
 

石岡市議会 第５回議会報告会 

報 告 書 

 

 

 

 

Ⅰ．議長挨拶 

 

Ⅱ．報告資料 

 

Ⅲ．総括 

 

 

 

 

 

 

石岡市議会：議会広報委員会 



 

 

 

市民の皆さまにおかれましては，日頃より市議会に対しご理解とご協力を賜りまし

て，心より厚く御礼申し上げます。 

  

石岡市議会では，石岡市議会基本条例に基づき，平成 28年度から議会報告会を開

催してまいりました。これまでの議会報告会では議会の活動報告のほか，市民の皆さ

まとの意見交換も行い，多くの皆さまのご参加を頂いてきたところでございます。 

令和２年度の議会報告会につきましては，新型コロナウイルス感染症の収束が見通

せない中，これまで慎重に検討を重ねてまいりましたが，参加される市民の皆さまの

安全・安心を第一に考え，会場を設けて行う従来の形の報告会の開催を見送り，各常

任委員会からの報告書をホームページで公開させていただくことといたしました。 

 議会報告会の開催をお待ちいただいておりました市民の皆さまには誠に申し訳ご

ざいませんが，ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

現在，市民生活は新型コロナウイルス感染症の影響で大きな不安と困難の中にあり

ます。市議会といたしましてもこの難局を乗り越えるため，市民の皆さまのご意見に

耳を傾け，二元代表制の一翼を担う議会としての役割を果たしてまいりますので，今

後とも市民の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

石岡市議会議長  池 田 正 文 

 

Ⅰ．議長挨拶 
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Ⅱ．報告資料

◎ ○

◎ ○

◎ ○

◎ ○

◎ ○

◎印：委員長　　○印：副委員長

櫻　井　信　幸

氏　　名

池　田　正　文

菱　沼　和　幸

大和田　寛　樹

村　上　泰　道

村　上　泰　道 石　橋　保　卓 髙　野　　　要

岡　野　孝　雄

岡　野　孝　雄 大和田　寛　樹
議会広報委員会

新　田　　　茜

鈴　木　康　仁

議　会　構　成

役　職　名

議　　　長

副　議　長

鈴　木　行　雄

委　　　　　員委 員 会 名

櫻　井　　　茂 徳　増　千　尋

村　上　泰　道

大和田　寛　樹

新　田　　　茜 菱　沼　和　幸

※議会構成はR3.2.22現在の構成となります。

【協議等の場】

議会運営委員会

関　口　忠　男

岡　野　孝　男

谷田川　　  泰

勝　村　孝　行

池　田　正　文

石　橋　保　卓

常
　
任
　
委
　
員
　
会

総　　務

教育福祉環境

経済建設消防 川　井　幸　一

髙　野　　　要

石　橋　保　卓

谷田川　　  泰

山　本　　　進

飯　村　一　夫

小　松　豊　正 玉　造　由　美

髙　野　　　要

山　本　　　進
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石岡市議会

総務委員会

１．総務委員会の構成（定数８名）

委員長

関口忠男
副委員長

櫻井 茂

徳増千尋 岡野孝男 櫻井信幸 村上泰道 谷田川 泰 大和田寛樹
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２．総務委員会の役割

