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酒々井町長   小 坂  泰  久 

   

「町長への手紙Ｑ＆Ａ」について（回覧） 

    
   盛夏の候、皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申し 

上げます。                      

さて、町では「町民参加による町民のためのまちづくり」を進める 

ことを目的に、皆様からのご意見やご提案を広くお聞きし、その内容 

を町政に反映するため「町長への手紙」を設置しております。 

皆様からいただいたご意見・ご提案の一部を「町長への手紙Ｑ＆Ａ」 

 に取りまとめましたのでご紹介します。                                             

 
 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



酒々井町長への手紙Ｑ＆Ａ  

 

皆様からお寄せいただいたご意見・ご提案とその回答（平成２２年１０月～２３年１１月）

をご紹介いたします。 
なお、お寄せいただいたご意見等は、プライバシーに配慮し、内容を一部要約してい 

ます。 
また、回答内容につきましては、回答時点のものであり、内容が最新の状況と異なる場

合がありますのでご了承ください。  
 
１ 一時保育の予約について  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２ 

２ ひとり親家庭の医療費助成について ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２      

 ３ 保育料について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２  

 ４ 眼科及び耳鼻咽喉科の誘致について ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２             

 ５ 図書館の利用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３       

 ６ プリミエール酒々井の冷水機について ・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３     

 ７ 小中学校の実情調査について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３ 

 ８ 県立高校の設置要望について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４ 

 ９ ＪＲ酒々井駅周辺の防犯について ・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４ 

１０ 信号機の設置について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５ 

１１ 安全ポールの補修と安全対策について ・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５ 

１２ 不法投棄抑制看板について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５ 

１３ 中平橋の補修について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５ 

１４ 地下水の検査について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６ 

１５ ガードレールの設置について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６ 

１６ ふじき野から総合公園への道路について ・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６ 

１７ 国道５１号線バイパスの防音壁について ・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６ 

１８ コミュニティプラザの浴室使用料について ・・・・・・・・・・・・・Ｐ６ 

１９ 酒々井ブランドの構築について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ７ 

２０ 広報の標語について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ７          

２１ 職員の対応について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ７ 

２２ facebookや twitterの運営について ・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ８ 

２３ 庁舎入口の階段の手すりについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ８ 
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１ 一時保育の予約について（平成２２年１０月）                     

