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石岡市議会第４回定例会は、去る11月29日から12月21日までの

案や、石岡駅東地区に新町名を設定しようとする議案、高浜幼稚

園を東幼稚園に統合して閉園しようとする議案などが提出されま
（議案の審査結果一覧は34、35㌻をご覧ください）
した。

新町界及び新字界

案を議会へ提出しました。
これを受けた議会は、議案
を総務委員会へ付託するなど
して慎重に審査を行いました。
その結果、議会はこの議案を
全会一致で可決しました。
この新町名は、今年十月一
日から用いられます。

区画整理界

石岡駅東地区の一部に

新町名（石岡一、二丁目）を設定
りの時間を要してしまうな
ど、いろいろな方面で不便と
混乱を来していました。
このような現状、そして地
元からの要望を踏まえ、市は
同地区の一部に新町名（石岡
一丁目、石岡二丁目）を設定
することにし、そのための議

市役所
駅
石岡
ＪＲ

合併特例債活用事業

市道２路線を可決

市は、合併特例債活用事業
として整備を予定している市
道のうち、二路線の道路認定
または変更を求める議案を議
会へ提出しました。
提出されたのは、上林・上
曽線（市道Ｂ七五五七号線）
の認定、そして村上・六軒線
（市道Ａ四〇五五号線）の延
長部分にかかる変更の議案で
した。
このうち、上林・上曽線に
ついては、整備計画における
緑地帯設置の考え等について
議 案 質 疑 が 行 わ れ（ ㌻ 参
照）
、議案を付託された都市建
設委員会でも委員から意見が
出されましたが、採決の結果、
全会一致で「可決」と決しま
した。
両 事 業 の 総 事 業 費 は、上
林・上曽線が二十二億円、村
上・六軒線が四億六千万円で
すが、市の資料によると、合
併特例債と道整備交付金を活
用することにより、市の一般
財源から支出する額は、それ
ぞれ九千三百四十万円と二千
四百四十万円にとどまる見込
みとのことです。
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実施は今年十月一日から

石 岡 駅 東 地 区 に は、現 在
「石岡市石岡（旧・大字石岡）
」
という町名があります。ここ
では四桁から五桁の地番が用
いられているため、住所から
場所を特定することが困難に
なっています。
このことは、万が一の事件
や事故・火災などの際、緊急
車両が目的地を探すのにかな

年 石岡市議会

この定例会には、市長から平成18年度石岡市各会計の補正予算

第４回定例会

平成

23日間にわたって開催されました。
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Ishioka Shigikai

2

高浜幼稚園が今年度末で閉園
石岡市学校設置条例の一部を改正する条例

から提出された「幼稚園統廃
合の延期を求める陳情」を採
択し、市に対して保護者への
説明の徹底などを求めまし
た。その結果、統廃合は平成
十九年三月に延期され、今回、
いよいよそれを実施する議案
が提出されたわけです。
議案を付託された文教委員
会では、委員から「環境が変
わることについては、園児、
保護者ともに不安があると思
う。是非そのケアに努めてほ
しい」との意見が出されまし
たが、これまでの経緯もある
ことから、議案に反対する意
見はありませんでした。
そして採決の結果、議会は
この議案を全会一致で可決し
ました。
市立高浜幼稚園は、昭和四
十三年九月に創立。以来、数
多くの卒園生を送り出してき
ましたが、今回の議案可決に
より、今年度いっぱいでその
歴史にピリオドを打つことに
なりました。

議会運営委員会が議案を提出

かねてから政治倫理条例の制定について検討して
いた議会運営委員会は、第４回定例会最終日に案を
まとめ、議会へ議案を提出しました。
審査の結果、全会一致で可決となった条例の対象
とその責務は次のとおりです
―――――――――――――――――――――――
〔対象〕市長・議員・市民
〔それぞれの責務〕
市長・議員 市民の信頼に値する倫理性を自覚し、
市民に対し自ら進んで高潔性を明らかにしなけれ
ばならない。
市民 主権者として自らも市政を担い、公共の利益
を実現する自覚を持ち、市長・議員に対し、その
地位による影響力を不正に行使させるような働き
かけはもとより、道義的批判を受けるおそれのあ
る寄附行為を行ってはならない。

寺 門 信 行

氏

再任

教育委員会委員（定数五人）のうち一人の委員が任期満了
を迎えたことから、市長は定例会最終日に委員を任命しよう
とする議案を議会へ提出しました。
議会はこの議案に全会一致で「同意」しました。

教育委員会委員に寺門氏を再任

石岡市政治倫理条例を制定

◆プロフィール
園部小、園部中の校長を務められた
のち、平成十一年に八郷町教育委員に。
平成十六年に同町教育委員長を務めら
れ、新石岡市となった後も市教育委員長を務めておられた。
石岡市小見在住。

人権擁護委員の候補者

青木氏・鈴木氏を
「適任」と議決

このたび議会は、市長が青
木祥太氏と鈴木央氏を人権擁
護委員の候補者として推薦し
ようとする議案を、全会一致
で「適任」と決しました。
――――――――――――

◆プロフィール
平成三年から大増郵便局長
を務められ、平成十七年に退
職された。大増在住。
――――――――――――

◆プロフィール
葦穂小、柿岡小の校長を務
められ、平成五年に退職。平
成六年から人権擁護委員を務
めておられる。下林在住。
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氏

青木 祥太

氏

央

鈴木

東幼稚園と統合に
第四回定例会に提出された
議案「石岡市学校設置条例の
一部を改正する条例」は、市
立高浜幼稚園を閉園し、東幼
稚園に統合するためのもので
した。
この統廃合は、合併以前か
ら旧石岡市で検討されてきた
事柄で、旧石岡市は当初、平
成十八年三月に統廃合を実施
しようとしていました。しか
し当時の議会は、保護者など

▲閉園が決まった高浜幼稚園

Ishioka Shigikai

「茨城県後期高齢者医療広域連合

医療費の財源構成

高齢者の保険料 後期高齢者支援金(若年者の保険料)
１割
約４割

療広域連合」の設置のための
議案が提出されました。この
議案に対し、議員からは「後
期高齢者を別枠にする意図」
などについて質疑が行われ、
さらに最終日の採決に先立つ
「討論」においては、小松美
代子議員が次のような反対討
論を行いました。
―――――――――――――
反対討論（要旨）
後期高齢者医療制度は、医
療費の抑制、削減をねらった
改悪医療法である。後期高齢
者を国保等から切り離したも
ので、後期高齢者の医療費が
増えれば、後期高齢者の保険
料の値上げにつながる仕組み
になっている。介護保険料と
同じく、保険料はすべての後
期高齢者の年金から天引きさ
れ、その額は全国平均で六千
二百円と想定されている。
保険外診療と保険診療の併
用を認める混合診療の本格導
入も法定化され、保険証の使
えない医療が拡大される。こ
のような制度は、高齢者いじ
め以外の何ものでもない。
―――――――――――――
しかし、その後の採決の結
果、議会は賛成多数でこの議
案を可決しました。

（※注＝その他、六十五歳以
上七十五歳未満の方で、厚生
労働省令で定めるところによ
り、政令で定める程度の障害

の状態にある旨の茨城県後期
高齢者医療連合の認定を受け
た方）

平成18年10月26日に招集された第３回臨
時会には、工事請負契約の締結に関する議
案１件が提出されました。
八郷地区の下水道にかかる水処理セン
ターは、平成14年から第１系列のみが稼働
してきました。しかし、平成20年度には流
入量が第１系列の処理能力を超えると考え
られることから、計画にしたがい、今回第
２系列を増設することになったものです。
議案は、条件付き一般競争入札の結果、西松建設㈱（東関東支店（千葉県千葉市）
）
と５億4,285万円で契約を締結するという内容で、議会はこれを全会一致で可決しまし
た。
なお、この入札の予定価格は７億2,010万円。最低制限価格はその70㌫の５億407万
円、西松建設の落札価格は５億1,700万円（契約金額はこれに100分の５に相当する額
を加算した金額）でした。

設置に関する協議」を可決

「後期高齢者医療制度」が創
設されることになりました。
「後期高齢者医療制度」とは、
その心身の特性や生活実態等
を踏まえて創設される独立し
た医療制度で、対象は七十五
歳以上の方々（※注）です。
制度の財源構成は、患者負担
（一割）を除き、公費（約五
割）
、現役世代からの支援（約
四割）
、高齢者による保険料
（一割）となっています。
また、この後期高齢者医療
の事務処理に当たっては、各
都道府県ごとにその区域内す
べての市町村が加入する広域
連合を設けるよう定められて
おり、広域連合は今年三月末
までに設立する必要がありま
す。
これに基づき、第四回定例
会には「茨城県後期高齢者医

八郷水処理センター第２系列水処理施設増設工事

「高齢者の医療の確保に関する法律」第四十八条の規定
に基づき、七十五歳以上の後期高齢者医療の事務を共同処
理するため茨城県内の全市町村が加入する「茨城県後期高
齢者医療広域連合」を設置するための議案が提出され、議

公費（国:都道府県:市町村＝4:1:1）
約５割
患者負担

５億4,285万円の契約議案を可決
第３回臨時会

会はこれを賛成多数で可決しました。

後期高齢者医療制度のすがた

昨年六月、「健康保険法等の
一部を改正する法律」が公布
されました。これにより、現
在の「老人保健法」は平成二
十年四月から「高齢者の医療
の確保に関する法律」と改称
され、さらにこの法律により
【対象者数】75歳以上の後期高齢者 1,300万人
【後期高齢者医療費】11.4兆円
給付費10.3兆円 患者負担1.1兆円
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一 般 質 問

第４回定例会

石岡駅橋上化と複合文化施設建設を

両事業の一体化は困難だが、特例債

一体化すれば、経費節減が可能だ

Question

さくらい

のぶゆき

櫻 井 信 幸

議員

一日の利用者数が五千人以
上、また相当数の高齢者、障
害者の利用が見込まれるすべ
ての鉄道駅では、平成二十二
年までに原則実施するとあり
ます。石岡駅は一日六千二百
人の利用があり、この法律に
該当します。市では二十億円
の税金を使い図書館を主体と
した複合文化施設を計画して
います。必ずや無駄なハコモ
ノ行政と批判されます。駅舎
で十六億円、文化事業で二十
億円、トータル三十六億円が
必要となります。そこでこの
二つの事業を一つにすれば、
十億円ぐらいの節約が工夫次
第でできませんか。

活用についてはさらに検討したい

Answer
問 石岡駅の橋上化及び石岡
駅と高浜駅にエレベーターが
設置できないか質問します。
平成十二年に交通バリアフ
リー法が施行され六年が経過
しました。以前から駅構内の
跨線橋が高齢者や障害者に
とって不便だと伺います。駅
舎の橋上化については財政上
の問題でできないと言うこと
ですが、エレベーターの設置
を優先して出来ませんか。
バリアフリー法によると、

都市建設部長 平成十二年に
制定された「高齢者、身体障
害者等の公共交通機関を利用
した移動の円滑化の促進に関
する法律（交通バリアフリー
法）
」により、駅舎を改修する
場合には、鉄道事業者がエレ
ベーターやエスカレーターな
ど を 設 置 し、駅 の バ リ ア フ
リー化を図る必要がありま
す。当市としては、その際に
事業者が国等から補助金を受
けられるよう、平成十六年度
に「石岡市交通バリアフリー
基本構想」を策定しています。
また当市は、駅舎の橋上化や
合築駅舎化へ向け、本年度、
そこに接続するステーション
パークの人道跨線橋の耐震調
査を実施しています。
駅舎の整備には、資金の捻
出方法、鉄道事業者との事業
調整、技術的な問題などを解
決する必要があるわけですが、
今後とも早急に事業化を図れ
るよう努力していきます。
な お、Ｊ Ｒ 側 の エ レ ベ ー
ター設置に対する考えは、駅
舎の整備と一緒に実施した
い、とのことです。

市長 複合文化施設について
は、石岡イベント広場に整備
することで基本構想を策定し
ています。また合併協議にお
いては、当該施設を中央図書
館として位置づける旨の構想
となっています。
一方、石岡駅の橋上化構想
については現在、調査・検討
を進めているところですが、
駅舎の整備に合併特例債を導
入するのは困難なところがあ
ります。
これらを同時に考えること
は難しいわけですが、強いて
申しあげるなら、特例債をど
う活用できるか更に検討して
みたいと思います。

通告書の内容は

①交通バリアフリー法に伴う
石岡駅にエレベーターの設
置。駅舎の橋上化について
②空き家を活用し障害者や高
齢者のためのグループホー
ム的な施設が出来ないか
③国民宿舎を活用し、特区に
よる通信制の高校が出来な
いか
④柿岡中学校の建て替え等に
ついて
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「一般質問」で、各議員はそれぞれ数項目にわたる質問
を行っています。ここに掲載するのは、その一部を要約
したものです。

Question & Answer

第４回定例会では、22人の議員が登壇し、
市政一般に関する質問を行いました。

一般
質問

Ishioka Shigikai

Question 石岡市がリーダーシップをとり、自然と歴史、
文化を生かした中核都市をつくる必要がある

Answer 合併から一年を経過した現段階では、

新市の一体性確立が最優先すべき課題

山 口

晟

問 市町村合併について伺い
ます。
現在日本は、少子高齢化と
厳しい財政状況を克服するた
め、市町村合併によるスリム
で効率的な行政の確立を掲げ、
国会において道州制が論議さ
れております。県においては 、
元気いばらき戦略プラン地域
づくりの方向として、橋本知
事を中心に茨城の市を、県北
山間ゾーン、県北臨海ゾーン 、
県央ゾーン、鹿行ゾーン、県
西ゾーン、県南ゾーンという
形で、将来六つのゾーンにす
るプランができて取り組まれ
ております。
そこで市長にお伺いいたし
ます。私たちの石岡市は、昨
年、旧八郷町との合併により
八万三千 人(口 の)新石岡市が

あきら

議員
やまぐち

誕生し、近隣市町村も合併に
より、小美玉市、かすみがう
ら市、新土浦市が誕生し、今
日に至っておりますが、いず
れの市も合併後、いまだすっ
きりした行政になっておらな
いのが現実であります。
そこで、将来の石岡、茨城 、
さらに日本を考えるとき、昔
国府が置かれた私たちの石岡
市がリーダーシップをとり、
石岡、小美玉、かすみがうら 、
土浦市の三十万都市をつくり、
さらに、特例都市であります
つくば市、そして、阿見町、

