平成 28 年度市政懇談会「市長のいきいきタウントーク」ご意見と回答
質問１

10 月 19 日（水）スポーツ交流館

石橋庁舎跡地利用

少子高齢化の時代ですから、石橋庁舎の跡地に子どもと老人が過ごせるような施設を要望しま
す。
回答（市長）
公民館では、子どもと老人が一緒に行けるような事業を実施していますが、石橋庁舎の跡地周
辺は、人口密集地域で災害緩衝地帯などの設置が必要な地域で、石橋病院跡地とも併せて、地域
住民の方と協議しながら検討していきます。
質問２

10 月 19 日（水）スポーツ交流館

児山城の整備

児山城について、今後の整備計画はありますか。
回答（市長）
児山城については、音楽祭を開催するなど多くの皆さんに守っていただき感謝しております。
現在は県指定の史跡で、県の予算は大変厳しい。そこで箕輪城などの平地の資源をまとめて国指
定にできればと考えています。その後は公有化を図り、利活用を進めていきます。
質問３

10 月 19 日（水）スポーツ交流館

老人クラブ補助金の見直し

単位老人クラブへの補助金について、会員数の多いところと、少ないところで分配方法に不公
平がある。昨年も要望しているが改善されないのですか。
回答（健康福祉部長）
昨年に要望をいただき、老人クラブの役員の皆さんと協議をいたしました。市としては、補助
金の総額は維持したまま、分配方法を見直したいと改正案を提示しましたが理解をいただくこと
ができませんでした。老人クラブとしては、少ない単位クラブの補助金額を維持したまま、多い
単位クラブの補助金を増額してほしいとのことでした。しかし、老人クラブ以外の補助団体との
バランスもありますので、補助金の総額は維持し配分方法を変更したいと考えています。
一方的に改正することではありませんので、今後も継続して、皆さんに納得いただけるよう協
議を進めていきます。

質問４

10 月 19 日（水）スポーツ交流館

グリムイベント

お昼と夕方５時に市歌が流れ和やかになりとても良い。また合併して 10 年で市民意識が生ま
れ素晴らしい街になりました。
グリムの館でヘンゼルとグレーテルのオペラを開催しますのでよろしくお願いします。
質問５

10 月 19 日（水）スポーツ交流館

太陽光発電設備の設置

太陽光発電設備についての質問です。
市内の随所に、営利を目的とした太陽光発電設備が農地に設置されているが市の対応について
伺いたい。
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質問１
農地に設置する場合の農地転用手続きが必要ですか。また、農業委員会との連携はとれていま
すか。
質問２
太陽光発電設備に対して、固定資産税の課税はどのようになっていますか。
質問３
太陽光発電設備自体も固定資産税の対象として、適正な課税が行われていますか。
質問４
過去の設置状況を教えてほしい。
回答（司会）
回答１
市街化調整区域については、事前に農地転用許可を受ける必要があります。
また、市街化区域については、許可は必要ありませんが、事前に届け出が必要となります。
回答２
本市では、登記簿上の地目に関係なく、雑種地で課税します。太陽光発電設備については、市
街化調整区域では、近傍の宅地の価格に対し ５０％の価格、市街化区域では、近傍の宅地と同
額で土地の評価を行っています。
回答３
太陽光発電設備は償却資産として課税対象です。設備敷地を確認し、土地所有者や事業者に対
し、償却資産の申告を説明し申告書を送付しています。また申告がない場合には通知により申告
を促しています。
回答４
平成２６年度が１５筆、平成２７年度５１筆、平成２８年度が１２７筆となり、３年間で合計、
１５７筆、約 173,000 ㎡となっております。
なお、質問された方へは、回答文書をお渡しいたします。
再質問
事前に質問をメールで送ったが、司会者が質問と回答を読み上げた。質問の取り扱いが市長と
のいきいきタウントークの体をなしておらず極めて遺憾である。
回答（市長）
ご質問について申し訳ありませんでした。多くの方からご意見をいただきたいということで、
司会にお願いしましたが、配慮がたりませんでした。

質問６

10 月 19 日（水）スポーツ交流館

首都圏への交通アクセス

グリーンタウンの住民を見ますと、子どもたちが東京の大学に通っている人がたくさんいま
す。通勤や通学で東京に通えるよう新幹線や在来線の乗り継ぎを改善してほしい。そこで、以前
あった小金井の電車区を宝積寺に移転する計画を実現させてほしい。
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回答（市長）
毎年２回、ＪＲ大宮支社の支社長と意見交換をしています。ホリデーパスの区間が自治医大駅
までになっていますので、石橋駅まで拡大してほしいと要望しています。
操車場移転の話はなくなりました。また、宇都宮を始発とする便を増やしてほしいとの要望も
しています。子どもたちが通えるよう環境整備に努めていきます。

