平成29年度「市長への手紙」ご意見・ご提案
ご意見・ご提案（主旨）
回答（主旨）
平成28年中の市内循環バスの利用状況を 平成28年度の資料はすぐ提供できないため、平成
教えてほしい。
27年度匝瑳市内循環バスの資料を提供しました。
野栄ふれあい公園の整備について
１．樹木の名称表示を。
２．トイレの男女別表示を建物に分かりや
すく貼付を。また個室にくず入れの設置
を。
３．高台のあずまやに標高表示を。
４．公園地番と連絡先電話番号の表示を。

１．現在名称表示がされていない樹木には名称の
表示をします。
２．経年劣化により薄くなってしまったので、修
繕をします。屑物入れは設置しました。
３．今後検討します。
４．トイレの目隠し板に地番と連絡先を表記しま
す。

飯高檀林へ牡丹を見に行った際、足の不 お体の不自由な方は、境内まで車で行くことが
自由な方を乗せていたので、車で上まで行 できるようになりましたので、案内所で駐車許可
こうとしたら、観光ガイドに断られた。 証を受け取ってください。
刑務所を誘致したらどうか。人口や税収 刑務所誘致により、人口や税収の増加、農産物
の増加などが見込めると思う。
等消費による地元の経済効果などが期待できます
が、一方で刑務所があることにより社会的不安が
懸念され、地域住民の合意形成が難しいという側
面もあります。
刑務所を所管する法務省矯正局に伺ったとこ
ろ、刑務所新設・移転計画はないということでし
た。
市役所に市民サポートセンターを活用し 市民活動サポートセンターの設置目的及び現在
た「日直（仮称）制度」を導入したらどう の職員体制等から実施することは困難ですが、引
か。
き続き閉庁時間における緊急事態に的確に対応で
きるよう連絡体制の徹底等に努めます。
九十九里ホーム病院に通院するのに、冬 電車との接続を考慮した場合、これらの便の運
の朝は暗いので、野栄総合支所から８時台 行時刻を変更することは難しい状況です。
のバスの運行をお願いしたい。
市では、市内循環バスを補う事業として、タク
シーを利用した際、１回の乗車につき730円を助成
する地域交通利用助成事業を行っていますのでご
活用ください。
市税・保険料の口座振替金融機関にマリ 以前には、千葉県信用漁業協同組合連合会匝瑳
ンバンク（漁業協同組合）を指定してほし 営業所で、現金納付、口座振替ができましたが、
い。
平成28年２月に匝瑳営業所を廃止するので市税等
の収納ができる金融機関の指定を取り消してほし
い旨の申請書が提出されましたので、平成28年３
月31日をもって、市税等の収納ができなくなりま
した。
同組合に問い合わせた結果、対応はできないと
のことでした。
障がい児のための医療的なケアをしても 医療的ケアが必要な保育については、看護師等
らえる保育園を開設してほしい。
医療技術者の配置や、医療設備等が必要となるこ
とから、保育所・幼稚園において実施が可能か、
関係各課で連携し、検討したいと考えます。
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平成29年度「市長への手紙」ご意見・ご提案
ご意見・ご提案（主旨）
人口減少対策について
１．匝りの里に移住コーナーを設け不動産
情報・求人情報を設置しコンシェルジュが
対応する。
２．本市への移住を希望する方に対する情
報発信をし、説明会を開催してはどうか。
３．都市部への通勤を容易にするため通勤
快速を要望してはどうか。または、特急料
金の補助をしてはどうか。
４．市内空き家の利用促進を促す。
５．待機児童のいる都市部自治体に営業
し、移住の促進を図ってはどうか。
６．市内児童・生徒の学力を日本一に
７．子育て世代に対する援助・補助はどう
なのか。

回答（主旨）
１．匝りの里の観光情報コーナーのカウンターを
利用し、空き家バンク情報、ハローワーク求人情
報を展示することは可能です。コンシェルジュは
そうさ観光物産センター匝りの里を運営している
協会と協議し実施します。
２．総務省が設置したホームページである「全国
移住ナビ」に情報を登録したり、都内で「移住セ
ミナー・相談会」を実施し、ＰＲに努めていま
す。
３．千葉県ＪＲ線複線化等促進期成同盟に加入し
ており、快速の銚子駅の延伸、特急列車の増発等
を東日本旅客鉄道株式会社や国土交通省に要望し
ています。
４．定住促進空き家バンク事業等を実施したり、
週末に農業を体験したい方には、市民農園の貸し
出しを行っています。
５．近年の保育所利用児童数は定員を数十人超過
しており、現在、市内各保育所に待機児童はいな
いものの、さらにお預かりすることは困難な状況
です。
６．教育委員会では、児童・生徒の学力向上を目
指し、市内小中学校職員の指導力向上のための研
修の充実、学習支援補助教員の派遣、教育環境の
整備などの取り組みを行っています。
７．子育て支援日本一のまちとＰＲすることがで
きれば、移住者を呼び込む効果が期待できます。
限られた財源の中で市独自の子育て支援策につい
て検討したいと考えます。

