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平成22年 ６月１日発行

例会において、議員提出

開催されました第１回定

２月から３月にかけて

を大事に、この議席のた

はあくまでも議員の議席

大きく言われており、私

なく、議員報酬の削減も

からは定数削減ばかりで

他、新たに「中心市街地

上されたためです。その

費

手当」として支給する経

因は、

れています。この主な要

８８００万円ほど増額さ

に内容を確認しました。

調査などを活用し、十分

ついては常任委員会での

なりましたが、各議案に

示すとおり、本会議を開

今期定例会は、下記に

日のみと

人）を欠いたことで、実
質的な開催が

都市建設委員会が所管事務の調査を実施。

億４２４７万円が計

予算特別委員会
（都市建設所管）

次回一般選挙から

議案第１号「石岡市議会
めにしっかりと議員の仕

活性化事業（テナントミ

11日 木

人になります

議員の定数を定める条例
事 を し た い。
」 と、 反 対

ックス事業）
」
「企業誘致

教育福祉委員会が所管事務の調査を実施。

議員定数 （現行 人が
）

の一部を改正する条例を
の意見が出ましたが、採

予算特別委員会
（教育福祉所管）

催するための定足数（

制定することについて」
決の結果、賛成多数で原

（４ ～９ ペ ー ジ 参 照 ） そ

9日 火

年度に「子ども

人の連名で提出

されました。

案のとおり可決しました。 推 進 事 業 」
「石岡駅周辺

れらを踏まえ、提出され
た議案等についてはいず

市民経済委員会が所管事務の調査を実施。

が議員
そ の 提 案 理 由 は、
「地

整備基本設計業務委託

市議会議員一般選挙から、 料 」
。 東 小 学 校 の「 校 舎

れも原案のとおり可決

この結果、次回の石岡

建設工事」
、柿岡中学校

方が大変厳しい財政運営
を強いられる中、執行部
議員定数は、現行の

3億2,363万1千円

霊 園 事 業 特 別 会 計

1,954万9千円

介 護 保 険 特 別 会 計

50億4,096万6千円

介護サービス事業特別会計

2億9,057万8千円

後期高齢者医療特別会計

6億4,738万6千円

水 道 事 業 会 計 ( 支 出 )

8億4,082万4千円

人

においては、行財政改革

1,827万4千円

（適任）としました。

301万7千円

農業集落排水事業特別会計

の
「実施設計委託料」
など

老 人 保 健 特 別 会 計

が予算に計上されました。

予算特別委員会
（市民経済所管）

13

から 人になります。

24億4,853万9千円

駐 車 場 特 別 会 計

の推進や、定員適正化計

下 水 道 事 業 特 別 会 計

※当初、予算特別委員会を設置し、新年度予算の
審査を行う予定であったが、本会議に諮ること
ができず、設置を見送った。そのような状況の
下、限られた会期の中で効率的な議案審査を行
うため、事前に各常任委員会が、所管事務調査
の中で市長提出議案の調査を行うこととした。

