地区懇談会質問・要望事項及び市長回答内容
●太田地区
質問・要望事項
市長回答内容
○美術館・図書館のオープンに対して感謝いた ・駅前周辺は今後も公有地化を続けます。また、北
します。今後もさらにその周辺地域に対する整 口の東側の土地は、できれば所有者からお貸しい
備の継続をお願いしたい。
ただき立体駐車場にしたいと考えています。
○金龍寺の駐車場から歩いて大光院を訪れる
人がおりますが歩道が無く危険を感じます。工
場側に側溝（水路）があるので、その部分をうまく
活用しながら安全対策を講じてみてはいかがで
しょうか。
○ＩＳＯの審査に係る経費等やＩＳＯ認証の経過
はどうですか。

・道幅が狭いが県道なので市で拡げることができま
せんので県には要請していきたいと思います。

・約200万円です。ＩＳＯは組織が改善を繰り返すこ
とに意義があり、外部からの評価を年に一回受ける
ことにより実効性を持たせています。

●九合地区
質問・要望事項
○１％まちづくり事業が活用され、学校の下校時
の見守り活動が事業として行われています。全
市で実施方法や衣装を統一すると効率的だと思
います。
○今年度予算での市税が減少しているようです
がどのような原因が考えられますか。

市長回答内容
・見守り活動は東別所町での活動が全市的な活動
に広がっているようです。統一ができるのであれば
実施していきたいと思います。
・一番の原因は円高の影響を受けたということで
す。そこで吉沢町の新工業団地については円高の
影響が少ない国内消費を重視した企業の誘致を
目指しています。

●沢野地区
質問・要望事項
○予算のあらましの資料ですが、H29年度予算
と比較するものとして、H28年度予算だけではな
くH28決算見込みも含めたほうがわかり易いと思
います。
○下水道受益者負担金は、なぜ一律に面積割
になっているですか。他市では地域によって何
種類かに区分されています。また、都市計画税
と受益者負担金は二重の賦課となっていません
か。

市長回答内容
【総務部長回答】
・今年の資料は、新たにH28年度決算見込みの欄
を追加しました。
・ガソリンの暫定税率を払っているのに自宅の前の
道路が良くなっているのかという議論と同じ議論だ
と思います。下水道事業は個別の地域の事業では
なく、事業全体を見据えた負担金です。下水道に
繋ぎたくないのであれば合併浄化槽という選択肢
もあります。他市の例は後で調べたいと思います。

○当初予算に対する実績を、大きな事業だけで ・市民会館の建設が大きな事業でした。ほぼ当初
も教えていただきたい。
予算どおりに執行していますが、物価スライドと
いって国からの指導による金額の見直しを行ったこ
とにより若干増額しています。
○陳情書を提出した際、担当課からいつ実施で
きるのか回答がありません。受理した陳情書が
返却されたようですが、実施できないのであれば
受理しないほうが良いのではないでしょうか。

・陳情の件数はとても多く、予算の実施経費を見積
ると膨大な予算が必要になってしまいます。何がい
つ実施できるかの回答はもう少し待っていただきた
い。提出していただいた区長さんに報告するのは
行政の義務だと認識しています。

○向野公園の北側ですが豪雨時に道路が冠水
してしまいます。側溝整備について陳情書を提
出しました。側溝布設の陳情でありますが区長さ
んを通してでなければ要望できないのですか。
また、陳情の優先順位はだれが決めるのです
か。

・個人各々が要望を上げてくれば収拾がつかなく
なるので、区長さんを通じて地域の意見として地域
からあげていただく仕組みを作っています。これは
ルールで逆にルールがないと収拾がつかなくなっ
てしまうのです。そのルールの中で現地を確認し区
長さんと相談しながら緊急性を考慮し優先を決め
ています。

○陳情書の受付と採択の違いについて教えて
ほしい

【行政センター所長回答】
・陳情書は行政センターへ書面で提出していただ
きますが、事業の受付・採択は担当事業課で行っ
ています。つまり行政センターは取り次ぐということ
で、各事業担当課で緊急度、予算等を考慮し実施
時期の回答を区長さん宛にしています。

