
総務常任委員会

№ 会場
発言種
別

発言内
容 参加者の発言 委員会の回答

1 美野里 ①質問 ②市政

「ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｼﾃｨ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」市の事業でPDCAｻｲｸﾙが，できる
のか？一般企業だとPDCAができるが，人口ﾋﾞｼﾞｮﾝや総合戦略
だとかを実行しないとこのPDCAは回せないのではないか。

総合戦略を策定する上で，国が定めた「まち・ひと・しごと創生法」の
中でも位置づけられている政策5原則に結果重視がうたわれており，市
の総合戦略に位置づけられている具体的施策ごとにＫＰＩ（重要業績評
価指標）を定め，有識者会議並びに市議会における地方創生まちづくり
特別委員会の中で毎年度事業に対する評価検証を行い，必要な改善等を
行いながら，目標達成に向けて事業推進を図ってまいります。

2 美野里 ③要望 ①議会
区長の報酬額について少し議会でも，検討してほしい。 区長報酬ですが，議会でも市へ伝えてまいりたい。

3 美野里 ③要望 ②市政

羽鳥学区でも，空家が目立つようになった。火災の心配があ
る。空家を市で買い取って，民間に斡旋して売れるようにした
ら財政上もいいのではないか？
また，将来的に大きな問題なので，真剣に取り組んでいただけ
ればありがたい。

市内の空家問題を総合的かつ計画的に実施するため，本年度は「空家等
対策計画」の作成を予定しております。
その中で，危険な空家の措置や，空家の有効活用について検討してまい
ります。

4 美野里 ③要望 ②市政

議会からお願いしたい。防災関係で，各地区の集落センターの
耐震調査をしてほしい。一次避難所として使えるのかどうか。

各区公民館の耐震診断については，平成26年7月29付で，小美玉市各区
公民館耐震改修事業等補助金交付規則が制定されており，平成26年4月
1日より施行されております。
規則の中で耐震診断については，対象経費の３分の２以内の補助として
おります。
　

5 小川 ①質問 ②市政

空き家対策について。若者が外へ出て行ってしまうと年配の方
が残っていき，空き家が増えていくのではないかと思う。

空き家については，空き家対策計画を策定し，これに基づき空き家の調
査を行い，結果をデータベース化する予定です。
データベース化された空き家のうち，優良空き家については，今後，空
き家バンクの制度化を図り，移住・定住を推進してまいります。
また，小美玉市への定住意識の定着を図り，今住んでいる市民が市外へ
移住していかないよう施策を展開してまいります。

6 小川 ①質問 ②市政

若者が働く場所を身近に誘致してほしい。企業が誘致できてな
いと思うが，合併してから，百里テクノパークへ何社ぐらい誘
致してきたのか。

現在のところ，テクノパークへ企業の誘致にはいたっていませんが平成
28年度の現在までの県への引合い状況は6件ありました。その内継続中
は1件となっています。
引続き茨城県と連携を図りながら誘致に向けて取組んでいきます。

議会報告会での意見等に対する調査検討結果
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7 小川 ③要望 ②市政

①消防設備について，消火栓の元がいざと言うとき慌ててわか
らない。消火栓と元栓が繋いであると子どもでも素人でも出せ
るが，離れていている。場所もわからない。折角付けた設備を
活用できる施策が大事。
②格納庫をあけてみたら,何年も使っていないホースが入って
いた。消防からチェック表もらったが，このホースが使えるか
どうかを書いてほしかった。
③消火栓の上に色を塗るなど矢印を塗るなどして，わかる様に
してほしい。

①消火栓は，主に消防隊が使用する消防水利として設置されたものであ
り，消火栓格納箱内のホースと消火栓を常時繋いでおくことは，交通の
妨げや事故の危険性を伴い不可能であります。いざ火災になったとき，
近くにいる人が消火栓を使用して初期消火をすることは有効ですが，か
なり水圧がかかるため，子供や素人が使用するには危険を伴いますの
で，消防署や消防団から消火栓使用方法の講習会等を受講され初期消火
などに有効活用して頂くようお願いします。
　消防署では，各地区等から要望があれば消火栓の取扱いの指導も行
なっております。
②毎年2回定期的に消火栓及び消火栓格納箱内の点検を行っており，点
検時に使用不可能なホースは後日，随時交換しております。今後は,点検
時にチェック表にも使用可否を記入するよう努めてまいります。

