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タウンミーティング議事録  

 

１  日   時  

  平成２９年１０月１４日（土）  

午前１０時から１１時３０分まで  

 

２  場   所  

  中央公民館  第２会議室  

 

３  来場者数  

  ３７名  

 

４  質疑回答  

  裏面のとおり  

 

  



2 

 

Ｎｏ．１  

 

Ｑ  市民  

住んでいるマンションはおおたかの森小学校の学区ですが、児童数が

多いという理由で新設小学校への学区変更の可能性があると聞いていま

す。目の前にあるおおたかの森小を通り過ぎてさらに北上し遠く離れた

新設小学校まで通うかもしれないということに対して、マンション住民

のほぼ全員が納得できず、無理であると感じております。  

現在、おおたかの森小に通学している児童数は多いですが、新設小学

校ができる４年後は、当マンションも築１４年になり、多くの子どもた

ちが卒業してしまいます。そのことを再度ご確認いただきたいことと、

飛び地のような決め方ではなく、公正に学区を審議していただきたいと

切に思っております。どうかご検討のほどよろしくお願いいたします。  

 

Ａ  市  

 新設小学校の通学区域につきましては、今後、教育委員会の附属機関

である通学区域審議会において、教育委員会から諮問を行うともに、市

民の皆さまに対しても説明会を実施しながら、ご意見を参考に決めてい

きたいと思っております。  

通学路の安全や通学距離の負担などを十分に考慮しながら、できるだ

け子どもたちに負担がかからないよう検討していきたいと考えています。 

 

Ａ  市  

流山市・教育委員会共に、ご意見を十分に考慮したいと考えておりま

すが、これには条件があります。  

それは、おおたかの森小学校の児童推計が変動していくことです。最

新の数値を元に、おおたかの森の小・中学校の教室数と比較して学区を

検討しますが、その結果、大変申し訳ないのですが新設校に通学いただ

くことはありえます。ただ学区が飛び地ということはありません。  

文部科学省は児童数の予測として３年分の推計を行うよう示していま

すが、流山市はさらに３年後を見据えた６年分の予測を行っています。

これらの数値を常に更新しながら検討を進めていきますので、ご理解を

お願いいたします。  
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Ｎｏ．２  

 

Ｑ  市民  

 精神障害者への政策が少なく、もっと当事者の意見を聞いてほしいと

思います。家賃補助とは別に多様なサービスがあれば、より長く流山に

住めると思うのです。いかがでしょうか。  

 

Ａ  市  

 障害には、身体障害、知的障害、精神障害、視覚、聴覚、大きく分け

ると５つの障害があり、それぞれ抱えている問題が全く違います。  

ひとつの施策が全ての方に満足いただけるということはありませんの

で、様々な障害をお持ちの方の意見を伺いつつ、時間をかけて考えてい

きたいと思います。ご意見については、今後も流山市の障害者支援課の

ほか、身近なクリニックなどにお寄せいただければと思います。  

なお、国の動向について申し上げますと、これまで障害をお持ちの方

については、直接的な金銭面での支援が中心でしたが、障害者総合支援

法においては、障害福祉サービスの充実へと方針を変えてきています。

また、障害者差別解消法においては、障害をお持ちの方と健常者の方が

共によりよい社会生活を送ることのできる環境づくりをめざしています。 

 

Ｎｏ．３  

 

Ｑ  市民  

 おおたかの森小中学校が完成したときは大変嬉しく思いました。夫婦

で見学に行き「これで安心して子育てができるね」と、昨年、無事に息

子を授かりました。  

 息子が小学校に入学するのは５年後ですが、最近、かなり北のほうに

新しい小学校が建設されると聞きました。来月にワークショップを開催

して意見を募るということで大変素晴らしいことと思いますが、私の住

むマンションにはワークショップの知らせが届いていないと聞いていま

す。  

私たちのマンションは、現段階では、新しい小学校の通学区域から外
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れているという認識でよいのでしょうか。また、地域の住民の声をどの

ように把握する方針なのでしょうか。  

 

Ａ  市  

 ワークショップの参加者については、現在検討しておりますが、学校

関係者、ＰＴＡ、社会福祉協議会の代表者の方などを予定しています。

限られた人数になる可能性はあるものの、地域のご意見は参加者の方を

通じてワークショップに反映いただくという形を考えております。参加

者は決まり次第公表します。  

なお、ワークショップにおいては、主に新設校のコンセプトや建物の

基本計画について、ご要望やご意見等を伺えればと考えております。  

 

Ｑ  市民  

 今の話の中で不安になったことがあります。  

最初に地域を絞って検討を行い、後から広げた場合、後から参加した

住民は意見を反映いただく機会が狭まり、最初から参加する住民との間

に偏差が生まれる可能性があります。それならば、最初に地域を広くと

り徐々に狭めていくほうが公平に意見を反映いただけると思います。  

 