8日 月

18

大綱に基づく行財政改革

2,855万8千円

●新年度予算●

簡易水道事業特別会計

画に基づく職員数の削減

議案の採決・閉会

に取り組んでおり、議会

18日 木

また、今期定例会では

議案の上程・一般質問・議案質疑・議案の採決・閉会

予算特別委員会（総括） 休

会

12日 金

としても、現下の厳しい

会計予算」をはじめとし

年度石岡市一般

政改革の一翼を担う議会

た各会計の新年度予算な

「平成

自らが、なお一層の減量

ど計 議案が、市当局か

社会状況を踏まえ、行財

化を図ることが必要であ

年度石岡市一

ページ参照）

るから。」というものです。 ら 提 出 さ れ ま し た。
（左
討 論 で は、「 石 岡 市 は

「平成

般会計予算」は歳入歳出

面積が広く、住民の要望
を議会に反映させるため

それぞれ２７７億４００
億

万円と、

年度より

にも、議員定数を削減し

（総務企画所管）

24
22
歳入歳出予算額

考

備

本 会 議（ 委 員 会 ）の 状 況

件

26

ていいのか。また、市民

2,685万2千円
授 産 所 特 別 会 計

総務企画委員会が所管事務の調査を実施。

予算特別委員会

5日 金

90億6,300万円
国民健康保険特別会計

案

定

予

曜

35

277億 400万円
計
会
般
一

22

名
計
会

22

21

日

23

10
平成22年度石岡市各会計の歳入歳出予算額

24

26
11

月

第１回定例会

第１回定例会日程と当日の本会議（委員会）の状況

2月23日 火

開会・会期の決定
・議案上程

開会・会期の決定・議長不信任案の動議提出
（可決）

※会議の途中、定足数（13人）を欠いたため延会

3月 1日 月

一般質問①

議長辞職勧告決議案の動議提出（可決）

※会議の途中、定足数を欠いたため延会

2日 火

一般質問②

未開催

※開議時刻に出席議員が定足数に達せず延会

3日 水

一般質問③

未開催

※開議時刻に出席議員が定足数に達せず延会

4日 木

議案質疑

未開催

※開議時刻に出席議員が定足数に達せず延会



プリンクラー整備工事、

ホーム「のぞみ」へのス

した第１回臨時会では、

また、一般市道整備事業

15

日に開催されま

市長から３議案が提出さ

が計上されましたが、こ

（ 単 独 ） に８ ０ ０ ０ 万 円

21

２月

年度石岡市一般

平成

れました。
（※下記参照）

併せて、今回の臨時会

れは比較的小規模な道路

では、空席となっている

会計・介護サービス事業

算が国会で成立したこと

副市長について、市の企

改修・補修等を行うもの

で、緊急経済対策措置と

画部長を務める田口賢寿

です。

して「地域活性化・きめ

氏を選任するための同意

特別会計補正予算につい

細かな臨時交付金」が１

ては、国の第２次補正予

億７９８０万５０００円

を求める議案が提出され

副市長の選任理由につ

経済状況下で、企画部長

ました。

を務めていることから財

回の補正予

主な歳出

政に明るく、そういう部

算への計上

予算の内容

いて、市長は答弁の中で

は、学校・

分で非常に安心感を持つ

「 現 在、 非 常 に 不 明 瞭 な

公民館など

も石岡市の行政を担った

ことができ、また、何年

となったも

公共施設を

のです。

対象とした

採決では全会一致で、

実績もあり、これらの点

補正予算については原案

トイレ洋式

直売所の建

のとおり可決、副市長の

と答えました。

物間を結ぶ

選任については同意をし

化改修工事、 から最適任と判断した。
」

雨よけ通路

フラワーパ

の整備、特

ました。

ークの物産

別養護老人

一般会計補正予算を可決

交付されることから、今

第１回臨時会

市長・議員提出議案の審査結果
第１回 臨時会

＊第１回臨時会（２月15日）で審査した市長提出議案の概要と結果は次のとおりです。

第１回 定例会

＊第１回定例会（２月23日〜３月18日）で審査した市長・議員提出議案の概要と結果は次のとおりです。

議案第 1号
議案第 2号
議案第 3号

議案第 4号
議案第 5号
議案第 6号
議案第 7号
議案第 8号
議案第 9号
議案第10号
議案第11号
議案第12号
議案第13号
議案第14号
議案第15号
議案第16号
議案第17号
議案第18号
議案第19号
議案第20号
議案第21号
議案第22号
議案第23号
議案第24号
議案第25号
議案第26号
議案第27号
議案第28号
議案第29号
議案第30号
議案第31号
議案第32号
議案第33号
議案第34号
議案第35号
議案第36号
諮問第 1号
諮問第 2号
議員提出
議案第 1号



平成21年度石岡市一般会計補正予算（第６号）
平成21年度石岡市介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）
副市長の選任につき同意を求めることについて（田口 賢寿 氏）

原案可決
原案可決
同
意

平成22年度石岡市一般会計予算
平成22年度石岡市授産所特別会計予算
平成22年度石岡市国民健康保険特別会計予算
平成22年度石岡市簡易水道事業特別会計予算
平成22年度石岡市下水道事業特別会計予算
平成22年度石岡市駐車場特別会計予算
平成22年度石岡市老人保健特別会計予算
平成22年度石岡市農業集落排水事業特別会計予算
平成22年度石岡市霊園事業特別会計予算
平成22年度石岡市介護保険特別会計予算
平成22年度石岡市介護サービス事業特別会計予算
平成22年度石岡市後期高齢者医療特別会計予算
平成22年度石岡市水道事業会計予算
平成21年度石岡市一般会計補正予算（第７号）
平成21年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）
平成21年度石岡市下水道事業特別会計補正予算（第３号）
平成21年度石岡市駐車場特別会計補正予算（第１号）
平成21年度石岡市老人保健特別会計補正予算（第３号）
平成21年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）
平成21年度石岡市介護保険特別会計補正予算（第４号）
平成21年度石岡市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
平成21年度石岡市水道事業会計補正予算（第３号）
石岡市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市保育所条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市地域子育て支援センター条例を制定することについて
石岡市消防団条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市火災予防条例の一部を改正する条例を制定することについて
市道の認定について
平成21年度石岡市一般会計補正予算（第８号）
石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについて
石岡市教育長の給与，勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについて
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（永田 弘見 氏）
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（中村 俊三 氏）

原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
適
任
適
任

石岡市議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて

原案可決

新年度予算 Q & A
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平成22年度の各会計予算について、各常任委員会では次のような質疑が行われました。

Ｑ

総務企画委員会
市長の選挙公約、元

ータルとして１００億円

用対効果の検証はしてい

ムコンサル委託が計上さ

に内部情報系次期システ

どういうものか。

れているが、この内容は

るのか。

見込みます。

在実施中の東小学校の改

Ａ 政策公約については、 込んでいます。また、現

定するなど、多くの方に

レストランの設置等を予

メンバーに加わっていな

ているが、議会の代表が

が反映されない。議会の

いことから、議会の意見

ていると聞いているが、

査は、非常に難しくなっ

個人の家庭の中に入る調

Ｑ

補助の窓口の意味合いで

見直しが進められており、

国において、調査方法の

国勢調査が行われます。

場で戦略会議に報告し、

説明会等で周知していき



※１ ベンダーロックイン：システムを供給するメーカーが１社に限定された状態で、ベンダー（システムの開発業者）主導でシステム開発が
行われた結果、他ベンターのスシテムへの乗り換えが困難になる状況のこと。そのため、市場の競争による恩恵が十分に受けられず、
高コスト構造になる可能性がある。