質問７

10 月 19 日（水）スポーツ交流館

道路整備

合併前からお願いをしている下石橋の公民館から運動公園につながる生活道路の整備につい
て、進捗状況を教えてください。この道路は災害時に運動公園までの避難の道になる重要な道路
ですので整備をお願いします。
回答（水道建設部長）
この道路につきましては、平成 23 年ごろに下石橋の自治会長から要望があり、整備を進めて
います。境界の確認と法線の検討を行っていますが、境界の確定ができない場所があり計画が進
んでいません。最近になり少し進展があるようなので、地元の皆さんの協力を得ながら進めてい
きたい。

質問８

10 月 19 日（水）スポーツ交流館

将来の水道事業

公共施設管理計画で維持費を 20％削減することになっていますが、水道施設について、現在は
100％地下水を利用していますが、今後、表流水を使う計画はありますか。また、その時は多く
の経費が掛かると思いますが、20％削減や水道料金が値上げされるということはありますか。
回答（総合政策部長）
公共施設のマネジメントについて、昨年度は、提供サービスの質の向上、安全性の確保、複合
化や集約化により 20％の経費の削減を全体の基本方針として策定しました。今年度は用途別の
基本方針を策定します。公共施設全体の 30 年での経費が 1,300 億円かかるとの試算ですが、調
達できる資金は 1,020 億円で大きく不足しています。基本方針に従い用途別の計画を策定しま
す。
回答（市長）
重要給水施設について、平成 29.30 年の 2 か年で策定します。下野市は地下水を 100％利用し
ていますが、小山は 100％表流水、野木町はそれに近い数値で表流水となっております。下流部
では地盤沈下が問題になり表流水に転換しました。地下水の水質はとても良いですが、重要なラ
イフラインでありますので、2 系統の水を利用し万全にしたい。また、地盤沈下について下流域
の自治体が頑張っていますのでそのことも考えています。

質問９

10 月 19 日（水）スポーツ交流館

公民館のトイレ整備

更生保護女性会の合同研修会が 25 日に国分寺公民館であります。宇都宮市、壬生町、上三川
町、下野市から 100 名が参加します。参加者は全て女性で、休み時間のトイレの混雑が懸念され
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ますので、国分寺庁舎のトイレをお借りしたいと申し出たところ、庁舎は物置になっており使用
できないとのことでした。公民館は生涯学習の場として使いますので、洋式トイレも含めて改善
をお願いしたい。他の公民館も同様な状況です。
回答（教育次長）
各トイレに洋式トイレが 1 つずつあります。舞台があることから国分寺公民館は利用頻度が高
く、トイレや椅子、音響が使いづらいとの要望をいただいております。財政と相談しながら改善
していきます。
質問 10 更生保護女性会の活動

10 月 19 日（水）スポーツ交流館

子育て支援センターを設置し、子育てに関する相談や障害のある子どもの支援をするとありま
した。更生保護女性会の会員は、母親を経験した者が多くいますので、相談などで役に立てるこ
とがあれば活動したい。
回答（健康福祉部長）
子育て支援センターは、国が平成 33 年度までに全国に普及しようとしていますが、下野市は先
行して整備を計画しています。しかし、始まったばかりの制度で、具体的な事業などが決定して
いません。市が独自に運営できるものと考えていますが、国の財政的な支援が受けられますので、
保健師と助産師の両方の資格を持った職員を新たに採用し、専門的な相談をしていこうと考えて
います。
質問 11

10 月 19 日（水）スポーツ交流館

交通対策

コンパクトシティを目指すとの説明がありました。川西地区に住んでいますが、高齢化が進ん
で交通手段が問題になります。そこで交通難民、買い物難民の解消のため巡回バスなどの計画は
ありますか。
回答（市長）
巡回バスは利用率を考えると難しいので、下野市はデマンドバスを運行しています。また、1
市 2 町で研究会を設置し検討していますが、市民の皆さんの要望を聞いて需要を研究したうえ
で、デマンドバスが良いのか、民間を活用したほうが良いかなど研究していきます。
質問 12 学校施設の整備

