
回答は、最初に行ったもの（１回目のもの）に限っています（再質問、再答弁は省略させてもらいました）。

質問 内　　　　　容 回答者 報告会での回答

当日回答した分

1

公会計支援業務について伺います。杉戸町は業務が浅いことは仕方ないが、委託業
者の選択については、町民に対して情報提供をするとともに、町民にもっと分かりや
すい公会計が報告できるよう促すべきだ。例：福岡県福津市を参考に！ 総務建設

（石井議員）

杉戸町では「職員の方ではなかなかできない。業務の量も多い」という理由で委託をしております。町は、委託業者にトーマツを選んだ
理由として、「多くの自治体がトーマツを利用しており、実績があるから…」と説明しています。ご質問にもありました福岡県福津市の
ように、住民の目線で非常に分かりやすい報告をしている自治体もあり、杉戸町議会のなかには、「もっと分かりやすい方法で報告すべ
き」と一般質問などで提案している議員もおりますので、公会計の問題については、今後とも議論されていくのではないかと思われま
す。

2

請願３号の不採択の理由について説明がされていない。杉戸町にはグランドゴルフ
（以下GG）可能な施設が下記のとおり十分にあるにも拘らず「何時でも誰でも利用で
きる地域住民の憩いの場」である都市公園の中に条例改正(改悪)してまでGG場を設
けねばならない理由を説明願いたい。１）現在GG専用あるいは可能なグランドとして
国体記念運動公園（カルスタ）に８面、西仮グランドに西近隣公園野球場等があり、使
用状況からみて十分空きがある。２）住民への説明会を契機として良識あるGG団体
は地域住民の意向を尊重して、上記の場所に移動してプレーをされている。３）西仮
グランドについては、先の議会において、教育長は、今後の利用方法については、地
域の人とともに協議して検討していくことになるが、将来ともに少年スポーツができる
広場は確保していきたいと答弁している。そうなれば、午前中にGGが利用できる可能
性は十分にある。上記３点について、どの様に考えられるのか。何故請願を不採択と
されたのか、ご答弁願いたい。

3

（１）費用は請負業者が負担するとの申し出があったとしているが、この不況時に業者
自らが負担したことに議員として疑問を感じ、町当局に問い直さなかったのか。
（２）事故繰り越しの議会への説明として、「住民の要求によって３M→１.５Mにした」と
あったが、住民は遊歩道の撤去を求めており、誰が３M→１.５Mにしてくれと要求した
のか。住民の要望を正確に把握することなく町当局の勝手な理由で事故繰り越しを認
めた議会の責任を問う。
（３）委員会報告に９月１９日常任委員会における請願不採択の件について報告がな
いのは何故か。

4

近隣公園の工事について。本事業については平成２３年度の事業計画に計上され、
予算化されたことで工事を決行したと伺っています。（事業計画に計上されていること
◎なぜ事業計画に計上されたのか）。ここで質問があります。平成２３年度の事業計
画を決める際、住民の意見などを考慮して決めていますか。どの様にして、この事業
を事業計画に計上されたのか？また計上したのか。この経緯について説明してほし
い。今後もこの様な事業を事業計画に計上する場合、計画段階から、住民の意見を
十分とりいれ、考慮して行っていただけるのか。納得のいく答弁をお願いします。（事
業計画に計上するプロセスは正しいのか！！）（みんなが納得した形で計画が計上さ
れるのか！！）

5
高齢者サロンについて

教育厚生
（須田議員）

高齢者サロンは23年度から始まりました。県補助として300万あり、当町では３ヶ所（上田地区、フレッシュタウン地区、２８区）取り
組みました。24年度は４ヵ所エントリーがあり町は３ヶ所にしたいと言っていますが最終的には配慮したいとの答弁でした。

6

保育園保育士の雇用について。臨時保育士が見つからないので、派遣を頼んでいる
とのことでしたが、派遣は時給1430円払っている。臨時保育士は時給980円となって
いる。臨時保育士の時給を引き上げれば保育士を確保できるのではないか。働く保育
士にとっても町の財政にとってもいいと思うが、委員会ではどんな審議があったのか。 教育厚生

