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総務課に関する質問・要望

１．みずき野町内には多彩な人材が揃っておりますが，その多くが定年を迎え地

域に戻ってこようとしています。審議員など，みずき野の住民でお手伝いでき

そうなことがございましたらお申し付けください。地域の活性化のため人材活

用の場が増えることを願っております。（みずき野）

【回答 総務課 職員グループ】

本市では市民参加による協働のまちづくりを推進するため，各種審議会委員

及び協議会委員の選任に際し，公募制を導入しています。

本年度は，次の改選となる審議会等の委員の募集を予定しております。申込

方法等の詳細は，随時広報紙や市ホームページでお知らせしますので，町内会

会員の皆様への周知方，よろしくお願いいたします。

○本年度改選を予定している審議会等

守谷市保育所入所児童選考委員会

募集人数 2名

任 期 平成 25 年 12 月 1 日から平成 28 年 11 月 30 日

募集期間 平成 25 年 8 月 10 日から平成 25 年 8 月 30 日

担 当 課 児童福祉課 内線 151

守谷市政治倫理審査会

募集人数 3名

任 期 平成 26 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日

募集期間 平成 25 年 8 月 10 日から平成 25 年 8 月 30 日

担 当 課 総務課 内線 352

守谷市特別職報酬等審議会

募集人数 3名

任 期 平成 26 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日

募集期間 平成 25 年 11 月 10 日から平成 25 年 11 月 29 日

担 当 課 総務課 内線 354

守谷市行政改革推進委員会

募集人数 2名

任 期 平成 26 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日

募集期間 平成 25 年 11 月 10 日から平成 25 年 11 月 29 日

担 当 課 企画課 内線 331
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守谷市上下水道事業審議会

募集人数 2名

任 期 平成 26 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日

募集期間 平成 25 年 11 月 10 日から平成 25 年 11 月 29 日

担 当 課 上下水道課 内線 762

応募資格

市内在住の 20 歳（4 月 1 日現在）以上の方で，他の審議会などの委員になってい

ない方

※ 市議会議員，市監査委員，政党の役員・職員など政治団体関係者を除く。

※ 補助金等審議会委員は，市から補助金等の交付を既に受けている団体等又は

受けようとしている団体等の役員及び職員は除く。

※ 政治倫理審査会委員は，市長，副市長，教育長及び市議会議員，市長等及び

議員の 2親等及び同居の親族並びに市一般職員は除く。

応募方法

申込用紙（市役所総務課，中央・高野・郷州・北守谷の各公民館，文化会館，保健

センターに用意又は市ホームページからダウンロード）に必要事項を記入の上，直接

総務課窓口（市役所 A 棟 3階）へ持参又は郵送でお申し込みください。

応募期限

各委員の募集期間の最終日が応募期限となります。

※ 郵送の場合は，当日消印有効です。

【問合せ先】

総務部総務課 担当：小林

電話番号０２９７（４５）１１１１ 内線３５４
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企画課に関する質問・要望