10 月 19 日（水）スポーツ交流館

石橋中学校の生徒と市長が約束したことがありまして、テニスコートがひどいとの話の中で、
関東大会へ出場すれば全天候型のコートにすると約束をしました。そのこともあって関東大会に
出場することができました。条件をクリアしましたが、その後はどうすればよいかお伺いします。
回答（市長）
テニスコートで練習する子どもたちに、頑張れよ、という中で話をしました。足が引っかかっ
て危ないから直しますと話しました。子どもたちには、直接説明させていただきます。
回答（教育長）
ただいまの質問のことについては聞いておりますが、教育施設には色々な所でお金がかかりま
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す。テニスコートは、施設管理の担当が確認をしていますので、できる範囲で対応をいたします。
しかし全天候型についてはご容赦をお願いします。子どもたちの夢を実現するという部分で対
応いたします。
再質問
ありがとうございます。約束をした 3 年生は間もなく卒業してしまいますのでよろしくお願い
します。

質問 13 水道水の水源

10 月 21 日（金）コミュニティセンター友愛館

100％地下水でとても美味しい下野市の水道水を地下水と表流水に変更すると聞きましたが、
そのような計画がありますか。水道のリスク分散のためと思われますが、渇水や汚染を考えると
地下水よりもはるかにリスクが大きいと思われますがいかがでしょうか。
回答（市長）
まずはリスクを分散するという意味があります。地下水のほうが安全だとの考えもあります
が、市内の何本かの井戸は現在、注視している状況にあります。リスク管理と同時に過去に問題
となった地盤沈下の問題があります。そのため、小山では 100％、野木町では約 98％の表流水を
利用しています。下流域で地下水を利用しない分、下野市は地下水をうまく利用できている状況
で 10 数年やってきました。表流水に何かあればすぐに停止するなどのリスク管理をしていけれ
ばと考えています。今後策定する水道ビジョンにおいて、経営管理や安全性の確保を考えていき
ます。
再質問
地盤沈下は過去にあったが、現在は安定しているので問題にはならない。表流水は水質が悪く、
なおかつ購入する値段も高い。市民の生活に直結する問題は、市民の意見を聞き、議会でも審議
が必要であると考えるが今後の対応を伺いたい。
回答（市長）
安くて安全であることが一番いいと私も思います。しかし、地盤沈下があって、小山と野木に
対して、下野市だけ対策をしないというのは違うと思います。下野市だけの問題ではなく、近隣
の自治体も関係しますので、共通のリスク管理のため市民の皆さんや議会とも一緒に考えていき
たいと思います。
再質問
ありがとうございます。パブリックコメントの実施をお願いします。
質問 14 水道水の水源

10 月 21 日（金）コミュニティセンター友愛館

水問題について、周辺の自治体と協調するのはわかるが、県が決めたことに逆らえないという
印象を感じる。まずい水を買うのは良くない。全市民に知らせ意見を聞いてほしい。
県の思川開発に巻き込まれ、負担金を強いられているのではないか。
回答（市長）
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地下水は安くておいしいと思います。県から言われたということではなく、地域連動でスター
トしました。市民の皆さんにしっかりと説明し進めていきたい。
質問 15 水道水の水源

10 月 21 日（金）コミュニティセンター友愛館

水問題について、地下水は地盤沈下が問題ということだが、表流水は今まさに、取水制限の問
題があり安心して使用できないのではないか。保険としてダムの負担金には協力して、地下水が
危なくなった時だけ表流水を利用してはどうか。
回答（市長）
なぜ表流水が必要なのか、地域で連携する意味は何かを説明し、表流水の利用をするのか市民
の皆さんに意見を伺いたい。
お金の問題については、今後必要な水量など具体的な数字を検討してからのことになります。
下野市の市民には反対の方々がいると県にはしっかりと伝えていきます。
再質問
ダムは下流域の人達のための水問題対策だと思います。ただ、困ったときには助けてもらいた
いということにしてはどうか。
回答（市長）
思川開発がスタートした３町での話もありますので、そのような話も含めて、今後の協議を
進めていきたい。
質問 16 新庁舎

10 月 21 日（金）コミュニティセンター友愛館

南河内地区において、市民課窓口がなくなるのではないかと心配しています。
新庁舎の駐車場出入り口のゲートが狭くて危ないので改善できませんか。
新庁舎になり、職員のあいさつが良く気持ちよく利用できるようになりました。
回答（市長）
南河内の図書館にある市民課窓口は、新庁舎開庁後も継続しています。当面はそのまま運用す
ることになります。
回答（総務部長）
新庁舎は駅に近いことから、利用者の利便性と迷惑駐車の観点からゲートを設置しました。新
庁舎がオープンして、色々とご迷惑をおかけしておりますが、今後とも改善を図っていきます。
駐車場は管理を業者に任せていますので、協議しながら整備していきます。
質問 17 学校設備と交通マナー