（阿部議員）

保育士の時給を引き上げれば保育士の確保ができるのでは、という質疑は、残念ながら委員会ではありませんでした。関連として、保育
現場には正規職員、臨時職員、派遣会社からの派遣職員と雇用形態の違う保育士がおり、派遣会社に支払われている時給は1430円です
が、実際、派遣職員にどれくらい支払われているのか、質疑が行われましたが、明らかにはなりませんでした。また、子供の命を預かる
保育士は、正規職員にすべきではとの質疑には、財政上の問題や定員適正化計画により難しいとの答弁でした。さらに、短期間の臨時職
員ではなく、期間の定めのない非常勤一般職にして、少しでも待遇が良い雇用形態にしたらどうか、という提案もなされましたが、臨時
職員のままでという答弁に終わりました。

7

空間線量以外に町では給食センターでの食材の放射線量を測定している。杉戸町
は゛子育て日本一゛を目指すなら越谷市なみの厳しい体制をとってもおかしくないと思
うが、今後どういう方向にすすめていくのか。

教育厚生
（石川議員）

宮代町に県から貸し出されている測定器により、月2回各回1品目を測定しています。現在まで検出されたものはありませんが、一般質問
や質疑で、町として測定器を持つようにと要望もありましたが現状で行うとのことでした。委員会としてもっと検査をするように求めて
いきたいと考えています。

総務建設
（宮田議員）

議会報告会質疑応答一覧

この問題については、たくさんの質問が寄せられていますので、まずは、「西近隣公園・多目的広場の用途変更を元に戻す請願」の審査
経過について説明いたします。
この請願の趣旨は、「昨年の１２月議会の条例改正によって、有料のスポーツ広場としてしまった西近隣公園の多目的広場を、前の状態
に戻してほしい」というもので、大橋芳久議員が紹介議員となりました。請願の審査は、総務建設常任委員会に付託されました。９月１
９日に開催された総務建設常任委員会では、紹介議員や都市施設整備課に対する質疑が行われ、平川忠良議員と石井幸子議員が反対の立
場から討論し、窪田裕之議員と森山哲夫議員が賛成の立場から討論を行いました。委員会では、採決の結果が３対３の可否同数となった
ために、私（委員長）の判断で本請願は不採択とされました。
議会の最終日、９月２７日の本会議において請願の審査報告を行いましたが、そのなかで「どうして委員長は不採択としたのか」という
質問がありました。私は「条例の改正に伴う広場の運用が実質的には９月以降となったこと。使用できる時間帯の見直しもあったので、
しばらくの間、使用実績等を見極める必要があると判断したため不採択とした」と答えました。委員長報告の終了後、討論と採決が行わ
れました。採決の結果は、賛成５、反対９で、本会議においても不採択となりました。
以上が本請願の審査経過であります。なお、８００ほどあるという署名の件につきましては、議会には提出されておりませんので、ここ
でお答えすることはできません。
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質問 内　　　　　容 回答者 報告会での回答

8

９月７日付で受け付けている議長宛の要望書に対する結果は？

議会運営
（森山議員）

この要望書は「政務調査費の収支報告書や領収書をＰＤＦというファイルにして、町議会のホームページに掲載してほしい」というもの
だったと思いますが、政務調査費については、今度の１２月議会で地方自治法の改正に伴う対応を行う予定となっておりますので、要望
書の内容につきましても、１２月議会中には結論を得られるよう努力してまいります。

当日回答できなかった分

平川議員

（１）妥当でないと考えます。
（２）条例改正案が提出されていませんので、判断できません。

伊藤議員

（１）妥当とは言えない
（２）条例が出されていないので判断はできません

大橋議員

（１）法律的には違法な行為が行われたとは思いませんが、住民に説明すべきだったと思います。
（２）請願と同じような内容（用途変更を元に戻す）であれば、賛成をいたします。

窪田議員

（１）町としては当然に1－2区を含めた近隣区長への事前説明が必要であったと考えます。
（２）賛成します。

石井議員

（１）町は、もっと丁寧に事業を進めるべきであり、配慮も必要であったと思いますが、この点については反省し、住民の皆様に謝罪し
ており、説明会や皆様から直接いただいた意見を考慮し、対処しているものと理解しています。
（２）具体的な条例改正案が提出されていませんので、判断できません。