前後であまり伸びないと
Ａ 乗合いタクシー運行
事業については、中心市

Ａ 石岡市のシステムは、

街地への誘客と併せ、交

普通会計において、

平成 年度と 年度の借

Ｑ

１社独占の ベンダーロ

気いしおかプロジェクト

通不便地域の解消、高齢

の個々の部分について、
予算化されているものと、 入見込み額が大幅に増加

ックイン状態になってい

競争性のあるシステムを

ますので、これを解消し、

取り入れるための基盤を

年

者の方の足の確保という
度については、中心市街

造る事業です。

面もあります。平成

そうでないものがあるが、 している理由は。
予算編成方針はどうなっ
Ａ 合併関連の道路整備

地活性化基本計画の中で、

築事業は、平成 年度か

乗り合いタクシーを利用

意見、委員会の意見を、

十分な議論は必要ですが、 ら 年度が事業期間であ

し、中心市街地に足を運

調査員に負担をかけずに

Ａ 本年 月１日基準で

のか。

どのように反映させてい

んでいただけることを考

り、さらに、柿岡中学校
年度の３

えています。

えに変わりはありません。 の校舎改築事業を前倒し
年度から

Ａ 戦略会議の趣旨は今

で

Ｑ

回のＢＲＴ事業に関する

今回予算化に至らなかっ

か年で実施します。そう
ための予算について、こ

スムーズな調査が行える
した理由により、特に平

れは何か国語に翻訳する

スタートしており、利用

市民便利帳の翻訳の

的には大いに議論をして

たものについても、内部

成 年度・ 年度が大き

者の意見を反映させるた

な数字となります。

Ａ 英語を含む６か国語

のか。
者アンケートを見ると、

Ｑ

めの議題を扱っています。 調査票の封入方式、郵送

財政推計の中で、市

税は１００億円程度でず

から選択して、４か国語

乗合いタクシー利用

っと推移しているが、果

歳を超える方の利用が

されている状況ですので、

提出方式等制度の改正が

たして維持していけるの

だいた結果を、行政の立

７割、利用目的のほとん

Ｑ

どが通院である。乗合い
タクシー運行事業補助金

か。
Ａ 今後の税収について

新政権によって高校

の授業料が無料化される

Ｑ

ます。

電算業務委託料の中

意見を反映させるよう取

Ｑ

り組みます。
地域公共交通戦略会議の

用道化事業
（ＢＲＴ事業）

中で色々な事が決められ

について、かしてつ沿線
性化を図ることとなって

の目的はまち中への来街

いるが、目的に対する費

機会を増やし商工業の活
評価替え、市民税につい

産税については３年毎の
ては微増とみており、ト

法人市民税の減、固定資

かしてつ跡地バス専

議会の中で審議していた

10
に翻訳する予定です。

Ｑ

います。

くのか。

着実に実現するという考

21

25

24

国勢調査について、

農産物直売所や地産地消

任期中を期間としてとら

24

えた中で、実現に向けた

ているのか。

※1

24

事業を平成 年度まで見

22

23

23

23

23

70

が、それに伴い石岡市奨
学金（青木奨学金）が予
算化されていない。奨学

めの補助金か。
Ａ 旧八郷地区に対する

土曜日に相談窓口を設け
校名、及び参加児童数に

進事業を実施している学

業を実施する予定なのか。 員の人数は、５人で年間

業として、どのような事

跡です。調査に係る作業

ており、そのような方々

ついて。また今後実施す

日を予定しています。

が一番いい方法が取れる
よう相談業務を行ってい

間１００日を予定してい

理作業として、３人で年

ます。

００冊、児童図書約２０

ます。その他、
開発行為・

また、出土した遺物の整

補助金で、合併以前から

００冊、参考図書約１０

Ａ 図書購入の種類及び

の継続です。内容は、行

Ａ 放課後子ども教室推

０冊、郷土資料約５０冊、 防火水槽設置に伴う発掘

冊数は、一般図書約５０

既に授業料免除を受けて

金を受けている家庭は、
政に頼らず地域の環境整

恋瀬小・葦穂小・小幡小

進事業は、現在、吉生小・

る予定の学校があるのか。

おり、奨学金は高校生活
備を、地域の方々が行う

教育福祉委員会

際の原材料費等として支

小は

人、葦穂小は

人、小幡

字本約１２５０冊の合計

予定しています。

で進めています。窯跡の

平成

瓦塚窯跡発掘調査は、

います。読書普及事業と

年から６か年計画

しては、主に大人向け・

基礎調査及び確認調査を

約８５００冊を予定して

調査、遺物の整理作業も

でかかる諸々の経費で役

参加児童数について、吉

各学校が特色ある授

Ｑ

生小は

を計上する、学校いきい

人、合計で１９０

きプラン推進事業の内容

人、恋瀬小は

業を展開するために予算

の４校で実施しています。 紙芝居約１００冊、大活

立っている。予算編成に

は。

児童向けの講演会、子ど

に旧石岡の元真地地区の

室を設置しています。よ

学校で、放課後子ども教

費について、発

Ｑ

開催します。

によるお話会を引き続き

る予定です。

跡の整備計画の策定をす

人が参加しており、参加

方々を対象に行いました。

って市内

業計画を提出してもらい、 希望者が

Ａ 各学校から年間の事

の事業を行っていること

掘調査の場所・

と、今後の取り組みにつ

すような新たな制度設計

今後、基金の趣旨を生か
旧八郷は、３月に片野地

け、その事業内容に基づ

の方々を対象に行います。 学校独自に優先順位を付

区・横町上地区・下地区

き、各学校へ予算を配当

から、現段階では、この

年の４か

をするということで、今

します。これまでの主な

４校で引き続き放課後子

税や保険料等を滞納

か年で範囲の確認・総合

年で、

年の２

児童を対象とした人形劇

整理・報告書の刊行・史

年から

当市では、学童保育事

を実施する予定です。ま

校でいずれか

その調査内容と

員の人数、また

発掘調査経

た、ボランティアの協力

ます。

人に満たない

23
業を優先し、学童保育の

年から

回は見送りという判断を

事業内容は、農業実習体

調査に係る作業

も向けの読み聞かせ講座、 平成

しました。

ぞれ１か所ずつ実施する

験・国際交流・地域の学

ども教室を実施していき

率は ％です。

Ｑ
予定です。

習などです。

いて。

費について
Ｑ

各学校の特色を生かす

年度についても、それ

Ａ 現在、２９８人の方

し、かつ、多重債務で苦

ため、特に事業内容を限

今後の計画につ
経費の図書購入費１６１

いて。

今後も、そのような形で

２万９０００円で、どの

中央図書館管理運営
続けていきたいと考えま

定していない状況なので、 Ｑ
Ａ 市税等について、払

設けているのか。

込んでおり、世帯割額の
みの支出となります。

Ａ 発掘調査の

郷地区の瓦塚窯

主な場所は、八
か。さらに、読書普及事

ぐらい購入する予定なの
放課後子ども教室推

ような種類の図書を何冊
Ｑ

す。
が多数あることは把握し

区運営補助金とは、

Ｑ

ています。当市では毎週

いたくても払えない世帯

協力員は１１００人を見

区長・協力員関係経

に区長をお願いし、基本

しんでいる方々に対する

月

地域防災訓練の計画

給するというものです。

たのか
Ａ 国の制度によって、
石岡市奨学金の趣旨は達

Ｑ

あたりどの様な議論をし

50

相談窓口のようなものは

Ａ 平成 年度は、

54

当てを支給しています。

成されることになります。

34

額と世帯割額の積算で手

12

どういった運営をするた
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24
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47