美浦村等を含めた霞ヶ浦と筑
波山の自然を生かした、歴史
と文化、活力ある中核都市づ
くりが必要と思います。テレ
ビ等も二〇一一年にはデジタ
ル化し、時代が大きく変わり
ます。ここ四～五年の間に実
現するように、他市長との話
し合いが急務であると思いま
すが、市長のお考えをお伺い
いたします。また、市長のま
ちづくり構想をお聞かせ願い
ます。

▲「元気いばらき戦略プラン」で示す地域づくりの方向性

市長 長期的な視点から地域
の将来を考えますと、中核都
市を目指したまちづくりとい
う構想は大切であると思って
いるところです。しかし、合
併から一年を経過した今日に
おきましては、新市の一体性
の確立と、地域の均衡ある発
展、あ る い は 基 盤 づ く り と
いったものが最優先すべき課
題であると認識しているとこ
ろです。
将来の合併構想については、
多くの皆さんのご意見をちょ
うだいしながら議論を重ねた
上で、また、本年度中に策定
予定の「石岡市総合計画」に
基づきまして、大局的な視点
から熟慮すべきものだと思っ
ております。

通告書の内容は

①市町村合併について
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一 般 質 問

Question 広告収入など、
「喜んで払ってもらえ
る財源」の拡大を図るべきだ

Answer 当市としてどのような取り組みが
可能か検討してゆきたい

議員

川 村 良 一

問 「喜んで払ってもらえる
新たなる財源を…！」という
ことでお伺いします。
現在 、
「広報いしおか（全戸
配付・二万七千部）
」で毎月一
回、十五日号に一般企業等の
広告を掲載しています。掲載
料はページ最下段全体で二万
円、その半分の枠で一万円で
す。ま た、市 ホ ー ム ペ ー ジ
（ＨＰ）のバナー広告は、月
額二万円とのことです。広告
料として両者から入ってくる
のは、十八年度予算で広報紙
が百四十四万円、ＨＰが十万
円となっています。そうする
と、例えばこれを毎月二回、
広報紙の一日号にも同じ枠を
設定すれば、収入は倍になる
わけです。さらに、バナー広
告の考え方をもっと拡げ、市

の封筒、公用車、またはごみ
袋に広告を入れることも可能
ではないでしょうか。
ま た、新 聞 報 道 に よ る と
「税源移譲」における当市の
住民税増収率は県内四番目と
のことです。これは、今まで
所得によって三段階に分かれ
ていた住民税所得割の税率が、
十九年度から一律十㌫になっ
て、多くの低所得者の方の税
率が上がることが原因です。
つまり、低所得の方々から多
額の税金を取ることになって
しまうわけです。
これらのことについて、市
は今後どのように考えていく
のか伺います。

総務部長 地方公共団体が自
主的に財源確保を行い、地方
公共団体自らの責任により、
住民にとって真に必要な行政
サービスを効率的に行えるよ
う、国税から地方税へと、税
そのものの形で約三兆円の税
源移譲が行われることになり
ました。これに際し、ご指摘
のように住民税所得割の税率
は比例税率構造となり、高額
所得者の多い地域に税収が集
中することがなく税源移譲を
行うことが可能になりまし
た。ただし、納税者の方々に
とっては住民税が増えても所
得税が減るため、税の負担は
変わりません。

生活環境部長 近年、各自治
体では新しい収入確保の工夫
がなされています。そのよう
な中、ごみ袋に広告を導入す
る場合には次のような検討が
必要になります。
まず、ごみ袋は、市による
発注から納品、販売まで比較
的サイクルが長く、広告が利
用者の目に触れるまで一定の
時 間 を 要 し、即 効 性 が 低 く
なっています。このため、広
告媒体として適切かどうかと

いう点。また、広告主として
どのような業種が適当である
かという点。さらに実施する
際の作業フロー。
これらについて、今後検討
してみたいと思います。

市長公室長 市の封筒、公用
車等における広告の取り扱い
については、他市の取り組み
状況や実態を踏まえまして、
当市としてどのような取り組
みが可能であるか検討してい
きたいと思っています。

通告書の内容は

①石岡市における少子化・子
育て支援について
②喜んで払ってもらえる、新
たなる財源を……！
③ＰＤＣＡ（マネジメントサ
イクル）をどう活用してい
るのか？
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りょういち
かわむら

Ishioka Shigikai

Question 石岡駅へのエレベーター等の設置と、
市の中心市街地活性化への考え方は

Answer ＪＲは駅舎改築時に設置したい考え。

活性化へは19年度に基本計画を策定する

村 山

裕

問 ＪＲ常磐線利用の高齢な
市 民 の 方 々 か ら、エ レ ベ ー
ター、エスカレーターの早急
な設置を望む声が多くありま
す。
このことを踏まえ、石岡駅
の橋上化、駅周辺再開発構想 、
駅西地区と東地区の二分化さ
れている現況、その交流、融
合をどう図り、国が打ち出し
ているコンパクトシティ構
想、中心市街地活性化法、改
正まちづくり三法等、また、
株式会社まち未来いしおかの
事業との連携施策等、また、
石岡市の地価下落率県内随一
の現実、以上のような状況の
中、国（内閣府）の認定を要す
る計画をいつ、どのように進
めるのか。ＵＲ都市機構等の
利活用を含め市民（納税者）

ゆたか

議員
むらやま

跨線橋については、今年度耐
に理解しやすい言葉で順序立
てて説明願いたく、質問いた
震調査を行っています。しか
します。
し、この跨線橋は人が多く集
まる場所となるため、耐震の
都市建設部長 石岡駅周辺整
要求度が大変高く設定されて
備については、ＪＲ東日本、
います。この耐震補強と駅舎
バス会社、タクシー会社等と
の合築橋上化を行うと、おお
協議を行ってきました。その
むね二十億円が必要になりま
ような中、バリアフリー対策
すので、財源確保についてさ
については当該事業者が実施
らに協議して行きたいと思い
することになっており、駅へ
ます。
のエレベーター等の設置はＪ
Ｒ東日本が行うことになりま
企画部長 国は、平成十八年
す。当市はすでに国等から補
六月に中心市街地活性化法を
助金を受けるためバリアフ
改正しました。当市としては、
リー基本構想を策定している
その基本的な方針を踏まえた
わけですが、ＪＲ東日本とし
上で、平成十九年度に基本計
ては市が駅舎を橋上化した
画を策定したいと考えていま
際、一緒にエレベーター等を
す。その際に策定委員会を設
設置する考えとのことです。
置 し、商 工 団 体 と の 連 携 を
しかし、駅を改築する場合、 図っていきたいと考えていま
市が実施してＪＲに譲渡する
す。
形となるため、国庫補助を受
けたり起債等はできません。
市長 当市は、中心市街地の
平成十六年度から基金の積立
活性化を大変重要な課題と捉
ては行っていますが、十二、
え、取り組んできました。そ
三億円の費用をすべて市の自
のような中、まちづくり三法
主財源で賄うことになります （※）
が施行され、それぞれ取
ので、事業着手は予算的裏付
り組むべき課題もあります。
けができてからということに
当市としては、特に中心市街
なると思います。
地活性化プランを見直し、基
駅の東西を結んでいる人道
本計画について国の認定を得

るという考えで準備を進めて
いるところです。
ＵＲ都市機構等の利活用に
ついてご質問がありました
が、いわゆるシンクタンクに
ついてはこの見直しの中で検
討すべき課題だと考えていま
す。

（※＝都市計画法・大規模小売
店舗立地法・中心市街地活性
化法のこと。平成十八年、中
心市街地活性化法が改正さ
れ、内閣に中心市街地活性化
本部が置かれるなどした。）

通告書の内容は

①補助金行政について
②交通バリアフリー基本構想
について
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一 般 質 問

Question 19年度予算編成では、市民が「合併

して良かった」と思える施策展開を

Answer 活力を高めるため創意工夫を凝らし、
魅力的なまちづくりに努力

議員

鈴 木 光 雄

問 議員は市民の代弁者です
から、耳障りな点があるかも
知れませんがよろしくお願い
いたします。
質問の一点目は、合併して
一年が経ちましたが、制度の
違いやいろいろな旧市町両地
域の差が浮き彫りになってま
いりまして、市民の間で種々
の問題が派生してきておりま
す。
そこで十九年度の予算編成
に当たっては「市民の声を十
分に聞きながら、修正すべき
は 修 正 を し て、合 併 し て 良
かったと言えるような、将来
に夢を持てるような政策を展
開してほしい」と言う願いを
込めまして、十九年度の政策
展開の構想や予算の編成方針
等について市長にお尋ねいた
します。

二点目は、新年度予算編成
に当たっては補助金・負担金
の見直しを徹底してほしいと
思います。前の議会でも申し
あげましたように、地方分権
の時代に入って、これからの
市の役割は、政策を上から下
に流すのではなく、市民の発
想や、民間の活力ある事業を
取りあげて、政策として、県
や国につないで予算を獲得
し、その事業が成功するよう
に援助するという活動が重要
になってまいると思います。
そこで、新しい事業の展開
に当たっては、補助金や負担
金の持つ役割は大変重要であ
ります。十二月号の広報「い
しおか」にも「補助金をより
的確で効率的なものにするた
めに見直しを進めて、削減に
努めます」と書いてあります
が、この際補助金・負担金等
を総点検して、例えば事業は
総会だけという団体や、活動
もしないで既得権的に貰って
いるもの等を整理して、本当
に活動している組織や団体に
十分な補助金がわたって、活
動に役立つように配慮してほ
しいと思いますがいかがで
しょうか。市長の見解をお伺
いいたします。

市長 当市が個性豊かなまち
へと進んでゆくためには、各
種の事業計画を実効性あるも
のにしていかなければなりま
せん。また、合併の効果は市
民と行政との協働によって生
み出すものとの認識を深め、
「住んでみたい」「住んでよ
かった」と言われるようにす
ることが大切です。
したがって、平成十九年度
においては、まちの活力を高
めるための創意工夫を凝らし、
魅力的な石岡市をつくるため
の政策展開が求められていま
す。そのため、一つに「人づ
くりの視点を大切に考えた上
での市民の皆様との協働」
、二
つに「宝物である自然と歴史
を、暮らしとの調和を図りな
がら生かしていく」こと、三
つに「安らぎに満ちた生きが
いのあるまちづくり」を進め
て行きたいと思います。
そのような中、当市は今後
も引き続き厳しい財政運営を
強いられるわけですが、合併
効果による内部事務経費の圧
縮、また経常経費の更なる削
減に努め、市の全職員で事態
の変化を読みとり、幅広い視
野と斬新で柔軟な発想をもっ
て、新たな改革に向けて英知

を結集しなければならないと
思っています。
また、平成十八年十月に策
定した石岡市財政健全化プラ
ン、さらに行財政改革懇談会
からの提言書に示された数値
目標の達成に取り組みつつ、
歳出総額の抑制に努める一方、
緊急度、優先度の高い事務事
業には積極的に取り組み、適
正で効果的な財政運営を図っ
ていきたいと考えています。
次に補助金等については、
公益上、その必要があるかど
うかを判断して支出し、あわ
せてその適正化も精査してき
たところです。行政との連携
や役割分担の在り方も踏まえ、
統廃合できるもの、所期の目
的を達成したもの等について
全面的な精査をし、メリハリ
のある見直しをしたいと思い
ます。なお、補助金について
は補助金等審査委員会で審査
をしているところです。

通告書の内容は

①平成十九年度予算編成に
当っての問題点について
② 教育行政の改善対策について
③公民館活動の整合性を確保
して欲しい

9

み つ お
す ず き

Ishioka Shigikai

Question 市内小・中学校通学路の現状把握と、
安全確保のための対策は

Answer 歩道整備に努力したい。

また、学校では安全マップの作成も

こ
よ
み

議員

小 松 美代子

問 一点目は、東大橋地内で
発生した小学生の登校時の交
通事故に対する対応と、その
後、どういう対策をとられた
のか、また、通学路が安全な
通学路であるかどうかを、各
学校、各団体において点検を
どのように行ったのか、その
結果、どういう所に危険な所
があり、その対策をどう講じ
たのかについて具体的に答弁
をお願いします。
二点目は、国府中学校前か
ら幸町坂下交差点に抜ける市
道は小・中学生の通学路にも
なっている箇所ですが、この
道 路 の 一 部 分 だ け、ガ ー ド
レール設置が途切れている所
があります。道路から下の水
田まで相当な高さがありま
す。歩いてみると、更に、歩
行者がいる所に車が通行した

こ ま つ

場合には、非常に危険な箇所
になっています。どのような
理由でガードレールが設置さ
れていないのか伺います。
次に、石川地内から城南中
学校への通学路ですが、水田
の中を県道が通っており、歩
道等の必要性を以前より感じ
ていました。県土浦土木事務
所にも要請に行きましたが、
地権者の同意が得られず、拡
幅整備ができない状況にある
ようです。この地点の子供た
ちの安全な通学を保障する手
だてはないのかどうか伺いま
す。
都市建設部長 東大橋の物見
塚団地に面する市道Ａ〇一一
三号線で発生した交通事故に
ついてですが、事故後すぐに
市長から指示があり、路面の
補修と白線、事故が起きた部
分の側溝のふたについて応急
措置をとっています。
この路線については地元か
ら歩道設置の要望が出されて
いますので、今後は歩道整備
などの安全対策を進めて行き
たいと思います。
次に国府中学校通学路の件
ですが、ご指摘の市道Ａ〇一
〇九号線は、区間延長百十㍍

のうち四十三㍍のガードレー
ルが途切れています。高低差
も三～四㍍ほどあり、地元の
要望も出ていますので、早急
に対応したいと思います。
石川地内から城南中学校へ
の通学路である県道石岡・田
伏・土浦線については、平成
五年に地元から市長に陳情書
が出されたため、私どもも県
土浦土木事務所へ歩道整備の
要望書を出しています。その
後、同事務所が地元説明会等
を行ったところ、一部の地権
者からご理解が得られず、中
断してしまいました。平成十
一年にも土浦土木事務所から
歩道整備の話がありましたが、
地権者からよい感触が得られ
ず、現在まで中断しています。
同所は車両がスピードを出す
箇所ですから、市としても土
浦土木事務所と協議し、地権
者のご理解を求めながら、歩
道整備に努力していきたいと
思います。

教育長 東大橋地内の交通事
故については、事故後すぐに
校長・教頭が現場へ赴き、そ
の状況を確認しています。幸
い、事故者は入院せずに帰宅
しましたが、学校へは、家庭