勝岡議員

（１）妥当である。他の地域の住民にも説明はしていないし、特別に高野台地区の住民にだけ説明する必要はない。やるのであれば、全
住民に行わなければならない。町民にはあまねく平等に接することが必要と考える。
（２）仮の質問に対しての答えはできない。しかし、あえて言えば、一度決定した条例をすぐに変えるのはいかがなものかと考える。住
民が異議・不平・不満を表明すれば、決定した条例を自分達の都合の良いように変えられるとなると収拾がつかなくなるうえ、後々の悪
しき前例となりかねない。経緯、経過を見守り（最低でも１年）、改善すべき点があったら改正すれば良い。

坪田議員

（１）妥当であるかどうかの見解を明らかにする前に、町から条例提案時において、看板設置等、近隣住民に説明をされたと聞いていま
す。なにをもって十分かは町、住民にもよるかと思いますが、近隣住民にとって十分と言えないものであれば誠に遺憾であると考えま
す。（２）条例改正案の内容が明確でないものについては残念ながら判断を下せませんが、一般的に町民の利益になるような条例改正で
あれば賛成します。

濵田副議長

（１）町税は減収傾向にあり、国も厳しい財政状況であることから地方交付税の増収は期待できず、自主財源の確保と今後の行財政運営
面の改善が必要とされています。現在、公共施設の１年間にかかる経費の１割程度を利用者に負担していただくことで、少しでも管理費
及び修繕費等の負担を軽減したいとの町の思いがあります。自助・共助・公助の均衡の基本的な考え方でまちづくりに参加することが町
民の一人としての役目だと思います。町の説明が不十分であったことは謝罪していますので、以上の点を考慮し、用途変更はやむを得な
いものと考えます。町内には公園のない地区も多数あります。お互いに譲り合って利用していただくことがよろしいかと思います。
（２）仮の問題にはコメントできません。

石川議員

（１）2011年度当初予算に計上されていた倉松・西近隣公園多目的広場の遊歩道設置工事費300万円は、利用者からの意見も聞かず、利
用料を徴収するため、町が一方的に計画したもので、中止するよう求めてきました。また、2011年12月議会でも「多目的広場は誰もが利
用できるように」という一般質問もしてきました。同12月議会に用途変更の条例案が提出されましたが、もちろん反対しました。住民に
説明もせずに一方的に用途変更したことについては、全く妥当性などありません。
（２）元に戻す条例改正案が出た場合は、当然賛成します。

上原議員

（１）町側は誠意を示し、陳謝しています。その中で条件も見直していますので、当面様子を見ても良いのでは。
（２）９月議会で採決したばかりです。

稲葉議長

（１）配慮に欠けていた点があったと思われる。しかし、この点については、後日執行部（町長）は反省し、説明会会場で謝罪しており
ます。
（２）仮の問題につきましてはお答えしかねます。

宮田議員

（１）大きな事業等、今後地域住民に大きくかかかることについては、区長会等に一部話をし、さらに担当行政区長にも事前に十分話を
する必要があったと思う。
（２）仮の話はできませんが、状況を見て、町のために良いと判断されれば、そのようにしたい。

全議員に対して、次の2点についてお尋ねします。
（1）町が事前に近隣住民に十分な説明をすることなく用途変更したことが妥当であっ
たかどうか、について見解を明らかにしていただきたい。
（2）仮に、今の時点で条例改正案が提案されたとして賛成かどうかの判断をお示しい
ただきたい。

9
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質問 内　　　　　容 回答者 報告会での回答

須田議員

（１）今回の用途変更議案は、平成23年12月議会にて提案されました。内容は、多目的広場にスポーツ広場を設け、スポーツ団体の使用
に際して占有利用を可能とすることと、使用に際して有料化を導入することでした。ご承知のように、同時期に公民館をはじめとする各
公共施設の使用料減免の見直しを図ったところでもあります。質問にあります十分な説明につきましては、多目的広場に立て看板による
工事内容のお知らせと、各スポーツ団体への説明しか行いませんでしたので、十分とは言えないと思います。決定以降、町及び議会は、
内容を町広報誌・議会だよりでお知らせをしました。
（２）判断内容が、先の9月議会と変わっていない事から、賛否の変更は考えていません。

森山議員

（１）私は、こうした「用途変更」自体、大問題であると考えています。「近隣住民に十分な説明をしなかった」ことは、民主主義の問
題としても容認できるものではありません。
（２）西近隣公園の多目的スポーツ広場を、誰もがいつでも無料で使えるようにするための改正案であれば賛成です。