○地区集会所の新増築等補助金について、予 ・集会所については市の予算だけではなく宝くじ等
算が不足した場合には後から要望できないので の収益金の助成も含めて対応しています。市費分
しょうか。
については補正予算で対応することも考えられま
すので、改築等の計画があれば担当課に相談して
ください。
●韮川地区
質問・要望事項
○ふるさと納税についてですが、昨年の実績と
しては税収にどのくらい影響したのですか。

市長回答内容
【市民生活部長】
・市民が市外へふるさと納税したために税収減と
なったのが約5,700万円、逆に市外から太田市へ
のふるさと納税が約6,000万円ですが、返礼品の費
用が約2,600万円かかっていますので差引ですと
約2,300万円の赤字となっているのが現状です。

○台之郷地区に平地林ができましたが、南側に ・土地の状況を確認をした上で検討します。
グラウンドゴルフができる場所を８ホールでよい
ので常設していただきたい。
○市街化区域の農地に水道を引いていただき
たい。

・原則として何もない農地に水道を引くことはできま
せん。開発をすることになれば開発者の自己負担
ですが引くことは可能です。

○国道122号と407号との交差点東、原店の信号 ・道路は警察との協議になります。後で場所を確認
のところの混雑を解消できるように対策をしてい しておきます。
ただきたい。
○足利市との県境、植木野町のベルクの前の道
路を入ったところに５差路がありますが、スピード
を出して車が進入してくるため危ないので対策
をしていただきたい。
●鳥之郷地区
質問・要望事項
○人間ドックの診断項目から高齢者の前立腺が
ん検診が除かれたようです。有料であれば検診
とは別に受けることができますが項目にあった方
が良いと思います。また、後期高齢者保険の保
険料負担が大きいと実感します。

市長回答内容
・金額については確認しますが収入も関係している
のではないでしょうか。私は後期高齢者医療保険
広域連合の連合長ですが今は保険料よりも接骨院
などの診療が問題になっているようです。

○固定資産税を安くしていただきたい。固定資 ・固定資産税は太田市が自分で賄える税金の一つ
産自体は収益を生むべきものではないし、収入 です。固定資産税の負担は大きいとは感じていま
がないのに高い税率で固定資産を払わなけれ す。
ばなりません。
○小学校で介助員をやっていますが普通学級 ・市では30人学級にするなど子供たちにきめ細か
にも対象の子どもたちが入ってきているのが現 い対応をしています。少し頑張れば追いつく子へ
状で必要とされる場面が増えています。介助員 の支援も考えています。今後も協議します。
は要望しても増えません。学習を教えることがで
きない立場ですが実際にはそうは言っていられ
ない状況もあります。

○英語塾を開いています。英語の教育改革が
始まり子どもたちの中に学力差が出てきていると
実感します。最近の英語のテストでは授業で
習っていないようなレベルの問題が学校で出題
されたりします。塾に行ける子と行けない子の格
差が拡がるのではないでしょうか。塾にも質の差
があります。現場の教員の質を上げる研修や通
う塾を見定める指針などができないかと思いま
す。
○後期高齢者の保険証には負担割合が記載し
てあるにも関わらず病院で割合を超える支払い
をしました。市役所では答えられないというの
で、市役所を通じ病院にも確認しましたが、保険
とは別に支払わなければならない代金ということ
でした。保険証にそのような説明を明記するべき
ではないでしょうか。

・昔の人たちにはない悩みです。必要な人や必要
でない人がいるので必要な人は塾などに通ってみ
るのもよいのではないでしょうか。

○消防団員が減っており、このままでは消防団
が消滅します。何か消防団員が増えるような良
い方法がありますか。実際の火災の現場でも支
障が生じているようです。

・サラリーマンなどが加入し難い状況なので地元企
業に働きかけたり訓練を行うなどはどうでしょうか。
議会でも取り上げられている問題です。農家など
自営業の方が減っているという最近の状況も影響
しているようです。相談しながら考えていきます。

