平成１９年度
日付

会

場

本＝本庁(黒磯)、西＝西那須野支所、塩＝塩原支所

市政懇談会意見・要望
所属部

項目

意見・要望

担当課

懇談会での回答

7/18 厚崎公民 教育部
館

運動会招待時の祝 運動会に敬老会のメンバーが招待されるがそ 学校教育課
い金について
の祝い金について。またそのお金の使い道に
ついて。

敬老の招待についてはボランティア活動の一環として招待。祝い金
の件については公金は教育委員会で一括管理しているのであるは
ずがないと認識しているが、年配の方が持ってこられる時がある。受
け取った現金の使途については校内の環境整備のため花の苗を
買ったりしていたが、今後校長会を通して案内状の通知文の中に祝
い金については辞退する旨の文言を入れるよう徹底する。

7/18 厚崎公民 教育部
館

黒磯文化会館駐車 黒磯文化会館の外灯のスイッチが黒磯文化 生涯学習課
場の外灯の夜間点 会館にあるため、夜間点灯することができな
灯について
い。夜間厚崎公民館利用時に点灯することが
できるよう改善して欲しい。

黒磯文化会館駐車場の電灯については漏電があり現在調査中。検
討していくが、外灯は時間を決めて点灯することができるよう対応し
ていきたい。

7/18 厚崎公民 教育部
館

小中学校の健康診 市内小中学生の生活習慣病対策として食育 学校教育課
断と血液検査につ 教育の現状と健康診断、血液検査の実施状
いて
況について。

学校現場では生活習慣病が低年齢化していると認識している。小学
校は生活の授業、中学校は保健体育の授業の中に栄養士を授業に
呼び、食育の講義を行っているが、食育の充実させていくことは今後
の課題である。血液検査を含む健康診断は夏休み前に主に実施し
ており結果一覧表にして公表し夏休み期間中に改善を呼びかけて
いる。何年前から実施しているかについては資料がないため後日回
答したい。

7/18 厚崎公民 生活環境 信号設置
館
部

都市計画道３・３・２号と沓掛街道の交差点が 本生活課
危険なので信号を設置して欲しい。また事前
策として注意を促す看板を設置して欲しい。

信号の設置については警察に引き続き要望をしていく。看板の設置
については市で注意を喚起することは可能なので現地を確認し地元
の要望を聞きながら対応していきたい。

7/18 厚崎公民 建設部
館

道路

都市計画道３・３・２号の整備について。

本道路課

埼玉街道から市総合グラウンド西線の区間については平成２０年度
完成を目標に県に要望。上厚崎から沓掛に続く道路についても引き
続き県に要望していく。

7/18 厚崎公民 建設部
館

道路

都市計画道３・３・４号の整備について。

本道路課

３・３・４号の整備については区画整理事業で一部整備になっている
が、市道上厚崎前弥六線までの間は現在調査中。

7/18 厚崎公民 建設部
館

道路

共墾社一区東北本線と新４号線の間に３ｍ幅 本道路課
の砂利道(芋久保線)がある。２００ｍで舗装が
完了するので舗装を早期に完了して欲しい。

現状を良く見て後日回答する。(用地の問題があり整備できない。回
答済)
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7/18 厚崎公民 建設部
館

道路

埼玉小学校付近の市道と県道が交わる県営 本道路課、本
住宅先の交差点が事故が多く危険である。ま 都市計画課
た、将来はインターチェンジが完成後黒磯市
街に通ずる道路となると更に危険になる。

市道から県道につづく南側の道路が見にくい。県道北側が歩道整
備されている。また点滅信号であるためその点も含めて検討していき
たい。インターチェンジ整理後は西那須野那須線や唐杉街道が市
街地に入る道路になるので県道の歩道の整備等を含めて県と話し
合っていきたい。