阿部議員

（１）西近隣公園には、公序良俗に反しない限り、いつでも誰でも自由に使える広い広場が必要であり、この広場を有料のスポーツ施設
に変える用途変更にはそもそも反対です。また、公共性が極めて高い場所であるにもかかわらず、近隣住民に十分な説明もなく用途変更
を行ったことは、当然妥当とは言えません。このような用途変更を行ったことにより、幼稚園や保育園、小学校等の子どもの利用は、午
前中は遠慮することになるでしょう。桜の季節も巡ってきますが、住民が広場から排除されるような状況も生まれてきます。他の市や町
から来られる来園者に、杉戸町は、公園を有料化しなければならないほど財政は貧しく、心も狭い町と思われることでしょう。利用する
しないにかかわらず、また、近くに住む住民に限らず、誰でも自由に使える広場を公園からなくしていいのか、という公共施設としての
公園のあり方にかかわる問題として、住民の意見を聞く必要性もあります。
（２）誰でも自由に使える公園の広場に戻す条例改正案に、賛成します。

10

公明党の平川議員への質問です。
住民に理解をしつつも、いくつかの理由をあげて請願を不採択とされましたが、よく理
解できませんでした。再度、ご説明してください。（特に、午前中３時間に制限したこと
を評価していますが、在宅の幼児やお年寄りにとっては、最も利用しやすい貴重な時
間を奪われることになっているのではないでしょうか。）

平川議員

西近隣公園の多目的広場は、杉戸町の子どもさんから高齢者までの共有の広場です。以前から多目的広場はグラウンド・ゴルフや学校関
係、幼稚園で使われていました。有料の利用時間は、平日のみの午前８時から１１時までの使用のみで、それ以外の時間帯、土日、夏休
みなど子どもたちの学校が休みの時は多目的の広場を開放、使用させないことは、町当局の熟考の上の判断であり、評価できると考えま
す。現在、使用状況はグラウンド・ゴルフ１団体であり、連日使用しているわけではなく、貴重な時間を奪っているとは考えにくい状況
にあると思われます。杉戸町都市条例は、７月１日からの有料化運用であり、日も浅く、しばらく使用状況を見て検討した方がよいと考
えます。

11

地元の伊藤議員へ。
公園のもっとも近くに住んでいて、利用の実態をよく知り、かつ近隣住民の意向もわ
かっているはずですが、なぜ住民の側に立っていただけないのでしょうか。

伊藤議員

町全体の意見をお聞きする立場で考えております。
この件につきましては、議決してから日も浅いので、しばらく使用状況をみて、改善すべきところがあれば今後検討していきたいと考え
ております。

12

濵田決算特別委員会委員長へ。
一旦幅３mで建設された遊歩道を、町の都合で１．５mに削減する工事が、業者負担で
行われたことについて、町当局は業者と対等の立場で話し合った結果、という非常識
な説明をしていますが、これを議会はどのように判断しているのでしょうか。
また、９００名近い署名が集まったことをどのように考えているのかについても伺いた
い。

濵田議員

この件については、委員会の審査においていくつか質疑もありましたが、結果的に決算は認定となりました。町と業者とで話し合ったと
ころ、業者から申し出があったとの答弁でしたので、「常識か非常識か」を問われても、個人的には両者合意のうえと認識するしかない
と思います。
１－２区の人口約４，８００人のうち、２割程度の署名をもって区の総意と考えるのは早計ではないかとも思います。また、９００人分
の署名が集まったということですが、現在、議会側には届いておりませんので、何とも言えません。

13

総務建設委員長の宮田議員への質問
委員課の運営において、なぜ請願者やその他の関係者からの意見を公聴会の開催
や参考人等の形で、直接に聞く機会を設けようとしなかったのでしょうか。また、今後
どのように考えているのでしょうか。

宮田議員

大橋議員（紹介議員）等より、情報の収集はできましたので、公聴会を開催する気持ちはありませんでした。なお、直接関係者にも話を
お聞きしましたので、特に必要であるとは思いませんでした。
今後については、様子（経過）を見て、判断したいと思います。