48

21

55

10

19

22

25

Ｑ
社本殿の茅葺き屋根のふ

④市指定文化財、高浜神

替え工事に伴う補助金、
情緒・言葉等に心配のあ

市内の就学時前の幼児で

まわり教室」を設けて、

ているのか。

舎建設をどのように考え

施設計に向けて、今の校

について、現在指導員は

で実施している学童保育

Ｑ

放課後児童対策事業

て、英語指導助手は、ど
る幼児を対象に教育相談

語学指導事業につい

のように選考しているの
き替え工事に伴う補助金

何名で、何校に配置され

か。

ているのか。また現在の

業に伴う基本構想として、 人数で指導員は足りてい

Ａ 柿岡中学校の改築事

や指導を行っています。

Ａ 英語指導助手派遣会

るのか。

しましたが、有明中学校

年度に予算措置を

校舎の耐震化の問題が絡

在、指導員は

平成

事業ということで、生徒

み、今年度、基本構想を

校 教室に配置していま

心の教室相談員配置

のストレス緩和のための

立てることが、時間的に

Ｑ

トを開催するための経費

相談員を４校におくとい

できなくなりました。こ

各種スポーツイベン

として４４０万円が計上

うことだが、４校という

社と契約しています。そ
の派遣会社へ選考要件と
されているが、どのよう

のはどこの学校か。

す。

月１日現

して、①英語が母国語で
なイベントを計画してい

Ａ 平成 年

あること、②子供とのコ
るのか。

名で、

う指示しています。今年

を満たす方を選考するよ

ができること、以上の点

０メートルになります。

民家の塀を除くと約６５

メートルで、通路部分・

工事です。外周約８００

施しました。平成

年度

球教室の４つの事業を実

ー大会・講演会として野

ゴルフ大会・ソフトバレ

大会・ターゲットバード

回石岡つくばねマラソン

４校に４名の心の教室相

が配属されていない学校

のスクールカウンセラー

に配属されています。こ

ールカウンセラーが４校

ありますが、県からスク

Ａ 中学校は全部で８校

なければ統合は難しいこ

は、地域の皆様の合意が

舎建築の考え方について

実施設計に向けての校

と考えています。

として発注していきたい

年度に、基本・実施設計

指導員の確保は困難な

す。

て増員し、対応していま

は、人数の状況に合わせ

ただし大規模校の場合に

はなく、通常１クラス４

人数で行っているわけで

現在のところ、最低の

度は、全て英語を母国語
スチール製の目隠しフェ

高さ約１・８メートルの

ことであり、年間を通し

のため今現在は、平成

としている、英語圏の方

とから、現段階では柿岡

人体制で行っています。

を配置しています。

中学校の改築事業として

イベント広場管理経

ス緩和のための相談活動

Ｑ

について、学区審議会は

Ｑ

取り組んでいる状況です。 て広報等により周知して

中・八郷南中の３校で統

委員何名で構成され、ま

を行っています。

合する案が示されていま

つくばねマラソン大会、
及び講演会を予定してい

すので、そのことも含め
４点です。①指定無形民

れているのか。

と、どこの学校に配置さ

なっているのか。また実

構想が、現在どのように

上されている。この基本

実施設計委託の予算が計

敷地を考えています。

ますので、現在の校舎の

柿岡中の改築事業になり

を考えています。場所は、 のか。

が、今回、平成 年度に、 た基本・実施設計の策定

た、審議会は開催された

の 答 申 で 有 明 中・ 柿 岡

俗文化財の補助金、②文

Ａ 障害幼児教育相談員

学区審議会委員報酬

化財の防災設備補助金、
２名は、
府中小学校に
「ひ

平成 年度に柿岡中学校

います。
ます。

校舎改築の基本構想委託

ただし、統合計画審議会

業補助金の内容は。

Ｑ

の予算を計上したと思う

実施計画に基づき、

改修事業２３００万円が

報酬について、この人数

Ｑ

Ｑ

計上されているが、これ

Ａ 指定文化財等保存事

Ａ 中央図書館の向かい

③市指定文化財、国分寺

はどこの場所にどのぐら
業補助金の内訳は以下の

側にあるイベント広場の

千手院山門の屋根のふき

20

名以内をもって組織して

Ａ 学区審議会は委員

敷地に、現在、波トタン

21

の塀が設置されています

障害幼児教育相談員

いの大きさのものをつく

費の中で、広場フェンス

22

るのか。

指定文化財等保存事

談員を配置して、ストレ

年度は、第３

86 11

は、最終的には実行委員

Ａ 平成

ミュニケーションがとれ
では、子供と触れ合いな

15

21

会で決定しますが、石岡

がら、子供と楽しく授業

20

います。

22

ること、③特に、小学校

Ｑ

です。

が、このフェンスの改修

21

ンスのような形で考えて

21

22



床板が多少反り上がった

では９か所、八郷地区で

Ａ 敬老会は、石岡地区

３月分の児童手当、及び

日になります。２月分・

は、児童手当と同じ支給

上しています。平成

００人を予定し予算を計

います。対象人数は、３

年

も９か所で実施していま

含まれています。児童手

手当に該当する子どもも

人です。この中には児童

み児童数は１万１７６９

る６台の防犯カメラは、

前等に設置を予定してい

り推進事業について、駅

Ｑ

登録されている方は何人

当の対象児童を除いた子

どこに設置するのか。

安全・安心まちづく

家庭相談員は、福祉事
シルバー人材センターに

Ｑ

子ども手当の受給見込

せん。そのため、来年の

に関する業務のうち、専

務所が行う家庭児童福祉

市民経済委員会

度の実績は、２７６人で

石岡地区５８１７人、八

次が来年の２月と６月で

す。

子家庭や寡婦の方の各種

郷地区４３３６人、合計

す。

月分が６月に支給されま

相談に応じたり、その自

率は記念品のみを受け取

１万１５３人です。参加

子ども手当の４月分・５

う破損箇所を一部改修す
立に必要な指導・職業能

られた方を含めると約

歳以上の対象者は

る工事です。運動公園体
力の向上・求職活動に関

％となります。

す。

育館は６か月先まで予約
する支援業務を行ってい

Ａ 母子自立支援員は母

配置されているのか。

年経過し、 また、どこにこの方々が

ＰＴＡの役員・学識経験
り、板そのものが破損し

は建築後、約

者をもって構成していま
ている状況です。そうい