訪問をして心のケアを図るよ
う指示したところです。
その後教育委員会では、児
童・生徒が交通事故に遭った
場合の学校の対応を危機管理
マニュアル等に照らして再確
認するよう、校長会等で指導
しています。
また、事故後、同方面の保
護者からバス通学の許可要望
があり、交通事情等に鑑みて
許可したところです。
各学校、団体等による点検
については、教育委員会と市
民生活課が合同で各学校に安
全マップづくりを依頼し、通
学路の危険箇所の見直しを行
いました。これには教師と子
供たち、保護者等も参加し、
実際に点検しています。また、
各学校の実情にあわせて安全
マップも作成し、活用してい
るところです。

通告書の内容は

① 公文書等の保管、管理について
②安全な通学路の早急な整備
について
③鹿島鉄道の存続について
④アスベスト問題
⑤ＪＲ東京フリー切符廃止に
関して
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一 般 質 問

Question 市民にとって、税を一元化する

「集合税」導入はメリットが大きい

Answer 先進自治体の事例を参考に、
調査研究していきたい

議員

池 田 正 文

問 財政破綻した夕張市の名
を挙げるまでもなく、現今は
未曾有の財政難時代と言われ
ています。そのような中、各
地方自治体では自主財源の確
保が焦点になり、収納体制も
重要な課題になっています。
当市は平成十八年七月、助役
を本部長とする市税等特別対
策本部を設置し、十月には徴
収対策特別班を新設したわけ
ですが、これらの取組み状況
をお尋ねしたいと思います。
また、これと併せて「集合
税」について伺います。現在 、
当市における各税の納付期限
は、法で定められた四期分納
方式を採用した上、市民税、
固定資産税などが重複しない
よう工夫されています。また
国保税については九期分納に

なっています。しかし、これ
では各期の納税額がまちまち
になるため、市民の方々は納
付を忘れてしまいやすいので
はないでしょうか。
私がご提案したい
「集合税」
は、市民税、固定資産税、都
市計画税、国保税を一つにま
とめ、それを何期かに分けて
収める制度です。これなら納
税負担も各期に分散されるの
で、市民にとって収めやすい
制度と言えるのではないで
しょうか。全国の自治体でも
少数ながら採用されています
し、当市のようにある程度徴
税事務が一元化された中では
検討すべき事柄だと思います
が、ご見解を伺います。

総務部長 市税等特別対策本
部は、徴収率向上のために差
押え等の滞納処分を強化し、
具体的数値目標を掲げ、進行
管理に基づいて滞納整理を
行っています。
具体的に申し上げますと、
これまで年一回だった納税相
談や電話催告も、十八年十二
月以降は毎週土曜日に行って
います。また、十一月に総務
部内に設置した特別班は、十
二月四日現在で四十四件、百
九十八万七千六百円を徴収
し、納付約束五十八件、納税
確約四件の実績を上げていま
す。さらに十九年二月には、
全管理職による特別滞納整理
も予定しているところです。
徴収特別対策班は、設置後
二か月間で四十二件の差押え
を行い、その件数は九月まで
の二倍となっています。
なお、滞納繰越分の徴収率
を対前年度で比較すると、平
成十七年十月分が六・二㌫、
十 八 年 十 月 分 が 六・三 二 ㌫
で、〇・一二㌫の増となって
います。
次に、ご提案いただきまし
た「集合税」についてですが、
これは市民税、都市計画税を

含む固定資産税、国民健康保
険税を、毎年度六月から三月
までの十期に分けて納付して
いただくというものです。納
税者にとっては、平均した納
税額を納付することになりま
すし、市としても納税事務の
簡素化が図れるものと思いま
す。
ただしデメリットとして、
都市計画税を含む固定資産税
の第一期の納期が、現在の四
月から六月に変更になります
と、市に財政的な問題も生じ
ます。現在、県内では古河市
が集合税の制度を採用してい
ますが、十九年度からは個別
税ごとの賦課徴収になる予定
とも聞いています。
今後、先進自治体の事例な
どを参考にして、調査研究を
して行きたいと思います。

通告書の内容は

①鹿島鉄道存続問題について
②市税等の徴収対策について
③国民保護法に基づく本市の
対応と考え方について
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まさふみ
い け だ

Ishioka Shigikai

Question いじめ対策には、子供が誰かに相談
できる環境づくりが大切だ

Answer 四つの対策を講じているほか、

ホームページでも情報発信に努める

こ
と
さ

議員

嶋 田 佐登子

問 いじめを苦にした児童・
生徒の自殺が社会問題になっ
ていますが、同じ子供を持つ
母親として、胸を締め付けら
れる思いがしています。
幸い―という言葉が適切と
は思いませんが―当市では被
害者は出ていません。しかし 、
勘違いはしないでください。
いじめのない学校はありませ
ん。報道等によれば、校長に
よる教師へのパワーハラスメ
ント、さらには教師までもが
いじめに加担する現実。この
ような中で、いじめに遭って
いる児童・生徒は、どこへ、
誰にＳＯＳを発信すればいい
のでしょう。いじめによる自
殺の未然対策には、それを誰
かに訴えやすい環境をつくる
ことが必要だと思います。
その一手段として、小学生

し ま だ

の二割、中学生の五割が利用
しているという携帯電話のＥ
メールは活用できないでしょ
うか。市内すべての小中学校
はホームページ（ＨＰ）を開
設しており、電子メールも受
信できるようです。さまざま
な問題も出てくるかも知れま
せんが、いち早い情報把握の
ためにも、これらの利用を考
えてもらえないものか、教育
長に伺います。さらにまた、
市内各校の中にＨＰの更新が
滞っている学校があります。
毎月のように更新し、情報を
発信している学校もあるわけ
ですが、この件についてもご
所見を伺います。
また併せて、スクールカウ
ンセラーの各相談窓口の利用
状況についてもお伺いしま
す。

教育長 いじめ問題について
は、大別して四つの取組みを
しています。一つ目に、文部
科学省、県教育委員会生徒指
導推進班からの指導に基づ
き、いじめは絶対起こしては
ならないこと、いじめを見逃
してはならないこと、いじめ
を受けたら必ず誰かにすぐに

相談することなど、未然防止
のための指導をしています。
二つ目に、道徳や、特別過
程の授業として、心の教育を
推進しています。これは、豊
かな体験活動による道徳性の
育成と言語活動、話し合いに
よる道徳性の育成の整合性を
図りながら学習を進めている
ものです。
三つ目は、教育相談活動の
推進です。定期的な活動はも
ちろん、チャンス相談という、
気になる子供へのアプローチ
を通したカウンセリングや、
子供からの自主的な相談に
のったりして、心のケアや訴
えに耳を傾ける取組みをして
います。
四つ目として、毎月、いじ
めの実態調査をしています。
これは各校の実情を把握し、
もしいじめがあった場合、そ
の内容、被害者へのケア、加
害者への指導などについて当
該校から回答を得、指導・助
言をしているところです。
市内八中学校に配置されて
いるスクールカウンセラー相
談窓口の利用状況ですが、総
計で平成十七年度は七百二十
九回、平成十八年度は十一月
までで五百八十六回の相談が

ありました。主な相談は、一
つに不登校傾向児童・生徒や
軽度発達障害傾向児童・生徒
の保護者へのカウンセリン
グ、または家庭生活の件、教
師との相談、保護者会等での
子育て支援講座など、さまざ
まなケースでカウンセラーに
対応していただいています。
次に、携帯電話での情報収
集、または家庭と学校の連動
ですが、各校ではＨＰを作成
しています。二十七校すべて
確認したところ、ご指摘のよ
うに一校だけ十七年度の行事
を掲載している学校がありま
したので、早速更新するよう
指示しました。今後も、各学
校にＨＰの担当教諭を位置づ
け、情報発信に努めていきた
いと思います。

通告書の内容は

①道路の維持管理について
（朝日峠）
②合併特例債事業について
（複合文化施設）
③教育に関わる問題について
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一 般 質 問

Question 施設の老朽化、児童受け入れ体勢の整備など
保育所の抱える課題にどう対応するのか

Answer 八郷地区に統合保育所の整備を進め、
０歳児保育に取り組んでいきたい

議員

岡 野 孝 男

問 保育所の現状と課題につ
いてお尋ねいたします。まず
保育所の入所状況はどうなっ
ているか、お聞き致します。
続いて保育料の適正化につい
て。これは近隣のかすみがう
ら市、小美玉市に比べ、石岡
市のほうが高いとの声が聞か
れます。高いとすれば、少子
化対策の一環として減額する
考えはあるのかお尋ねいたし
ます。
八郷地区にある柿岡、葦穂 、
恋瀬、瓦会、林の保育所と石
岡地区にある第一、第二保育
所は、築四十年近く経過して
老朽化が甚だしい現状です。
早急に改築して、健やかな保
育がなされるよう切望いたし
ます。現状認識と今後の対策
についてお尋ねいたします。

また、核家族化の急速な進
展や共働きの増加により０歳
児保育の必要性が高くなって
きましたが、石岡市では十分
な受け入れ態勢が整っていな
いと思われます。例えば瓦谷
に住んでいる人が、八郷地区
の０歳児保育は受けられず、
石岡地区の保育所に預けて小
桜の勤務先に行く。夕方は逆
コースで毎日送迎していま
す。今後、０歳児保育の希望
者が増えていくことが予想さ
れるので、受け入れ体制の充
実を図っていくべきではない
でしょうか。
最後に、延長保育の現状に
ついてお尋ねいたします。

保健福祉部長 市内の保育所
は、公立九施設、私立七施設
ございます。入所状況につい
ては、私立六施設が定員の百
十～百三十㌫、市立では、三
箇月児保育を行っている園部
保育所が定員百十名に対して
百三十六名、みなみ保育所が
定員百四十名に対して百三十
三名、七箇月児から受け入れ
ている第一・第二保育所では、
定員六十名に対して三十一
名、五十六名、その他の一歳
半から受け入れている施設の
うち四施設が定員の六十～七
十㌫です。
保育料は、国の保育料徴収
基準額表に基づいて、所得に
より七階層に区分して減免を
行っています。近隣のかすみ
がうら市等と比較すると同水
準ですが、小美玉市よりは高
めです。減額については、今
後検討していきたいと思いま
す。
受け入れ態勢ですが、年度
途中の入所希望者には臨時保
育士を雇用して対応していま
す。新年度は、待機児童の解
消に重点的に取り組んでいき
たいと考えます。また、八郷
地区にある五施設は一歳半か

ら入所を受け入れています
が、これらは老朽化や定員割
れで統廃合の話があることか
ら整備が見送られてきた経緯
があります。そのため、統合
保育所の整備を早急に進め、
０歳児保育に取り組みたいと
考えます。さらに地域子育て
支援センターも併設して、八
郷地区の子育て支援の拠点施
設として整備したいと考えま
す。第一・第二保育所も改築
の時期を迎えており、順次統
合を進めていきたいと思いま
す。
また、延長保育は民間の六
施設が取り組んでいます。公
立のうち八郷地区の保育所で
は保護者の要望等に応じて開
所時間を設定していますが、
今後とも家庭の実情を的確に
把握し、要望にお応えしてい
きたいと思います。

通告書の内容は

①保育所の現状と課題につい
て
②石岡市立小中学校適正配置
検討委員会等について
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た か お
お か の

▲柿岡保育所

Ishioka Shigikai

Question 窓口業務と行政サービス向上のために
当市はどのような対応をしていくか

Answer 事務処理の改善を指示するとともに

総合窓口化などの改善策を検討している

ていいち

議員

入 江 貞 一

問 私は窓口業務と行政サー
ビスについて質問させていた
だきます。合併にあたっては
料金は低いほうに、行政サー
ビスは高いほうにということ
で 合 併 い た し ま す。合 併 に
よってサービスの低下を招か
ないようにするということで
新石岡市が誕生発足したので
あります。しかし、福祉関係
の窓口での書類の大幅なおく
れがあり、市民より苦情申し
ただ
入れがあったので担当課に質
したところ、八郷総合支所か
ら市役所に上がった段階で書
類が何日も下積みになって遅
れたのが発覚したのでありま
す。
このようなことから、一つ
目、会社や事業所などで行っ
ているミーティングなどがな

い り え

されているのか。また、二つ
目、そのような苦情が寄せら
れたとき市長は、任命権者と
してどのように対応するの
か。三つ目、市民サービス窓
口でありますが、私がある団
体研修旅行で行ったとき「ひ
たちなか市議会だより」の見
出しに「行政サービスの向上
を目指して」とあり、その内
容は一階フロア上に窓口業務
を集約して車イスで対応でき
るローカウンターや手続き案
内を行うフロアアドバイザー
や、混雑する窓口で番号札を
発 行 し、市 民 の 皆 さ ん が ス
ムーズな手続きができるサー
ビスをしているというもので
した。当市としてもこれらを
設置する考えがあるか、お伺
いいたします。

総務部長 市民サービスは、
市民が何を求めているのかよ
く話を聞くことと、素早く対
応し、親切、丁寧に接するこ
とが大切だと考えます。本庁
と総合支所は距離もあります
ので、状況に応じて受付書類
やその内容、お客様の状況な
どをきちんと伝える必要があ
ります。問い合わせや苦情が
あったとき、担当はだれか、
現在どのような処理がなされ
ているのかなど、基本的な対
応が即座にできるようにして
いく必要もあると思います。
ご指摘の案件のように、日々
の事務連絡など基本的な点で
改善を図る必要がありますの
で、早急に対処していきたい
と考えています。
また、文書による苦情が寄
せられた場合は調査し、お詫
びを含めて文書を差し上げて
います。また、匿名の場合で
も担当部課に調査し、再度起
きないような指導を行ってい
ます。
また、新たな窓口サービス
として、業務を集中させ総合
窓口化する自治体が出てきて
います。これは、お客様の利
便性を向上させるとともに、

職員配置の効率化、能力向上
に資すると言われていること
から、当市でも総合窓口化な
どの窓口環境の改善を検討し
ているところです。

市長 福祉関係書類の不手際
につきましては、深くお詫び
を申し上げます。
本庁と総合支所との事務連
絡処理のあり方、業務内容な
ど、手続きに関する意思の統
一を図る必要があると思って
いるところです。事務処理の
迅速化、効率化に向けた改善
をさらに指示してまいるとと
もに、常日頃より全職員が市
民サービスに十分な意を持っ
て対応するよう指導してまい
る所存です。

通告書の内容は

①学校給食と食育について
②窓口業務と行政サービスに
ついて
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一 般 質 問