委員会は議案や請願、市の進める事業等を詳細に審査し、市の事務を専門的に調

査するため常時置かれている委員会です。

本会議の下審査機関として、詳細かつ能率的に審査を行い、本会議での表決に関
する参考資料や参考意見を報告することが主な役割です。総務委員会は、

市長公室（秘書広聴課、政策企画課、行革推進課）

総務部（総務課、防災対策課、契約検査室、情報政策課）

財務部（財政課、管財課、税務課、収納対策課）

八郷総合支所（総務課、市民窓口課）

会計課、監査委員会に関する調査を行います。また、他の常任委員会が担当する
事項に属さないことも総務委員会が調査を行います。

３．議案の審査

市長から提案される議案のうち、総務委員会所管の議案

は総務委員会に審査が付託(委任）されます。

付託された議案は、執行部（担当課）から総務委員会委

員（議員）に対して詳細な説明（及び資料提供）がなさ

れます。内容により現地調査を行います。

詳細な審査を経て、議案の可否を決定し、本会議に結果

を報告します。

令和２年の第１回定例会、２回定例会、第３回定例会、

第４回定例会において計１７議案の審査を行い、いずれ

も「可決すべきもの」としています。

本会議（開会日）
市長から議案等の提案理由の説明

議案質疑
上程議案に対する質疑・答弁
委員会への付託

常任委員会（総務委員会）
付託議案・請願・陳情等の審査

本会議（最終日）
常任委員長報告
質疑・答弁
討論
上程議案の採決
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４．請願及び陳情の審査
(1) 請願は，憲法第１６条で認められた国民の権利。市議会に請願を提出する場合
は，地方自治法の規定により，議員の紹介が必要になります。

(2) 陳情は，一般的な手続きや形式が法律に定められていませんが、議員の紹介を
要せず，その内容が請願に適合するものは，請願と同様に処理します。

令和２年４月以降に石岡市議会に提出されたものは陳情２件

①国に対し、「刑事訴訟法の再審規定（再審法）の改正を求める意見書」の採択、
提出を求める陳情

②日本政府に核兵器禁止条約の批准参加を求める意見書提出の陳情

いずれも継続審査を経て、「採択すべきもの」としました。

※ なお、提出の方法などについて，議会事務局へ確認してください。

５．市の進める事業に対する審査

市が進める事業や政策は、委員会に報告・説明されます。特に新規事業や予算規

模が大きな事業、市民の関心が高い事案については、委員会審査も慎重かつ多く

の質疑そして意見が交わされます。

令和２年における主な審査案件(継続的な審査が行われている事案)

・八郷総合支所の有効活用（資料１)

・法政大学石岡総合体育施設について（資料２）

・官製談合再発防止の取組みについて（資料３）
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八郷総合支所の有効活用

（１）これまでの有効活用対策
１Ｆの多目的ホール郷の風、２Ｆに食堂兼休憩室ゆいてらす、４Ｆの旧議場を多目
的ホールのやさと響きホールを整備

（２）新庁舎完成に伴う、支所空きスペースの有効活用
支所２階の教育委員会が４Ｆへ移転、これに伴い空きスペースに図書室を設置す

ることになりました。図書室のオープンは令和３年１２月初旬頃となる予定です。

総務委員会における提言等
・集う方がときめく，子どもの手を引いて行きたいというようなイメージに

・ソファーや書架をもう少しおしゃれ感のある物に

・授乳室、オムツ替えできる部屋の併設

・休日の図書室開館日におけるセキュリティー対策の強化

・照明を明るくしてほしい

資料１－１

資料１－２支
所
２
Ｆ
図
書
エ
リ
ア
改
修
イ
メ
ー
ジ
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資料１－３支
所
２
Ｆ
児
童
書
エ
リ
ア
改
修
イ
メ
ー
ジ

法政大学石岡総合体育施設について

• 法政大学が、大学施設の都心部集約化の方
向性から，石岡総合体育施設を廃止し売却
を検討している。民間への売却も検討して
いたが、規模等の問題もあり困難であると
判断し、当施設の取得並びに利活用につい
て、石岡市に要請があったことが議会に報
告がされました。
県に相談する中で、県サッカー協会からイ
ベント等の協力については得られる見込み
が報告される。

資料２－１

今後、不動産鑑定を行い取得金額を把握。施設の利活用

計画を検討する中で、整備費及び維持管理費を算出。

取得や整備・運営方針について総務委員会で審査します。
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体育施設内の設備写真