おり、市立小中学校長・

す。平成 年度はこれま
統合の進捗等も含め、今
ができる制度をとってい
ます。

１月下旬から３月上旬の

でに１回開催し、現在の
後の統合と合わせてどの
るため、ある程度期間を

す。その次が 月、その

ように検討していくかを
設けないと工事ができま
Ｑ
１か月半程度の期間を予

門的な技術を必要とする

Ａ 正会員の団体として
Ｑ

輪場（３か所）に各１台

Ａ 高浜駅に１台、石岡
１０９５団体、賛助会員

す。

どもの数は２４５４人で

いるのか。

よる登校拒否や障害など

務内容は、非行・虐待に

業務を行っています。業

現在、石岡地方広域

事について、どのように
えています。

の専門的な指導や相談に

億４９９６万６５１

駅の西口、東口、また駐

護を受けている方の当市

Ｑ

精神難病福祉対策事

でどのぐらいの期間を要

就労できずに生活保

するのか。

ずつ設置する予定です。

Ｑ

また予算計上に際し、何
で

月から

疾患が追加

街路灯・防犯灯事業

舞金として１件３万円を

について、ＬＥＤ化の現

９００万円について、見

贈られていると思います

家庭相談員は、いずれも
Ｑ

子ども手当経費とし

保健福祉部こども福祉課

状と 年度の補助金につ

数は１１６０人です。

業で難病に関しての予算

年２月末現在

が、難病患者としての対

名の方を対象に見込んで

象疾患は幾つあるのか。

て 億４２４７万円が計
度から支給されると思う

いるのか。さらに平成

上されている。平成 年

が、いつ頃から支給され

年度の実績についても伺

置されています。

内の家庭児童相談室に配

母子自立支援員並びに

が８１７団体です。会員

Ａ 平成

で、世帯数が５４３世帯

るのか。また、対象者数

います。

で、人数では７１１人と

について全対象者数、及

なっています。支給金額
敬老会事業委託料につい

Ｑ

び児童手当に該当する子

１円です。

高齢者等支援事業の
て。また、敬老会はどの

年１月末現在

ような形態で、市内何か

どもを除いた場合の対象

は、平成

所で行っているのか。さ

母子自立支援事業の

年

Ａ 対象疾患は、平成

Ｑ

者数は。

らに

何人ぐらいで、参加者は

歳以上の高齢者は

母子自立支援員、並びに

21

21

いと考えます。

年

き５０００円を増額した

ＬＥＤ化に伴い１件につ

度 の 補 助 金 に つ い て は、

１８４灯です。また

０灯のうち、ＬＥＤは、

Ａ 現在、街路灯１２３

いての考え方は。

22

22

22

家庭相談事業の家庭相談

11

され、 疾患を予定して

56

22

22

額について。

あたっています。

Ａ 石岡運動公園体育館

における人数及び支給金

に体育館が使用できるま

工事を発注してから実際

床を改修するのか。また、 定して工事をしたいと考

石岡運動公園維持管

10

理経費の体育館床改修工

95

21

20

審議しました。

75

10

Ａ 子ども手当の支給日

10

75

10

員の仕事の内容について、 どのくらいになるのか。



21

Ｑ
したヤマメ、芋を配合し

入れた野菜、地元で養魚

Ａ 農産物直売所から仕

店舗職員雇用委託料の内

業中のテナントミックス

Ｑ

朽化や料金の統一化など

上水道における施設の老

備委員会では、これらの

中心市街地活性化事

部・東府中）の利用状況

ふ れ あ い 農 園（ 宮

と利用率の向上に向けた

の課題について検討し、

容は。

季節ごとにメニューを変

ナショップと農産物直売

展開するスイーツアンテ

Ａ 空き店舗を活用して

す。

ていくか議論されていま

考えは。
Ａ 利用状況は、宮部地
えることなどにより、お

所の２店舗に、中心とな

どのような方向で統合し

区において１５６区画中
客様の満足度の向上や誘

年度に新たに実施

客を図っていきたいと考

・４％です。 えます。

って働く職員として、各

する戸別所得補償モデル

Ａ 農協、農業担い手、

事業について、農家へど

Ｑ

Ｑ

のように周知するのか。

関する観光施設整備等基

のです。

望等による複数区画の貸
金の現在の金額とその用

農事実行組合長への説明

１名を雇用するためのも

付けや料金の見直しなど

業中のタウンマネージャ

Ｑ

中心市街地活性化事

が考えられます。
途は

会のほか、要望による地

年度の実績について、ま

第５次地籍調査事業が進

地籍調査について、

められているが、今後の

見通しは。

市街地活性化協議会で雇

削減した水稲栽培農家に
るものです。

Ａ 第５次地籍調査事業

今後の水道行政の方

Ｑ

平方キロメートルが未実

Ａ ひたち野農協、やさ

Ａ 当市には、三村簡易

農協営農活動活性化

Ｑ

ついては、

間は３年です。

用するものです。雇用期
回開催し

Ａ 市役所本庁と八郷総
月から

人から１

向性について、どのよう

します。当市では２・

年度で終了

事業補助金の目的は。

に考えるか。
えながら努力していきた

と農協における各部会の

湖北水道企業団の３つの

水道、八郷地区水道事業、 から第６次の計画が示さ

年を要すると考え

れる予定であり、完了ま

施であります。今後、国

いと考えます。

構成強化や、営農指導員

ので、新年度も検討を加

００人程度の来客がある

も増え、１日

ております。リピーター

昨年

合支所の駐車場を会場に、 対し、生産費の助成をす

ります。

み使えることとなってお

途は、やさと温泉ゆりの

万２６８円です。その用

１月 日現在で８３５９

22

郷の整備や維持管理にの

元説明会などで周知を図

ー雇用とは。

りたいと考えます。

ふれあい交流施設に

Ｑ

区画で ％、東府中地

地元の食材を使うことや

た飼料で育てた芋豚など、

Ａ 環境にやさしい営農

Ａ テナントミックス事

た近隣自治体との協力体

年

活動を拡大するもので、

していく者として、中心

業の進行を総体的に管理

年度の有害鳥獣捕

Ａ 基金残高は平成

化学合成農薬や化学肥料

有害鳥獣の捕獲の

Ｑ 軽トラ朝市（Ｋ マ
―
ルシェ）の実施状況につ

の使用を慣行の５割以上

制は。
Ａ
頭、カラス４００

獲は、３回実施し、イノ
シシ
羽という結果でした。ま
た、現在は市独自で捕獲
を実施していますが、今
後、近隣市との共同捕獲
について検討していきた
いと考えます。