Question ウェルサイト石岡から東大橋へ流入する車両が増加
周辺道路の整備と今後の課題は

Answer 東大橋地内の交差点は事故の多発地点

道路拡幅や交差点整備を計画的に進めていく

最近も交差点付近で事故があ
りました。この路線を拡幅し 、
歩道を設置していただきたい
と切望しますので、市の対応
を伺いたいと思います。また 、
この路線から旭台方面にいき
ま す と（市 道 Ａ 四 〇 四 二 号
線・図③ 、
昼
) 間でも大変暗く
危険な状況です。そこで街灯
の整備についてあわせて伺い
ます。
また、ウェルサイト脇の国
問 ウェルサイト石岡のオー
道六号交差点ですが、信号が
プン以降、市内外から多くの
一箇所しかない上、渋滞し、
買い物客が訪れ、それに伴っ
国道に出る信号待ちの車が多
て東大橋方面に流れてくる車
数並びます。さらにセンチュ
両が増えてまいりました。こ
リープラザ脇の市道Ａ三一二
のことを踏まえ、周辺道路の
三号線 図(④ が)狭いために対
整備についてお尋ねいたしま
す。
向車とすれ違えず、信号待ち
東大橋地内の交差点 図①
の車に影響を与えます。そこ
(
)
で、市はどのような改善策を
から旭台方面に至る市道Ａ
とっているかお尋ねします。
〇一一三号線
さらに伺いますが、上坪か
図(② は)子ど
ら国道に抜ける市道Ａ四〇〇
もたちの通学
九号線 図(⑤ は)、改良されて
路ですが、歩
道がない上に
広く明るい道路となりました
狭く、地元の
が、六号付近の一部区間は未
懸案となって
整備で、昼間でも暗い状況で
います。車両
す。改良工事の延伸とともに、
の流入で子ど
明るく安全な路線にしていた
もたちの危険
だきたいと考えますので、今
も増し、つい
後の対応をお尋ねします。

都市建設部長 市道Ａ〇一一
三号線の歩道設置について
は、過去に要望もありました
が、流沫排水路の拡幅ができ
ず、工事に着手していません
でした。しかし、過日、児童
の交通事故があり、市長の指
示を受け早急に路面補修や白
線の引き直しを行いました。
また、東大橋地内の交差点は
事故の多発地点で、道路の拡
幅や十字路の整備事業等を
行っており、今年度は測量・
調査等を実施しています。延
長が非常に長いことから年次
計画で進めてまいります。
市道Ａ三一二三号線は、拡
幅整備を計画し、過日、測量
設計を発注しました。また、
地権者の方から用地協力につ
いてよい感触を得ていますの
で、測量が終わり次第、用地
買収を進め、早期に整備して
いきたいと考えます。
市道Ａ四〇〇九号線につい
ては、二年計画東大橋の集落
側からで整備してきましたが、
約百㍍区間の整備を残してい
ます。この区間は六号バイパ
スのアクセス道路である「蓬
来・傾城線」の計画と重なり
ますので、二重投資を避ける

ため工事を行っておりませ
ん。しかしながら、交通量が
増加していますので、周辺地
域の渋滞状況をよく調査しな
がら、整備についても再検討
しなければならないと考えて
おります。

生活環境部長 街路灯の設置
についてお答えします。ご指
摘のあった箇所は、ウェルサ
イト石岡がオープンしたこと
から交通量や人の通りが増加
し、以前と状況が変わりつつ
あります。街路灯は何灯か設
置してありますが、道路両側
の山林が明かりを遮っている
状況も見受けられますので、
実情を調査して対応したいと
考えています。

通告書の内容は

①十一月二十三日にオープン
した大型店（ヨークベニマ
ル他）の周辺の道路整備と
今後の課題について
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よしひろ

せきまち

議員

関 町 芳 弘

Ishioka Shigikai

Question 駅前・東ノ辻線の実現のため、

アルコール工場跡地の早期確保を

Answer 日本アルコール産業㈱と協議中だが、
今後も希望を伝えてゆく

議員

金 井 一 夫

も始めなければならないと思
います。そのためには市長が
政治的に決断を早くし、早期
実現のための構想を示し、事
業に入ることが大事でありま
す。この事業のための構想、
並びに事業を展開する考え方
についてお伺いしたいと考え
ます。

市長 駅前・東ノ辻線につい
問 石岡市民の三十年来の願
ては、まず都市計画の見直し
いであった朝日トンネルと駅
を行い、現在二十五㍍ある幅
前・東ノ辻線の事業が、合併
員を十七㍍に変更したいと考
特例債追加事業として二路線
えています。また、村上・六
採択され、合併に関する幹線
軒線との接続部についても、
道路緊急支援事業の対象路線
現在計画している場所でよい
として、県の認定を受け、財
のかどうか、つまり既存道路
源の見通しが立ち、平成二十
を利用できる場所にすべきで
年に事業に入ることになりま
はないか等を含め、再検討す
した。駅前・東ノ辻線は、移
べきだと思っています。
転対象家屋も沢山あり、用地
アルコール工場跡地の取得
買収には、代替地を用意して 、
計画については、同跡地を管
すぐにとりかからなければ、
轄する日本アルコール産業株
七年間で完成することは不可
式会社、通称ジェー・アルコ
能であると考えます。石岡市
に と っ て 最 も 経 済 効 果 が 多 （ J.alco
）と（昨 年）六 月 に 協
く、まちづくりには欠かせな
議 の 場 を も ち ま し た。こ の
い道路であるとも考えます。
際、駅前・東ノ辻線について
そのためには、まずアルコー
説明を行い、続いて十二月五
ル工場跡地を市がいち早く取
日に二度目の協議を行ってい
得、又その他の代替地の取得
ます。

相手方によると、アルコー
ル工場跡地については多くの
企業や団体から問い合わせが
あるとのことです。しかし、
用地の一括売却は考えておら
ず、土地を貸し付ける形で進
めて行きたいとの希望をもっ
ていました。
このようなことから、当市
としては「駅前・東ノ辻線の
事業化に伴い、代替用地の確
保、あるいは公園用地として
（アルコール工場跡地の取得
を）希望する」と伝えたとこ
ろです。
駅前・東ノ辻線を整備する
場合、路線上には四十五世帯、
約百五十人の地権者がおられ
ます。これらの方々に対する
代替地確保のため、市として
は、早い時期にジェー・アル
コに面積や用途など具体的内
容を示し、さらに予定路線の
周辺用地等についても、具体
的に取得を希望していきたい
と考えています。
なお、駅前・東ノ辻線の経
済効果については、八郷地区
から石岡地区への交流アクセ
スが拡大し、さらに、村上・
六軒線が百里飛行場方面に延
伸されれば、沿線遊休地の有

効活用が図られ、人や物、情
報等の流れが大きく変わり、
当市の活性化につながるもの
と考えています。私としては、
駅前・東ノ辻線の実現に向け、
何としても実現すべく、全力
で対応していきたいと思って
います。

通告書の内容は

①駅前・東ノ辻線の早期実現
のための構想はないのか

ＪＲ石岡駅

駅前・東ノ辻線

アルコール工場
跡地

か ず お
か な い
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一 般 質 問

Question 「ひまわりの館」の運営には抜本的改革が必要
閉鎖も視野に入れた決断を

Answer 市民の方々に喜んで利用してもらえるよう
安全で、安心な施設にしていきたい

藁 科

登

問 ふれあいの里石岡「ひま
わりの館」のこれからの運営
についてお伺いいたします。
ハコモノ行政がどんなもの
であるかは、夕張市を例に取
れば、債権団体という大変な
リスクを市民が負わなければ
ならないことは周知の事実で
す。行政側はややもすると上
司からの、また議会の議決事
項だからと、心が通わない市
民のための行政が行われてい
ないのではないか。今回あえ
て過去のレジオネラ大惨事に
触れるのはなぜか。それは教
訓を生かせていない行政への
残念さであります。運営を続
けるのであれば業者への丸投
げを改め、職員が各地の循環
浴室を視察に行くとか、企業
団の水ばかりでなく抜本的な

改革、深井戸を掘り充分な湯
量で安心な浴室にするとかし
ないことには客は減るばかり
で運営困難になり、聞くとこ
ろによるとレストランも年度
内で撤退とか、また年間一億
数千万円の経費がかかってい
るのであるならば閉鎖すべき
であると、それが市民に対す
るまさに行財政改革ではない
でしょうか。やめることは大
変勇気のいることですが、計
数ばかり追って市民のために
ならないものであれば、生き
方を決定する時期にきている
のではないですか。執行部の
前向きな決断をお伺いしたい
と思います。

保健福祉部長 ふれあいの里
石岡の今後の管理・運営につ
きましては、利用者の確保を
図るためさらにＰＲに努める
考えでおります。また、維持
管理につきましては、職員一
丸となって、万全を尽くし管
理に当たることで、今後、さ
らなる市民の方々の利用を高
めるように頑張ってまいりた
いと思います。

市長 ひまわりの館につきま
しては、今後、より一層の安

全 と、安 心 を
持って利用して
いただけること
を第一に、さら
には一層喜んで
利用してもらえ
る施設にしてい
きたいと考えて
おります。
今後のあり方
についても決し
て現状のままで
いいとは思って
おりません。さ
らにあり方、機
能等も含めて、
模索して実行し
てまいりたいと
思っています。

通告書の内容は

▲ふれあいの里石岡「ひまわりの館」

①ふれあいの里石岡ひまわり
の館の運営について
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のぼる

議員
わらしな

Ishioka Shigikai

Question お祭りにおけるごみ対策とその問題点について
改善に向けてどのような検討をしたのか

Answer お祭り期間中に生じるごみは毎年の懸案事項
関係団体の協力を得ながら対策に努める

よ し お

議員

金 子 悦 郎

問 ごみのポイ捨て対策につ
いて伺います。
駅周辺のごみ分別について
で す が、石 岡 駅 前 の ス テ ー
ションパークには燃えるご
み、ビン、缶類などに分別す
るごみ箱がありますが、ペッ
トボトルについては、市で分
別収集を行っているにもかか
わらず分別のごみ箱はありま
せん。このことについて、担
当者はどのような見解をお持
ちかお尋ねします。
次に石岡のおまつりにおけ
るごみ対策ですが、この問題
は、国 府 中 学 校 で 行 わ れ た
「少年の主張」の優秀作品の
なかでも取り上げられ、中学
生も真剣に考えていることが
伺えます。誰かがごみ拾いを
すれば、きれいにされたとこ

か ね こ

ろにはごみを捨てにくいとい
う心理が働きます。私は、市
民の見ている前でごみ拾いを
することが 、「捨ててはいけな
い」という意識付けになると
考えます。そのようなことを
踏まえ、お祭りにおけるごみ
対策とその問題点についての
検討内容、今後の意気込みに
ついて伺いたいと思います。

都市建設部長 駅周辺のごみ
箱については、ペットボトル
の分別がなかったため、ごみ
の収集に当たっている作業員
が回収したごみを分別して処
分場へ搬出しておりました。
今後は、ステーションパーク
にペットボトル専用のごみ箱
を設置していきます。しかし、
都市建設部で管理する公園や
緑地の中で、ごみ箱を設置し
ているのは九箇所のみです。
利用者の持ち帰りを原則とし
ていますので、市民の理解を
いただけるようＰＲに努めて
まいります。
経済部長 お祭りのごみ問題
については、毎年頭を悩ませ
ています。露店商にはごみ袋

を配布して回収にあたり、参
加町内にはごみ持ち帰りの周
知をしてきました。「少年の主
張」の作文の中でも、ごみ箱
を数多く設置してはどうかと
指摘がありました。また、常
時ごみ拾いをして歩くことも
考えられます。これらについ
ては、交通規制時間内の回収
や集積所問題などさまざまな
課題がありますので、十分に
検討していきたいと思います。
ま た、お 祭 り を 見 る 人、実
施・参加する側のマナーそれ

ぞれが改善されて
はじめて、ポイ捨
てのないお祭りに
なると思いますの
で、啓蒙活動にも
取り組まなければ
ならないと考えま
す。今後、関係団
体の協力を得なが
らごみ問題の解決
に向けて取り組
み、子どもたちが
安全できれいなお
祭りとして誇れる
ような「石岡のお
まつり」にしてま
いります。また、
他市のお祭りの状
況等を十分調査し、どうした
らごみのポイ捨てがなくなる
のか、方策を検討してまいり
ます。

通告書の内容は

①落書き、ごみのポイ捨て対
策について
②スポーツ振興策について
③子供へのいじめ対策につい
て
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一 般 質 問

Question 放課後学級に関する新たな国の施策が打ち出されたが
当市ではどう対応していくつもりなのか

Answer 現在、12の小学校区で学童保育を実施している

各校の状況に即した事業のあり方を検討していく

議員

菱 沼 一 夫

問 放課後学級についてお伺
いをいたします。
昨今、学校教育、そして子
どもたちを取り巻く社会環境
が著しく悪化をしております 。
連日のように、マスコミによ
る報道は、なんとも悲しい限
りであります。
そんな中、国は教育基本法
改定に向け審議を重ね、一方
では安倍首相直属である民間
有識者による教育再生会議な
るものが誕生しました。この
会議には、マスコミ等でも有
名な、あの義家弘介氏も名を
連ね、担当室長を務めている
とのことです。大いに期待を
持って見ているところです。
そんな折、文部科学省、厚
生労働省は、来年度から全国
すべての公立小学校で、放課

後も子どもたちを預かること
を決めたと、報道されました 。
ここで特筆されることは、教
育部局と福祉部局との連携で
あります。
現在、石岡市では学童保育 、
いわゆる児童クラブが保健福
祉部局により実施されている
ところです。私は反対でした
が、本年度からは有料化にな
り一層充実された事と思われ
ます。これらを踏まえて、現
存の児童クラブの様子、活動
内容、加えてこれからの見通
しについて、保健福祉部長よ
り答弁をいただきたいと思い
ます。
そしてこの新しい、国の目
指す放課後学級について石岡
市はどのような対応をするの
か、市長、教育長より所見も
含めまして答弁を求め、質問
を終ります。