Ｑ 一時保育の予約の方法、または、受け入れ体制の改善をお願いします。 
Ａ 町では、保護者の就労形態の多様化に対応した一時的な保育、専業主婦家庭等の育児

疲れの解消や緊急時の保育などに対応するため、専任の保育士の配置などで対応できる吸

収型の一時保育を中央保育園が定員２人、岩橋保育園が定員３人で開始しましたが、定員

数が少ないことから利用できない場合があり、ご不便をおかけしました。 
 緊急保育、非定型保育にかかわらず申込順に予約を受けており、予約できない方には、

利用日の変更、中央保育園への申込や一時保育を行っている近隣の保育園に申込みいただ

くなど、広域的な対応をお願いしています。 
 平成２３年４月より、学校法人堀口学園による定員４８人の私立保育園が開設し、定員

が拡大されることから、入園を希望していながら一時保育を利用している児童が入園でき

ることにより、その分一時保育が利用しやすくなるものと考えています。 
２ ひとり親家庭の医療費助成について（平成２２年１０月）          

Ｑ ひとり親世帯（父子家庭）に対しての制度の周知と公平な実施をお願いします。 
Ａ ひとり親家庭医療費助成制度につきましては、広報ニューしすい、町ホームページ及

び役場窓口でのパンフレット配布により周知に努め、ご本人の申請に基づいて受付を行っ

ています。すでに児童扶養手当の受給世帯の方には、認定の要件がほぼ同様なため、児童

扶養手当と医療費助成制度の申請に必要な書類を申請者の負担軽減を考え、現況届の際に

同時にお知らせしています。なお、現在申請をいただいている方以外のひとり親家庭の把

握につきましては、ご本人からの申請によるほかなく、大変困難な状況です。 
今後とも一層わかりやすい広報活動による制度の周知を図るとともに、関係各課との連

携により対象者の把握に努め、制度の周知・啓発に努めます。 
３ 保育料について（平成２２年１２月） 

Ｑ 保育料の値下げや階層の細分化の検討をお願いします。 
Ａ 当町の保育料は、児童福祉法に基づく保育所徴収基準額表（以下「国基準」）で設定

しています。保育園利用が一般化してきていることから、平成９年に児童福祉法の改正が

行われ、応能負担（所得に応じた負担）から応益負担（保育コストに応じた負担）に改定

され、国基準の保育料の階層が１０階層から７階層（うち２階層は、市町村民税非課税以

下の世帯）に変わりました。町では、平成１９年に国基準の９０％から８５％に保育料の

引下げを行いました。また、平成２２年４月から国基準の階層区分の変更に伴い、これま

での７階層から８階層に改定しました。さらに現在、国におきまして、利用者負担の公平

性の確保を基本に保育制度全般の見直しが検討されており、今後こうした制度改正に応じ

た対応をしていきたいと考えています。 
４ 眼科及び耳鼻咽喉科の誘致について（平成２３年５月）  

Ｑ 町内に眼科及び耳鼻咽喉科をもう一ヶ所以上誘致してください。 
Ａ 眼科及び耳鼻咽喉科は、町内に各１院がありますが、町内外、遠方からの来院者も多

く、町民の皆様には大変ご不便のことと思います。個人病院の設置については、開業医が

自らの判断において開院しており、市町村によって診療科目の偏りが生じているの 
が実情です。町民の皆様の明るく健やかで安全・安心な生活を守るうえで、地区医師会 
 
                   ２ 



に主旨を伝えていきたいと考えていますので、ご理解をお願いします。 
５ 図書館の利用について （平成２３年１月） 

Ｑ①１２月の休館日が１９日間と長期間でしたが、その理由はなぜですか。  
Ａ 平成２２年１２月は、通常休館、年末休館のほかに臨時休館があったため休館日が 
多くなったものです。今回の臨時休館につきましては、図書や貸出等に必要な図書館運 
営システムの更新によるもので、最新の機器と入れ替えし、安定した稼動と円滑なサービ

スを行うために必要な作業期間としたものです。 
 また、当館は毎年２月に蔵書点検のための臨時休館として５日間を設けておりますが、

蔵書点検とは、全資料を１点１点データと照合し、不明な資料がないかを確認する、いわ

ば図書館の棚卸しとして行っているものです。利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、

ご理解とご協力をお願いします。 
Ｑ②高齢化が進む中で朗読ＣＤを増やすことや町民からの提供等を検討してください。 

Ａ ＣＤにつきましては、ご希望に添えない状況にありますが、貴重なご意見を参考に今

後は朗読ＣＤなどについても検討していきます。 
Ｑ③成田市立図書館を以前どおりに利用できるよう検討してください。 
Ａ「成田市立図書館の管理及び運営に関する規則」には、「図書資料の貸出を受けること

ができる者は、本市に居住し、又は通勤し、若しくは通学している者」とあり、市外の方

については、図書館未設置自治体にお住まいであることが原則となっています。 
当町の場合、図書館が未設置であった頃より貸出を受けてきたことから、現在特例とし

て貸出を受けている状況ですので、ご理解のほどお願いします。 
 なお、当館に所蔵がない資料をお探しの場合は、「リクエスト」を受け付けています。ま

た、国立国会図書館や他の公共図書館が所蔵している図書・雑誌は取り寄せること 
ができますのでお気軽にご利用ください。 
Ｑ④子供連れでの利用にあたって、保護者への利用マナーの注意喚起をお願いします。 

