別問題だが報酬相当
の働きをしているのか知りたい。その上で、定数を
論じたい。  

❐決算審査特別委員会及び予算審査特別委員会の委
員定数は少ない。議員の半数くらいの委員定数にす
べきである。委員会室のスペース等の問題であれば、
本会議場で開会をしてみては？  

❐議員定数削減の意図（主旨）が、どうも理解しづら
いです。質問したように今日の提案は経費ありきに
感じがちで、本来の議会のあり方（二元代表制）が
二の次になっていると感じられます。  

❐森林の保護が緊急性がある。ある公園では、折れた
木がずっと放置してある。杉が枯れているところが
ある。間伐材をきれいに処理していない。市役所に
いうと、その場所だけやる。その場だけではなく見
回ることをするべきだ。適切な管理と事前の予防を
するべきだ。市民レベルでは木の選定は仕事ではな
い。市でやるべきだ。どこを切ってよいかわからな



い。老人会もシルバーもできない。市の仕事だが専
門業者がやっていないのが流山である。選定は年１
回しかやってない。  

❐「e コミ流山」の名前は久しぶりに耳にしました（4
月以来）。「e コミ」の PR や、現状どのような形に
なっているか、市とともに、もっとわかりやすく
PR すべきだと思います。  

❐防災科研と市が開催しているワークショップにも
参加しているし、小学校単位で防災マニュアル（避
難所マップなども）を作成していますが、携わって
いる人たちしか知らないというのはおかしい。そう
いうことも一般市民の方には伝達すべきではない
か。  

❐決算審査特別委員会及び予算審査特別委員会の委
員定数は少ない。議員の半数くらいの委員定数にす
べきである。委員会室のスペース等の問題であれば、
本会議場で開会をしてみては？  

 
７ 	 参加者から議会への要望  
	 	 【議員定数】  

❐討論の中身を変えるべき。箱モノとかの大量投資
が盛んであるが、東部地区には、大きな改善はな
いように思う。議論が盛んに行われるような議会
になってほしい。削減ありきで進むことはよいと
は思わない。  

❐議員定数アンケートの内容を、ぜひ拝見したい。
（アンケート結果前に）  

	 	 【防犯・防災】  
❐大きな問題より、身近な問題を取り上げてほしい。
活断層が松が丘をとおっているとかという情報
があるがとか、江戸時代に南流山まで津波が到達
したという記録がある。専門家に調査してもらわ
ないと素人が何言ってもしょうがない。予測でき



る危険性が何かを調べることが先である。  
	 	 【その他】  

❐タウンミーティングに議員も参加したほうが多
くの意見が出るので良いのではないかと思うし、
ぜひ今後は、開催地域の議員さんだけでも参加し
て欲しい。  

 
８ 	 所感  
	 	 【参加者からの感想】  

❐大変勉強になりました。今後の参考にさせていた
だきます。（墨田区議）  

❐勉強になりました。ありがとうございました。（墨
田区議）  

❐こういう報告会を開催されたことを評価します。
質問・意見関係の時間がたっぷりあり、よかった
と思います。  

❐インターネット公開（中継）は情報公開という点
から、とてもよいと思います。  

❐「防災・防犯について」議員がテーマを俎上に掲
げた勇気に敬意を表します。議員の有志が本テー
マに取り組んでくださり、市役所を動かして行く
形に創成されることを願っています。  

   
 上記、参加者からの感想を見ても一定の評価をいた
だいたものと感じた。  
 議 員定数に関しては削減することについて賛否両
論バランスよく意見が出されたので今後の議会内に
おける審議の参考となった。  
 今 回は市民経済常任委員会をベースに班構成をし
ていたことからも、常任委員会の所轄である「防犯・
防災」に関して参加者の皆さまから頂戴したご意見に
ついては、今後の常任委員会活動にも反映させ、議会
における政策形成サイクルのきっかけとしたい。  



平成２５年１１月２２日  
 

議会報告会報告書  
 
議会広報広聴特別委員会委員長 松野 豊 様  

 
 

議会報告会 ４班    
班長 乾 紳一郎  

楠山 栄子  
藤井 俊行  
坂巻 忠志  
秋間 髙義  
伊藤 實   
海老原 功一  

    
    

私の班は議会報告会を開催し、その概要は下記のとおりでした

ので、ご報告します。  
記  

１ 日時 平成２５年１１月１７日（日）  
     午前９時３０分～午前１１時３０分  
      
２ 場所 江戸川台福祉会館  
 
３ 欠席議員 なし  
 
４ 参加者数 １１人  
 
５ 報告内容  
  北部地域のまちづくりについて  
 
 



６ 意見交換内容  
 
●新川耕地の開発などについて  
[市民 ]  

・調整池や川の増水の具体策はどうなっているのか。 
[議会 ]  

・調整池は、来年度から実施予定。浚渫、調整池、な

ど  
[市民 ]  

・新川耕地グランドいつ頃閉鎖か。第二物流は、いつ

頃か。  
[議会 ]  

・第二物流は、１００％民間で進めている。今春に地

権者同意。完成年度は、不明。  
[市民 ]  

・新川耕地グランド移転先はどこか。  
[議会 ]コメント  

・まだ決まっていない。執行部は、意向うけて進めて

いく。  
・農地転用、開発審査、まだこれから。具体的には、

議員には示されていない。  
・グランド代替地の確保を要求していく。  

[市民 ]  
・新川耕地の環境を守りたいという意見もあり、環境

を守りながらどのように開発をすすめるのか、全体

的にどのように新川耕地をするのか、時間をかけて

議論をされたい。  
[議会 ]  