観光客の誘致について
１．市内の旅行代理店の知恵を借り、市内
観光の企画・立案の協力を得てはどうか。
２．公開番組や映画・テレビの撮影の誘致
を図る。
３．新たな名所を作る。
４．催し物の開催

１．今後は、観光企画の立案等に関して、市内観
光事業者から事業者の観点に立った意見を伺うよ
う努めます。
２．ＮＨＫから希望調査が年度ごとにあり、平成
27年10月に「民謡をたずねて」の公開録音を実施
しています。今後も引き続きマスコミ各社に魅力
が伝わる方法を精査し、情報提供に努めます。
３・４．引き続き、関係機関、関係団体等と協議
し、新たな魅力づくりを検討します。

夜間、休日に入院の必要性が無いと思わ 医師会の協力を得て、市民病院を含めて休日当
れる状態や、救急車を要請する必要性の無 番医制度を実施していますが、夜間の対応は、私
い急病の際に診てもらえる医療体制の充実 設診療所では厳しく、市民病院でも医師不足によ
を図ってもらいたい。
り困難なため、旭中央病院に頼らざる得ない状況
です。設置が望ましいですが、引き続き市民病院
の医師不足の解消に努めます。
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平成29年度「市長への手紙」ご意見・ご提案
ご意見・ご提案（主旨）
医療関連について
１．現在実施している各種検診（期間・場
所）を市民病院に一本化する。更に各種予
防接種も市民病院で行えば、赤字削減の一
助になるのではないか。
２．市民全員に生活習慣病予防のアンケー
トを実施する。
３．認知症発症予防のため、一定年齢以上
の人に医学的診断が必要だと思う。

回答（主旨）
医療関連について
１．各種検診の一本化ですが、市民の皆さんが
個々に合った検診や人間ドックは、国民健康保険
と後期高齢者医療保険の加入者のみを対象として
いるので一本化は難しい状況です。
また、予防接種には、医師が必要となります
が、市民病院においては医師不足のため、市内の
医院にお願いしている状況です。
２．平成28年に20歳以上の市民3,000人を対象にア
ンケートを実施しましたが、多くの経費が掛かり
ましたので、市民全員を対象とするとかなりの経
費が掛かります。そこで、実施したアンケートの
結果をもとに広報等を通じ生活習慣病予防をはじ
め、健康についての情報を市民の皆さんにお伝え
したいと思います。
３．医学的診断については、現段階では実施の予
定はありません。今後も、認知症の予防や早期診
断について市民の皆さんに啓発を行います。

市民病院の建設場所を駅前の匝りの里の 病院の経営悪化から建て替え整備については検
ある市有地とする。
討を一時保留することになりました。「国保匝瑳
市民病院建替整備基本構想・基本計画（案）」に
対するパブリックコメントで提出された意見は検
討を再開する段階で十分参考といたします。
飯高檀林跡に観光ガイド不在時対応とし 金・土・日・月曜日にガイドによる案内を実施
て音声ガイド装置の設置について
し、それ以外の曜日でも団体等からの依頼があれ
ば実施はしていますが、音声ガイド装置の設置に
ついては「導入」と「観光ガイドの毎日実施」の
費用面での比較検討をし、どのような方法がより
良いガイドとなるか調査研究していきます。
春先から鶯の声を聞く散歩コースを設置 鶯の声を聞くなど季節感のあるコースは、今後
してほしい。
イベント等で実施できるよう観光協会等と協議し
ます。
ドーム内や市内の空きビルの有効活用と 八日市場ドームでは、ドローン等の小型飛行機
してミニチュアカーのレーシング会場やド 等が利用者への安全確保及び施設管理の観点から
ローンの飛行会場として利用してはどう 飛行禁止としています。ミニチュアカーも、施設
か。
設置条例上、利用は難しいと判断します。
飯高檀林で薪能を開催してほしい。

薪能は、境内火気使用厳禁、夜間の会場・駐車
場確保、多大な費用が掛かることから断念しまし
た。能楽は、飯高檀林コンサートで実施し、好評
を得ました。

匝瑳小学校跡地に、ベンチャー企業を集 匝瑳小学校跡地は、千葉県の「空き校舎、空き
約して誘致してはどうか。
店舗等を活用した企業誘致事業」を活用し、企業
誘致を図っています。
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平成29年度「市長への手紙」ご意見・ご提案
ご意見・ご提案（主旨）
回答（主旨）
匝りの里に移住専門の端末機を設置して コンピュータ端末の設置は設置スペース等の関
ほしい。
係から現段階では考えていませんが、スマート
フォン等からフリーＷｉ‐Ｆｉで情報を取得でき
ます。
菓子店舗のインフォメーションマップを 店舗を紹介するマップなどは、商工会や観光協
作成してほしい。
会などと協議します。
手書き散歩地図を作成してみてはどう
か。
ポケモンＧＯに匝瑳市も入れてほしい。