スポーツハウス96

（H6年建築）寄宿舎
スポーツハウス98

（H8年建築）寄宿舎
食堂（H12年建築）
収容人数100名程度

浴室

宿泊室（和室） 体育館（現在使用禁止） 武道場(剣道場として使用） 倉庫

サッカー場 野球場 ラグビー場 自動車ラリー場

資料２－２

官製談合防止の取り組みについて

執行部説明

㈱アンテックの代表取締役と本市教育委員会職員は，平成30年度石岡市運動公園

体育館メインアリーナダクト清掃業務委託の入札に関し、令和２年10月２日，官
製談合防止法違反容疑で，茨城県警に逮捕された。

㈱アンテックに対して令和２年10月14日から24か月間の指名停止とした。
今後，事件の全容が明らかになり次第，（仮称）再発防止対策本部会議を設置し
・・・調査検討をおこなう。（※次ページ フロー図参照）

資料３－１

総務委員会委員の意見等
・事件の全容解明を待つことなく再発防止対策を行うべき
・指名停止期間をさらに伸ばすべきではないか
・不正防止対策として、随意契約を市ホームページで公表することを求めたい
・他の㈱アンテックとの契約案件は直ちに解除すべきではないか・・・等々
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資料３－２

コロナ禍のため、市民の皆様と直接意見交換のできる議会報告会は残念ながら中止

となりました。

そのため、総務委員会の報告は資料による報告のみとなります。令和3年度では、是

非とも市民の皆様と意見交換できるよう願いまして、総務委員会の報告といたします。

総務委員会は活発な質疑・提言に努め、市の進める政策や事業について慎重審議を

重ねてまいる所存です。

今後ともご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

令和３年２月

石岡市議会

総務委員会委員一同

６．結び
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委 員 長 勝村 孝行 副 委 員 長 新田 茜
委 員 池田 正文 菱沼 和幸 小松 豊正

玉造 由美 石橋 保卓

教育福祉環境委員会

教育福祉環境委員会 所管事項

・市内小中学校や幼稚園に関することや文化財の保存・活用や
文化の振興，または子どもやお年寄りの福祉に関すること，環
境問題などを調査，審査します。

・生活環境部，保健福祉部，福祉事務所及び教育委員会事務局
の所管に属する事項

ｰ１ｰ
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ｰ2ｰ

令和2年 教育福祉環境委員会にて審査した主な所管事業

◆子どもの森整備推進事業 ◆石岡市学校施設個別施設計画 ◆常陸国分寺跡保存活用計画

◆石岡市通学路交通安全プログラム ◆石岡市一般廃棄物処理基本計画の改定 ◆旭台会館の駐車場

◆石岡市産業廃棄物処理計画 ◆八郷総合支所の有効活用 ◆令和２年度新規 ◆主要事業

◆石岡市文化芸術推進基本計画 ◆第８期介護保険事業計画 ◆石岡小学校の校舎の一部の所管替え

◆外城遺跡発掘調査の進捗状況 ◆児童クラブの民間委託 ◆新ごみ処理施設稼働に伴うごみ分別

◆石岡市障がい福祉計画及び石岡市障がい児福祉計画の策定 ◆小中学校統合再編計画の進捗状況

◆統合型校務支援システム導入事業（仮称）◆八郷地区合同七五三祝 ◆学校の統合再編の進捗状況

◆（仮称）八郷図書館の進捗状況 ◆（仮称）石岡市文化芸術振興条例の骨子（案）

◆東地区公民館の複合化の検討 ◆第１保育所の今後の対応 ◆令和３年成人式における実施方法

◆国民健康保険における賦課方式の統一 ◆石岡市高齢者福祉計画 ◆第８期介護保険事業計画（案）

◆教育大綱及び教育推進計画の進捗と一部改定 ◆石岡給食センター調理業務民間委託

◆教員の働き方改革に向けた実践モデル校指定に伴い学校業務のアウトソーシング

◎令和2年 委員会開催回数 11回

●令和2年 審議回数の多かった案件
・地域医療対策事業 8回
・新型コロナウイルス感染症関連 6回
・文化施設整備事業 3回

●令和2年 その他の主な審議案件
◎陳情
・市民会館閉館の延期に関する陳情（不採択）
・市民会館一部存続についての陳情（不採択）
・信号機の設置を求める陳情（採択）
・教職員定数改善と義務教育国庫負担制と堅持のための政府予算に
係る意見書採択を求める請願（採択）