の資質向上等を図るため

エコ農業茨城推進事

Ｑ

で約

ます。

10

国民宿舎つくばねに

年

度に発足した水道統合準

上水道があります。

の活動に対し、交付する
ものです。

業の内容について。

20

Ｑ

おける地産地消の推進は、

10

80

21

どのように進めるのか。

62

21

12

21
13

15

Ｑ

いて

また利用率向上には、要

中 区画で

区においては１２５区画

50

50

22

78
63



万円減額となっ

の対応について。

事業に反対する地権者へ
道整備事業について、箇

スが良くないが、一般市

常任委員会（都市建設）

本会議場

有

スズメバチ駆除費補

助金が

年度事業について

所づけはどうなっている
のか。
Ａ

放映

所

Ｑ
た理由は何か。
業決定区間の用地買収率

Ａ 千代田～石岡間の事
Ａ 補助金の上限額を１
年２月現在、

は、まだ箇所づけを行っ

議案の採決など

午後 1時30分～ 常任委員会（教育福祉）

は、平成
・８％です。工

ておりません。どこを整

全体で
事は市川から田島地区間

〃

議案の提案理由説明など

万円から５０００円に減
す。

額したことが主な要因で

全 協 室

水

午後 1時30分～ 常任委員会（総務企画）

す。こちらもご利用ください。

けながら進めていくこと

Ｑ

議会運営委員会

午前10時～

備するか、優先順位をつ

工事、用地買収と埋蔵文

築した木造一戸建ての市

無

16日

川に架ける橋の工事、埋

化財調査を予定していま

点在しているが、どのよ

す。用地買収については、 営住宅が、かなりの戸数、

委員会室

常任委員会（市民経済）

15日 火

では盛り土工事と、恋瀬

ーミナル用地として市が

国土交通省と連携し、地

うに考えているのか。

〃

報センターで生中継をご覧いただけま

になります。

購入し、残りは都市再生

権者との交渉を進めてい

〃

月

蔵文化財の発掘調査。東

いて、住民からの要望が
機構が取得し、基盤整備

きたいと考えます。

議案質疑

合支所の１階ロビー、及びまちかど情

都市建設委員会

減っていないのにもかか
等を実施する予定です。

〃

10日 木

午前10時～

昭和 ～ 年代に建

わらず、今年度の予算が
その後、中心市街地活性

〃

14日

田中地区では新たな改良

１２５１万８０００円と

Ａ 現在、木造の住宅１
が、非常に老朽化が進ん

０３戸を管理しています

一般質問

午前10時～

排水路整備事業につ

大幅な減額となっている
化基本計画に基づき、民

について、箇所づけを行

Ｑ

〃

9日 水

11日 金

Ｑ

理由は。

間活力を視野に入れ、整

狭あい道路整備事業

備を実施したいと考えま

でいます。これらについ

〃

載されている会議は、本庁舎と八郷総

Ａ 他の事業と同様、財

っているのか。

一般質問

なお、表の「放映」欄に「有」と記

す。

〃

8日 火 午前10時～

おいでください。

政状況が非常に厳しく、

Ａ この事業は、あくま

用途廃止をして、順次撤

した際に募集をかけず、

等の整備については、現

で地権者からの申請によ

す。

去していきたいと考えま

ては今後、入居者が退去

在、Ｊ Ｒ東日本など関係

い、承認し事業を進めて

るもので、現地調査を行

石岡駅西側を含む駅舎

機関との協議中ですが、

減額になったものです。
Ｑ

駅舎の橋上化、また、駅

石岡駅周辺整備事業

について、どのような計

〃

程で開催する予定です。ぜひ、傍聴に

有

一般質問

次回（第２回）定例会は、右記の日

本会議場

7日 月

6月 1日 火

40

場

主 な 内 容

間

時

曜

30

（鹿島鉄道跡地・駅西側）

広場の再整備を行う予定

前広場の混雑解消のため、 いくもので、予算上、

か所を予定しています。

うに進めるのか。

画を持ち、今後、どのよ

です。
地方道路等整備事業
は継続事業とのことで、

Ｑ
Ｑ

国道６号バイパスの

タールのうち４７００平

進捗状況について、また、 旧石岡・八郷間のバラン

Ａ 鹿島鉄道跡地２ヘク
方メートルを、ＢＲＴタ



16

日

月

22

66

22
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第２回

定例会のお知らせ

請願 ＆陳情
小松美代子

平成 年

紹介議員
付託

号に掲載

第４回定例会
本紙第

担で建てられた施設であ

行部からは「構成市の負

質問がありましたが、執

することは可能か」との

感じました。審査では、

員全員が整備の必要性を

ことを確認し、改めて委

水がたまった状態である

択すべきものと決しまし

採決では、全会一致で採

うものはなく、その後の

り、その財産の取り扱い、 本陳情に反対の意見を言

当市議会の慣例により、 いることから改修の必要

た。

コミュニティ施設設置に

議会運営委員長報告は省

築後三十数年を経過して

性など、様々な課題があ

議会運営委員長報告の要旨

要旨

るため、現段階で使用に

議会運営委員長報告は省
略。

審査結果 採択

関する陳情

略。

第４回定例会

平成 年

以上の審査の後、採決

を行い、全会一致で不採

択とすべきものと決しま
した。

審査結果 不採択

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

号に掲載

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

本紙第

核兵器廃絶を求める請願

孝元

ＪＲ高浜駅前周辺と愛郷

前島

橋～ＪＲ高浜駅間の道路

紹介議員

審査では、施設の所有

市民経済委員長報告の要旨

泰道

孝男

及び排水路の整備につい

村上

ての陳情

核兵器廃絶と恒久

平和をめざし、左記事項

要旨

第４回定例会

平成 年

について、関係機関への

す。

意見書の提出を要望しま

号に掲載

本紙第

陳情箇所の状況を把握

①２０１０年ＮＰＴ再検

都市建設委員長報告の要旨

するために現地調査を行

早とのことから不採択と
すべきではとの意見が出

器廃絶の道筋を合意す