・診療の内容に保険が適用される部分とそうでない
部分があったのかも知れません。

●強戸地区
質問・要望事項
○広報誌で子どもに予算を使いたいと言ってい
ました。通学路の安全確保をうたっていました
が、どこに予算を組み、どのような案を考えてい
ますか。

市長回答内容
・市の全域で通学路の白線が痛んでいるところが
多いと感じていますので直したいと考えています。
成塚団地の中は現在話し合いをしています。子供
たちの安全を守りたいという趣旨です。スマートIC
問題が解決した後に、確実な投資をして子供たち
の安全を図ることができるような成塚団地にしたい
と思います。
○太田市は豊かな経済力がある街だと聞きます ・農家だけの特別な施策は考えておりませんが、貧
が、農家は経済的に窮しています。新年度予算 困対策としては準要保護家庭の子どもが小学校に
で特別な貧困対策などは組んでありますか。
入学する際に約2万円を補助していましたが、太田
市では独自に倍の4万円としました。時期も入学準
備に間に合うように6月の支給を2月に支給するよう
にしました。また中学校入学の場合は2万5千円で
したが、倍の5万円にしました。
・フードバンクも行っていますので生活が大変な方
には利用していただきたい。お米や缶詰などもあり
ます。藪塚の方から野菜を提供したいとの申し出も
受けています。食糧で困る街にはしたくはありませ
ん。必ず誰かが助けてくれる街にしたいと思ってい
ます。
・子どもには週１回ですが｢こども食堂｣を児童館で
やっています。お腹のすいた子どもがいないよう
に、また、学習塾に行けない子も学習ができる環境
を設けるような塾もありますので是非ご利用頂きた
い。

○ふるさと納税が盛んに行われていますが、太
田市の収支はマイナスになっていると思います。
高所得者がふるさと納税をし、返礼品を受け、所
得税･住民税の控除も受けられる。得をするのは
ふるさと納税をした人と納税を受けた自治体に
なります。太田市はどれくらいのマイナスがある
のですか。また群馬県内の他の市町村はどのよ
うになっているのですか。

・ふるさと納税は、高所得者が得をし居住する自治
体の税収が減るという、とんでもない税制です。こ
れで地方が潤うはずがなく、総務大臣には何度も
やめるようお願いしています。
【市民生活部長】
・太田市におけるふるさと納税の実情について説
明･･･H27年度の寄附額は6,050万円。返礼品等の
費用が約2,630万円。太田市民が他市町村にふる
さと納税をしたことによる市民税の減収分は約
5,700万円。したがって約2,200万円の損失です。
・実は太田市にも本市出身の東京在住の方から多
額の寄附をしていただいています。返礼品を希望
せずに高額な寄附を毎年していただいています。
まったくの「ふるさと納税」と言えます。ただ貰うだけ
では申し訳ないので心ばかりのお返しをさせてい
ただいています。

●休泊地区
質問・要望事項
○太田市に隣接している大泉町の農道につい
て、大泉町に砂利で整地していただき軽トラック
が入れる程度に整備してもらいました。しかし、
アスファルト舗装にはなっておりません。太田市
から大泉町に整備してくれるよう伝えていただけ
ないでしょうか。大泉町との連絡協議会のような
ものはありますか。

市長回答内容
・農道整備ということで県の補助金等を使ったほう
がいいと思います。延長距離の長い道路でしょうし
農道であるならば農業関係の補助金をもらって整
備するのが適当であると思います。協議会というの
は特にありませんが協議をしてみます。

○市民会館のエントランスの床にかなりひびが
入っており心配です。すぐに確認していただきた
いです。また、市民会館は維持費が相当かかる
と思いますので赤字にならないように運営してい
ただきたいです。

・維持管理のコストを全部利用者に負担させること
はできません。できるだけ低コストで運営できるよう
な環境づくりをする必要があります。維持管理費を
気にして、利用者に負担がかかるようにはしたくあり
ません。市民会館の床のクラックについては確認し
ます。