１．モコバスの増便について

当地区は，「関鉄バス」から「モコバス」に変更になり，通勤・通学時間帯

の本数が１時間に３本から１本と大幅に減少しました。

①特に朝の通勤・通学時間帯について，増便を希望します。

②モコバスの到着場所が西口のため時間を要し，電車の乗り継ぎに不便です。

関鉄バス時代と同じ東口到着になりませんか。

（もりやバスブックの時刻表から）

・駅と当地区間の右回り所要時間（いわゆる下り 駅から ４分）

・ 〃 左回り 〃 （いわゆる上り 駅から１７分）

（下新田）

２．守谷郵便局前のバスが路線バスからモコバスに変わりました。本数もそうで

すが，始発時間が従来よりかなり遅く，通勤で利用している方には実質使えな

い状況です（首都圏通勤では，守谷発６：３０～７：００の電車に乗る必要あ

り）。始発バス時間を改善いただけると助かります。（サンクレイドル守谷）

【回答 企画課 企画・政策推進グループ】

現状のモコバスの運行がご希望に添えず申し訳なく思います。

今回の見直しの一つとして，都市計画道路郷州沼崎線の開通に伴う路線バス

のルート変更に対応し，モコバスにより当該路線をカバーするよう見直しを図

った次第です。

この見直しに当たり，モコバスにおいても路線バスと同程度の運行頻度が確

保できれば望ましいとの思いはありましたが，車両の台数や他ルートとの関係，

運行経費等々から満足のいく時間帯での運行，便数等を確保できませんでした。

すべての人の移動ニーズを満たすことは困難であるとも感じていますが，今

後においても，いただきましたご要望を受けとめ，バス事業者とも調整し，各

ルートの利用状況等を見ながら随時見直しを図ってまいります。

３．市民生活に直接影響のある事項について新設及び改廃等を行う場合は，適

時・適切な情報提供をお願いしたい。

本要望の端緒は，本年５月に実施された関東鉄道の路線バス（守谷郵便局前

を運行する路線）の廃止及びモコバスの運行変更であります。当町会としては，

本件について市から事前に十分な情報提供が無かったことについて，極めて遺

憾であると考えております。

今後，バスの運行をはじめ市民生活に直接影響のある事項について新設及び

改廃等を行う場合は，市のホームページや広報等を活用し，検討開始段階から

決定に至るまで積極的に適切な情報提供をお願いしたい。また，ユーザーであ
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る市民又は関係区長会の意見を徴する場を設け，これらの意見を反映した上で

当該事項を検討していただきたい。（つくし野）

【回答 企画課 企画・政策推進グループ】

バスルートの見直し等については，市民をはじめ公共交通利用者の代表者や

学識経験者，国及び県の関係行政機関の代表者，バス事業者等２１名で構成す

る，守谷市地域公共交通活性化協議会により検討，協議を行っています。

また，バス事業者とは，ダイヤ改正などの複雑な作業を試行錯誤しながら行

い，調整を重ね，最終的には国へ申請し許可が下ります。（今回の見直しの許

可は，４月３０日でした。）

この調整の間は，不確定な要素が多々ありますが，できるだけ早く情報提供

ができるよう努めてまいります。

４．市民会館の整備，充実をお願いします（収容人数の問題も）。

（御所ケ丘四丁目）

【回答 企画課 企画・政策推進グループ】

市民会館の建設につきましては，以前に「市民会館等建設委員会」を設置し

検討した経緯がありますが，整備につきましては，多額の建設費用や維持管理

経費が必要となることから，実現には至っておりません。

現在においても，厳しい財政状況からは，優先的に実施すべき事業の対象と

はならないものと考えています。

ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

５．スポーツセンター（保養施設等）の整備，充実をお願いします（狭すぎて市

民が十分に楽しめず，温泉他があればなお良いと思います）。（御所ケ丘四丁目）

【回答 企画課 企画・政策推進グループ】

現在のところ，スポーツセンターや保養施設等の整備計画はございません。

常総地方広域市町村圏事務組合が運営する運動公園内の施設や，昨年オープ

ンした「いこいの郷常総」をご利用いただければ幸いです。

６．守谷市は，高齢化率が県内でも低いと聞いています。これは，若年層が守谷

に移り住んで来ているからだと思います。私たちの町内でも，家族で転入され

る方は年少のお子様がいらっしゃるか，又はこれから出産を控えた方々です。

待機児童などの対応はかなりできつつあるようですが，学年が上がると市外に

出て行く子どもたちが多くなると聞いています。

以前，新聞で報道された新守谷駅方面の私立学校の話は，その後どんな進捗

をしているのでしょうか。かなり特徴のある私学だと聞いたことがあり，守谷

にそのような特色のある学校ができるなら，市全体のイメージアップにも繋が

るのではないかと思います。

市としての考え方を聞かせてください。（下ケ戸）
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【回答 企画課 企画・政策推進グループ】