Ａ  市  

 貴重なご意見として承りたいと思います。  

 

Ｎｏ．４  

 

Ｑ  市民  

流山電鉄の１９号と２０号踏切が廃止になると聞きましたが、廃止は

困るという住民の意見があります。１９号踏切は生活道路であるほか、

学童の通学路でもあるので、廃止されたら歩道のない広い道路を学童が

歩くことになります。是非、踏切の存続をお願いしたいと思います。  

 

Ａ  市  

 踏み切りについては、先日、千葉県が中心となり鰭ヶ崎自治会を対象

とした説明会を開催したかと思います。新しい道路により生活道路の形
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態が一部変わるところもございますので、タウンミーティング後に詳し

い場所を伺った上で改めてお答えしたいと思います。  

 

Ｎｏ．５  

 

Ｑ  市民  

 おおたかの森の学区の話と意見を求めるエリアの話は、マンションの

管理組合の理事会において決議しまして、先日市長宛に要望書を送付し

ました。この場を借りて改めて市長に要望いたします。  

要望書のコピーを持参していますので後ほどお渡しさせてください。  

 

Ａ  市  

 わかりました。  

 

Ｎｏ．６  

 

Ｑ  市民  

 １０月に流山市のＷｅｂサイトが更新されましたが、トップページを

除いてリンク切ればかりになっています。流山市の魅力を訴えていくた

めには、Ｗｅｂの検索エンジンに登録されることが非常に重要です。  

現在、各ページのアドレスが全く変わってしまい、トップページへの

案内が表示される状態になっています。是非、一度以前のアドレスに戻

して対応するようお願いいたします。  

 また、現在、広報紙がモノクロで発行されていますが、Ｗｅｂ版につ

いてはカラーにしてはどうでしょうか。最近は新聞をとる人が少なくな

り、一方でＷｅｂから情報を得る人が増えています。カラー版を掲載す

れば流山市の魅力にも繋がりますので、是非ご検討いただきたいと思い

ます。  

 

Ａ  市  

 わかりました。  

Ｗｅｂのカラー版については、広報紙の請負事業者に状況を確認しま

す。  
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（補足）  

インターネット上の検索結果に旧アドレスが表示される現象について

は、現在は大手検索エンジン「Ｇｏｏｇｌｅ」においてほぼ解消してい

ることを確認しております。  

 

Ｎｏ．７  

 

Ｑ  市民  

 市から自治会長宛てにポスターを手渡しされ、掲示板に貼るよう要望

を受けます。しかし、ポスターのサイズがあまりに大きく、到底貼るこ

とはできません。ポスターの印刷費用も１００円や２００円ではないと

思います。一緒に渡されるＡ４のパンフレットなら貼れるのですが、ど

うしてこのような無駄なことをするのかと思います。  

 このことは、市の責任者の皆さんはご存知なのでしょうか。是非よく

考えていただきたいと思います。  

 

Ａ  市  

 ご指摘いただいた話は他の自治会からも伺っております。  

掲示物の大きさについては、市が作成するものは統一していますが、

国や市民団体の作るものは完全に統一できていないものの、できるだけ

統一するよう進めていますのでご理解をお願いいたします。  

 

Ｎｏ．８  

 

Ｑ  市民  

 魅力的なまちづくりを進めるためには、公共の建物や道路、商業施設、

そして住宅の３つが１つの方向を向く必要があると聞きます。  

 おおたかの森の新しい小学校は良いモダンな建物なんですけれども、

周りのスーパーやマンションとの統一性が図れているとはいえません。  

神奈川県には、住宅地の中に「フットパス」という車が来ない区域をつ

くり、その中を子どもが通学するところもあると聞きますが、流山市の

組織には、道・商業・住まいの３つを串に刺すような部署が無さそうに

思いました。  
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 また、国ではゼロエネルギー住宅を推進しており、様々な工務店が  

「うちは何パーセントまでＺＥＨ（ゼッチ：ゼロエネルギー住宅のこと）

にします」と申請していますが、私が調べたところ、流山市ではそうい

う申請をする工務店は２つほどでした。外部の大きいゼネコンもありま

すが、地域の工務店と連携しながらまちを活性化していくのがいいと思

います。  

 まちづくりの中で地域の産業を育成することもできると思います。是

非、あと２０年先のことも考えながら新しいミッションを作っていただ

きたいと思います。  

 

