平成１８年度 市政懇談会の意見要望 ［厚崎公民館］
意見・要望
青木産廃処分場について・第２期ゴミ処理施設建設
について
青木地区の産廃処分場の反対運動がおこっているが、
市はどのような対応をするのか。
ゴミ処理場建設予定地周辺の安全についてどのよう
に考えているのか。
産廃施設について反対をしている以上は、自分たちの
ゴミ処理施設については地下水の問題などを加味した
上で、それ以上の水準を保たなければならないのではな
いか。安全性についてはどうなのか。

合併をして良かった面の市民ＰＲについて
合併をして何がよかったよかったということより、税
金・年金などの値上がりなどが目に付いて、よいことが
見つからない。市は合併をしてよかった面について、ど
のようにＰＲを行っているのかお聞きしたい。

担当課

本庁
環境課

総合政策室
企画情報課

平成１８年８月１７日

懇談会場での回答
青木地区の産廃施設は、許可権が県です。市としては県にいろいろな働き
かけをして、街づくり・環境に大きな影響を与えるとおそれていますので、
できないようにしていきたい。地区の住民の皆さんと連動して、県へ要望を
行い、設置されないよう努力をしています。今後の問題も考えながら進めて
いきたい。
現在、県の指導要綱に基づく事前協議書の段階で、それとは別に環境アセ
スメントの方法書が提示され、８月７日に業者に意見書が渡っています。業
者は環境影響評価調査をする段階で１年から２年以上、まだまだ時間はかか
りますが、最大限の努力を図っていきたい。
第２期ゴミ処理施設については、旧３市町の施設が老朽化のため、合併前
から協議をし、平成 17 年 3 月に那須広域事務組合で蛇川上流に用地を取得
し、進めています。
安全の問題について、関係 6 地区について説明会を開いて、同意・協定書を
結ぶ段取りで進めています。今年度中には発注したい考えですが、地元の理
解を得ながらできる限り円滑に進めていきたい考えです。
自分達のゴミを市の中で処理するのが当然の考え方で、安全基準について
は、国の基準の 10 倍以上厳しい基準で提示をし協定を結び、万が一基準を
超えた場合には即施設を停止し、対策を講じるといった内容になっています。
水については、宅地内で処理・再利用し、外に排水したり蛇尾川に排水す
ることはないよう考えています。
合併の効果についてですが、旧 3 市町が合併を選択したのは、住民の福祉
サービスを低下させない将来的に那須塩原市の財政基盤を確立させるという
大きな目標がありました。どこが良くなったか、ＰＲ不足であることは確か
にありますが、たとえば諸証明などのサービスが黒磯でしか受けられなかっ
たものが、西那須支所・塩原支所でも受けられるといった、よくなった点に
ついてＰＲをしていく努力をしていきたい。合併をして良かったという点に
ついては、もう少し時間をいただき、10 年間の総合計画で方向性をしめして
いきたいと考えています。
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平成１８年度 市政懇談会の意見要望 ［厚崎公民館］
意見・要望
市政懇談会の資料を事前に配布してほしい。
（要望）
当日渡されても目をとおすのに精一杯なので、一週間
前ぐらいに配布していただきたい。
出席予定者には事前に資料を配っていただきたい。
青木の産廃処分場問題について
現地に行って地元の人たちに場所を聞いたが、わから
ないということで、地元にも情報が伝わっていない。ま
た、反対運動や署名活動をしている割に、反対ののぼり
旗が少ないのではないか。あのあたりは水源地であるの
で、何年もかけて地下水に浸透するのが、問題である。
5 万人の署名ではまだ少ないのではないか。市内だけ
でなく、大田原へも呼びかけをすべきではないか。また、
市は資料を地元などに提供すべきではないのか。
産廃パトロールをやっていると聞いているが、その費
用はどこからでるのか。
町ぐるみで取組んで行かないと、むずしいのではない
か。市は資料をできるだけだしてほしい。

広報なすしおばらの編集方法・配布方法について
早く情報を伝えるために、新聞折込をしているとのこ
とですが、連絡員に報酬を払っているのであるから、回
覧でもよいのではないか。
また、編集方法をもっと工夫すべきではないか。ペー
ジ数がだんだん増えてきており、同じような記事が重複
していて、無駄ではないのか。