保健福祉部長 当市では、学
童保育を十二の小学校区で実
施しています。このうち北小
と杉並小は専用施設で、林小、
関川小は地区公民館、ふれあ
いセンターで開設していま
す。十二月現在の入所児童数
は三百九十四名、各児童クラ
ブに四名から九名の指導員を
配置し、午後六時半まで開設
しています。その際の時間の
過ごし方は、まず宿題を行い、
おやつを食べてから、天気の
よい日は校庭で、雨の日は室
内で遊びながらお迎えを待ち
ます。瓦会・小桜・三村小の
保護者からも開設の要望があ
りますので、現在、各学校と
相談しているところです。
放課後対策については、八
月に国から新たな施策として
「放課後子どもプラン」が打
ち出されました。これは、文
部科学省と厚生労働省で別々
に実施していた各施策を、平
成十九年度より一体的あるい
は連携して実施する総合的な
放課後対策事業です。このプ
ランは教育委員会が主導し、
保健福祉部と連携を図り、進
めていきたいと思います。

教育長 現在、当市では学童
保育事業に積極的に取り組ん
でいます。しかし、全小学校
では実施していない状況で
す。国の示す新たな事業の詳
細について未だ明らかとされ
ていませんが、各小学校の状
況に即した事業のあり方を検
討すべきと考えます。来年度
には運営委員会を設置し、現
況をよく検討してプラン作成
に当たりたいと考えます。

市長 石岡市における今後の
考え方ですが、現在実施して
いる学童保育を充実させると
ともに、来年度は放課後対策
事業について各小学校の実情
を把握し、実施プランを作成
する運営委員会を立ち上げた
いと考えています。

通告書の内容は

①教育再生会議が示す放課後
学級とは
目的、開設日、活動内容 、
場所、指導者、運営方法、
現在実施されている児童ク
ラブ
（ 学童保育 ）
との違い
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い ち お
ひしぬま

Ishioka Shigikai

Question 窓口対応など基本的な対応ができずして
市民の理解や信頼は得られない

Answer 接遇研修を実施するとともに職員相互で

日々チェックできる環境づくりに努める

のぶひさ

議員

磯 部 延 久

問 景気回復傾向にあるとは
いえ、現実にはまだまだ厳し
い経済環境にあり、失業者や
生活不安にあえぐ人が多くい
る中、公務員は遅刻や早退と
いった勤務状態がまかり通る
という悪評が立ち、また、管
理職職員が病気休暇を理由に
長期欠勤する自治体もあった
りと、今や公務員には何かと
大きな注目がされておりま
す。
当市においても、一部の職
員と思われますが、その言動
に市民から不評が出ておりま
す。中でも窓口での対応や、
特に顔の見えない電話対応で
は、自分の名前や課の名前も
告げず、
また 、「たらいまわし」
や、
「長く待たせる」等の不満
が多く聞かれます。

い そ べ

市長は市民との協働による
地域づくりを提言されますが、
このような初歩的対応ができ
ずして市民の理解や信頼は得
られません。今や行政の最大
課題は、財政の健全化、行政
の改革にあるわけですが、こ
のような基本的な事を実施で
きずして、住み良い地域づく
りはできないと考えます。当
市では多くの予算を計上し職
員研修を実施していますが、
公務員というより社会人とし
ての初歩的接遇研修やそれぞ
れの役職に応じた教育研修が
必要課題と考えます。
以上をどのように認識され
ているのか、また、今後の対
応についてお尋ねします。

総務部長 職員の執務上にお
ける市民への対応についてお
答えします。
受話器をとってから置くま
での一連の電話応対は、職員
としての基本中の基本として
身につけていなければならな
いものでありますが、課の名
前も受けた職員の名前も名乗
らない、長く待たせる、たら
いまわしをするなど、市民か
ら苦情が寄せられています。
このような状況から、毎年、
電話応対を含めた接遇研修を
実施しています。また、来年
度には接遇意識改革研修とし
て、基本的マナーの実習とあ
わせ、現場での点検や実地指
導も取り入れるなど、実益性
を高めた研修を実施したいと
考えています。
研修担当部局としては、研
修で習得したマナーがきちん
と身につき、周囲の職員まで
波及することを期待している
わけですが、そのためには、
研修が個々の職員のレベル
アップに確実につながること、
職場単位でのマナー向上に向
けた取組みが必要です。そこ
で、今後は、研修成果を課内
職員に伝達する職場内研修を

実施していくとともに、接遇
に対して職員相互で日々
チェックできる環境づくりに
努めたいと考えています。

市長 職員の接遇能力の向上
を図ることは、業務の円滑な
遂行や市民との信頼関係を構
築するという観点から大変重
要な課題です。接遇研修のさ
らなる充実と、日常的な業務
の中で管理職全員が規範を示
しながら、組織ぐるみで取り
組んでまいるよう、職員に指
示していきたいと考えていま
す。

通告書の内容は

①行政財産
（ 市有財産 ）
の管理
及び処分時の対応について
②職員の執務上に於ける市民
への対応について
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一 般 質 問

Question 市民の健康があらゆる施策の基本
健康都市宣言をする考えは

Answer 新石岡市になり現在都市宣言がない状況
基本構想策定後に検討したい

議員

菱 沼 和 幸

問 本年も師走に入り残すと
ころ十八日余り。よく言われ
るように「終わり良ければ全
てよし」とあります。年末年
始に向かって急増する、巧妙
な手口の振り込め詐欺に、健
康に、火災に、交通事故等に
は、十二分に注意していただ
きたいと思います。
まず始めに健康都市宣言に
ついてお伺いします。全国に
は「健康都市」を目指した基
本構想を持ったり、健康都市
宣言を掲げた自治体が数多く
あります。中でも仙台市は昭
和三十七年になされておりま
す。石岡市は、昨年十月一日
に八郷町と合併し早一年二箇
月が経過。これまでに健康都
市を目指した宣言は行ってお
りませんし、基本構想におい

て「総合的な健康」というこ
とに関して大々的には取り組
んでこなかったように思いま
す。
市民の健康があらゆる施策
の基本に置かれているのは当
然であります。この当然のこ
とが、都市を挙げて取り組ま
ないと市民の健康を守ること
ができなくなるのではないか
と懸念されます。
県内の状況についていただ
いた資料では、取手市だけが
健康づくり宣言をしておりま
す。四十四市町村のうち近年
合併で九市町は空欄となって
お り ま す。石 岡 市 に お い て
「総合的な健康都市」を宣言
してはどうかと提言したいと
思いますが、市長の見解をお
伺いします。

市長 旧石岡市には、交通安
全、青少年非行化防止、非核
平和、青色申告、納期内納税
完納、ゆとり宣言の都市宣言
がありましたが、旧八郷町で
は都市宣言はされておりませ
んでした。現在、都市宣言に
ついては合併協定により、新
市において検討することとし
たために、旧石岡市時代の都
市宣言がなくなっている状況
です。都市宣言は、市民の意
識の高揚にもつながり、具体
的な施策の推進にも活用する

ことができると思って
おります。
このたびご提案の健
康都市宣言は、新石岡
市の目指す総合的な施
策の展開を行うことが
求められる都市宣言で
あると思っておりま
す。今、石岡市は、両
市町の一体性の確立
と、安心と安らぎに包
まれた生きがいのある
まちづくりを基本理念
に、市民福祉の向上の
ため、総合計画を策定
しているところでござ
います。この総合計画
基本構想の策定をした
後に、新市における都市宣言
につきまして、検討をしてま
いりたいと思っております。

通告書の内容は

①健康都市宣言をめざして
②地産地消の推進について
③教育行政について
④地方行革の次なる取組みに
ついて

21

かずゆき
ひしぬま

Ishioka Shigikai

Question 朝日トンネルの事業化が現実のものとなり

乱開発等を防止するための法整備が必要ではないか

Answer 観光振興だけでなく環境保全を図る必要がある

都市計画法に基づく制度の運用を検討していきたい

しげいち

議員

塚 谷 重 市

問 市のマニフェストの一つ
である「歴史と自然」を融合
させた中核都市づくりについ
て伺います。
長年の夢であった朝日トン
ネルが、事業実現の運びとな
りました。当市にとって、つ
くば市、土浦市との連携によ
る医療・教育・福祉・観光・
文化などの人的交流が、地域
活性化の大きな起爆剤となっ
ていくことは間違いありませ
ん。
しかし一方で、デメリット
の部分も生じてくることと思
います。例えば、環境豊かな
八郷地区に移り住む方が増加
すると予想されますが、そう
したときに、必ずしも地域の
景観にあった建物を建てると
は限らず、土地の乱開発も想

つ か や

定されます。トンネルが開通
してからでは手遅れになりま
すので、乱開発の規制に関す
る条例や景観条例等による法
的規制を、市が直ちに行って
おく必要があると考えます。
この点について、どのような
考えをお持ちなのか伺います。
次に、中核都市づくりを踏
まえた消防防災体制について
伺 い ま す。合 併 後、消 防 署
員・団員の出動態勢や応援体
制が整備されていると聞きま
すので、その内容をお尋ねし
ます。特に、合併後の消防体
制により、市民生活のどんな
ところで効果が得られている
のか、伺いたいと思います。

都市建設部長 つくばエクス
プレス開業以来、筑波山が大
変注目され、地域の観光振興
に努める一方で、美しい景観、
自然環境の保全を図っていか
なければならないと認識して
います。現在、八郷地区は建
築物の用途上の制限がないた
め、ト ン ネ ル 開 通 に よ る フ
ルーツライン沿いの乱開発が
懸念されているわけです。そ
こで、制限すべき特定の建築
物等の用途の概要を定める
「特定用途制限地域制度」の
活用や、景観行政団体として
景観計画を策定するなど、都
市計画法や景観法に基づく制
度の運用も検討していきたい
と考えています。

消防長 合併後の消
防体制ですが、一本
部・二消防署・一分
署・二 出 張 所 と な
り、消防吏員数は百
三十名です。消防団
については、十八年
四月に石岡市消防団
として一本化され、
十八分団、六百四名
の体制です。
災害の際の出動態

勢は、八郷地区で火災が発生
した場合、従来、消防車両二
隊・救助工作車一隊・救急車
一隊、合計四隊が出動してい
ましたが、合併後ははしご車
の同時出動も可能な体制とな
り、災害発生と同時に六隊の
消防車両が出動可能となりま
した。これにより、被害の拡
大防止に努めることできると
思われます。
また、救急要請があった場
合についても、合併前の八郷
地区で現場到着時間が平均十
分であったものが、合併後は
六分三十秒に短縮されまし
た。一刻を争う救命措置を速
く実施することが可能になっ
たことは、救命率の向上につ
ながるものと思います。

通告書の内容は

①石岡市のマニフェストの一
つである「歴史と自然」を
融合させた中核都市の構想
に基づく関連質問、合併後
の消防防災体制について
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一 般 質 問

Question 総合計画や施策評価、組織体制の整備など

各種課題の整合性をどう図っていく考えか

Answer 行財政改革大綱や総合計画実施プランなどの

諸計画を総合的に進めることで整合性を図る

議員

前 島 守 雅

問 現在、新市の将来ビジョ
ンを示す「新総合計画」が作
成されているわけですが 、「総
合計画」は、市民や職員の参
画なくては他の自治体と大差
のない内容となりがちです。
そのような計画は行財政改革
との整合性も失われ、まちづ
くりや財政の健全化が絵に描
いたもちになるものと考えら
れます。
また、各種課題の中で自治
体間競争に打ちかつために
は、
「石岡市スタイル」という
べき特性が必要です。政策・
制度を開発する
「ビルド能力」
と、地域特性を生かした「質」
の整備、また、それに伴った
発想の転換と従来制度のスク
ラップアンドビルドの加速化
が求められています。そのよ
うなことを踏まえ、新総合計

画に対する市長の考えを伺い
ます。
自主財源の大幅な増加が見
込めない中で、政策制度の見
直しは不可欠であり、その方
策として「政策評価」があり
ます。この評価体系は、総合
計画の施策、事務事業とリン
クさせてはじめて効果の実証
が可能です。したがって、評
価を新総合計画と同時にス
タートさせるべきと考えます
が、市長はどうお考えですか 。
また、あらゆる計画を確実
に実施していくためには、全
職員の意識改革はもちろんの
こと、計画に伴う組織体制の
整備が必要です。このことに
ついても伺います。
以上の点は、いずれも市の
重要課題であり、トータルに
機能しなければ効果が期待で
きないものです。そこで、ど
のように整合性を図り、実効
性のあるものとしていくのか、
考えを伺います。
市長 現在策定中の総合計画
は、人口減少社会を迎える中
で策定される初めてのまちづ
くり計画です。まちの活力を
高める創意工夫を凝らし、総
合計画審議会の意見をいただ

きながら策定を進めています。
市民との協働、自然、歴史、
暮らしとの調和を図りながら
生かすこと、安らぎに満ちた
生きがいのあるまちづくりを
進めることを基本理念とし
て、合併後の真の一体感醸成
を目指して施策を進めていき
たいと考えています。また、
行財政改革は地方自治推進の
上での基本ですので、常に取
り組むべきと考えます。
行財政改革と総合計画、職
員の意識改革等は、行財政改
革大綱などの諸計画や方針、
指針を総合的に進めることに
より、整合性を図ることがで
きると考えています。

企画部長 総合計画は、単な
る計画書づくりに終えること
なく、策定の過程を注視し、
実効性のある計画内容とし、
適切な進行管理に努めること
が不可欠です。そのため、施
策の目標と事業の展開方向を
示し、成果指標を選定して現
状値と目標値を明記する、目
標管理型を基本といたしま
す。このような中、行財政改
革実施計画の実施項目として
行政評価制度の導入を挙げ、
平成二十年度実施を計画して

います。そのため、十九年度
にはシステム確立に向けて、
政策や施策、事務事業体系の
整理や庁内の体制づくり、進
行管理システムの構築などを
検討しています。事務事業を
しっかり評価しなければ施策
を評価できませんので、まず
は事務事業の評価からスター
トさせたいと考えます。
総務部長 組織機構の見直し
は、現在、事務改善委員会で
検討を行っています。検討の
方針として事務事業の内容、
計画及び進捗度を勘案しつつ、
集中改革プランや定員管理化
計画に基づいた課所数の削減
を図るよう進めています。収
税対策や行財政改革、重要施
策を推進する体制の拡充、団
塊世代の大量退職などに対応
し得る組織などを検討しなが
ら、定員管理と機構改革の見
直しを図り、十九年四月には
見直していくよう進めている
ところです。

通告書の内容は

①新総合計画及び行財政改革
の考えについて
②石岡駅の橋上化について
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もりまさ
まえしま