Ａ 図書館は利用者の皆様が快適な環境の中で本を読んだり、調べ物をする場所であり、

他の利用者に迷惑が及ぶ行為についてはご遠慮いただくようお願いしているところです。

しかし、施設の性質上、不特定多数の方々が訪れ、中にはマナーを守れない方々も見受け

られます。館内にポスターを掲示したり、注意をするなど快適な図書館の環境維持に努め

ていきます。 
６ プリミエール酒々井の冷水機について（平成２３年７月）   

Ｑ 冷水機が故障しているので、早急な対応をお願いします。 
Ａ 当館は平成１５年９月に開館してから７年が経過し、施設の老朽化に伴う修繕等も増

加する中、維持管理に努めているところです。限られた予算の中で、優先順位を付して順

次修繕している現状ですが、暑い日も続く中、冷水機の補修は子どもたち等利用者にとっ

て必要と考えています。早急に対応するよう検討いたします。 
（平成２３年８月交換済） 
７ 小中学校の実情調査について（平成２３年９月）      

Ｑ 小中学校の実情について調査（小学校教員の年間勤務時間と指導時間ならびに１学 
級あたりの児童生徒数と印旛郡内ならびに県内小中学校との比較）し、必要に応じて対                              
策、環境改善をお願いします。 
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Ａ 公立学校における１学級の児童生徒数は「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員

定数の標準に関する法律」で４０人以下と定められていましたが、今年４月に法律の一部

改正があり、小学校１年生では３５人以下、２年生～６年生についても、加配され 
た教員を活用して３５人学級や３８人学級が可能であるとされました。当町小学校におい

ても、これを活用して学級を増やし、１学級の児童数を少なくしている学年もあります。

当町小学校における１学級の児童数は、通常学級で平均約３０人です。地区によって相違

はありますが、県平均は約２９人で概ね平均並みと捉えています。今後も、できる限り加

配教員の配置を県教委に要望し、少人数学級の実現に努めていきたいと思います。また、

年間の授業時数については、学習指導要領の規定により、小学校１年生は８５０時間、２

年生は９１０時間、３年生は９４５時間、４～６年生は９８０時間と定められています。

この時数は全国共通で実施されています。 
 さらに、教員の勤務時間については、１日７時間４５分、年間では約１，８００時間程

度となりますが、通常の学校事務以外にも研究会等の特別な事務を受け持つこともあり、

実際は勤務時間終了後も残って仕事をしなければならない状況や、家に仕事を持ち帰らな

ければならない状況も見られますので、県教育委員会から各学校に業務の効率化を図るよ

う通知があります。 
８ 県立高校の設置要望について（平成２３年７月）      

Ｑ 町内に私立高校は１校ありますが、他市の私立高校に通学となると交通の便や交通費

等の経済的負担もあります。是非、町内に県立高校の設置を要望します。 
Ａ 町には、ＪＲと京成電鉄あわせて４つの駅があり、交通の利便性は高く、通学できる

高校の範囲は比較的広いものと考えられます。高校は義務教育ではありませんので、学力

に応じ、通学の問題、学校の特色等様々な要素を考慮しながら選択するものであり、また、

選択できる高校が多いということは、お子様の可能性を大きく伸ばすことにつながるもの

と考えられます。また、県立高校を所管する千葉県の状況を申し上げますと、少子化が社

会問題となっている現在、県立高校の再編が進められているところであり、現在 13 組の

県立高校の統合が決定されています。残念ながら公立高校を新設して増やしていく方向に

はない状況です。さらに、ご承知のとおり高校授業料の無償化が行われ、高校就学におけ

る経済的負担も軽減が図られたところです。 
このようなことを踏まえますと、県に対し町内に公立高校の新設を要望し、さらに実現

化することは非常に難しいものと考えますので、町としましては、義務教育を中心に教育

環境の充実を図り、個々のケースに応じたアプローチや支援により、次代を担う子どもた

ちの学力向上と健全育成に努めていきたいと考えます。 
９ JR酒々井駅周辺の防犯について（平成２２年１０月）  

Ｑ ＪＲ酒々井駅東口の駐輪場に、毎晩バイクで十代の若者が集まり、大声で話している

ので、とても迷惑しています。町の安全のため対応をお願いします。 
Ａ 町では、地域の犯罪抑止及び防犯意識の普及啓発を行うため、警備員による「安全・

安心パトロール隊」を組織し、町内のパトロール活動を実施しております。このパトロー

ル活動の中で状況を確認するとともに、注意を行うなど必要に応じた対応をしていきます。 
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１０ 信号機の設置について（平成２３年１１月） 