・昔から受け継がれた新川耕地保全したい。売りたい

人も多いのも事実。  
[市民 ]  
・緑がなくなっていく。新川耕地の斜面林は、きれい。

歩くとき見られない。歩道がなく危険。道路広がる



か。是非歩道を作って欲しい。斜面がきれいだとい

えるように。  
[議会 ]  

・田んぼの集約進めている。大規模農家の方向付け。

2 俵ももらえれば田んぼを貸してくれると思う。そ
れが、保全につながると思う。  

・斜面緑地 維持管理費出ていない。風が吹くと木が

倒れる。斜面が崩れると上の道路は通れなくなる。

広いので予算がかかる。スポーツフィールドに向か

って、歩道が、どちらもない。歩くと危険。歩道両

面整備、一般質問したい。  
[市民 ]  

・承水路問題。  
[議会 ]  

・ふたをすれば良いと思う。電柱の移動、承水路の道

路しき要望。  
 
●運河駅の駐輪場整備について  
[市民 ]  

・運河駅、線路沿い、駐輪場できないか。  
[議会 ]  
・運河東口開設遅れている。前にあった西口駐輪場は、

元に戻る。反対側に駐輪場つくる動きがある。  
東口は未定。  

 
●その他の北部地域のまちづくりについて  
[市民 ]  

・新川まちづくり協議会の報告。道路の安全対策、も

ちつき大会やろうと進めている。まちづくりは、土

木の話が主だが、併せて人間の暮らしが豊かになる

この点に目をそそぎたい。  
[市民 ]  

・江戸川台駅は東大への表玄関。通りに名前をつけて



プラスイメージを提案した。東大への道路の景観考

慮し、高級住宅街のイメージ、長期計画でやって欲

しい。街路樹など、東大の近くと景観が違う。  
[議会 ]  

・商店街との連携、まちづくり団体との連携、まちづ

くりグループの連携図りたい。  
[市民 ]  

・市民ホール、400 人から 500 人規模の、足がないの
で駅前にホールが必要。駅前のホールと商店街一体

の都市計画づくり、人を引きつける拠点づくりしな

いのか。 40 年住んでいる感想。  
 
●高齢者問題について  
[市民 ]  

・これから流山の人口どのようなけいたいにいくのか。 
[議会 ]  

・ 2025 年、流山市の人口が一番増えるとき、高齢化
が流山市最大の課題と思っている。解決策を求めて

いる。高齢者問題は、医療と介護が関わっている。 
[市民 ]  

・鳥取県うらやす町、脳トレと健康体操をやって結果

を出せるノウハウできている。医療費が右肩下がり

になった。認知症と介護予防セットで講習会は、い

い取り組み。出張講演をやって欲しい。  
[議会 ]  

・賛成です。バスがないとどこにも行けない。文化会

館、生涯学習センターにも行けない。スポーツリー

ダーに健康体操、地域で展開するように問いかけし

たい。  
 
●その他  
[市民 ]  

・流山市は、キャラクターあるか。  



[議会 ]  
・市長に要望したが、今は、民間のゆるキャラがはや

っていると却下された。  
[市民 ]  

・南流山マンション問題、早く住民が気づいて地区計

画をつくって住環境を守れるようにと報告したい。 
 
 
７ 参加者から議会への要望  
 
●借金９００億円と大金の返却の見透しはあります

か？市議会各人や市職員の協力体制はできています

か、疑問に感じます。このような議会報告会を年に多

数会、実施願います。  
 
●開かれた市、市民に伝わる報告、細かな報告会の開催、

市・市議会メンバーと市民が一体となったコミュニケ

ーションの拡大により、良い流山市ができることを望

む。  
今回、藤井議員に回答願いたいことをここに発言さ

せてもらうと  
①下花輪ー東葛間の道路をどうするのか、通行止め

にするのか、拡幅するのか  
②江戸川台東口ロータリーの不便さの改善はどうな

っているのか  
③流山ＩＣ→６号線の道路がクラックしているが、

改良工事をするのかどうか。  
渋滞で付近は迷惑しています。  

 
●行政事務のほとんどは国が決めて県→市とおりてき

て、行政職員、審議会があるのに対して、議員さんは

政策形成に関するスタッフもおらずどうやって行政

と対応していくのかと弱体ぶりを感じます。その対応



について、どう考えますか？  
 
８ 所感  
・都市建設委員会という単位で議会報告会となったが、

テーマの設定が難しく、「北部地域のまちづくり」と

なり、委員会の専門性から都市計画・土木などに偏る

問題提起となりました。意見交換は、その範囲を中心

におこなったことで、分散せずお互いのコミュニケー

ションもとれ、参加した市民の評価もアンケートでは

「良かった」がほとんどです。8 回目の議会報告会と
なりますが、 11 人と少数だったこともあり、落ち着
いて意見交換ができたのではないかと思います。司会

をすすめながら、北部地域以外の議員がどう参加して

いくのかという点で難しいものがあると感じました。

（乾議員）  
 
・参加者は、少なかったが、市民の皆様からいろいろな

ご意見やご要望をいただくことができ、意見交換の内

容は、充実した有意義な報告会となりました。（秋間

議員）  
 
・市民の方から、議会報告会の回数を増やしてほしいと

いう要望があったが、もっと小規模で、定期的に（ま

ずは年４回ぐらい 例：１１月の第４日曜９時、とか

決めて）開くといいと思います。（楠山議員）  
 
・参加者１０名と少なかったが、本市のまちづくりに参

加された方が多数おり、中身の濃い意見交換ができた

と思います。（坂巻議員）  
 
・参加市民は少なかったが、落ち着いて発言されていた。

皆さん自主的に参加され「まちづくり」を話されたこ

とは大きな成果と言えると思います。（伊藤議員）  
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