担当課

秘書課

本庁
環境課

秘書課

平成１８年８月１７日

懇談会場での回答
広報なすしおばらで、年度初めに予算や編成方針などの同じような内容を
事前にお知らせをしています。全ての方にお知らせするためには、編集の方
法など研究していきたい。
事前に希望があったものについては、秘書課でお配りするのは可能かと思
いますので、今後検討をさせていただきたい。
署名活動は市が行っているものではありませんので、コメントはできませ
んが、5 万人の数はかなりの重さであると認識をしています。署名を集めた
だけで産廃施設の設置を止められるものではありません。だからといってあ
きらめてしまうのではなく、地元の皆さんは活動をしています。反対理由の
ひとつに景観を壊すということを掲げているので、地元としては景観を壊さ
ないよう配慮しながら、やむにやまれぬ立場で反対運動の旗を掲げています。
市内だけでなく、大田原の土地改良や農協などの署名もはいっております。
今後は那須野が原として協議会を立ち上げ、がんばっていこうということで
やっています。また、資料などについては、いち早く産廃委員会にお渡しを
しており、情報を共有しているつもりです。
パトロール関係については、常勤は 2 名、非常勤が黒磯地区 2 人塩原地区
2 人で行っています。本来は県の仕事ですが、県から委任をされて、警察と
協力をしながらパトロールを行っています。また、市民の通報も非常に大切
なものですので、連絡を受けた時には、警察と連携をして指導してもらうな
ど、努力をしています。市民の方の協力も欠かせないものですので今後とも
よろしくお願いします。

合併後、内容的に情報が多くなっており、平均２４ページ程度で編集をさ
せていただいています。地域によっては必要のない情報もありますが、編集
の方法については日々研鑽を重ねながら、皆さんに分かりやすい情報伝達が
できるような編集を行っていきたい。
現在 2 つの方法で配布をさせていただいていますが、来年度にはどちらか
の方法で統一をはかりたいのでよろしくお願いします
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意見・要望
共英小学校の街灯と道路の件ついて
前回の懇談会でお願いした共英小学校の街灯と道路
の件についてどうなっているのかお聞きしたい。事故が
おこってからでは困るので早くお願いしたい。
教育長にも意見をお願いしたい。

担当課

学校教育課

体育館の委託について
今年度から体育館を業者に委託をしていると思いま
すが、いくつ委託をし、年間いくらぐらいかかるのか。
スポーツ振興課
今までの職員はどうなってしまったのか。
なぜ今までどおりではまずいのか

総合政策室

平成１８年８月１７日

懇談会場での回答
道路については現地を確認し、学校や校長先生と話をしました。舗装につ
いてはかなりの金額になりますので、検討をさせていただきたい。
街灯については、夜も確認をしましたが、全くない状況ではないですし、
数を増やすにしてもお金がかかることなので、検討をさせていただきたい。
部長がお答えをしたとおりですが、子供の安全を考えれば、1 日も早くつ
けたいのですが、予算もあり、地域からかなりの街灯の設置要望がでており
ますので、警察と連絡をとりながら重点度を考えて、すすめています。色々
な要望がでていますので、ご理解をいただきたい。
体育館だけではなく、体育施設や運動場は全て指定管理者で業者に委託を
しています。費用的には市でやっていた費用より少ない費用で委託をしてい
ます。
黒磯運動場については、もともと施設振興公社に委託をしており、場所が
変わっただけで、職員は今までどおり事業関係を行っています。
管理委託の方法がなぜ変わったかですが、地方自治法が改正になり、公の
施設の管理運営は、今までは市の出資法人や公共団体しかできなかったもの
が、民間でも管理ができるようになりました。これにより市全体の施設１５
１のうち６１の施設を検討し、指定管理者制度を導入し管理を委託しました。
民間の業者も一部はいっており、今までよりは費用的には安く、市が直接
支払っていたものが、受ける業者の形が一部変わったものとご理解ください。
市民数を職員数で割った数値ですので、退職者などが相当な数がありまし
たので、数値的には変わっていると思われます。

市職員一人あたりの市民数について
資料に 120.8 人とありますが、以前は 100 人ぐらいに
1 人だったと思うが変わっている（増えた？）のはなぜ
か。
総務課
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平成１８年８月１７日