ｰ3ｰ
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新型コロナウイルス感染症関連の審議状況

ｰ4ｰ

◎2月28日 ※委員より出た意見をQとし担当課からの回答をAで記しております

国の新型コロナウイルス感染症対策本
部から小学校，中学校，高校，特別支
援学校の休校を要請
茨城県教育委員会がその方針を決定
・３月６日金曜日から春休みまで休校
・学童保育については開設

Q．学童保育の実施時間と支
援員確保について

A．朝から夕方までの時間帯、
支援員は午前と午後の２交代
制で行う

ｰ5ｰ
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◎4月14日

Q．学力的・体力的な部分の対策は
A．学力の面 家庭訪問等を通してプリント配布・回収
体力の面 中学の部活動は停止・中止 各家庭での協力が必要
Q．放課後児童クラブの支援員からの声 精神的に大変
A．指導員も疲労が高まっている状況。文科省から学校の教員へ特例的に協力を依頼
する通知が来ており指導員のローテーションに教員も含めるよう進めている
Q．放課後児童クラブ ３密を避けるために空き教室の活用は
A．現在３密ということを念頭に置いて実施している。
保護者の方から健康チェック、体調状況の聞き取り、部屋の換気を１時間に数回行い、
食事時も間を空け外遊び等も多くとるようにしていく
Q．学校給食に携わっている業者さんの補償は
A．学校臨時休業対策費補助金を活用を検討、長期にわたる場合 再度検討が必要

市内小中学校 令和2年4月9日から5月6日まで休校
・学校給食の停止
・児童クラブは春休みや夏休みと同様の扱いで運用
・教育委員会所管施設については令和2年から5月7日まで休館

ｰ6ｰ

◎6月12日 ・石岡市における新型コロナウイルス感染症対策について

ｰ7ｰ
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◎6月12日 ・石岡市における新型コロナウイルス感染症対策について

ｰ8ｰ

◎6月12日 ・石岡市における新型コロナウイルス感染症対策について

ｰ9ｰ

新型コロナウイ
ルス感染症の
対応及び影響
について
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◎6月12日
・石岡市における新型コロナウイルス感染症対策について
・新型コロナウイルス感染症の対応及び影響について

Q．次亜塩素酸の効果と活用について
A．４月１０日の国の見解で有効性が確認されていない
当市としては，国が推奨する次亜塩素酸ナトリウム溶液の希釈液で消毒行い
手洗いうがいの徹底で感染予防対策を実施
Q．石岡市の場合、新型コロナウイルス対応病床について，県から打診に対応で
きない旨の回答だが、熱や症状が出た場合の対応については
A．陽性の感染者が出た場合は医療機関から土浦保健所へ報告し、入院先は保健
所と県の疾病対策課で協議。適切な医療機関に搬送して，入院・治療を行う
Q．感染未確認者の一時収容施設を県から打診されたか
A．４月７日付で県から各市町村に，公有施設での軽症者受入れ検討依頼の通知
があったが、市内では基準を満たす公有施設がないと回答

ｰ10ｰ

◎6月12日
・石岡市における新型コロナウイルス感染症対策について
・新型コロナウイルス感染症の対応及び影響について

Q．市内の病院でＰＣＲ検査や具体的な検査の訓練など対応しているところがあるか
A．新型コロナウイルスＰＣＲ検査に係る協力医療機関は情報が非公表，非公開という扱い
Q．政府配布のマスク 使わないマスクの寄附ボックスを設置しているのか
A．社会福祉協議会で預かっている
Q．全職員にマスクを配布としているが備蓄はあるのか
A．３月４月におきましては備蓄数がまだ十分ではなかったため，職員の中でも窓口業務に
対応する者に限定している
５月27日に配布した枚数１万3,500枚 順次備蓄も増やしている
Q．長期の休校で児童・生徒に不安やストレス 学びの問題はどう考えているのか
A．週一度の家庭訪問、各家庭に電話連絡、授業の進度に沿う学習プリントの配布・回収
随時学校の窓口をオープンにし、スクールカウンセラー・心の教室相談員等の活用している