10 月 21 日（金）コミュニティセンター友愛館

祇園小学校のプール側の時計が何年も動いていません。不必要なら外して、必要なら修繕して
ほしいです。
自転車利用者の交通ルール、マナーを指導してほしい。特に小さい子どものうちに指導をお願
いします。
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回答（教育次長）
時計の故障については、至急調査のうえ対応いたします。
自転車のルール、マナーについて、学校で教育していますが、改めて指導していきます。
質問 18 道路整備と要望への対応

10 月 21 日（金）コミュニティセンター友愛館

下野アンダー１を大型車が通るときの振動に何十年と苦しめられています。一部修繕され少し
緩和されてはいますが、まだまだひどい状態ですので改善をお願いします。
平成 28 年 5 月に道路や設備について 16 件の要望を出しました。一部は修繕されましたが、そ
の他については連絡がありません。現在の状況を教えてください。
回答（建設水道部長）
下野アンダー1 を抜けた先の道路については多くの方からご意見を伺っています。現在の状況
ですと多額の費用をかけて、土台から改良する必要があると思われますので、調査をし整備の方
向性を考えていきます。
その他の補修については、各自治会から要望が来ておりますので、優先順位をつけ整備を進め
ていきます。
再質問
道路についてはわかりました。
その他カーブミラー、防犯灯、下水のつまり、信号機の設置など 16 件についてはどうでしょ
うか。防犯灯については、安全安心課から 9 月頃に回答がありました。その他については半年が
経過していますが一切連絡がありません。
回答（市民生活部長）
防犯灯、カーブミラーについては早急に対応します。
再質問
やるかやらないかだけではなく、現在の状況も報告していただきたい。
回答（進行）
要望の内容を確認し後日回答いたします。
回答（市長）
自治会長さん達には色々とお願いをしていて、協働といいつつお返事もしていないというのは
大変申し訳ありません。キャッチボールが下手で反応しないということは一番悪いと思います。
対応策を考えていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。
質問 19 子育て支援

10 月 21 日（金）コミュニティセンター友愛館

下野市の子どもの医療費助成を 15 歳まで実施していますが、18 歳まで拡充してほしい。
下野市の共通商品券について、昨年度は 10 周年記念事業として子どもが 3 人以上いる家庭に
優先的に販売してもらった。今後も継続していただきたい。
回答（市長）
医療費助成について、県北地域では高校生まで無料が多いが、県南地域では中学生までが多く
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なっています。県南地域において中学生まで助成を始めたのは下野市が最初でした。下野市で始
まると周辺自治体もやらなければならず、迷惑をかけました。市町村長会議に意見を出し、県に
要望したいが県も厳しい状況であるので、国へ要望するよう働きかけます。
商品券については、昨年は国からの補助があり 20％のプレミアムが付きましたが今年は 10％
になります。
回答（産業振興部長）
予約販売などの是非については様々なご意見があり、商工会とも協議をいたしましたが、予約
販売は昨年のみになります。
質問 20 道路の維持管理

10 月 21 日（金）コミュニティセンター友愛館

国分寺西小学校の道路の拡幅工事について、拡幅工事は終わっているが、舗装工事が進んでい
ないがどうなっていますか。
スクールゾーンのマークが消えたりしていますが、どのように考えていますか。
外回りをして自ら早めに対応をしてほしい。
回答（建設水道部長）
国分寺西小学校の前の道路については、今後舗装工事に入り年度末までに完成予定です。
スクールゾーンの表示については現場を確認し対応します。
道路の巡回は行っていますが、市道の全長が 788 キロになりますので今後対応を検討していき
ます。
回答（教育次長）
通学道路安全推進会議を開催し、学校側から要望を聞いています。今年度は 74 件の要望があ
りますので、対応を計画し進めていきます。
質問 21 シティセールス

10 月 21 日（金）コミュニティセンター友愛館

下野市の知名度アップとして、市内のＪＲ3 駅にすべて「下野」をつけてはいかがでしょうか。
お金もかからず、すぐにできると思います。
回答（市長）
ＪＲの駅名を変えるには、コンピュータや時刻表など全部変える必要があり、多額のお金がか
かります。
そこで、下野市の歌を 3 駅の発車のメロディーにできるよう JR と協議しています。
質問 22 公益者通報保護と公共施設の整備