○太田市消防団第7分団の新車庫詰所の建築 ・感謝とお礼の言葉をいただきありがとうございま
につきましては皆様のご支援ご協力を頂き心か す。
ら感謝とお礼を申し上げます。私たちはこれから
も地域住民の安心安全のためより一層の努力を
していく覚悟です。
○茂木町の集会所は、狭くて物置がありませ
ん。旧消防小屋の車庫を物置として使わせてい
ただけないでしょうか。物置として使うには車庫
だけで充分なので他の付随する施設は衛生面
や防犯上の理由から使えなくても構いません。

・旧消防小屋の隣でグランドゴルフをやっているの
を見ました。小屋を壊してしまうのもいいと思います
が、もったいないと思いますのでそのまま壊さない
でグランドゴルフ愛好者の休憩所として使ったらい
いと考えていました。使うところと使わないところを
決めて使わないところは閉鎖して、中のトイレも綺
麗にしてできるだけ小屋を積極的に利用していた
だけたらと考えていました。
○東部幹線の計画図では、道路が太田工業高 ・人が住んでいないところや将来も住まないところ
校のところで止まっていますが、できれば沖之郷 に道路を造る必要はないと思いますが、検討した
の足利千代田線まで延長していただきたい。
いと思います。県道まで延長すれば非常に便利な
道路になるのは確かだと感じます。

●宝泉地区
質問・要望事項
○市に陳情したものは早く実施していただきた
い。

市長回答内容
・現在太田市でお預かりしている陳情件数は1,459
件ですべてを対応するには311億円の費用がかか
ります。そこで各地区に一旦お返ししますので優先
順位を決めていただき、その後の実施は市で行い
ます。お互いに良い知恵を出し合いたいと考えて
います。
○区長さんを通じて陳情を出しましたが、予算の ・各地区に予算を措置して地区ごとに検討していた
関係で検討扱いになっています。区長さん同士 だく方法も考えています。
で話し合って優先順位を決めてはいかがでしょ
うか。
○「おうかがい市バス」の利用条件を緩和してい ・新しい仕組みとしてですが地域で協同組合をつく
ただきたい。申請適用外の人であっても通院な るなど、地域の中で実施できる仕組みを構築して
どの緊急的な場合は利用できるようにしていた はどうかと考えています。料金を徴収するのではな
だきたい。
く、組合員として登録し月1,000円程度を組合費と
して負担するなどの方法があるかもしれません。
○資料の集会所修繕費等の811万5千円の中に ・ＡＥＤ補助金の予算は70万円です。設置費用の
ＡＥＤ補助金が含まれているようですが、ＡＥＤ 1/2、10万円を上限に助成します。要望が多かった
補助金の予算はどのくらいありますか。また、ＡＥ 場合には補正予算で対応します。
Ｄの設置要望が多く、予算を超えた場合の対応
はどのようになりますか。
●毛里田地区
質問・要望事項
○先日の高瀬町の総会で糸魚川市の火事の話
が出ました。区民が消火栓の位置を認識してい
ませんでした。わかるように表示していただきた
いと要望しました。
○高瀬町の12ｍ幅の道路が行き止まりになって
います。今後はどのような計画になるのでしょう
か。

市長回答内容
・地区で回覧や毎戸配布などをして、まず地域住
民に周知していただいたらどうでしょうか。

○3月定例会、議案第36号財産の無償譲渡に
ついて可決された内容をお伺いしたい。

・地域でつくっている保育園です。新田木崎町の
人たちに社会福祉法人を設立していただき運営し
ます。市も経費がかからず保育園も地域で自由に
手が加えられるという長所があります。

○高瀬町の県道ですが、足利市分は歩道も整
備されていますが高瀬町に入ると歩道もなく整
備されておりません。

・足利市に入ると県道が良くなっていることは承知
しています。県でもよく認識しているはずですが、
すぐには着手できないのか予算的な問題なのかわ
かりませんがよく話しておきます。