14

須田議員への質問です。
地元選出議員として、なぜ近隣住民の意向を確かめることなく、条例改正に賛成した
のか伺いたい。
また、利用団体や利用時間が条例制定時と大きく変わっているにもかかわらず、多く
の署名とともに提出された請願になぜ今も反対し続けているのか、についても伺いま
す。

須田議員

スポーツ団体が多目的広場を長期に占有利用していました事から、一般利用者と団体利用の範囲を明確にする事は必要と考えていまし
た。両者が利用のすみ分けが出来て、共存が可能であると判断したことから、改めて、住民意向は伺いませんでした。
また、地域から問題提案を頂いた以降、町は、各スポーツ団体との話し合いを持ち、従前は「平日8時～17時」「土曜日は各月の第1・
3・5週」「教育関係の長期休暇期間（春、夏、冬休み）」の使用が可能でしたが、現在は「平日の8時～11時」までを使用可能としまし
た。
利用団体は１団体が西仮グラウンドに移り、午後に利用する団体は野球場にて練習していると伺っています。請願が9月議会に提出され
ましたが、この公園は町全員の財産であり、各種スポーツ団体が利用を希望する限りにおいては、同じ杉戸町民が使用します事から、現
行どおりの考えです。請願に署名された方々のご理解を頂きたいと思います。

15

稲葉議長へ。
地元選出議員として、昨年の条例採決に際し、なぜ近隣住民の意向を確認しなかっ
たのかお尋ねします。
また、陳情や請願、署名といった形で示された住民の意向を地元議員としてどのよう
に受け止められているのでしょうか。
議長として住民と議会との良好な関係をつくるためにも、関係者から意見を聴く機会を
設けるべきだと思いますが、いかがでしょうか。

稲葉議長

請願者代表の方々の意見を伺いました。また、意見交換の機会もありました。個人的には後援会での報告で、高野台西、南（2－2区）、
東（7－2区）や近隣住民の方と意見交換をしています。
多種多様な考え方・意見がありますので、その一つと受け止めています。
議会で相談していきます。

16
多目的広場改良決定についての見解を改めて各議員から聞きたい。 NO.9～15の回答をご参照ください。
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質問 内　　　　　容 回答者 報告会での回答

17

議員は議事・討議を進めるにあたり、住民の意見意向を踏まえた上で臨むべきだと思
う。日頃どのように、意見を吸い上げる活動をしているのか？西５丁目に住んでいる
が、そのような活動に接したことがない。私たちは代議をお願いしており、一任しては
いない事を理解しているのか？関連して問えば西公園の用途変更について、どのよう
に行動したのか？

NO.9～15の回答をご参照ください。

18

「西近隣公園の用途変更を元に戻す」件で、反対・賛成された議員の方の具体的な説
明、理由をお聞かせください。

NO.9～15の回答をご参照ください。

19

近隣公園スポーツ広場に用途変更の請願について、反対議員さん、特に石井幸子議
員、地元の須田議員地元の伊藤議員にその賛成理由を聞かせて欲しい。町長の提
案ならば、地域住民の９００余名の署名にどうして背を向けられるのか？選挙で選ら
ばれた議員なら何をやっても住民を無視しても正当なのでしょうか？次に賛成してくだ
さった議員の大橋さん、くぼたさん、森山さんの反対意見を詳しくお聞かせ下さい。

NO.9～15の回答をご参照ください。

20

西近隣公園の問題について。１－２区選出の地元議員全員に答弁願いたい。今回の
請願にともなう地元住民９００の署名をどう受け止めているのか政治家としての初心
に照らし合わせて答弁願いたい。当選回数の多い議員から答弁願いたい。

NO.9～15の回答をご参照ください。

21

１０００名近い請願が、十分な説明もなしに何故却下されるのか説明が欲しい。（議員
によっては１０００名程度では住民の声とは言えないとの発言もあったと聞いている。
地元の住民との共通の問題意識をもてない、説明しないというメンタリティが理解でき
ない）

NO.9～15の回答をご参照ください。

22

町議会は数あるスポーツ（野球、サッカー、バレーボール、水泳、ハンドボール、陸上
競技、レスリング、柔道）の中からグランド・ゴルフのみを支援されるのか理由を説明
して頂きたい。