意見・要望
担当課
埼玉保育園の建て替えについて・雨水排水の問題につ
いて
埼玉保育園が老朽化してきているので、建て替えの予
定はあるのか。ないのか。
雨が降ると排水が悪い、通路まで湿ってしまうので、
本庁
最小限なにかよい方法はないのか。直すところが多くな
社会福祉課
れるのであれば、立て替えてのほうが経費的に安く済む
にではないか。
埼玉小学校に雨水が流れ込んでしまうので、校舎から
体育館に渡れない状態なので、教育委員会・保育園関
係・道路関係で協議の上、対応策をとっていただきたい
（要望）
運動公園の民間委託について
各地区（黒磯・西那須野・塩原・箒根）の運動場を委
総合政策室
託している業者を教えてください。
黒磯運動場・にしなすの運動公園・塩原運動公園はそ
れぞれ具体的にはどの業者に委託をしているのか。地域
ごとに配分をしているのか、お聞きしたい。委託する場
スポーツ振興課
合の基準のようなものはあるのか。

懇談会場での回答
埼玉保育園は昭和 56 年に設置されたものですので、20 数年経っています
が、もっと古い保育園もありますので、全体的な市のバランスから考えると、
すぐに立て替える施設ではない気がします。市民の皆さんの利便性を考える
と今までよりは、よいかと思われますので、立て替えについては、市民の理
解を得ながら保育園の整備計画の中で検討していきたい。
排水問題については、保育園内だけでなく、道路からの排水と田んぼから
の排水もあります。埼玉小学校でも何とかしてほしいとの話もあり、学校と
も協議しながら、解決をしていきたい。道路からの排水については地形上い
たしかたないと思われますので、今後はそういった影響を受けない場所に施
設は建てていく考えは持っています。
教育委員会・市民福祉部・建設部で、何か応急的に処理できる方法を庁内
で検討していきたい。
主に那須塩原市が出資している施設振興公社に管理を委託しており、一部
の施設はシルバー人材センター、民間業者の那須ヘルスセンターに委託して
います。

平成通り 3･3･2 号線の進捗状況について
埼玉街道から国体道路までの平成通りは、どれくらい
用地買収が進んでいるのか。ミツヤから厚崎にぬける市
野沢通りの出口が朝晩の交通渋滞で、埼玉街道に出るの
が大変なので、信号機を設置してほしい。（要望）
また、その通りをさがったカーブのところが、通学路
でもあり、自転車が両側を通るため危険である。道路が
狭くなっているのでカーブを改良してほしい。
（要望）
グランド入り口のところが、グランドから出る時見通
しが悪いので、カーブミラーを設置してほしい。(要望)

３・３・２号線は県の事業として、国体道路までは本年度用地買収が完了
する予定です。できれば、一部工事に着手したいとのことです。
223 号線と３６２号線の交差部の改修については、現地を確認して改良で
きるものについては、地権者の了解を得ながら改良していきたい。
グラウンドの出口については、現場を見てできるものについては早く行い
たい。

本庁
生活課

貸出受付については、黒磯は那須ヘルスセンターに委託をしています。西
那須野は施設振興公社が、指定をうけています。

本庁
道路課
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意見・要望
敬老会の招待者名簿について・運動会の招待老人の名
簿について
敬老会招待者の名簿にどこに住んでいるのか、わから
ない人がいる。市ではわかっていると思うので、行政区
に確認をするのではなく、きちんと把握をして招待者名
簿を作成してほしい。
運動会に敬老者を招待するため、学校では情報がない
ので参加希望者を行政区にお願いをして希望をとって
いるのが現状である。個人情報の関係はあるとは思う
が、市から情報を提供することはできないのか、ぜひ検
討をしていただきたい。
安全で安心なまちづくりリーダー要請講座参加者募集
について
広報なすしおばら 6 月 20 日号 13 ページの記事「安全
で安心なまちづくリーダー要請教室参加者募集」に参加
をするに当たり、交通費などが自己負担となっている。
地域のリーダーになっていただくのであれば、県で交通
手段を整えるなど、もっと参加をしやすい環境を整えて
いただきたい。

担当課

本庁
高齢福祉課

平成１８年８月１７日

懇談会場での回答
敬老会については、地域の皆さんにご協力をいただき、感謝申し上げたい。
名簿については、行政区の線引きと付き合いが違う場合があるので、十分実
態を把握して名簿を作成していきたい。
名簿については、高齢者の中には個人情報を流さないでほしい人もいらっ
しゃるので、高齢者台帳も個人の了解を得ながら台帳を作成していますので、
ご理解ください。
そういった状況で、学校にも名簿を渡していないのが現状です。個人の考
え方で統一できないものですので、ご理解ください。

お話の意味はわかりますので、県と検討させてください。

本庁
生活課
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