10 月 22 日（土）薬師寺コミュニティセンター

公益者通報保護による通報先を外部に設置していますか。していない場合その理由は何です
か。
市民から受けた意見要望の管理はどのようになっていますか。
公共施設、道路などの維持管理を 1 つの部署にまとめる考えはありますか。
鉄のポールで立っている交通標識等で破損がありますが、修理や撤去をしますか。
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タウントークには教育長だけではなく、教育委員長も出席してはいかがでしょうか。
南河内第二中学校の陸上部が廃部になったと聞いたが、大松山運動公園陸上競技場の整備が進
む中なぜ廃部にするのですか。
下野ディグリングマップに表示しているトイレが古く汚いので改善をお願いします。
回答（総務部長）
公益通報保護法に基づき、総務人事課、教育総務課が相談窓口になっていす。外部に委託する
予定はありません。
市への要望等の処理については、市政への提案としてマニュアルが整備され管理されていま
す。担当課と調整し回答をしています。
回答（総務部長）
陸上部が廃部になったことは知りませんでしたが、子どもの数は減っていますので、硬式テニ
ス部やソフトボール部、バスケットボール部も存続が危ういと聞いています。大松山運動公園も
整備されますので、今後もスポーツの推進に力を入れていきます。
教育委員長の出席については、教育長である私が教育委員会の代表として出席させていただい
ていますのでご理解をお願いします。
市民の皆さんのご意見集約については、月に 1 度教育委員会において委員さんが集めた各地区
のご意見を反映させています。
回答（総合政策部長）
公共施設一元管理については、難しいと考えています。現在、公共施設等の総合管理計画を策
定していますので、それによる適正な維持管理を検討していきます。
現在は、公園の維持管理について、トータルで維持管理するような体制にし経費の削減を図っ
ています。
再質問
公益社通報の通報先が庁舎内にあることについて、市長の方針を伺いたい。
回答（市長）
以前は県の人事委員会や弁護士会が通報先でしたが、現在は、総務人事課に窓口を設置し、職
員同士の信頼関係の中で仕事をしていると認識しています。通報者の不利益になるという状況を
心配されているのだと思いますが、公平公正な立場で仕事をしていますので、決してそのような
ことはありません。
再質問
トイレはどうしますか。
回答（司会）
トイレについても先ほどの総合政策部長が説明させていただいた公共施設の総合管理計画の
一環として整備していきます。具体的にはどこのトイレですか。
再質問
国分寺運動公園、祇園原公園、とにかく公園のトイレです。
回答（司会）
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担当課に確認のうえ対応します。
質問 23 水道水の水源

10 月 22 日（土）薬師寺コミュニティセンター

水道について、下野市は地下水を利用し、安全で美味しくペットボトルで販売できるほどの水
ですが、これを川の水に変える計画があると聞いて驚いています。ダムを作り、高くて美味しく
ない水を買うことになるのかと不安に思っています。
回答（市長）
現在は地下水だけを使用しています。旧町から継続で進めていますが、将来は表流水も補完し
なければなりません。地下水に何かあったときのためにリスク管理として表流水を導入し、2 系
統を確保する必要があります。ときおり地下水からは、亜硝酸窒素が検出されたいう報道もあり、
地下水だけでは怖いとの思いがあります。
小山市は 100％、野木町は 98.6％表流水ですが、これは過去の地盤沈下のことがあり切り替わ
りました。石橋地区と国分寺地区は思川水系開発事業の中で連携協議がありました。
人口減少で水道使用量が減るとの考えや、安くて美味しい地下水があるのにお金を払って表流
水を入れる必要がないとの考えの方がほとんどと思いますが、地下水が汚染されない保障がない
以上、もう一つの保険をかける必要があると思います。
もちろん皆さんと意見交換をし、市内のことだけでなく近隣や地域連携のこと、豪雨対策や飲
み水ではない消火栓など配管の問題も考え、複合的に水の管理計画を持つ必要があると考えま
す。
質問（隣の方）
市内だけであれば地下水の枯渇や地盤沈下はないでしょうが、近隣を考えますと何ともいえま
せん。この問題は市民の皆さんの意見を聞き、議会での審議などを経て進めていただきたいと思
います。
質問 24 防災とごみ持ち去り問題