Ａ  市  

組織横断的な部署の設置については、流山市は県内では進んでいると

自負しております。  

景観の関係では、建物の大きさに対して広告を出せるスペースやサイ

ンを出せる面積について厳しい規定があり、事業者の協力を概ね得られ

ています。ただ、流山市は柏の葉のように全ての開発を一社が請け負う

形ではありません。区画整理の中で、ある基準に基づき千差万別な事業

者と個人が住宅を建てています。街並みが統一されるわけではありませ

んが、野放しに開発させたり、緑化に配慮せずに進めているわけではあ

りませんので、その点はご理解いただきたいと思います。  

次に、通学用のパスについては、流山市の場合は区画整理のため、基

本的に幹線道路には全て歩道が付いています。それを横断するケースは

どの自治体でもあり得ることと思いますが、父兄や地域の協力をいただ

きつつ、安心・安全を優先した最善の仕組みを作っていくことが重要だ

と考えます。  

 

Ｎｏ．９  

 

Ｑ  市民  

 コーナンとヤオコーがある通りと流山街道沿いに新しくできた道路、

当初あそこは二車線道路だったと思いますが、現在の交差点ができてか

ら車の事故が多くなっています。新しい住宅も多く地域のお子さんも小

さいため、深刻な事故に繋がりかねません。一時停止の表示も見づらい
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状態です。改善をお願いします。  

次に、南流山やおおたかの森は新しい家族が増えていますが、江戸川

台など東武野田線沿いは若い世代が少ないです。地域の活性化をどのよ

うにお考えかというのをお聞きしたいと思います。  

 

Ａ  市  

 ２点目の江戸川台などの既成住宅地についてお答えします。  

江戸川台は、現在住んでいる方が家を売りにでたときにしっかりと売

れるまちづくりを目指しており、地区計画により１００坪未満の土地を

割れないようにしています。日本全国で人口減少が進みゆく中、土地を

２つや３つに割ってしまっては、いずれ家が売れなくなることは明白で

す。この地域は現在ある大きな区画を守っていく方針であり、おかげさ

まで最近はそのような良好な環境であると聞いて家を買い求められる方

がでてきています。  

ＴＸ沿線は若い人が多い、江戸川台沿線はお年寄りが多い、それは悪

いことではありません。若い方々が子育てのためマイホームへ移り、そ

れから 50 年、 60 年を経て、その後売却するときにも売れる環境づくり

を目指しています。  

 

Ａ  市  

 コーナンとヤオコーがある通りと流山街道沿いに新しくできた道路の

件ですが、こちらは区画整理区域であり、まだ市に移管されていない状

況です。一時停止の標識が非常に見にくいということですので、区画整

理事業者と協議を行い標識を増やすなどの対応を行いたいと思います。  

 

Ｎｏ．１０  

 

Ｑ  市民  

 今後３０年以内に首都直下地震が来ると言われており、また江戸川に

は２００年に１回の水害に対応する堤防ができております。  

 防災対策は投資効果が見えづらいながら非常に重要であると思います

が、今後の方向性、地域防災組織や住民との連携などについてコメント

をいただければと思います。  
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Ａ  市  

 大まかな方向性を話します。  

 どのような災害においても、基本は自助により、ご家庭に最低３日か

ら１週間の備蓄をご用意いただくことが必要です。また、自治会の防災

訓練の際に一部の備蓄をお出ししていますが、全人口の備蓄を確保して

おくのは非効率といえます。  

そこで流山市では、姉妹都市・友好都市である、福島県相馬市、長野

県信濃町、石川県能登町、大阪府池田市、岩手県北上市、そして群馬県

太田市との防災協定を結んでいます。この協定により災害時は被害の無

い地域から物資の援助を受けることができます。３．１１の際も成果を

上げました。  

 次に、市民と市の協力については、条例に基づく地域の見守り活動を

していただいて、災害時に援助が必要な方を把握してサポートする仕組

みづくりも進んでいます。防災訓練・避難訓練についても、自治会によ

っては他の参考にされるような素晴らしい取組みが各地で行われていま

す。自治会懇談会などで情報を共有いただき、できるだけ多くの自治体

において進めていきたいと考えております。  

 

Ａ  市  

 災害対策については市として完璧だとは思っていません。様々な課題

はありますが、一番重要なのは災害時に皆さまにどのように情報を伝達

するかということであり、今後も計画的に進めていかなければならない

と考えています。  

 自助・共助・公助という点では、皆さまが直接顔と顔を合わせて災害

対策を推進していけるように協力していきたいと考えています。  

 

Ａ  市  

 皆さまには、是非、流山市の安心メールに登録をお願いしたいと思い

ます。このメールは、平常時は行方不明になった高齢者の発見などに利

用されていますが、３．１１の際にも非常に到達力がありましたので、

災害時には給水所や避難所の情報をはじめとした様々な情報を発信して

いきます。  
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安心メールの登録方法は、広報ながれやまや市のホームページに掲載