7/18 厚崎公民 建設部
館

道路

埼玉街道の交通量が増えている。また埼玉街 本道路課
道で木が茂っていて見通しが悪くなってるとこ
ろがある。

県道の歩道整備については県に要望していく。枝の剪定については
自治会の皆様に協力を頂きたい。できない部分については市道部
分については市で実施していく。

7/18 厚崎公民 生活環境 青木の産廃処分場 青木の産廃の建設について生活に困るという 本環境課
館
部
市民の声をもっと県に届けて欲しい。

市民の声を受け、法制度の改正や具体的な反対活動について県だ
けでなく国にも伝え、建設を阻止していきたい。

7/18 厚崎公民 生活環境 環境
館
部

自然の定点観測の実施状況について。

本環境課

那珂川の水質、水生生物の定点観測を実施している。動植物につ
いては市内の専門家で希少種について調査し保護を努めている。
現在環境基本計画を作成中であり、意見を募集しているので意見を
頂きたい。

7/18 厚崎公民 生活環境 ゴミ
館
部

ゴミの各戸回収は可能かどうか。

本環境課

都心部では実施しているところがあるが、人的経費等の問題があり当
面は難しいと思われる。ただしステーションの管理を市と地域で協力
し、より良いゴミの分別回収、清潔なステーションの管理を実施してい
きたい。

7/18 厚崎公民 生活環境 市営駐車場の利用 西那須野にある市営駐車場や支所の駐車場 本生活課、西 市営駐車場の料金は過去の経緯があるが統一できるよう調整してい
館
部
について
が停められない事がある。また黒磯の市営駐 総務課
きたい 。西 那須 野支 所に ある 駐車 場に つい ては 管理 の関 係上
車場と料金が統一されていない。
チェーンを架けている。
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7/18 厚崎公民 生活環境 防犯
館
部

意見・要望

担当課

防犯パトロールを組織し町内の定期巡回や 本生活課
小学校下校時のパトロールを実施している
が、市の補助金があると聞いて補助を受け
た。補助金を受けた翌年に再度申請すると向
こう５年間は補助を受けられない旨の回答を
受けた。補助金の申請方法について伺いた
い。

懇談会での回答

予算に限度があり新規に申請する方を優先としたい。即答はできな
いが予算に余裕があれば柔軟に対応したい。

7/18 厚崎公民 総務部
館

収納嘱託員の費用 首都圏収税嘱託員の費用対効果と滞納額に 収税課
対効果について
ついてまた市の滞納額はいくらあるのか。

首都圏の滞納額は主に固定資産税で約３億円。首都圏収納嘱託員
については他市で経験のある嘱託員を採用。契約内容は基本給月
額１３万円、交通費１万円、事務所費５万円を支給。また、歩合制とし
て収納額の３．５％と納付書１枚に付き１００円を支給。１９年４月から
の実績は２ヶ月で約２百万円を収納しており成果については今年度
の実績を見たい。市内の嘱託員７名。また市の滞納額については平
成１８年度について約２６億円の滞納があるが収納率は17年度と比
較し収納率(額)は５％(約１億円)上がっている。

7/18 厚崎公民 総務部
館

人事異動

公民館の用務員の人事異動については公民 本総務課
館の実情が分かっている部長に権限を委譲
して欲しい。

職員の人事異動については事前に各部長と十分ヒアリングをを行
い、適材適所の人事配置を心がけ公平に実施している。要望として
承る。

7/18 厚崎公民 総務部
館

税

税金の口座振替による減免の制度はないの 課税課
か。

市では、税の収納に効果的な口座振替を促進しており、今後も力を
入れて行く。
固定資産税及び市民税については、前納報償金の制度があり、年
税額の一括納付者に対する報奨金として納税額の一部を返還して
いる。
なお、市税の減免については、地方税法に基づいて市税条例に規
定しているものであり、新たな減免制度を創設することは、困難な状
況であり、ご理解をいただきたい。

7/18 厚崎公民 総務部
館

税

税の滞納は絶対に許すべきではない。(要望) 収税課

公平性の観点からも悪質な滞納者については厳正に対処していく。
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7/18 厚崎公民 総務部
館

項目

非核宣言

意見・要望

担当課

非核都市宣言は旧黒磯市時代に宣言をして 本総務課
いるが那須塩原市になっても引き継がれてい
るのか。

4/4

懇談会での回答

平成17年1月に合併後那須塩原市として非核平和宣言都市を議
決、決定して市役所前に看板を掲示している。