ｰ11ｰ
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◎9月11日 ・新型コロナウイルス感染症対策について

ｰ12ｰ

◎9月11日 ・第27回障がい者スポーツ大会及び石岡市戦没者追悼式について

ｰ13ｰ
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◎9月11日 ・令和3年度石岡市成人式について

ｰ14ｰ

◎9月11日 ・令和2年度八郷地区合同七五三祝いの会について

ｰ15ｰ
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◎9月11日 ・新型コロナウイルス感染症に関わる行事の中止について

ｰ16ｰ

◎9月11日 ・石岡市における新型コロナウイルス感染症関連について

Q．新型コロナウイルス感染症患者に関する情報提供を迅速に詳細にできないか
患者が発生した情報と併せて回復、その後の健康状態の情報も必要である
福祉関係の施設事業者への情報提供も必要である
市内の病院のＰＣＲ検査やっているところは
A．保健所からも非公表，また医療機関からも非公表である
Q．新型コロナウイルス相談窓口の一元化の努力を要望
A．調査・検討する
Q．SＴＯＰ宣言（コロナ差別）について取り組んで欲しい
A．茨城県の動向を注視しながら進めたい
Q．感染者に対する回復の確認は行っているのか
A．保健所等の回答は非公表なので確認は取れない

ｰ17ｰ
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◎11月17日 ・石岡市における新型コロナウイルス感染症関連について

要望．コロナウイルス感染が石
岡でも増えている状況にある
地方創生特別交付金を活用して、
市民の希望者全員にＰＣＲ検査
を実施して頂けるように検討し
て欲しい

ｰ18ｰ

石岡市が実施している新型コロナウイルス感染症関連の支援について

要望．コロナウイルス感染が石
岡でも増えている状況にある
地方創生特別交付金を活用して、
市民の希望者全員にＰＣＲ検査
を実施して頂けるように検討し
て欲しい

ｰ19ｰ
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石岡市が実施している
新型コロナウイルス感染症関連の支援について

要望．コロナウイルス感染が石
岡でも増えている状況にある
地方創生特別交付金を活用して、
市民の希望者全員にＰＣＲ検査
を実施して頂けるように検討し
て欲しい

ｰ20ｰ

新型コロナウイルス
感染症について

風邪や季節性インフルエ
ンザ対策と同様におひと
りおひとりの咳エチケッ
トや手洗いなどの実施が
とても重要です。換気が
悪く、人が密に集まって
過ごすような空間に集団
で集まることを避けてま
しょう。

ｰ21ｰ
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新型コロナウイルス
感染症について

石岡市では、市内公共施設
やイベント開催時に「いば
らきアマビエちゃん」の登
録を行い、掲示しています。
市内公共施設への来所や、
イベントに参加される際に
は、感染予防のため利用に
ご協力をお願いいたします。

ｰ22ｰ
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経済建設消防委員会
委員長 髙野 要

副委員長 岡野孝雄

委員 鈴木行雄

山本 進

川井幸一

飯村一夫

鈴木康仁

1

経済建設消防委員会の所管事項

・経済建設消防委員会は、道路や下水道、公
園などの整備や都市計画に関すること、農業や
商工業の振興及び消防行政についてを調査・
審査します。

・市役所の部署で言うと、経済部、都市建設
部、消防本部、農業委員会になります。

22



2

経済建設消防委員会報告事項

・愛郷橋出張所整備事業について
・（仮称）上曽トンネル整備事業について

3

愛郷橋出張所整備事業について

23



4

位 置：石岡市高浜1335番地
建築年度：昭和53年度
構 造：鉄骨造、平屋建て
敷地面積：1,008平方メートル
延床面積：237平方メートル

愛郷橋出張所は高浜・三村・井関地区など５地区を管轄する出張所で、消防ポンプ車１台、
救急車１台、消防職員13名体制で災害対応に当たっている。

同庁舎は建築後40年が経過し、老朽化による修繕が頻繁に発生。また、敷地全体の地盤
沈下によって勾配角が大きくなり、緊急車両の出動に支障を来していることや、茨城県・石岡
市から出された恋瀬川・霞ヶ浦の水防計画の浸水区域にあることなどから・・・