されていますので、是非ご登録をお願いします。電子機器が苦手な方は

周りの詳しい方にお聞きください。また自治会の方々にも広めていただ

ければと思います。  

 

Ｎｏ．１１  

 

Ｑ  市民  

 第３回定例会の議案第５７号について、どのような結論になったのか

井崎市長に説明していただきたい。公金横領、ＵＳＢカード紛失、消防

署のパワハラ、そして再任用職員が他の施設の車に乗ったという４件か

ら続いています。  

 

Ａ  市  

 ご説明いたします。  

クリーンセンターの南側に新しくスポーツフィールドが整備される予

定ですが、近隣の調整池の土地の一部を子どものサッカー場などとして

活用できるように工事を行うこととしました。  

本来、工事の全体額が１億８，０００万円以上の場合、事前に市議会

の承認を得る必要があります。本件は、スポーツフィールド全体の整備

については議会の承認を得ていたものの、調整池を活用する部分の工事

について承認を経ずに進めてしまったものであり、市議会に対して謝罪

いたしました。  

ただ、この工事が実現すればより多くのコートを確保できますので、

より大きな大会を開催することができるようになります。最終的には、

市議会において多くの議員に賛成をいただき、無事に着手できることと

なりました。  

議会の手続きを経ずに先行した点については、今後２度と起きないよ

うルールを明確にして再発防止に取り組んでいます。  
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Ｎｏ．１２  

 

Ｑ  市民  

 安心メールをスマートフォンから登録したいのですが、どのように登

録すればよいですか？  

また、ドコモ、ａｕ、ソフトバンク、ワイモバイルの各キャリアで安

心メールに登録する方法を広報に載せてほしいです。  

 

Ａ  市  

 安心メールの登録方法については、ホームページや広報に掲載してい

ます。  

 

Ｎｏ．１３  

 

Ｑ  市民  

 魅力的な、豊かなまちづくりには、住宅や商業施設も大切ですが、や

っぱりまちを作っていくのは人だと思います。おおたかの森や南流山に

は新しい住民が増えていて、コミュニティづくりが求められているのも

事実です。色々な世代が多様な人に関わる環境づくりについてお聞かせ

ください。  

また、これからは地域の国際化も必須だと思います。流山市の現状と

これからの政策などあればお聞かせください。  

 

Ａ  市  

 地域コミュニティの醸成については、流山市自治基本条例の中で市民

の皆さまに進めていただいています。市と自治会やマンションの管理組

合等が協力しながら地域コミュニティを進めていきたいと思います。  

 

Ａ  市  

 少し違った観点から補足させていただきます。  

 流山市には、子育てと共に仕事をやめたけれど、子育てが落ち着いて

きてまた自分の能力を発揮したいという方が多くいらっしゃいます。  

そのような方々のために、現在、流山市ではママのための創業セミナー
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を開催していますが、大変好評で、毎年定員いっぱいの応募をいただい

ています。  

このような方々が色々な新しいビジネスを始めています。自分の元の

能力を活かしている方のほかにも、自分が子育てのときに「もっとこう

いうものがあったらよかった」というものをビジネスとして立ち上げら

れたりしています。  

流山市では、１０年前は市民参加とか、市民と行政とのパートナーシ

ップという言い方をしましたが、昨今は、市民が主体となり実現したい

ことがあり、市はそれを応援するという立場です。流山市のＦａｃｅｂ

ｏｏｋ「Ｍｏｒｉｃｏｍ～森のまちに住む～」に情報を掲載しており、

市民の皆さまのご活躍についても多く投稿されていますので、是非ご覧

ください。  

 次に、地域の国際化については、最近は外国人の方々が様々な目的で

流山にお越しになりますので、ほとんど意識されずに国際交流が始まっ

ていると思いますし、国際交流協会が核となり外国人の方をサポートす

る活動も行われています。  

また、流山市は３年後のオリンピック・パラリンピックでオランダの

チームの事前キャンプ地となっています。先日も女子車椅子バスケット

ボールチームの監督が流山へ視察にこられました。パラリンピックの練

習風景を拝見すると人生観変わると思うんです。今後は流山市の小中学

生にプロの練習風景などを見てもらえる機会を設けたいと思います。  

 

Ｎｏ．１４  

 

Ｑ  市民  

 今年、八木南団地自治会が５０周年を迎えて大変高齢化をしました。

こちらの自治会では、５年前に見守り隊を組織しており、お年寄りの買

い物や病院の送り迎えなどを行うサポートを行っています。  

 現在、毎月の赤字が出ておりますが、自治会の皆さんの支援をいただ

きながら続けている状況です。次年度でもその次でも、より多くの補助

金についてご考慮いただければ助かります。  
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Ａ  市  

要望として承ります。  

 