Ｑ 中川踏切から福太郎を通過したところの十字路に信号機の設置の準備をしていま 

すが、この設置は近辺の渋滞を招くので設置に反対します。 

Ａ 東酒々井地先の交差点の信号機につきましては、佐倉警察署において、交通事故が多

く発生している箇所として把握され、加えて地域住民からの信号機設置の要望により進め

られているものであり、交通安全対策が目的ですので、ご理解をお願いします。 

（平成２３年１１月設置） 

１１ 安全ポールの補修と安全対策について（平成２３年１１月） 

Ｑ ①安全ポールの補修について 
「酒々井町役場入口」三叉路交差点の安全ポールですが、１年以上前から８本の安全ポー

ルが押し曲げられたままです。町の美観や安全対策上からも補修をお願いします。 
Ａ 酒々井小学校の通学路でもあり、車両の交通量を考えますと交通事故の発生が心配さ

れるところです。この道路は、県道ですので千葉県（印旛土木事務所）に早速要望しまし

たところ、すでに補修工事について計画しているとの回答がありました。 
Ｑ  ②安全対策について 

酒々井小学校の前の通りは、「大型車進入禁止」の立札が３ヶ所ありますが、毎日多く 
大型車が進入しています。大型車の通行は危険ですので安全対策をお願いします。 
Ａ 酒々井小学校前の県道宗吾酒々井線は、「大型貨物自動車等通行止め」の通行規制が

行われておりますが、違反と思われる車両が見受けられますので、佐倉警察署に交通取り

締まりの実施を要望してまいります。なお、すべての車両が対象ではなく、佐倉警察署に

おいて通行許可を受けた大型貨物自動車等は、通行できます。 
１２ 不法投棄抑制看板について（平成２３年９月）    

Ｑ 「不法投棄監視カメラ設置区域」の看板があり、町に問い合わせしたところ不法投棄

監視カメラは設置していないが、不法投棄が多く、抑制を目的に設置されたという事でし

た。この看板は住民に対しての嘘の看板であり、許される事ではないと考えます。 
Ａ ご指摘の看板につきましては、悪質な不法投棄に苦慮した町が不法投棄監視員と相談

のうえ、不法投棄の抑制、防止を目的に土地所有者や自治会のご了解をいただき設置した

経緯があり、設置看板については、善良な皆様に対し偽りを周知するもではなく、悪意を

持った者に対する不法投棄の抑制、防止に一定の効果があったものと考えています。しか

しながら、町民の皆様に誤解を招く表記があるとのご指摘をいただいたことから、関係者

に状況を説明したうえで撤去していきますので、ご理解をお願いします。 
１３ 中平橋の補修について（平成２３年３月）     

Ｑ 中平橋の両側の段差で、通過の際に車体が大きくはずむ状態です。さらに、その段 
差の状態が徐々に悪化していますので、早急に対応をお願いします。 
Ａ この度の大地震の影響で、橋の両側が沈下したため、応急的に対処したところです。 
交通量も多い道路のため、ご利用される方々には大変ご迷惑をおかけしていますが、段

差の解消を行う工事を６月完了を目途に実施する予定ですので、ご理解とご協力をお願い

します。（平成２３年６月工事完了） 
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１４ 地下水の検査について（平成２３年４月）        

Ｑ 地下水の放射能汚染の検査が行われましたが、地下水の場合は今後年月が経ってか 
らの影響の方が問題となります。継続的な検査の予定はどのようになっていますか。 
Ａ 酒々井町の水道で利用している地下水につきましては、１１０～１３０ｍの深井戸で