手書き地図の発行は、市としては考えていませ
んが、観光協会等へ提言します。
ポケモンＧＯは匝瑳市でもポケモンを捕まえる
ことは可能で、市内のスポットで捕獲イベントが
行われています。

黄門桜１本ではさびしいので、由緒ある 黄門桜は、平成20年度に土壌改良と保存処置を
桜並木を復活してほしい。
行いました。周辺整備は市道迂回等を含めて検討
しましたが、個人の土地のため現状にとどまって
います。
ブロック塀から垣根に変更するよう補助 ブロック塀から垣根への補助金については、今
金を出してほしい。
後の参考とさせていただきます。
海岸の波の様子を毎日発信してほしい。

波の映像配信は以前市のホームページからのサ
イトリンクで公開していましたが、現在は行って
いません。

ゴミの削減のため、全家庭に生ゴミ処理 生ごみ堆肥化容器は安価で購入できますが堆肥
機の設置を義務付ける。
化するまで時間がかかり、堆肥も使う機会がなけ
れば廃棄となり、生ごみ処理機は乾燥させること
で生ごみを減量化できますが機械が高価です。現
時点では義務付けるのは難しいものと考えられま
す。
車のナンバープレートを「千葉」から
「千葉県匝瑳市」ナンバーを導入するには、対
「千葉県匝瑳市」に変更して全国周知を図 象地域内の登録台数が10万台を超えること、ある
る。
いは、複数の市区町村で登録台数が５万台を超え
ることとなっているため、この要件を満たすのは
難しいと判断し導入しないこととしました。

耕作放棄地の利用として、飼料用穀物の 耕作放棄地の利用について、飼料用穀物に取り
栽培を奨励する。輸入農産物の国産化を図 組んでいる農家はあります。輸入農産物の国産化
る。田畑として利用できない条件の悪い土 の意見は、今後の参考とします。農地の農地以外
地を魚の養殖池や釣堀等にする。
の使用には、農地法や農振法などの法律に基づい
た手続きが必要なため、参考意見とします。

赤ピーマンを粉末にして、用途を広げ
る。

赤ピーマンの粉末化は市商工会ですでに行って
いて、商品開発に向け研究しています。

ひょうたん、箕を日用品として利用でき ひょうたんや箕の販路販路拡大のご意見は生産
る製品の開発を行う。
者に伝えます。
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平成29年度「市長への手紙」ご意見・ご提案
ご意見・ご提案（主旨）
議員定数を削減する。

本町通りにあるシャッターの下りたまま
の店舗を借り、開業支援を行う。一人で店
を持つには広すぎる場合があると思うので
何人かでシェアして借上げる。軌道に乗る
まで市が相談に乗る。全国から募集する。

回答（主旨）
議員定数については、平成29年６月定例会にお
いて、「議員定数・議会活性化等特別委員会」を
設置し検討していきます。
起業支援策の一つとして検討します。

学校図書室を廃止して、図書館に集約す 学校図書室は、廃止することはできません。学
る。
校図書館法第３条に「学校には、学校図書館を設
けなければならない」と規定されています。
公民館の各教室や図書館利用を有料化す 公民館は、住民の健康増進や生活文化の振興を
る。
促進するための社会教育施設です。公民館の各教
室を無料で実施しているのは、社会教育を促進す
るためです。
観光客誘致の協議会を設置する。

協議会設置のご提言をいただきましたが、まず
は観光客誘客の広域化を図るため、近隣市町との
意見交換を実施します。

ＪＲと協議して、イベント列車を走らせ イベント列車の件については、ＪＲ東日本の企
る。
画で、ぐるっと千葉北総号、平成27年度にスイー
ツトレイン、平成29年度に総武本線120周年記念号
などが走っており、八日市場駅でのおもてなしを
実施しているところです。

ＪＲバス関東の乗降客増加のため、飯高 ジェイアールバス関東株式会社のホームページ
檀林や多古町の日本寺、成田のさくらの山 の路線沿線情報として、日本寺、航空科学博物
をパンフレットの掲載し宣伝する。
館、さくらの山等については紹介されています。
そうさ記念公園及び野栄ふれあい公園に 公園利用者の安全性の確保や利用の妨げになら
鯉のぼりを泳がせる。
ないかなどの問題を解決しなければならず、どち
らの公園も高い柱等がないため、柱等を建てるに
しても土台周辺の安全管理や広場の利用を制限し
てしまうため、実施を難しいと考えます。
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