NO.9～15の回答をご参照ください。

23

多目的広場の用途変更について（請願）①不適当、不公平な議題を２度も適正な議
題として取り扱っているのか。②請願において、申請者も何故審議に参考人として立
ち合わせなかったのか。③請願の審議に第三者を参加させないのか（有識者等）委
員長としての見解の明示がない

総務建設

請願の審議において、参考人等を参加させない理由として、紹介議員が地元の意見をよく理解されていたと考えます。また杉戸町議会で
は、委員会において参考人等の参加は行われたことがありません。今後検討してまいります。

24

委員会を傍聴して、９月１９日開催された「総務建設委員会」に於いて審議されまし
た、請願書について、議員みなさんのお考えをお聞きしたい。①議会で議決した事は
従って欲しい旨の発言がありました。基本的には町民から負託された議会が熟議の
結果決めた事であり、その主旨は理解できます。しかし解釈によっては、議会で決め
た事は従えとも取られかねません。他方、町民の権利として、請願書・陳情書（要望
書）等は自治法により認められている事であり、今回提出された「請願書」も貴重な住
民の声として受けとめて頂きたい。②署名（約８９０名）について、某議員は紹介議員
とは認識の相違があるとの発言がありました。８９０名・・・議員当選票数をはるかに越
える署名数です。より慎重な扱いが必要ではないか。

総務建設

署名については、議員により受け止め方が違うと思います。また議会として正式に受理していませんので意見は申し上げられません。

25

グランドゴルフ中止！元通りにもどせ、一般使用にせよ。公園は広い程一般利用者に
とって気がねせずいこいの場となる。公共施設に戻して、一般住民に返してほしい。

26

「西近隣公園の多目的広場の変更を元に戻す」の件について近隣住民や幼児・児童
が何時どの場所において体育的養成の為の公園として利用することが町民が理解す
るところである。子供たちの考えや願いを叶える代弁者としての議員諸君に質問す
る！尚、町長が出席しない不誠実な態度はまことに残念なことと考える。

27

グランドゴルフの件で、多目的グランドが子供たちの為に使えないのはおかしい。未
来の子供より、お金をとってグランドゴルフに貸した方がいいんですか？杉戸町は老
人王国になりますね。こんなことで議論するなどなさけない。グランドは皆に開放して
下さい。

28

西近隣公園を住民に何のお知らせもなくスポーツ施設にしてしまった事に近隣住民は
大変いかっています。西近隣公園があったのでここ杉戸高野台を終のすみかに決め
て購入したのに住民の事は何も考えずに何の為の議員ですか？いつでも誰でも使え
るいこいの場である公園を、元の公園に戻して下さい。グランドゴルフは、外に出来る
所が色々あります。遠くまで行けない、子供や老人に近隣公園を元の型に戻して下さ
い。西近隣公園の件でこれだけの人が集まっていますので時間を充分取って下さい。
（この様な機会はなかなかないので）

この件につきましては、要望として受け止めさせていただきます。
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29

近隣公園については高野台の美しい公園シンボルとして子供達大らかに遊ばせ老人
達ゆったり楽しむ公園です。高野台のシンボルとしてグランドゴルフなど廃止を願いま
す。

30

①常任委員会や本会議中に休憩がありますが、どんな決まりになっていますか？　傍
聴者にとっては、時間が長いと感じています。　②今回の議会で一般質問をしなかっ
た議員さんは？　議員としてやる気があるのか、町の方針をよくしようという気がある
のか。住民としては税金を払いたくないです。

議会運営

①休憩は、おおむね１時間に１回（時間で１０分～１５分程度）とることとしています。
②先の９月定例会で一般質問を行わなかった議員は、勝岡敏至議員、上原幸雄議員、宮田利雄議員の３人です。

31

各定例会における一般質問の持ち時間は１議員１時間です。年間最長でわずか４時
間です。町民が議員の行動、思考の一端を見られるのは定例議会の一般質問が唯
一の場であります。議員にとっても、町の課題等々を町にぶつける絶好の場と考えま
す。　（昨年の改選以降）先の定例議会でちょうど５回終了したが、何回一般質問に
立ったか？　稲葉議長を除き、５回中何回か、お一人お一人がお答え願います。　併
せて５回中５回以外の議員さんにうかがいます。あなた様の議員報酬は年間おいくら
ですか？　議員は報酬を受け取る権利があります。しかし、義務も忘れないようにお
願いしたい。議員報酬は町民一人一人の血税であることを肝に銘じていただきたい。