あるため、汚染される恐れは極めて低いものと考えますが、当面の間は１週間に１回程度

の放射線量検査を実施していく考えです。（平成２３年９月から月１回の検査を実施） 
１５ ガードレールの設置について（平成２３年５月）     

Ｑ 通学路となっている上本佐倉の交差点から鶴岡歯科医院までの間は、縁石しかなく危

険ですので、ガードレールの設置をお願いします。 
Ａ 交通量の状況を考えますとガードレールの設置は必要と考えます。当該道路は、県道

であることから、これまで町から千葉県に対し歩道の整備を要望し、平成２０年度までに

約１７０ｍが整備されましたが、それ以降は、休止状態になっています。歩道の整備につ

きましては、毎年要望しているところですが、今後もガードレールの設置を含めた交通安

全対策を、千葉県に要望していきますので、ご理解をお願いします。 
１６ ふじき野から総合公園への道路について（平成２３年６月）   

Ｑ ふじき野方面から総合公園へ行く新たなルートを作ることを検討してください。 

公園に行くには、Ｒ２９６を通っていくルートしかないのですが、交通量が多く大変危険

です。ふじき野側の土手に階段を設置することはできないでしょうか。 

Ａ ふじき野から総合公園へ安全に行くためには、①２９６号を横断しないこと（立体交

差通路を必要とする。）②現地には、赤道がありますが、草が生い茂り、覆いかぶさること

を考え、幅としては、路肩部を考え約３ｍ程度必要なことなど③この道の整備により、ふ

じき野と公園が直結することとなり、利便性が増す。 

         以上のことから、幅員の確保や２９６号を安全に渡ること等を整えていきたいと考えて

おりますが、早急な整備は困難なため、今後実現に向けて検討していきたいと考えていま

す。                                                        

１７ 国道５１号線バイパスの防音壁について（平成２３年８月）   

Ｑ 今夏は、エコや節電に心がけエアコンをつけずにいますが、自動車の騒音で家の中での

会話やテレビが聞き取れない状態です。夜間も車の音でなかなか寝つかれません。騒音 測

定をするか、 防音壁を延長する等の検討をお願いします。 

Ａ 国道５１号線の自動車騒音及び防音壁につきましては、管理者が国土交通省酒々井出

張所となっています。ご意見につきましては、同出張所へお伝えしますのでご理解をお願

いします。 
１８ コミュニティプラザの浴室使用料について（平成２２年１１月） 
Ｑ 町内在住の方と町外在住の方とのお風呂の使用料の差がほとんど無いのが不満です。 
町財政が厳しいと聞いていますので、町外利用者の使用料を値上げしてはどうですか。 
Ａ 当館のお風呂の使用料は、酒々井町在住の方の使用料に対しまして、佐倉市在住の方

は、５割増、その他の町外在住の方は、１０割増となっています。 
近隣の同様施設である「佐倉コミュニティセンター」や「さんぶの森元気館」のお風呂 
の使用料につきましても、市外利用者につきましては、５割増となっています。 

また、お風呂のお湯は、隣接する酒々井リサイクル文化センターから供給されており、 
                  ６ 



ゴミ焼却余熱の有効利用と憩いの場として多くの方に利用していただくことが大事なこ

とと考えています。            
１９ 酒々井ブランドの構築について（平成２３年５月）    

Ｑ 『誰もが訪れたい町、滞在したい町、住みたい町、交流したい町、買いたい物が 
ある町、千葉県民だけでなく日本全国に、広く世界に知れ渡り、魅力のあるまち』 
にすることを目標に取り組むこと。また、長期継続的な将来のビジョンをもった「酒々 
井ブランドの構築」を提言します。 
Ａ 酒々井ブランドの構築については、現在、住民協働課において、地域資源を活用し、