Ishioka Shigikai

Question 地方自治法改正で助役・収入役が廃止となる
副市長をはじめとする新たな体制の考えは

Answer 現在、情報収集や調査研究をしているところ

法改正の趣旨などを踏まえ引き続き検討していく

たかもと

議員

前 島 孝 元

問 平成十八年六月七日公布
によりまして、地方自治法の
一部改正が行われました。こ
れを受けて各自治体では、そ
れぞれの期日（施行日・平成
十九年四月一日）までに順次 、
条例改正を行うことになりま
す。今回の改正の一番のねら
いは地方公共団体の三役とい
われる方々の仕組みを改正
し、組織運営面において自主
性、自立性の拡大を図りなが
らマネジメント機能の強化を
図ることが最大のねらいであ
ると思います。そこで伺いま
すが……
収入役、助役を廃止して新
たに副市長を設置することに
ついて、この改正を受けて市
長のトップマネジメントがど
うあるべきか、条例改正を受

まえしま

けて今後、条例化に向けて市
長はどのような体制を考えて
いるのか。また、今度は収入
役に代わり会計管理者を置く
ことになりますが、収入役は
これまで特別職・三役として
任命に際しては議会の同意が
必要であったわけですが、同
じ権限を有するものが今度は
市の職員の中から会計管理者
に任命され、議会の同意は必
要ないことになります。この
ことによって議会との緊張関
係が低下することが懸念され
ますが、執行部の考えを伺い
ます。

総務部長 地方公共団体の会
計事務につきましては、近年
の出納事務の電算化の進展、
監査制度や情報公開制度の充
実により、必ずしも特別職で
ある収入役制度によらなくて
も会計事務の適正な執行を確
保することが可能であると考
えられるようになったことか
ら、今回の改正になったと受
け止めております。
このことにより、一般職に
よる会計管理者を置くことに
なりますが、決算に対する議
会の認定や、例月監査時にお
ける議会選出議員による監査
など、議会のチェック体制は
現行のまま維持されておりま
すので、内部のチェック体制
に対する緊張関係が低下する
ことはないと考えています。

市長 今回の地方自治法の改
正により、副市町村長の職務
としては、長の補佐、職員の
担任する事務の監督といった
現行の職務形態に加え、市町
村長の命を受け政策及び企画
をつかさどること並びに長の
事務の一部について委任を受
け、自らの権限と責任におい
て事務を執行することが明確

に位置づけられました。この
改正を受けてのトップマネジ
メントのあり方と体制整備、
また、副市町村長の体制運用
ということですが、改正法の
成立後、現在情報収集や調査
研究をしているところで、法
改正の趣旨、類似団体との比
較、あるいは市民の意見等を
参考にし、引き続き検討して
まいりたいと考えておりま
す。

通告書の内容は

①地方自治法の一部改正に伴
う、当市の基本認識と考え
について
②産業廃棄物の不法投棄や残
土の無許可埋め立てへの現
場立ち入り調査権限の併任
辞令の交付について
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一 般 質 問

Question 地方分権における当市独自の財源確
保と行政評価に対する考えは

Answer 行政評価実施の体制整備を図るとともに、
新たな財源確保策の導入も検討していく

議員

德 増 千 尋

問 地方分権は当市が国や県
と対等の立場になることです 。
当市独自の政策の確立、交付
税や補助金への依存体質から
の脱却が早期に求められます 。
交付税や補助金が減少、廃止
されていく中で、市民サービ
スを充実させるために、市独
自の財源がなければなりませ
ん。税収面において当市の現
状では急激な増加は見込めま
せん。人口は減少しておりま
す。新たな財源を求めること
が急務です。市長は交付税依
存体質からの脱却、それに伴
う新たな財源の確保について
どのようなお考えをお持ちか
お伺いいたします。
行政評価と予算編成につい
てお聞きします。現在、予算
編成査定が行われています。

前年度比四㌫減で要求すれば、
査定は行われないようです。
それは単なる一律減の査定で
あって、市民サービスにどれ
だけ財源を投入し、どれだけ
の成果が上がったのかを評価
したものでありません。コス
トと成果を評価し、目的が達
成され必要でない事業は廃止
し、さらに発展させるべき事
業は拡大する。その評価結果
を次年度予算に反映させる。
これが行政評価による枠配分
予算です。各部が配分された
予算の範囲内で予算編成をす
る。それを実施しないで単純
に一律四㌫削減というので
は、いつまでも不要な事業が
続いたり補助金が惰性で続く
ことになりかねず、職員のコ
ストや市民サービスに対する
意識改革は出来ません。市長
は行政評価と枠配分予算につ
いて、どのようにお考えかお
聞きします。

企画部長 新たな自主財源の
確保についてのご質問ですが、
厳しい財政状況を克服し、将
来にわたり安定した財政運営
を行うには、歳出の見直しと
同時に収入の確保に努めるこ
とが不可欠です。これまでも
市有地における未利用地の売
却やバナー広告等の掲載など、
財源の確保に努めてきたとこ
ろですが、新たな財源確保策
の導入にも積極的に取り組ん
でいく必要があります。現在、
行政改革プランの実施計画が
策定されておりますが、この
ほかにも余剰施設の売却や貸
し付けなど、今後施行されま
す地方自治法の一部改正も踏
まえ、本市においてどのよう
な取り組みが可能であるか幅
広く検討してまいりたいと考
えております。

市長 行政評価につきまして
は、新市においてはまだ取り
組んでいない状況ですが、新
市建設計画における実施計画
のヒアリングや私の査定を通
しまして、現在予算編成に臨
んでいるところでございます。
現在策定されている総合計画
は、評価を実施することを前

提として策定されております
ので、行政評価システム作り
とマニュアル化を来年度の予
算で対処してまいりたいと考
えております。
また、枠配分につきまして
は、前年度予算額における経
常経費の四㌫削減の枠配分を
したところです。そのような
中、補助金の削減等にも当然
対応していかなければならな
いと考えておりますが、補助
金審査委員会等の状況を踏ま
え、一律に機械的な削減のや
り方ではなく、真に必要なも
の、そして事業計画、
目的の達
成されたものなどをよく精査
し、関係する補助先とも連携
しながら削減を実施するとい
うやり方を指示しているとこ
ろです。

通告書の内容は

①行財政改革と行政評価につ
いて
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ち ひ ろ
とくます

Ishioka Shigikai

Question 市民の声に耳を傾け、市長などの

特別職や議員の給料は削減すべきだ

Answer 給料額は第三者機関が決定。ただし、
特別職は臨時特例で給与を減額中

よねぞう

議員

鈴 木 米 造

問 いま石岡市は、市内に住
むお年寄り、女性、子供たち
が明るく、楽しく、安心して
暮らせるようにするための変
革期を迎えています。そのよ
うな中、私は市民の立場で、
市民の声を代弁したいと思い
ます。
皆さんご存じのとおり、新
市が発足して一年余りが過ぎ
ました。しかし「八郷と石岡
が合併して良かった」という
声は少ないのが現状です。私
が八郷地区を歩いて聞こえて
くるのは「合併して得をした
のは議員だ」という声です。
これはつまり、合併によって
給料が上がったということを
言っているわけです。
市 民 の 皆 さ ん は、
「合 併 に
よって手数料や使用料、税金

す ず き

などが上がった」と嘆いてい
ます。このような市民の声、
そして行財政改革の観点から
も、私は議員自身が報酬額を
削減し、また市長、助役など
市特別職も自ら給料を削減す
べきだと考えます。それが、
市民の期待に応えることにも
なると思いますが、いかがで
しょうか。
たとえ合併協議会が議員報
酬や特別職の給料の額を決め
たとは言え、同じく合併協議
会が決定した農業委員会委員
や市議会議員の定数は、すで
に削減を実施しています。
市長は、この給料削減につ
いてどのように考えているの
かお伺いします。

市長 議員の報酬額について
は、合併協議を行っている際
に第三者機関を設置してご検
討いただき、決定したもので
す。
また、特別職の給与につい
ても、議員報酬と同様の手続
きで決定したものです。
なお、市長、助役、教育長
（※収入役は不在）について
は、現在、臨時特例の条例を

制定して給与を減額していま
す。

通告書の内容は

①道路行政（宇治会・佐久の
通学道路等）に関して
②行財政改革について
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議 案 質 疑

第４回定例会では、開会日に市長から提

出された各議案について、４人の議員が質

介護保険特別会計補正予算

居宅介護住宅改修費を
受領委任払い方式とする考えは

川村 良一

議員

りょういち

かわむら

このことについて、市長の考えを
問 居宅介護住宅改修費は、介護保
お聞かせいただきます。
険に認定された方が受けられるサー
ビスで、改修費の一割を自己負担し、 保健福祉部長 住宅改修費は、市役
残り九割は二十万円 支給額十八万
所に事前に申請していただき、工事
(
円 を限度額として市から後日支給
完了後にも関係書類と領収証を添付
)
されるというものです。しかし、申
して支給申請をしてもらいます。費
請から市が支給するまでには、非常
用負担は、いったん利用者が全額を
に時間を要します。さらに、利用者
支払い、後に介護保険で九割を利用
がいったん全額を支払ってから市に
者に支払う「償還払い方式」をとっ
支給申請をする「償還払い」の方法
ています。利用者の負担軽減を図る
がとられています。これは、申請者
方策としては、
「受領委任払い方式」
にとって非常に負担であると思いま
による対応が考えられます。
これは 、
す。
住宅改修前に利用者と施工業者との
そこで私は、負担を少しでも軽く
間で受領委任の合意を取り、利用者
できる支援策として、市の支給分を
はかかった費用の一割を支払い、残
施工業者に直接支払う「受領委任払
り九割を委任された事業者へ直接市
い」方式をとっていただきたいと考
から支払う方法で、福祉用具購入等
えます。このような制度になれば、
についても対応が可能であると考え
一割の負担額を支払うだけで済むこ
られます。利用者の一時負担額を軽
ちゅうちょ
とから、改修したい方が躊躇せずに
減できるものと考えます。
申請でき、この制度を利用して快適
市長 部長が答弁した受領委任方式
な生活をしていただけるのではない
は、結論を出す前に確認したい事項
でしょうか。また、高額療養費など、 もありますので、事務的な手続きや
ほかの「償還払い」方式によるサー
状況について担当と協議した上で、
ビスについても「受領委任払い」を
対応する方向で検討していきたいと
導入してもらいたいと思います。
考えています。
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第４回

定例会

疑を行いました。

Ishioka Shigikai

一般会計補正決算

合併特例債事業の道路認定

議員

都市建設部長 上林・上曽線は、延
長四・二キロ㍍、幅員十七㍍で、上
曽トンネル取り付け部と同じ構成で
計画しています。上林地内の交差部
は、ご指摘のように複雑な交差点に
なりますので、県の土浦土木事務所
や交通規制課と安全面について十分
協議し、事故の起きない交差点を目
指したいと思います。また、ご指摘
の緑地帯については、今後十分検討
していきたいと思います。
「村上・六軒線」の更なる延伸に
つ い て は、県 で 計 画 が あ る よ う で
す。詳細についてはまだ協議すべき
事項がありますので、今後、これら
を進めていきたいと思います。
合併特例債事業で整備する道路
の、将来的な県への移管についてで
すが、これらはいずれも県の支援を
受ける予定となっており、県への移
管も見込んではいます。しかし、県
道の認定は県議会の議決事項ですの
で、
明言は避けさせていただきます。

画している残り四路線も含め、整備
完了後に県道への昇格を予定してい
る路線はあるのかどうか伺います。

上林・上曽線と柿岡街道の
交差点は安全な形に

問 まず議案第二〇〇号「市道の認
定について」ですが、これは「上林・
上曽線」という名称で計画されてい
る道路です。そこで、この道路の起
点となる上林地内の交差点の形状と
上曽トンネル接続部の幅員等につい
てお伺いしたいと思います。また、
側聞するところこの路線には両サイ
ドに一・五㍍の緑地帯があるとのこ
とです。緑の多い八郷地区にも緑は
必要かも知れませんが、四・二キロ
㍍全線にこれを整備すると、約一万
平方㍍も余計に買収しなければなり
ません。これについて、市の考え方
を伺います。
次に、議案第二〇一号「市道の変
更について」ですが、これは「村上・
六軒線」を国道六号千代田石岡バイ
パスの計画ルートまで延ばそうとす
る議案です。私は、近隣自治体や県
と協議し、これをさらに延伸してゆ
くべきではないかと思いますが、お
考えを伺います。
また、以上の二路線は合併特例債
事業として予定した路線であるわけ
ですが、同じく特例債事業として計

大場 俊之

議員

保健福祉部長 難病は、症例数が少
なく原因不明で治療方法も未確立で
あり、かつ生活面で長期にわたり支
障がある「特定疾患」として国が定
め、百二十一疾患が対象となってい
ます。
難病患者福祉見舞金は、県内の二
十四市町村が実施しています。当市
で は、難 病 特( 定 疾 患 治) 療 研 究 事
業の対象となっているベーチェット
病、重症筋無力症などの四十五疾患
を支給対象としています。見舞金は、
年間一人あたり三万円、本年度の申
請者は二百五名となりました。市内
の患者数は、二百三十八名です。現
在、この見舞金と難病患者等日常生
活用具給付事業、難病患者等短期入
所事業の三事業を実施しています
が、今後とも難病疾患患者の福祉向
上を図る支援をしていきたいと考え
ます。
市長 現行の事業も含め、引き続き
医療福祉の増進を図っていきたいと
考えています。郡山市の対策事業等
については、調査・検討してまいり
ます。

難病患者とその家族を
市ではどう支援していくのか
問 難病は、原因不明、治療方法の
未 確 立 な ど の た め、患 者 や 家 族 に
とって不安や悩みが深いものです。
このことから、医療機関との連携を
とりながら難病対策の充実を図り、
市民の知識と理解を深める必要があ
ると思います。
そこで伺いますが、難病と一まと
めに言いましてもさまざまな疾患が
あると思います。難病とはどのよう
な疾患を言うのかお伺いいたします 。
また、市の事業の中に「難病（特定
疾患）患者福祉見舞金」とあります
が、
この支給方法や対象者の人数、
さ
らに市全体で難病と認定されている
方は何名いるのかお尋ねいたします 。
先進自治体である郡山市の事業を
見 ま す と、ホ ー ム ヘ ル パ ー 派 遣 や
ショートステイ、日常生活用具の給
付、医療費の公費負担など、患者と
その家族を支援する事業を行ってい
ます。当市ではどのような対策が行
われているのか、また、このような
先進地に匹敵するような支援を当市
で行うことはできないか、お伺いい
たします。