10 月 22 日（土）薬師寺コミュニティセンター

9 月 13 日の下野新聞に、県内の自主防災組織について掲載されていました。県で半分の 4 市
10 町は 100％ですが、下野市は 13％で下から 2 番目と低いですので、行政主導でもっと組織率
を上げるべきと考えます。
6 月の広報紙で下野市指定避難所の記事がありました。南河内地区の第 1 次避難所がふれあい
館になっていましたが、洪水など水害において田川の西側の人はどうやってふれあい館にいくの
か。また、第３次避難所に関して、田川の東側の多くが×になっていますが、洪水の田川を超え
て西に行かなくてはならないのですか。現実的ではないような気がします。
ごみの持ち去り対策について、市に決まりがないから取り締まりができないのではないです
か。また、市民が見つけたときはどうしたらよいでしょうか。
回答（市長）
下野市の自主防災組織は、いくつかの自治会で組織を作っていて、100％の自治体は、自治会
が自主防災組織となるようお願いしているようです。自治会数と自主防災組織の数を比較しただ
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けですが、組織率を上げるよう考えていきます。
回答（市民生活部長）
近隣の 100％の自治体に聞いてみたところ、自治会にそのまま防災組織をお願いしている状況
です。市内に９つの防災組織があり活動しています。自治会長会議などで、積極的に働きかけて
いきたいと考えています。
避難所については、詳細を確認し報告させていただきます。
回答（）

回答（市長）
ごみの持ち去りについて条例を制定し、平成 29 年 1 月 1 日から施行します。持ち去りに対し
ての罰則規定もありますので、広報等で周知していきます。
質問 25 水道水の水源とコンポスト問題

10 月 22 日（土）薬師寺コミュニティセンター

水道の問題について、県知事から思川開発事業に乗るかとの問い合わせに回答したと思います
が、加わるとなると相当額の負担が生じると思いますが、費用の話を教えてください。
ダムは土木業者が儲かりますが、治水の点でいえばダムがあればいいということではなく、河
川の堤防や土砂溜まりによる氾濫もあり検討の余地があると思います。
コンポストの問題について、小山広域衛生組合は裁判に負けて 60 億円の負担があると思いま
す。小山市長の失策と思いますが説明がされていません。広瀬市長も副管理者であると思います
が、説明会を開催してください。
回答（市長）
知事からの要請というよりは、合併前からの継続性で、下野市、壬生町、栃木市、鹿沼市など
思川流域の自治体が参加しており、小山市、野木町はすでに取水していますから治水についての
意見を聞いています。下野市としては行政の継続性の中で、方向性や金額等について協議してい
く必要があると思います。下野市だけは地下水でいいのではとの意見もありますが、地下水が
100％問題なく、安全とは言えないので、行政としてはライフラインのリスク管理をしなければ
ならないと考えています。
治水については、直流なものを蛇行させ遊水機能を完備したり、川底を掘るという方法もある
と思います。
地下 80 メートルの井戸から亜硝酸窒素が出るとは考えていませんでした。近隣市町がこうい
う状況の中、下野市だけ地下水でいて、何かあったら助けてくださいということは難しいのでは
ないでしょうか。皆さんと一緒に検討していきたいと思います。
コンポスト問題の説明会については、広域を形成している自治体が同じ歩調で行う必要があり
ます。できうる限りのことをしたと考えていますので、今のところは広報に掲載させていただい
た説明になろうかと思います。
再質問
コンポスト問題は、市民に責任を負う立場として説明をされたほうがよいと思います。
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質問 26 下野市ウインドオーケストラ

10 月 22 日（土）薬師寺コミュニティセンター

下野市ウインドオーケストラが昨年の 2 月からスタートし下野市民芸術文化祭においてオー
プニング演奏をさせていただきました。これから文化都市を目指すにあたって、文化的な催しな
どで演奏をし盛り上げたいと思い市役所の担当課にお話ししましたが反応が鈍く、市民活動の補
助があると聞きましたが、これから始まるものでないものは対象とならないということでした。
新庁舎オープン式典にも参加したかったのですが、既に警察隊に頼んだ後でした。下野市の冠を
勝手にかぶっていますが、やる気はとてもありますので、援助を含め盛り上げていただきたいと
思います。
回答（市長）
芸術文化祭の演奏を聴いて、うれしく思っています。市民活動の補助は既存の団体でも大丈夫
だと思います。一番は演奏の場が持てることかと思いますので、市も活用させていただきます。
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