商工業（商工会）・農業者や文化・郷土を愛す方々及び行政からなる「酒々井ブランド創出

会議」を組織し、地域ブランドの形成と協働の町づくりのもと、新たな特産品開発や調査

研究及び販路拡大等を行う事業を進めています。 
平成２２年１２月に組織され、町ホームページや広報による酒々井ブランド商品開発の

アイデアの公募、また、創出会議委員からの商品提案により、商品及びイベントのアイデ

ア３０点以上が寄せられました。 
その後、平成２３年度事業として、千葉県ふるさと雇用再生特別基金事業補助金を活用

し、町商工会に事業を委託、内容の精査及び絞り込みの作業を行っているところです。 
また、酒々井ブランドを推進するため、平成２４年度以降も関連する事業を継続してい

く予定でいます。  
今後も広く町民に周知するとともに意見を聞く場を設け、ご提言につきましても参考に

させていただき、「酒々井ブランドづくり」を進めていきたいと考えています。 
２０ 広報の標語について（平成２３年１月）    

Ｑ「広報１月号」に「クオリティの高いまちづくり」をめざすとありましたが、「クオリ

ティというのは、何ですか？」また、「質の高い」という国語がありながら、カタカナ語ば

かり濫用しているのではないですか。 
Ａ「クオリティ」のことばの意味については、本文中において「高品質、いわゆるクオリ

ティの高いまちづくり・・・」と明記し、その施策内容につきましても本文中に記載、さ

らには図式化するなど、できるだけ町民の皆様にご理解いただけるよう意識し努力したと

ころです。しかし、「わかりずらい」というご指摘に対しましては、今後とも多くの皆様に

ご理解いただけるよう努めます。 
２１ 職員の対応について（平成２３年５月）    

Ｑ ボランティア団体の者ですが、役場に報償金の申請に行った際、名乗っても誰も窓口

に立ってくれず、お互い顔を見合わせているだけでした。職員の対応について改善をお願

いします。 
Ａ この度は、職員の不適切な対応により不快な思いをおかけしましたことに対し、心よ

りお詫び申し上げます。 
 担当課に対しましては厳重に注意し、今後このようなことがないよう応接の研修を徹底

していきます。              
２２ facebookや twitterの運営について（平成２３年８月）    

Ｑ 町政の取り組みや町の行事などを頻繁に随時インターネットで流してほしいと思い

ます。自然災害時にも役立つツールなので検討をお願いします。 
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Ａ facebookや twitterなどに代表されるソーシャルメディアが、生活の中で欠かすこと

のできない重要な情報手段の一つとなってまいりました。そのようなソーシャルメディア

を有効に活用することで、町においても行政情報を効果的に発信することはもとより、町

民の方々からの意見収集を行う事も可能になり、町民と行政の関係が深まるとともに町民

同士の交流も増えてくることと思っています。 

しかし、匿名性や一方的な記述が可能であることから、不正確な情報や不用意な記述な

どが意図しない問題を引き起こし、社会問題へと発展する事例もあります。そこで、

facebookや twitterなどの運営については、ソーシャルメディアの持つ特性をよく理解す

るとともに、メリット・デメリットやリスク対策をしっかりと考え導入を検討していきま

す。 

２３ 庁舎入口の階段の手すりについて（平成２３年１０月） 

Ｑ 現在の手すりの位置では、雨の日は、手すりも足元も濡れて滑りやすくなっています

ので、改善をお願いします。 

Ａ 役場庁舎については、昭和４７年５月に建築され、すでに３９年が経過したところで

す。その間、高齢者や障害者等の方々が施設を利用するうえで、利便性並びに安全性の向

上を図るため、スロープの設置、障害者用トイレの設置、スロープ部分の屋根の設置、階

段の手すり設置、床のフラット化、カウンター改修等利便性の向上及びバリアフリー化を

図ってきました。 
ご要望にあります庁舎入口左側の階段の手すりにつきましては、雨に濡れて滑りやすく

危険であるということから、今後、検討していきたいと考えています。 
 
皆様の町政に関するご意見・ご提案をお寄せください。 

いただいたご意見等については、担当課で調査等を行い、町長から文書により回答

いたします。 

なお、回答は、調査、検討に期間を要しますのでご了承ください。 

書式は問いませんが、回答を希望する場合は、住所・氏名・電話番号を必ずご記入

ください。                 担当：住民課 町民相談室  
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