討会議で、２０００年

ること。

合意を再確認し、核兵

が非常に悪く、雨が降っ

いましたが、その際、こ

ていないにもかかわらず、

の地区の道路側溝の流れ
ィ施設の建設ではなく、

源的に厳しいコミュニテ
現施設の転用により対応

さ れ ま し た。 一 方、
「財

て検討することは時期尚

要旨

岡野

者である石岡地方斎場組

要旨

の答弁がありました。

対する判断は難しい」と

全会一致で採択すべきも

教育予算は必要となるこ

付託

合に提出された同趣旨の
陳情が不採択となったこ

とから、不採択にする理

平成 年 第１回
定例会で議題とし、
委員会へ審査を付
託した請願・陳情

審査結果 不採択

のと決しました。

採
択 ……請願・陳情に示された願意が妥当で、かつ、実現
の可能性も見込める等と判断したもの。
不 採 択 ……右記以外のもの。
継続審査 ……引き続き次期定例会までの期間に審査する場合。

教員の数を増やし、より

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

きめ細かな指導を進める

小松美代子

付託

審査結果 採択
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ための計画との説明があ
りました。当市において
は、東小学校で一部対応

平成

紹介議員
付託

第４回定例会

と。斎場移転後の現在の
施設について、活用計画

号に掲載

本紙第

議会運営委員長報告の要旨

要旨

年

題について」

しているとのことでした。 請願「八ッ場ダム中止問
委員からは、石岡市と
して既に実施している項
目もあり、採択すべきで
はないかという意見、こ
の請願を受け意見書を提
出することには異議はな
いという意見、今後学校

第８次公立義務教育諸

審査結果 不採択
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

22

平成 年第１回定例会では、皆さまからご提出いただいた次のような請願・陳情
を審査しました。なお、
「審査結果」
に示す各語の意味は、次のとおりです。

以前から継続して
審査を行ってきた
請願・陳情

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

請願

教育予算の拡充を求める
岡野 孝男

年

号に掲載

第４回定例会
本紙第

平成

紹介議員
付託
要旨

21

23

21
23

当市議会の慣例により、 がない中で、本件につい

学校教職員定数改善計画

由はないという意見、教

の統廃合等の問題があり、

について、執行部から、

育問題であり前向きに早

計画であり、その内容は、 く取り組むことは大切で
学力向上を目的に、少人

請願「八ッ場ダム中止問

平成

年度からの５か年

教育福祉委員長報告の要旨

21

数教育の充実を図るため、 した。その後の採決では、 題について」

21

23

23

23

22

21

ある等の意見が出されま

18

10

総務企画委員会で

廃絶を実現すること。

中にあらゆる核兵器の

②２０２０年までに世界

道路改修についての陳情

動被害を低減するための

工事車両の通過による振

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

継続審査中

国道６号バイパス工事の

経過

ため、土砂を運搬するダ

貝地地区の道路を

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

意見書

第１回定例会で可決し、関係機関へ送付した
意見書は次のとおりです。

【要旨】
子どもたちにゆたかな教育を保障することは，社会の基盤作りにとってきわめ
て重要なことであり、自治体の財政力や保護者の家計の違いによって、子ども
たちが受ける
「教育水準」
に格差があってはならない。
したがって、教育予算を国全体として、しっかりと確保・充実させるため、
次の事項を実現されるよう強く要望する。
◦
「子どもと向き合う時間の確保」
をはかり、きめの細かい教育の実現のために、
教職員定数改善計画を実施すること。
◦教育の自治体間格差を生じさせないために、義務教育費国庫負担制度につい
て、国負担率を２分の１に復元することを含め制度を堅持すること。
◦家庭の所得の違いによって子ども達の教育や進路に影響が出ないよう，就学
援助制度の拡充と、そのための国の予算措置。あわせて、奨学金制度の「貸与」
から
「給付」
方式への改善。
◦学校施設設備、教材費など、教育予算の充実のため、地方交付税を含む国の
予算の拡充。
◦教職員の人材確保のため、給与財源の確保・充実。勤務実態調査の結果を施
策に反映し、実効ある超過勤務縮減対策を行うこと。

要旨

「自主共済制度の保険業

り瓦がずれて雨漏りが起

すが、その際の振動によ

きるのでは、との不安を

ンプカーが通過していま

覚えたり、また、現道は

法適用除外」実現を求め

各 団 体 が、 そ の 組

道幅が狭く、歩行者が危

る陳情

織の目的の一つとして構

険を感じていますで、道

要旨

成員のために自主的に運

路の改修を要望します。

継続審査中

都市建設委員会で

営している共済制度を廃

経過

止することは、各団体構

成員の生活基盤の安定を

損なうことから、保険業

法の制度を見直し、自主

的な共済制度が保険業法

の適用除外となるよう、

左記事項について、国へ

の意見書の提出を要望し

ます。

①団体が目的の１つとし

て、構成員のために自

主的かつ健全に運営さ

れている共済制度を保

険業法の適用から除外

継続審査中

総務企画委員会で

すること。

経過

教育予算の拡充を求める意見書

送付先：総務大臣･財務大臣・文部科学大臣

石岡市議会では

いつでも 請願

陳情 の受付をしています。

請願・陳情は、市役所本庁舎の開庁中ならいつ
でも受付をしています。
ただし、受付後の直近の定例会で審査できるの
は、原則として定例会開会に先だって開かれる議
会運営委員会開会日の前日の午後５時15分まで
に提出された分となります。
したがって、今から請願・陳情の審査をお考え
の場合、第３回定例会
（８月下旬〜９月上旬予定）
での審査が最も早いものとなります。