③新規の消火栓には，蓋の外周部に黄色い塗装が施されておりますが，
以前のものは塗装が施されていないため，職員により塗装を行なってお
ります。しかしながら，交通量の多い道路上では，塗装実施後，乾燥す
る前に車両が通過するなど，車両の汚損等が問題となり，近くの歩道上
や縁石などへ塗装を行なうなどの対応を行なっております。

8 小川 ③要望 ②市政

人口減少問題について。小美玉市も5万人を切るような状況に
なっている。いろいろな条例等あると思うが人口が減らないよ
うにお願いしたい。

小美玉市への移住・定住にあたっては，総合戦略にある各事業を進めて
いくとともに，相互に関連性の高い結婚・子育て支援，雇用への取組，
地域の魅力づくりの各事業についても一体的に行うことにより，市内，
市外の方に選ばれる小美玉市を発信していきます。
また，小美玉市への誇りと愛着，そして，まちをより良くするために自
分自身が関わっているという当事者意識を持つ「シビックプライド」を
醸成することにより，定住意識の定着を図り，まずは今住んでいる市民
が市外へ移住していかないような施策展開を図って人口減少を少しでも
食い止めてまいります。
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9 小川 ③要望 ②市政

公用車について。本当に効率的に管理されて動いているのか，
管理をしっかりやってもらいたい。

公用車には，乗用車，ライトバン，軽自動車などの一般車両のほか，バ
ス，トラック，消防車両などの専用車両がございます。多くの職員が使
用する一般車両につきましては，各課に配属しているものと必要に応じ
て予約して使う共用車に区分して運用をしており，車両使用簿により運
行管理をしております。平成２５，２６年度に老朽化した車両につきま
しては，補助事業等を活用して入れ替えを行いましたが，現状，共用車
が足りない状況もございますので，今後も，安全運行管理の立場から，
定期的な車両更新と公用車の管理に努めてまいります。

10 玉里 ①質問 ②市政

市の霊園事業は，順調なのか。 市営霊園拡張事業は，平成２６年度に５９２区画の整備が完成し，平成
２７年度，平成２８年度は計画当初の見込み通り，年間約５０区画の使
用者が決定しており，事業は順調に推移しております。

11 玉里 ①質問 ②市政

LEDの傘の交換は，市の負担。電気の負担は，区の負担と言う
ことでよいか。

LEDへの更新後は、電灯が点灯しなくなった場合でも球交換ではなく器
具交換となり、その費用は市で負担します。行政区では、区で管理する
防犯灯の電気料のみ負担をいただく形になります。

12 玉里 ①質問 ②市政

LEDは，一体型です。自分達が心配しているのは，10年後で
す。10年後15年後（に球が切れたとき）の負担は，どうなる
のか。

耐用年数の経過によるLED灯の不良については、器具交換の費用は市で
負担いたします。

13 玉里 ③要望 ②市政

なぜ，（防犯灯関連の）こんな話になるかというと，小美玉市
に統合になったが，それまで区が玉里にはなかった。そのた
め，未だに常会のほうが区より予算規模から事務的なことも含
めて強い。区での負担がでてくると，必ず常会の承認を得なく
てはならない。
　10年後のLED化整備後の（区の負担の）シミュレーション
をして具体的な数字を示してほしい。そうすれば，区が常会に
説明しやすい。

LED整備後は、電灯が点灯しなくなった場合などに、球交換をせず、全
て器具交換にて対応するため（費用は市で負担）、各行政区での負担
は、今後電気料金の支払いのみとなります。
電気料金は月によって変動するため、10年後のシミュレーションをする
事は難しいですが、現時点の電気料金で考えると、LED（10VA）の電
気料は、約130円／１基となり、従来の蛍光灯の電気料の約半分となり
ます。