早期移転が必要

愛郷橋出張所の概要

5

石岡市では保有する公共施設等を将来にわたり適正に
維持管理ができるよう、「石岡市公共施設等総合管理
計画」を策定。

上記計画と整合性を持つ下位計画として、消防施設の方向
性を定めた「石岡市消防施設等総合整備計画」を策定、そ
の中で愛郷橋出張所の移転計画が位置付けられた。

計画では、具体的に令和３年度から移転・業務が開
始できるよう明記されている。

愛郷橋出張所の移転計画

令和３年度より移転・業務
開始予定 24



6

令和元年第３回経済建設消防委員会（令和元年８月６日）
・愛郷橋出張所整備事業のこれまでの経緯（候補地選定に係る要件、選定した用地の説明な
ど）についてや、今年度のスケジュール（用地購入、実施設計など）について説明を受ける。

令和元年第７回経済建設消防委員会（令和２年２月３日）
・購入した用地の諸手続き（農地転用）や、庁舎位置のボーリング調査、実施設計に向けて
の最終調整について説明を受ける。

令和元年第９回経済建設消防委員会（令和２年３月１６日）
・用地の登記や、造成設計、実施設計が完了。今年度中の残る業務は建築確認申請のみで
あること、また、執行部より図面資料が提出され、庁舎内の具体的な配置設計や機能が説明
がされた。

庁舎の移転により職員の増員配置はあるか？質問

現時点では現行の人員を想定しているが、今後の災害状況を見て考えていきたい。答弁

委員から

愛郷橋出張所に係る委員会
の調査①

7

令和２年第３回経済建設消防委員会（令和２年６月16日）
・愛郷橋出張所整備に係る工事請負契約締結の議案を審査。
→全会一致で「原案可決すべきもの」と決した。

令和２年第５回経済建設消防委員会（令和２年９月15日）
・令和２年７月３日から工事を開始し、現在は土地改良工事や造成工事、Ｕ字構の敷設
工事がされていること、また、その様子について資料での説明を受ける。

愛郷橋出張所に係る委員会
の調査②
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8

令和２年第７回経済建設消防委員会（令和２年11月11日）
・愛郷橋出張所整備の進捗状況を確認すべく、現地調査を実施。現地では担当課からだけ
ではなく、工事の現場責任者からも話を聞くなど、その進捗状況を確認した。

愛郷橋出張所に係る委員会
の調査③

9

今後も当委員会は愛郷橋出張所が地域
の安全・安心に寄与する施設となるよう、令
和３年度の開庁までその進捗を注視すると
ともに、施設の管理・運営についても調査し
てまいります。

愛郷橋出張所について
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10

（仮称）上曽トンネル整備事業について

11

・石岡市と筑西市を結ぶ主要地方道石岡筑西線のうち、筑波山
麓を通る上曽峠区間は、狭小な幅員や急こう配に加え、冬季には
積雪・路面凍結による通行止めが発生するなど、大変利便性の低
い道路状況となっている。

・同箇所整備のため、石岡市議会では平成27年度に「主要地方道
石岡筑西線上曽トンネルの早期完成を求める決議」、平成28年度
に「主要地方道石岡筑西線上曽トンネルの早期着工を求める決
議」を決議するなど、事業の推進を求めてきました。

・この結果、平成29年度には、上曽トンネル整備事業調整協議
会が発足。同区間を合併特例債を活用した市道として整備する方
向で協議を進め、平成30年度には茨城県と整備に関する工事委
託契約が結ばれました。

上曽トンネル整備の経緯

27



12

令和元年第２回経済建設消防委員会（令和元年６月24日）
・県から詳細設計が完了し、新たな概算総事業費が123億円であること、うち石岡市分の事業
費が約71億円であることが報告された。また、令和元年度は工事委託契約として約13.2億円
が計上されている報告があった。
・さらに、現在の進捗状況として、平成30年度委託契約分の工事（トンネル坑口に至る交差
点改良工事や取付道路工事など）を発注したことが報告された。