・道路が矢場川で途切れていることは承知していま
す。川の反対側の土地を購入できれば橋も架かり
進展するのではないかと思います。

●新田地域
質問・要望事項
○住宅リフォーム事業について、4/1から仕事を
始めたいと思いますが、申込み開始は4/17から
と担当課から言われました。その後の工期を考
えると１ヶ月遅れてしまうため、4/1からできるよう
にしていただきたい。また、職員のOBの方は詳
しい話ができるのでその人たちを再雇用してい
ただきたい。
○工業団地の誘致ですが、誘致したことによっ
て農振除外の申請などに影響があるのではない
でしょうか。（住宅が建てづらくなるのではないで
しょうか）

市長回答内容
・早く仕事を始められるように担当課に話をしてお
きます。また、OBについてもできるだけ再雇用でき
るように努力したいと思います。

・工業団地の誘致と、農振除外による宅地化は関
係ありません。影響はありません。

●藪塚地域
質問・要望事項
○合併して10年以上経ちますが藪塚本町の住
民として太田市と合併して良かったと感じていま
す。現在太田市は北口に美術館図書館、南口
には新市民会館等が建設され整備が進んでい
ます。人口も増加し県内でも住みよい街第一位
になっています。藪塚地区も人口が増えていま
すが、コンンパクトシティとして商業地域・居住地
域を市の中心に集めることで、藪塚・新田・尾島
が取り残されてしまうような心配があります。藪塚
地区はスマートインターがあることなど発展性が
見込まれますが、市の中心にばかり商業地域と
して集積させることに対してどのようにお考えで
しょうか。

市長回答内容
・藪塚本町地域では学校や行政センター周辺がコ
ンパクトシティの中核と考えられます。太田市の中
心だけに集めることではありません。新田ではエア
リス周辺が核となり土地改良の非農用地として商業
地域をつくりました。藪塚地区の弱点また問題とし
ては都市開発に対し農業政策サイドから優良農地
の開発許可が出ないことです。商業施設や工場な
どを造りたいのですが、それができないのです。藪
塚地区は観光地としてコンパクトシティの役割を
担っていただきたいと考えます。また、下水につい
ては市街化区域以外は原則できません。今後藪塚
本町地域では排水計画に取り掛かります。調整池
を大久保に2カ所作る予定です。藪塚の水の問題
についても真剣に取り組みたいと考えています。

○保育園の待機児童のことですが、私の孫と近 ・太田市の待機児童は現在0です。次年度から藪
所の子供が希望した保育園に入れません。
塚本町の幼稚園は認定こども園になります。そこで
入園は可能かと思います。
○行政管理公社の職員数と費用はどこから出て ・なぜ行政管理公社を作ったかといいますと土地
いるのか伺います。
開発公社・シルバー人材センター・健診センター・
社会福祉協議会等で採用される職員が１つの場所
だけに就職してから定年まで留まらないよう配慮し
設置しました。また、職員の給与等費用は約１２億
円です。
【行政事業部長】
・行政管理公社の職員数は２月末現在で308人で
す。歳入は市の負担金と自主事業によります
○藪塚本町中央運動公園の南にある川から悪 ・各家庭からの生活排水が流れており雑排水が臭
臭がします。対策としてコンクリートの蓋をしてい いの原因です。浄化槽が合併ならいいのですが単
ただくなどしていただけませんか。
独浄化槽を使用している場合、臭いが発生しま
す。補助金を出しますので合併浄化槽に替えても
らうよう推進していますが、なかなか交換していただ
けません。周辺の皆さまが合併浄化槽に替えてい
ただくうことが長い目で見たら大事と考えます。ま
た、ふたをしてもらいたいとのことですがふたをする
と蚊の発生等が心配されます。後日現場を調査し
ます。
○焼却場が約200億円と説明を受けましたが入 ・約220億円です。363億円は20年間の維持管理費
札価格は363億円と新聞に出ていました。建設 も含めた金額です。
費用は実際どれくらいかかるのでしょうか。