としゆき

お お ば

すすむ
こ く し

進
國 司
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学校設置条例の一部改正

高浜幼稚園の閉園に伴い
通園バスなどの対応はいかに
問 今回、石岡市立高浜幼稚園を、
来年四月一日から市立東幼稚園に統
合して、閉園することに伴って、条
例の改正があるわけです。
平成十九年度の東幼稚園の園児数
の見込みは何人になるのか、伺いま
す。ま た、高 浜 幼 稚 園 の 保 護 者 の
方々から、統合するに当たって出さ
れていたさまざまな要望 ― 通園バ
スの適切な運行、私立幼稚園で実施
している三年制（三歳児受入れ）の
導入についても考えを伺います。
さらに関連質問として、小・中学
校の統廃合について教育委員会はど
のように考えているのか伺います。
すでに十一月末から十二月八日回収
で、市内小・中学校の保護者の方々
にアンケートが配布されていると聞
きました。そこで、この保護者への
アンケートというのが、小・中学校
の統廃合の基礎資料として実施され
ているのかどうかも伺います。

議員
こ
よ
み
こまつ

教育次長 高浜幼稚園の閉園に伴
い、東幼稚園では、平成十年度当初
に四歳児が二十四名、五歳児が十九
名、合計四十三名になると見込んで
います。このうち高浜幼稚園からの
動く園児が六名います。そのため、
今年から両幼稚園の交流事業を展開
し、東幼稚園に通園することになっ
てもスムーズに共同生活が送れるよ
う対応しています。
統 合 後 の 通 園 バ ス は、関 川・三
村・高浜方面に一台、東幼稚園の区
域に一台の計二台で、これまでどお
り運行します。
三歳児を含めた三年保育について
は、教室を増やすための用地確保、
増築費用、人件費等を考えた場合、
非常に厳しく、現在のところ考えて
おりません。
学校統廃合は、現在、
「石岡市小中
学校適正配置検討委員会」で検討課
題としています。アンケートは、良
好な教育環境を提供するためにはど
の程度の規模で教育が行われるのが
望ましいかを、この委員会の参考資
料として調査いたしました。

山田

保 氏が逝去

当市議会で議員を務

められていた山田 保

氏が、一月六日に逝去

されました。七十五歳

でした。山田氏は昭和

五十一年、旧八郷町議会議員に初当選され、

昭和五十五年～昭和五十六年に副議長、昭和

六十一年～六十二年と平成元年～三年には議

長を務められました。また、合併後の石岡市

議会では企画委員会に所属し、市の重要施策

のチェックに当たられました。二十七年間に

わたり、議員として旧八郷町と石岡市の発展

に尽くされた山田保氏に、衷心より哀悼の意
を表します。
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小松 美代子

石岡市議会では、請願及び議会へ直接ご提出いただいた陳情を、

本会議で常任委員会等へ付託した上、詳細な審査を行っています。

第４回定例会で審査を行った請願・陳情の審査の結果は、次のと

おりです。

平成十七年
第一回定例会付託分
議会運営委員会付託分
◆義務教育費国庫負担制度の
堅持を求める陳情
審査結果 採 択

平成十八年
第一回定例会付託分
総務委員会付託分
◆石岡市消防団第十六分団第
二部消防団詰め所移転・建
替えに関する請願について
委員長報告の要旨
委員会としては、請願に係
る当該施設の現状把握のため、

請願
陳情

＆

Ishioka Shigikai

四月に現地調査を行い、さら
に六月及び九月の両定例会時
にも、地元消防団との協議経
過並びに消防団組織の再編等
の検討経過について、執行部
からの説明・報告を受け、審
査を進めてきた。
今回の審査に際しては、消
防長をはじめ担当者の出席を
求め、将来を見据えた消防団
組織等の再編の考え方、さら
に周辺道路整備に伴う詰め所
用地の確保など、その後の進
捗状況について報告・説明を
受けた。
審査の結果、
本請願の移転・
建替え等については、地元住
民との話し合いをはじめ、消
防団関係者との組織の再編を
踏まえた協議・調整、併せて
当該周辺の道路整備の遅延な
ど、様々な問題の調整等がま
だ進んでいない状況であった。

しかし、本請願の施設は築三
十年以上を経過していること
から、老朽化が著しく、この
先、当該施設を使用していく
のには、非常に危険な状態で
ある。また、詰め所の敷地に
ついても、非常に狭あいな土
地で、しかも狭い道路の交差
点の角地に立地しているとこ
ろから、緊急時の消防活動の
際には、交通安全の面からも
極めて危険性の高いところで
あることは、紛れもない事実
である。よって、早急に何ら
かの措置を講ずることの必要
性については、すべての委員
において意見の一致を見た。
このような中で、建て替え
等の実施に当たっては、諸問
題解決のための早急なる対応
策を講ずるよう執行機関に対
し強く要望するとの意見があ
り、結果、本請願は意見を付
して「採択すべきもの」と決
した。
審査結果 採 択

（意見「移転・建替えにあ
たっては、将来的な消防団
組織の再編等を十分考慮し
た上で、実施されたい」）

議会運営委員会付託分

◆「非核平和都市宣言」につ
いての陳情書

審査結果 採 択
─────────────
◆航空自衛隊百里基地への米
軍Ｆ 訓練移転計画に反対
する陳情書

審査結果 不採択

審査結果 継続審査
―――――――――――――
◆市場化テスト法（公共サー
ビス効率化法）に反対する
陳情書

審査結果 採 択
―――――――――――――
◆地方交付税制度の財源保障、
機能を堅持し、充実させる
陳情書

◆「米国産牛肉の輸入に抗議
し、ＢＳＥの万全な対策を
求める」陳情書

議会運営委員会付託分

第二回定例会付託分

平成十八年

審査結果 採 択

審査結果 不採択
─────────────
◆地域農林水産業活性化を図
るための「地産地消自治体
宣言」を求める陳情
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請願＆陳情

平成十八年
第三回定例会付託分
文教委員会付託分
◆石岡市立東小学校校舎建替
早期実現に関する請願書
委員長報告の要旨
請願の趣旨は、石岡市立東
小学校の校舎建て替えを早期
に実現し、かつ、平成十九年
度の着工を求めていたもので
あるが、提出者から「平成十
九年度着工」の文言を削除し
たいとの申し出が出され、今
期定例会においてすでに訂正
が承認されたところである。
請願の審査にあたっては、
閉会中の十一月十三日にも委
員会を開き、現在進められて

いる小中学校の適正配置の検
討状況や、耐震化優先度調査
の進捗状況などについて調査
し、今後の小中学校全体の整
備のあり方を踏まえた中で、
東小学校の早期建て替えの必
要性について調査をしてき
た。
委員会として、同校校舎の
老朽化の現状は確認してお
り、願意の妥当性は十分認識
していたところであるが、一
方で過去の審査においては請
願者の求めていた「平成十九
年度の着工」は到底実現不可
能との指摘もなされていたと
ころである。
今回は、その「平成十九年
度着工」という部分を除いた
請願書に基づいて、あらため
て審査を行ったところ、委員
から質疑・討論はなく、請願
第三については全会一致を
もって「採択すべきもの」と
決した。
審査結果 採 択
都市建設委員会付託分
◆都市計画道路「貝地・高浜
線」の建設に反対する陳情
書

委員長報告の要旨
まず十月二十六日の審査に
おいては、委員から、合併特
例債事業の見直しの可能性を
問う質疑があり、執行部から
は「不可能ではない」との答
弁がなされた。また執行部か
らは、「合併特例債事業におけ
る十年間という時間的制限、
及び反対者の存在という二点
を見極めながら対応していき
たい」との意向が示された。
続く十二月十九日の審査に
おいては、まず前回委員会以
降の状況について、執行部に
説明を求めた。説明によると、
市は高浜区長に状況説明を行
うなどしたものの、反対者が
あるために調査に入れず、特
に進展はしていない、とのこ

と で あ っ た。委 員 か ら は、
「十年間での完成は見込めな
いので、見直しを図るべきで
ある」との意見や、
「過去の経
緯に照らしても事業の推進は
図るべきだが、執行部には、
反対者の意向をはじめ、地元
のさまざまな意見を調査して
ほしい」という意見、または
「事業を実施するか否かを決
断すべき時期はおのずと決
まってくることから、詳細な
タイム・スケジュールを提示
してほしい」という意見など
が出された。
それらの意見を踏まえ、委
員長において「反対者の方々
をはじめとする地元住民の意
向を調査し、かつ、事業の詳
細なタイム・スケジュールを
確認した上で更に検討すべ
き」であることから、陳情第
十九を「継続審査」とするこ
とについて諮ったところ、一
人の委員から異議が出され、
続いて「継続審査」に賛成の
委員の起立を求めたところ、
起立多数であったため、陳情
第十九については「継続審査」
と決した。

審査結果 継続審査

議会運営委員会付託分

◆金利引き下げについての陳
情書

審査結果 継続審査
―――――――――――――
◆八郷郵便局の無集配化に対
し、石岡市議会として日本
郵政公社関東支社に中止を
求める要請書提出を求める
陳情書

審査結果 採 択
―――――――――――――
◆教育基本法「改正」法案の
廃案を求める陳情

審査結果 継続審査
―――――――――――――
◆「地域の県立高校の存続と、
三十人以下学級実現でゆき
とどいた教育を求める意見
書提出」に関する陳情

審査結果 継続審査
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平成十八年
第四回定例会付託分
文教委員会付託分
◆柿岡中学校の早期建替を求
める請願書
紹介議員 川井貞夫・島田久
雄・岡野孝男
要旨 少子化傾向が進行す
る中、児童、生徒、青少年の
健全な育成は、行政において
も重要な課題である。
柿岡中学校については、建
築後四十数年を経て老朽化が
進み、通常の授業にも支障が
生じている。私たちは、生徒
一人一人の学習環境と安全を

確保するため、現在地への早
急な建替新築の要望してきた
ところである。
議会においては、私たち柿
岡中学校ＰＴＡをはじめ、地
域住民の切実な要望に誠意を
もって応えていただきたい。
委員長報告の要旨
審査にあたり、はじめに柿
岡中学校校舎の状況を確認す
る た め、現 地 調 査 を 実 施 し
た。
同中学校については以前に
も現地調査を実施し、校舎の
老朽化の状況を確認している
ところだが、今回あらためて
敷地内における校舎の配置な
どについても調査を行った。
これらの調査を踏まえ、は
じめに執行部から、柿岡中学
校校舎改築の今後の進め方な
どについて説明を求めた。執
行部からは、現在進めている
耐震化優先度調査や適正配置
検討委員会等の結果を踏ま
え、建築年を決めたいとの説
明がなされた。それを受け委
員からは、「子どもたちにより
よい環境で学ばせることが一
番大事なことであるが、耐震
化優先度調査や適正配置の問
題を考えると、現在地での建

て替えを求めているこの請願
の審査にあたっては、もう少
し総合的な面から、時間をか
けて調査する必要があるので
はないか」との意見が出され、
また別の委員からも、「より慎
重に審査する必要があり、継
続審査とすべきではないか」
との意見が出されました。
それらを踏まえ、委員長に
おいて「継続審査」とするこ
とお諮ったところ、各委員に
異議はなく、請願第四につい
ては、次期定例会まで継続し
て審査することに決した。
審査結果 継続審査

都市建設委員会付託分
◆児童・生徒の通学路のため
の安全な歩道建設の陳情書
要旨 現在、児童が北府中
二丁目から府中小学校へ通学
する際、登校時は国分台市営
住宅から水田地帯脇を経て高
速道路沿いに遠回りし、下校
時は朝のルートに人気（ひと
け）がなくなるために府中病
院から石岡二高前を通ってい
る状況である。
しかし、下校時に通る県道

一四〇号線（西小塙・石岡線）
は、道路の幅も狭く、歩道や
ガードレールもないため、通
学路として適切ではない。府
中中学校に通う北府中一～三
丁目や正上内の生徒も同様の
危険や不便を感じている。
ついては、国分台市営住宅
から水田地帯を通り若松三丁
目地内へ至る、歩行者・自転
車専用の道路の建設を是非と
もお願いしたい。
委員長報告の要旨
審査に際し、当委員会はま
ず現地調査を実施し、陳情箇
所の実情把握に努めた。
次に行った質疑において
は、歩行者・自転車専用道路
を造る場合の幅員を問う発言

があり、執行部からは「用地
取得の際、地権者に税法上の
優遇措置を講じるためには幅
員四㍍の市道としての整備が
必要となる」との答弁があっ
た。また委員からは、陳情が
求めているルートの中ほどに
山王川が流れていることか
ら、子供たちの安全性につい
て疑問を呈する意見も出され
た。
さらに委員からは、学校に
おける通学路の指定状況につ
いて調査すべきではないかと
の意見、また、市内各学校の
通学路には同様の問題が認め
られる地区があるのではない
か、との意見も出された。
このようなことから、本陳
情については「継続審査」と
し、引き続き諸問題について
協議することを諮ったところ、
すべての委員に異議はなく、
陳情第二十は「継続審査」と
決した。

審査結果 継続審査
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石岡市議会発の

意見書
いまま、国庫補助負担金の大
幅見直しが進行している。
平成十七年度には、義務教
育費国庫負担金四千二百五十
億円が暫定的に交付金化さ
れ、就学援助費、奨学金、教
員研修事業、学校教育設備整
備費等の補助金も、廃止や大
幅削減などが決定された。こ
れらの財政措置は、教育水準
の維持や子どもの就学保障に
とって重要であり、教育条件
整備にかかわる国の責任を放
棄しようとするものである。
義務教育費国庫負担制度に
ついては、学級編制や教職員
配置の弾力化の必要性も指摘
されているが、この制度は、
「最低保障」を担保するため
のものであり、総額裁量性の
導入により「自由度」のある
ものである。現に国庫負担制
度の加配教職員定数を活用す

第四回定例会で可決し、関係行政庁等へ送付した
意見書は二件でした。

義務教育費国庫負担金制
度の堅持を求める意見書
政府は昭和六十年度予算よ
り義務教育費国庫負担制度対
象の見直しを行い、平成十六
年 度 ま で に は、教 材 費・旅
費・共済恩給費・退職手当・
児童手当を一般財源化してい
る。しかし、これらの一般財
源化された教材費・旅費・図
書費などは、地方財政が厳し
くなるのに伴い、国の基準財
政需要額を下回った予算措置
しかされておらず、また、都
道府県によっても大きな格差
がでているのが現状である。
このような中、現在政府の
「三位一体」改革の中で、教
育的議論と国・都道府県・市
町村が教育の役割をどう担っ
ていくか十分な検討がされな