令和元年第６回経済建設消防委員会
（令和元年12月17日）
・整備事業の工事委託契約の一部変更議案を審査
（茨城県の今年度事業費が確定したことに伴う契約変更）
→全会一致で「原案可決すべきもの」と決した。

上曽トンネル整備に係る
委員会の調査①

13

令和２年第１回経済建設消防委員会（令和２年４月15日）
・執行部から今年度の主要事業の説明があり、上曽トンネル整備事業については、工事委託費
及び架線などの支障物件移設費として10億150万円が計上されている説明があった。

令和２年第３回経済建設消防委員会
（令和２年６月16日）

委員から

上曽トンネル完成に合わせ、市民
からは上林・上曽線全線の早期着
工の要望も出ている。同路線もトン
ネル完成と同時に供用開始できるか。

質問

同路線については、令和７年度の
完成に向けて鋭意努力していきたい。

答弁

上曽トンネル整備に係る
委員会の調査②
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14

令和２年第３回経済建設消防委員会（令和２年６月16日）
・令和２年度分の上曽トンネル整備に係る工事委託契約の議案を審査
→全会一致で「原案可決すべきもの」と決した。

令和２年第８回経済建設消防委員会
（令和２年12月15日）
・上曽トンネル整備の進捗状況を確認すべく、
現地調査を実施した。

上曽トンネル整備に係る
委員会の調査③

15

今後も当委員会は（仮称）上曽トンネル
整備事業の進捗を注視するとともに、同事
業に関連する交通体系（上林・上曽線な
ど）の整備についても適宜調査してまいりま
す。

上曽トンネル整備について
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石岡市議会報告会は，過去４回開催してまいりました。残念ながら今回は，ちょう

ど１年前から全世界で猛威を奮っている新型コロナウイルスの影響により，止む無く

ホームページ上でのご報告とさせていただきました。 

 議会報告会は，日頃の議会活動を市民の皆様にご報告するとともに，市民の皆様方

から多様なご意見・ご提言をいただく絶好の機会であると捉えておりますが，残念な

がら今回は，このようなご報告とさせていただくことになってしまいました。 

 

（１）報告内容について  

今回の報告内容につきましては，これまで４回の報告会と同様に，各常任委員会か

らの報告とさせていただきました。議会活動のほんの一部とはなってしまいますが，

一つ一つの課題に対し，それぞれの委員会において真剣な議論が行われていることを，

少しでもご理解いただければ幸いです。 

本来であれば，もっと詳細なご報告が出来れば，皆様方のご理解も得られやすいも

のと考えますが，限られた紙面で制約のある中では思うようにお伝え出来ないもどか

しさも感じております。 

今回は，直接皆様方からご意見を頂くことはできませんが，メールやＦＡＸで事務

局へのご連絡や，直接，身近な議員へご意見をお寄せ頂ければ，より詳しいご説明を

させて頂けるものと考えております。 

 

（２）これからの議会報告会について 

前回での総括においても，これまでの議会報告会の在り方に対する課題をお示しい

たしましたが，今回のような非常事態への対応を含めて，一層の工夫が必要であると

痛感しております。 

これまでのような委員会活動だけの報告ではなく，議会全体としての最重要課題に

対する議論の経過報告や市民の皆様方との意見交換を中心とするなど，議会活動に対

し，深くご理解を頂くための努力をこれからも重ねていく所存でございます。併せて，

直接議会へお越し頂き，本会議や委員会を傍聴していただくこともお願い申し上げま

す。また，本会議開会中には，インターネット上での生中継を実施していますし，録

画での視聴も可能となっておりますので，是非ご活用ください。 

これからも「開かれた議会」を目指し，改善を図りながら継続的に議会報告会を開

催してまいります。 

 

令和３年２月２２日  

石岡市議会議長  池 田 正 文 

議会広報委員長  村 上 泰 道 

Ⅲ．総括 
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