議会運営

この間、各議員が行った一般質問の回数は以下のとおりです。平川忠良議員・５回、伊藤美佐子議員・５回、大橋芳久議員５回、窪田裕
之議員・３回、勝岡敏至議員・１回、石井幸子議員・５回、坪田光治議員・５回、濱田章一議員・５回、石川敏子議員・５回、上原幸雄
議員・２回、宮田利雄議員・２回、須田恒男議員・５回、森山哲夫議員・５回、阿部啓子議員・５回（※議席番号順）。年間の報酬（月
額報酬×１２＋期末手当）は、議長５２９万３，６００円、副議長４２１万８，３３７円、委員長４００万３，２８５円、議員３８８万
７，４８７円です。

32

１、過去に受けた質疑事項に対し、「検討する」とした評価事項の現在の取り組み状
況を説明してください。
２、地方分権時代における議会のあり方について、どのような取り組みをしているの
か。
３、まちづくり基本条例のワークショップに、議会からも参加しては。

議会運営

１、住民からのご意見等を聴取する場（機会）の確保等については、今回の議会報告会でも意見交換の場（再質問やご意見等を受けつけ
る場）を設けるなど創意工夫をしているところですが、さらに充実が図られるよう努力してまいります。また、本会議等のインターネッ
ト中継（動画配信）については、導入可能かどうか、費用や技術面での問題点等も含め調査しているところです。検討課題となっている
事項等につきましては、引き続き議会改革検討委員会のなかで議論・協議し、善処できるよう努力していく所存です。
２、この間、政務調査費の見直しや議会報告会の開催、予算（決算）特別委員会の設置など、住民の視点に立った議会改革や委員会活動
等の充実・強化に努めてまいりました。今後は、平成２６年３月議会での上程（制定）をめざして、議会基本条例（案）の策定に取り組
んでいく予定です。
３、議会に係る事項等については、町当局と協議・調整していきたいと考えておりますが、「住民の自治とまちづくりに関する基本条
例」という性格から、議会としてワークショップに参加することは今のところ考えておりません。条例案の策定にあたりましては、議会
としての立場や役割を踏まえて対応していきたいと考えています。

33

多目的スポーツ広場を何故作ったのでしょうか。

執行部

従前、グラウンドゴルフ等の練習をされる方が多目的広場を利用している時間帯は、一般の公園利用者の方が広場を利用することが困難
な状況でございました。このため、広場として利用できる部分とグラウンドゴルフ等の練習が行える部分を歩道により明確に区分し、双
方が同時利用できるよう工事を計画し、実施いたしました。

34

西近隣公園多目的広場を何の為に有料化にするのか。

執行部

昨年、公民館などの公共施設の利用に関して、受益者負担の原則および負担の公平性の観点から「使用料等の見直し」を検討した結果、
グランドゴルフなど広い敷地面積を占用的に使用する活動に対して、無料で使用させることは、テニスコートや野球場といった、他の有
料施設利用との公平性に問題が生じてしまうと考え、多目的広場の一部を多目的スポーツ広場として位置付け、占用的に利用する活動に
対しては、有料化を実施いたしました。

35

工事は、どういう経緯で着工が決まったのか。子育て世代の意見をきくことは事前に
あったのでしょうか。

執行部

多目的広場を、一般の公園利用者の方が広場として利用できる部分とグラウンドゴルフ等の練習が行える部分を歩道により明確に区分す
ることにより、双方が同時利用できるようにするため工事を計画し、平成２４年度予算に必要経費を計上の上、実施いたしました。
なお、事前に子育て世代の意見を聞くことはいたしませんでしたが、工事後に子育て世代を含む地域の皆様から様々なご意見をいただ
き、子供たちの利用を優先させるため、７月２１日より平日午後、土日祝日及び小中学校の長期休暇中は子供たちが広場全面を自由に利
用できるよう、有料で占有利用できる時間帯の見直しを実施いたしました。