るなどして、四十二道府県が
独自の「三十人学級」など、
少人数学級を導入している。
制度の廃止、一般財源化は、
税源の偏在性と今後削減が必
至である地方交付税の状況を
考えれば、都道府県間での教
育水準だけでなく、市町村間
の教育水準の格差の拡大を引
き起こすおそれがある。
教育の機会均等とその水準
の維持向上をはかる「義務教
育費国庫負担制度」は、厳し
い地方自治体の財政状況の中
で極めて重要な位置を占めて
いる。
政府においては、義務教育
費国庫負担法の趣旨・精神を
ふまえ、中央教育審議会での
結論を尊重し制度を堅持する
よう強く要望する。
送付先 内閣総理大臣・文部
科学大臣・財務大臣・総務大
臣

「米国産牛肉の輸入に抗
議し、ＢＳＥの万全な対
策を求める」意見書

貴職におかれましては、日
頃から国政運営のため多大な
ご努力を傾注されていること
に対し敬意を表します。

さて、日本政府は昨年十二
月十二日に、アメリカ・カナ
ダ産牛肉の輸入再開を決定
し、輸入が再開されました。
しかし、一月二十日にアメリ
カから輸入された牛肉に特定
危険部位の脊柱が混入してい
たことが発見され、再度輸入
停止措置がとられています。
当議会としては、国民の食
の安全に対する関心の高さを
ふまえ、食の安全・安心を確
保する観点から、これらの問
題に対し慎重な対応が必要と
考えます。
貴職におかれましては、以
下の点に配慮をし「拙速な米
国産牛肉の輸入再々開を行わ
ず、国内ＢＳＥの万全な対策」
に取り組まれるよう要望いた
します。

１ 米国産の牛肉等に対する
ＢＳＥ対策について、以下
のような問題点があること
から、これらに対する改善
措置が明確にならない段階
での、拙速な輸入再々開を
行わないよう求めます。
① 米国では、と畜される牛
でＢＳＥ検査を行っている
のは極めて少ないこと。
② 生産・流通履歴をたどる

トレーサビリティ制度が
整っていないため、月齢の
判定が正確に出来ず、誤差
を生じさせること。
③ 特定危険部位の除去では、
日本はすべての牛の危険部
位 を 除 去 し、焼 却 処 分 を
行っているのに対し、米国
では三十か月齢以上の牛に
限られていること。

２ 国内のＢＳＥ対策につい
て、次の点を求めます。
① 米国・カナダ産の牛肉等
の再評価を行うこと。その
際には日本で実施されてい
るＢＳＥ対策である全頭検
査、トレーサビリティ、全
頭からの特定危険部位の除
去、肉骨粉の禁止を基準に
評価すること。
② 輸入時の検査体制を強化
し、最大限の検査を行うこ
と。
③ 消費者の選択権を確保し
食の安全を実現するため牛
肉を使用した外食、中食、
加工品等すべてに原料原産
地表示を義務化すること。
送付先 内閣総理大臣・農林
水産大臣・厚生労働大臣・内
閣府特命担当大臣（食品安全
担当）
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意

Ishioka Shigikai

第３回臨時会

議案の概要と審査結果

第３回臨時会（１０月２６日）に提出された議案の概要と、その審査結果は次のとおりです。
工事請負契約の締結について（18八郷水処理センター第２系列水処理施設増設工事）
議案第185号

平成18年10月11日に条件付き一般競争入札に付した18八郷水処理センター第２系列水
処理施設増設工事につき、契約金額５億4,285万円で西松建設㈱（東関東支店（千葉県千
葉市）
）と契約を締結しようとするもの。

第４回定例会

原案可決

議案の概要と審査結果

第４回定例会（１１月２９日～１２月２１日）に提出された議案の概要と、その審査結果は次のとおりです。
平成１８年度石岡市一般会計補正予算（第３号）
歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２億4,371万8,000円を追加し、歳入歳出予
議案第186号 算の総額を歳入歳出それぞれ268億4,092万5,000円としようとするもの。
補正予算（歳出）の主な内容は、老人福祉費における地域密着型サービス拠点等施設整
備費補助金の増（１億3,000万円）
、障害者日常生活用具費の増（312万2,000円）
、ＡＥＤ
（自動体外式除細動器）整備事業の増（160万円）など。

原案可決

平成１８年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）
議案第187号

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ278万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総
額を歳入歳出それぞれ85億1,961万2,000円としようとするもの。

原案可決

平成１８年度石岡市下水道事業特別会計補正予算（第３号）
議案第188号

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億6,225万円を追加し、歳入歳出予算の総
額を歳入歳出それぞれ34億4,659万6,000円としようとするもの。

原案可決

平成１８年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）
議案第189号

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億189万5,000円を追加し、歳入歳出予算
の総額を歳入歳出それぞれ９億6,783万9,000円としようとするもの。

原案可決

平成１８年度石岡市介護保険特別会計補正予算（第３号）
議案第190号

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２億9,895万9,000円を追加し、歳入歳出予
算の総額を歳入歳出それぞれ45億1,267万7,000円としようとするもの。

原案可決

平成１８年度石岡市介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）
議案第191号

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ72万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額
を歳入歳出それぞれ２億3,729万7,000円としようとするもの。

原案可決

平成１８年度石岡市水道事業会計補正予算（第１号）
議案第192号

収益的収入及び支出の予定額をそれぞれ58万5,000円増額し、
また過年度分損益留保資
金を改めようとするもの。

原案可決

石岡市学校設置条例の一部を改正する条例を制定することについて
議案第193号

平成19年４月１日から石岡市立高浜幼稚園を石岡市立東幼稚園に統合し閉園すること
に伴い、当該条例の一部を改正しようとするもの。

原案可決

町の区域の設定について
議案に添付されている「理由書」は次のとおり。
《理由書》
石岡市には、町名として「石岡市石岡（旧石岡市大字石岡）」地区が駅東地区に存在
し、４桁又は５桁の地番が使われているため場所を特定することが困難となっている。
そのため、事件や事故・火災などが発生した時、緊急車両等が目的地を探すまでにかな
議案第194号 りな時間を要してしまうなど、いろいろな方面で不便と混乱を来している。以上のよう
な現状及び地元の要望を踏まえ、石岡駅東土地区画整理事業区域も併せて「石岡市町界
町名整理事業」を行うものである。本事業の実施は、
「町界」
、
「町名」
、
「地番」を整理し、
住所の合理化を図り、住民生活等の不便の解消及び地域の発展に寄与するものである。
なお、本事業の実施期日については、石岡市町界町名整理審議会の答申を踏まえ、平成
19年10月１日から実施するものである。また、駅東土地区画整理事業区域については、
土地区画整理法第103条第４項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から実施
するものである。
（地図は２㌻参照）

原案可決
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茨城県後期高齢者医療広域連合設置に関する協議について
高齢者の医療の確保に関する法律第48条の規定に基づき、75歳以上の後期高齢者医療
の事務を共同処理するため、茨城県内の全市町村が加入する「茨城県後期高齢者医療広
域連合」を設置しようとするもの。
規約案によると、広域連合が処理する事務は次のとおり（※ただし、例外規定あり）
。
議案第195号
（1）被保険者の資格の管理に関する事務
（2）医療給付に関する事務
（3）保険料の賦課に関する事務
（4）保健事業に関する事務
（5）その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務

原案可決

湖北水道企業団規約の変更について
議案第196号

地方自治法の一部を改正する法律が平成18年６月７日に公布され、平成19年４月１日
から施行されることに伴い、吏員制度を廃止するため、湖北水道企業団規約を変更する
ことについて協議したいとして、地方自治法第290条の規定により提案されたもの。

原案可決

湖北環境衛生組合規約の変更について
湖北環境衛生組合の議会議員の定数の適正化を図るため、湖北環境衛生組合規約を変
更することについて協議したいとして、地方自治法第290条の規定により提案されたも
の。なお、改正案に示された、各構成自治体から選出される議員数及び全体の定数に関
する今後の推移は、次のとおり。
議案第197号
現在の議員定数 平成19年１月28日 平成19年５月１日 平成19年12月１日
石岡市
１０人
１０人
７人
７人
土浦市
２人
２人
２人
２人
かすみがうら市
６人
４人
４人
４人
小美玉市
５人
５人
５人
３人
合 計
２３人
２１人
１８人
１６人

原案可決

市道の認定について

議案第198号

建築基準法に基づく下記の位置指定道路を市道として受け入れようとするもの。
起点～終点
幅員（㍍）
延長（㍍） 面積（平方㍍）
石岡字白久台2416－13
Ａ３３７６号線
4.05～4.25
19.80
97.92
石岡字白久台2416－11
石岡字白久台2416－37
Ａ３３７７号線
4.00～4.50
126.00
558.97
石岡字白久台2416－20

原案可決

市道の認定について
都市計画法に基づく開発行為により築造した下記道路を市道として受け入れようとするもの。
議案第199号

起点～終点
杉並四丁目12215－43
杉並四丁目12220－37

Ａ３３７８号線

幅員（㍍）
4.18～4.45

延長（㍍） 面積（平方㍍）
87.50

原案可決

441.00

市道の認定について
合併特例債による道路整備に伴い市道に認定しようとするもの。
議案第200号

起点～終点
上林字一丁田222－２
上曽字岩谷1309－１

Ｂ７５５７号線

幅員（㍍）
17.00

延長（㍍） 面積（平方㍍）
4,200.00

原案可決

―

市道の変更について
合併特例債による道路整備に伴い道路の区域を一部変更しようとするもの。
議案第201号

旧 Ａ４０５５号線
新 Ａ４０５５号線

議案第202号

諮問第２号

諮問第３号
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起点～終点
旭台一丁目3119－2
東光台五丁目2893－17
旭台一丁目3119－2
東大橋字逆井2848－9

幅員（㍍）

延長（㍍） 面積（平方㍍）

21.75～32.61

1,129.45

24,777.84

21.75～32.61

1,379.45

―

教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて
教育委員会委員のうち１名が欠員のため，
寺門信行氏（小見）を再任しようとするもの。
人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて
人権擁護委員７名中１名が，平成１８年８月３１日をもって辞任したので，委員の候
補者として青木祥太氏（大増）を推薦しようとするもの。
人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて
人権擁護委員７名中１名が，平成１９年３月３１日をもって任期満了となるので，委
員の候補者として鈴木央氏（下林）を推薦しようとするもの。

原案可決

同

意

適

任

適

任

環境にやさしい大豆油インキを使用しています。
再生紙100％を使用しています。

病院が最も多く、続いて鉄道
の駅、市役所などの公共施設、
商業施設の順となっている。
この乗合いタクシーは今年四
月から八郷地区でも運行を開
始する予定。これに際して市
は市域を四つのエリアに分け、
エリア間の移動は乗換え等に
より対応するという。ただし、
石岡市街地・石岡駅・市役所
は石岡地区の両エリアから直
接行くことができ、八郷地区
においても柿岡周辺・八郷総
合支所へは八郷両地区から直

接行くことができる。また、
市域外でもＪＲの羽鳥・神立
両駅や幾つかの医療機関、商
業施設、金融機関については
運行可能とのこと。運賃は、
同一エリア内が三百円（小学
生以下百円）
、別エリアへ乗換
える場合は更に二百円が必要
（小学生以下百円）となる。
なお、現行の市巡回バスは三
月末日で廃止となるが、現在
巡回バスを利用しての通学者
がいる三村・関川・東・石岡

の各小学校の児
童については、
乗合いタクシー
でカバーすると
のこと。これら
に対し、企画委
員からは「今ま
で巡回バスを利
用されていた市
民に不便をかけ
ないようお願い
する」との要望
がなされた。

第１回定例会は２月28日開会予定

市議会第１回定例会は、下記の日程で行う予定です。
ぜひ傍聴においでになってみてください。また、市役
所本庁舎と八郷総合支所の１階ロビー、及びまちかど
情報センターでは、議会の様子をモニター放送でご覧
いただけます。

関鉄グリーンバス

柿岡車庫

神立駅

（まちなか中継センター、柿岡地区、ふれあいの里等）
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合併特例債活用予定事業に

を結ぶ道路整備事業で、全体
計画延長は三・五キロ㍍、う
ちトンネル区間は一・八キロ
㍍となっている。駅前・東ノ
辻線は、ＪＲ石岡駅東口と村
上・六軒線を結ぶ、計画延長
一・五キロ㍍（うち三百㍍施
工済）の道路。この両事業の
追加により、市の合併特例債
活用予定事業は、施設整備六
事 業、道 路 等 整 備 六 事 業 と
なった。なお、合併特例債活
用予定の総額は百二十九億九
千三百十万円。

議会
乗合いタクシーの運行が好調
四月からは市内全域で

昨年十月二日に運行を開始
した乗合いタクシー（デマン
ドタクシー）は、十二月十二
日現在で登録者数が二千六百
人を超える状況とのこと。企
画委員会で企画部参事が報告
した。報告によると、乗客数
も十月の六百八十八人に対
し、十一月は一千人を超える
など利用が拡大しているとい
う。利用者の行き先としては

…乗り継ぎポイント

※開会時間は、最終日の本会議が午後２時、その他は
すべて午前10時です。

石岡市
八郷総合支所

羽鳥駅

石岡市役所

石岡駅

２月28日（水）本会議（開会）
３月５日（月）本会議（一般質問）
３月６日（火）本会議（一般質問）
３月７日（水）本会議（一般質問）
３月８日（木）本会議（一般質問）
３月９日（金）本会議（議案質疑・予算以外）
３月12日（月）本会議（議案質疑・予算関係）
３月13日（火）常任委員会（企画・総務・文教の
各委員会）
３月14日（水）常任委員会（福祉・市民経済・都
市建設の各委員会）
３月15日（木）議会運営委員会
本会議（質疑・討論・採決）

朝日トンネルなどが追加に

市長は、十一月十日午前に
開かれた全員協議会で、合併
特例債活用予定事業に朝日ト
ンネル整備事業と駅前・東ノ
辻線整備事業を追加する考え
を明らかにした。市の説明に
よると、両事業の概算事業費
は、朝日トンネル整備事業が
六十五億円（うち、石岡市三
十五億円、土浦市三十億円）
、
駅前・東ノ辻線整備事業が三
十五億円とのこと。しかし、
国県支出金と合併特例債を活
用することにより、市一般財
源からの持ち出しは、両事業
とも八千七百五十万円程度に
とどまる見込みだという。朝
日トンネル整備事業は、石岡
市柴内地内と土浦市小野地内

▲点線部（右：石岡市、左：土浦市）はトンネル予定箇所