14 玉里 ①質問 ②市政

なぜ,（玉里地区が）われわれが防犯灯の電気代を払わなくて
はならないのか。例えば，小美玉市の道路，美野里地区の道路
を修復するときも，われわれの税金ですよね。これは市民全員
に共通することだから税金で払うわけですよね。防犯灯もそう
ですよね？なのになぜ，受益者負担と言う話が出るのか。

安全で快適な街づくりの主体は市民一人ひとりです。皆さんの協力なし
で安全で快適な街は実現し得ません。何とぞご協力をお願いします。
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15 玉里 ③要望 ②市政

（防犯灯維持管理経費が）受益者負担なら結構です。そした
ら，区にはいっていない方からも平等にとってほしい。その辺
の考え方を聞きたい。
美野里地区がやっているからそのやり方を引き継ぐ考えはおか
しい。理屈に合わない。公共のものだったら皆で公平に払う。
だから税金でやるんじゃないですか？

安全で快適な街づくりの主体は市民一人ひとりです。皆さんの協力なし
で安全で快適な街は実現し得ません。何とぞご協力をお願いします。

16 玉里 ③要望 ①議会

この前，区長宛に行政からアンケートがきた。そして，「こう
いう不公平感がある。」と回答しました。市の方でも何らかの
対策をとるのではないかと思う。議会の方でもよく，検討して
ください。

現在，各行政区の状況を把握するためアンケートを実施しています。今
後，回答を整理し，課題の抽出を行っていきます。併せて結果を各区長
にお知らせし，今後の行政区運営に役立てていただきたいと考えており
ます。同時に公平性を欠いている点がある場合は，解消に向け課題を整
理していきたいと思います。

17 玉里 ①質問 ①議会

地方創生まちづくりについて。バイオマスプラント整備事業を
見に行かれているが，小美玉市合併ごみ処分場に対して議会は
どのように思っているのか？どのようにどう決まったのかお伺
いします。

バイオマスプラントとごみ処分場とは全く関係はありません。バイオマ
スプラントは，酪農や養鶏での糞尿の臭気の問題を解決することができ
る施設です。（北海道鹿追町で視察をしてきました。）将来的に必要と
思われます。

18 玉里 ①質問 ②市政

霞台ごみ処分場について，今までの進捗状況を教えてくださ
い。

本年度は、昨年度策定した基本構想をもとに、新処理施設の基本計画等
について、学識経験者等からなる有識者委員会に諮問し、施設の基本仕
様や環境基準等についてご協議いただいています。また、新施設整備に
伴う測量、地質など所要の事前調査等を行っています。
これらの内容については、秋以降を目途に、地元及び管内住民への事業
説明会を予定しているほか、広報紙やウェブサイトを通じて、住民への
情報提供や周知啓発に努めていきます。

19 玉里 ③要望 ②市政

①ごみ処分場について。建設周辺の道路を通る運搬車両の数が
わからず，小さいお子様を持つお母さん方は大変心配に思って
いる。
ごみ処分場について，いろいろ説明のしかたがあると思うが，
可能な限り細かな部分まで予想を立てた説明をお願いしたい。
②何時から何時までそれが集中してくるのかといった部分も含
めて丁寧な説明を受けたい。

現状では計量器データから１日平均約４００台の施設関係車両の出入り
が見込まれています。基本構想にも位置付けているとおり、新処理施設
設置後の搬入車両等に関して、周辺道路、滞留スペース、計量機など現
施設における課題を踏まえ、周辺地域への影響がないよう、所要の整備
を実施することとしています。
このため、本年度は、施設周辺の交通量調査を実施し、新施設設置後に
おける関係車両を含む周辺の交通需要を踏まえた、道路交通計画を策定
し、次年度以降、計画をもとに、新施設整備に合わせて所要の周辺道路
改良を行う予定です。
引き続き、事業実施にあたっては、周辺住民の方のご意見をいただきな
がら、周辺生活環境に配慮していけるよう十分留意していきます。
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20 玉里 ③要望 ②市政

玉里地区の選挙区について。衆議院議員の選挙では，小美玉市
でありながら選挙区が違います。国の問題だが，議会として，
小美玉市一つとしてでまとまるように，提案したいと思うの
で，検討をお願いしたい。

県選挙管理委員会に対し，市内が同一選挙区となるよう働きかけていき
ます。
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