36

近隣公園の有料化とゴルフ使用の件について。西仮グランドの今後の利用方法と整
備について

執行部

現在、西仮グラウンドとして利用している場所は、昭和６２年に完了した杉戸西特定土地区画整理事業（現在の高野台地区）の中で中学
校建設予定地として確保された土地であり、グラウンドとしては、あくまでも仮の利用となっております。しかし、一方で少子化の進展
などから同地への中学校建設はこの度、正式に断念することとなりましたので、今後は、町の貴重な財産として町の将来に役立つ活用方
法を検討していく必要があります。

37

財政が厳しい中、なぜあのような工事をしたのか明確に答えていただきたい。

執行部

従前、グラウンドゴルフ等の練習をされる方が多目的広場を利用している時間帯は、一般の公園利用者の方が広場を利用することが困難
な状況でございました。このため、広場として利用できる部分とグラウンドゴルフ等の練習が行える部分を歩道により明確に区分し、双
方が同時利用できるよう工事を計画し、実施いたしました。

38

他との合併について、町はどう考えているのか。

執行部

平成２１年５月１７日に執行した「杉戸町が春日部市及び宮代町と合併することの是非に関する住民投票」の結果では、合併反対が多数
となりました。このため、合併については、住民投票以降、白紙の状態です。従って、今後の進め方についても、現時点では白紙となっ
ています。

39

杉戸町は年間６億２千万円の黒字なのに、なぜ町は財政が厳しいと言うのか、わかり
やすく説明して下さい。

執行部

杉戸町の近年の予算規模は、約１２０億円で推移しており、実質収支（※）約６億２千万円は、予算全体の５．２％程度となります（歳
出予算執行率は約９７％）。財政が厳しい理由としては、人口減少、少子高齢社会等を背景に、①　町税の減少（平成２１年度より約２
億円の減少）②　社会保障費の増加（扶助費は、平成２１年度より約６億８千万円の増加）③　負債（借金）が、まだ高い状況（平成２
３年度末で約１２６億円）④　更なる課題として、道路・橋りょうや、公共施設の老朽化に伴う改修等の費用に多額の財源が必要などの
状況から、財政は厳しい状況にあります。※実質収支：形式収支（歳入－歳出）から翌年度に繰越すべき財源を控除した決算額。

5



質問 内　　　　　容 回答者 報告会での回答

40

子育て支援センターの民間運営委託の実施について詳しく知りたい。今は、白紙の状
態ですか。

執行部

子育て支援センターは、杉戸子育て支援センターが平成２０年１月に開所され、泉子育て支援センターが平成２４年７月に開所されてお
ります。今後においては、高野台子どもの家保育園が改築され、支援センター機能を付加した保育園が新たに開園する予定です。杉戸と
泉は、町で直接運営しております。また、高野台子どもの家保育園では、町からの補助金を活用して運営する予定です。杉戸と泉につい
ては、民間運営委託が可能であるか検証しております。現在のサービスが低下しないような運営が可能でかつ経済的であれば、委託に移
行する可能性は十分あると考えております。まずは、地域性などを考慮し運営できる団体に対して提案をいただき、可能な範囲で判断さ
せていただきたいと考えております。

41

南側用水路について、今後の見通について、何年後で改修するのか

執行部

南側の整備につきましては、整備費用が多額にかかることから現在の町の財政状況では実施が困難であるため、凍結となっている状況で
ございます。今後は、町の財政状況を勘案しながら、整備再開時期について検討してまいります。
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圏央道高架下の側道の設置はどうか。付近の利便性、渋滞の緩和に向けて、関係市
町に働きかけを行ったのか。久喜～桶川の開通は何日か。

執行部

工事を担当している国の北首都国道事務所に確認したところ、高架下の側道については、基本的に圏央道の高架橋によって地域が分断さ
れてしまう場合等において設置することとなっているそうです。また、交通量の非常に多い区間における付近の渋滞緩和が必要であると
考えられる場合には、地元市町と協議の上設置されることもあるそうです。しかしながら、必ずしもすべての区間に設置され、側道とし
てつながるということは伺っておりません。なお、杉戸町として関係市町に側道設置の働きかけはしておりません。次に、久喜～桶川の
開通についてですが、久喜白岡ＪＣＴから白岡菖蒲ＩＣまではすでに開通し、白岡菖蒲ＩＣ～桶川北本ＩＣまでは平成26年度以降に開通
予定と伺っております。杉戸町では、今後も圏央道の早期開通に向けて、国に対して要望活動を行ってまいります。
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