11

書式について
書式等に、特に決まりはありません。請願・陳
情の要旨（市や市議会に対して、どのような理由
でどのようなことを求めるか）を簡潔に書いてく
ださい（道路や側溝などの整備を求める場合は、
略地図を添付していただければ幸いです）。
なお、提出者の方は氏名（署名もしくは記名・
押印）、住所を明記してください。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

常任委員会 の活動

あり、継続審査となって

の陳情への対応も注視す

て調査を行いました。工

ス専用道化事業」につい

い て、
「かしてつ跡地バ

事の進捗状況については、

べきであるなどの意見が

いました。

の際に事故等が起きない

いて不採択となったこと

所有者である同組合にお

け、委員からは、施設の

不採択となった報告を受

岡地方斎場組合で陳情が

委員から、当事業と３月

るとの報告がありました。

５日に入札を予定してい

の１か所については２月

発注が済んでおり、残り

３か所についてはすでに

全体を４つに分けたうち、

委 員 か ら は、
「購入した

よう、事業者と協議をし

や、今後の活用計画がな

今回の委員会では、石

ア等での納入方法のほ
バスは、環境に配慮した

い中での審査は時期尚早

●石岡市議会には、４つの常任委員会が置かれています。委員会は、それぞれ担
当する部門をもっていて、それぞれが、市の業務内容の調査や、議案と請願・陳
情の審査などを行っています。ここでは、各委員会の活動内容をご報告します。

か、新たに出先機関等で

確保に努められたいとの

て、安全・安心な通学の

●総務企画委員会●

券を数か月分まとめて購

バスであるのか」
、
「定期

日の茨城空港の開港と

の収納についても検討し

コミュニティ施設設置に

●市民経済委員会●

提言がなされました。

てほしいとの要望が出さ

５００円、小人１５０円

無」
、
「一般利用者の大人

入した場合の割引の有

特別滞納整理の取り組み
れました。

について
２月４日の委員会で、
通常の滞納徴収業務以外
に市の管理職を総動員し
●教育福祉委員会●

の料金設定」などについ

対 応 は 可 能 か。」 と の 質

「現在の施設を転用した

見が出されました。また

すべきではないかとの意

であることから不採択と

いう予定で進めておりま

港を目標に整備をすると

行 部 か ら は、
「当初は開

質問がされましたが、執

の関連について、確認の

したが、いろいろな条件

て、質問がされました。

問 に 対 し、「 各 構 成 市 の

合 い ま せ ん。
」との答弁

が重なり、現状では間に

教育委員会バスの運行に

実施する特別滞納整理に

負担による施設であるこ

ついて執行部から説明が

とに伴う財産の取り扱い

関する陳情について
いて、先の定例会で審査

や、築後 年経過による

また、一般の方が利用

付託され、継続審査とし

ついて

と同じ時間帯・同じルー

ていた本陳情について、

日の委員会にお
トで、１か月前までに予

け早い時期に完成するよ

いたデマンドタクシーに

距離通学児童が利用して

し工夫する必要があるの

けるのであれば、もう少

る。これだけの費用をか

ニティセンターの建設を

場の跡地に地域のコミュ

められている石岡地方斎

のと決しました。

一致で不採択とすべきも

以上の審査の後、全会

「３ 月 中 旬 ご ろ か ら ト ン

備事業につきましては

新治線の朝日トンネル整

が約２３０万円、訪問に

代わるもので、市が中型

がありました。

改修の必要などの課題が

３月

行部から、教育委員会バ

約する必要があるため、

する場合、登下校の児童

スの運行について説明が

委 員 か ら は、
「この条件

た。

当委員会において、執

施。土曜日と日曜日を中
ありました。

では一般の方は、ほとん

２月と５月の年２回実
心として滞納者宅を戸別

このバスは、これまで

ど使えないと考えられ

う努力するとのことです。

市内５小学校（石岡・東・

あるため、現段階での判

る市税等を納めていただ

三村・関川・柿岡）の遠

よる効果で、その後窓口

ではないか」との意見が

かしてつ跡地バス専用道

●都市建設委員会●

きるよう進めていく予定

本体の掘削工事が開始で

い、年度明けにトンネル

ネル坑口部分の工事を行

等で納付された金額が約

バス３台・マイクロバス

いては、跡地利用の協議

化事業について

付託当初の委員会にお
さらに、児童の安全・

地方斎場組合での同趣旨

が十分でないことや石岡

ました。

で す。
」との報告があり

安心の通学が最優先であ

１月 日の委員会にお

るため、通学路での乗降

要望するものです。

３７０万円であったこと

出されました。
年４月から運
行するものです。

し、平成

可をもつ事業者に委託

２台を購入し、業務の許

談やコンビニエンススト

組んでいる土日の納税相

委員からは、既に取り

が報告されました。

この陳情は、移転が進

の実績は、戸別訪問徴収

く取り組みで、昨年５月

再度審査を実施しまし

がありました。できるだ

訪問し、未納となってい

ありました。

11

ま た、
（ 仮 称 ） 八 郷・

15

断 は 難 し い。
」との答弁

30

25

22

環境にやさしい大豆油インキを使用しています。
再生紙を使用しています。

議会広報紙に関するご意見・ご質問は、石岡市議会事務局まで。 ☎23 –1111（内線312） 〒315-8640 茨城県石岡市石岡1–1–1
●電子メール ishiokashigikai@muse.ocn.ne.jp ●ホームページ http://www8.ocn.ne.jp/~ishioka/