開智学園の誘致の件ですが，先般の区長業説明会において，区長の皆様のご

理解と協力により，現在，署名が集められています。

守谷市としても，平成２７年度の開校に向け，こうした署名や調査協力など

を実施して支援しているところです。

開智学園の設置は，子どもたちが，多様な教育を受ける機会を享受できる機

会となること，また，私立学校ならではの特色ある教育により，市全体の教育

環境がより一層魅力的なものとなり，教育水準の向上につながること，同時に

守谷市の人口増加，まちの活性化，地域イメージの向上など，幅広い分野への

波及効果や更なる発展につながることなどを期待しています。

引き続き，皆様のご支援をお願いできれば幸いです。

７．旭町と長龍寺の間の道路をモコバスが通過すると，町内の家屋が震度２～３

くらいの感じで揺れます。原因は道路の不整備とマンホール周りの凹み，又は

道路自体の弱さと考えます。

モコバスのルート変更と道路の整備，強化を至急検討してください。（旭町）

【回答 建設課 管理グループ】…P29

【回答 企画課 企画・政策推進グループ】

バスによる振動に関し，大変ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。

これまでもご連絡をいただいている中で，当該箇所の徐行運行を徹底するよ

うバス事業者に対し再三要請しているところです。

今後，徐行による運行や道路の補修等でも改善されない場合も想定し，バス

停の利用状況を確認し，ルートの変更についても検討いたします。

８．町名に関して，なぜ本町は広いのに○丁目等にならなかったのか。道を尋ね

られても町名を聞かないと分からないことが多い。（下町）

【回答 企画課 企画・政策推進グループ】

市制施行に向けた準備，検討を進めていた当時，協議会や懇談会，地元説明

会など，時間をかけて協議，検討した経緯があります。

当初，本町地区については，２分割する案もあったと思いますが，地元の意

向により現在の形となりました。

また，道路，鉄道，河川，水路などの永久的な地形，地物での区切りが難し

いという事情もありました。

９．緑の保全と拡大について

守谷市の特徴は“緑”だと思っております。ところが，第二次守谷市総合計

画（平成２４年から３３年）の中の“政策４－施策２”を見ますと，緑被率が

減少する計画になっています。更に，私有地を含めているようです。そこで，

次の点を要望します。
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① 緑の状況評価基準として“市民一人当たりの公園面積”を採用してください。

② 中規模マンションなどでの植樹面積確保（保存なども含みます）の義務化を

進めてください。

③ 緑化推進の一環として，バブル時代にできたと思いますが，“幸せの路”を

拡張して，市内周回道“幸せ回廊”化を進めてください。

（松ケ丘三丁目）

【回答 都市計画課 開発指導グループ，まちづくりグループ】…P25

【回答 企画課 企画・政策推進グループ】

①について

総合計画上，市民一人当たりの公園面積は，成果指標としては採用しており

ませんが，当然ながら推移は把握しています。

成果指標としている緑被率については，減少傾向にある中，何とか６０％以

上は確保したいとの考えがあります。

市民一人当たりの公園面積においても，人口が増えている守谷市においては，

新たな公園を整備しない限り，当然，数値は下がることになります。

公園以外の植生等を考慮せず，一人当たりの公園面積だけを取り上げること

も課題はあると考えます。

10．松並地区開発とＴＸ東口側の活性化について

現在，松並地区の開発が着々と進んでいますが，かなりの規模での開発で

２～３年後，多くの居住者が増えるとともに，交通量が増大するのではと思

います。現在の東口の規模では，朝晩の通勤帯の交通量を裁くことが困難に

なると考えますが，何か対策を検討していますか。

また，東口の活性化に絡む問題で，現在空き地になっている元駅周辺区画

整理事務所跡地の開発・整備計画は検討されていますか。具体的な見通しは

ありますか（何年後ぐらい）。（栄町）

【回答 都市計画課 まちづくりグループ】…P26

【回答 企画課 企画・政策推進グループ】

守谷駅東側の市有地（区画整理事務所跡地）の土地利用に関しましては，

現段階では，具体的な見通しは立っていませんが，今年度，市役所内部での

検討組織を立ち上げました。

検討組織といっても，まずは，前提条件の整理（人口の張り付き状況，将

来人口予測，松並地区の土地区画整理事業の進捗，現在の公共施設の配置状況，

都市計画上の規制，財政計画との整合等々）に着手したところです。

条件整理の目途がついた段階で，外部の検討組織を設置し，市民意向も把握

しながら方針等をまとめたいと考えています。

11．エクセル跡地の有効利用計画の具体化について

昨年からの継続問題として，エクセル跡地の有効利用は住民の関心が非常
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に高い課題です。みずき野地区の核となっていた施設の跡地が空き地の状態

である現状が，みずき野地区の“地域の絆作り”の大きな障害となっており

ます。

福祉・防災を包含する地域の核となる複合施設の誘致を早期実現すべく，

ご検討の程重ねてお願い申し上げます。

早期解決のためには，市役所主導で動いていただくことが最も有効と判断

しております。（みずき野）

【回答 企画課 企画・政策推進グループ】

当該跡地につきましては，土地所有者である三井不動産（株）に対し，地

元の意向を伝え要望してきたところですが，地元自治会の皆様と連携，協力

しながら引き続き働きかけを行ってまいります。
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納税課に関する質問・要望

１．市民税の納付に関して，ペイジーでも納付できるよう要望します。

（けやき台三丁目）

【回答 納税課 収納管理グループ】

市税の納付に関しましては，お忙しい方や留守がちな方などの納税者の便利

性を図るため，口座振替納付のほかに，コンビニ納付，クレジット納付を行っ

ております。

ペイジーは，収納機関（自治体や企業等）と金融機関等を結ぶネットワーク

「マルチペイメントネットワーク」を活用して，ペイジー納付用の納付書に記

載された「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」「納付区分」を記入するこ

とで，金融機関ＡＴＭ（ペイジー対応型），パソコン，携帯電話から納付する

ことができるサービスです。

この「マルチペイメント」導入にあたっては，市だけで出来るものではなく，

実際に取扱いをする納付取扱金融機関（指定金融機関）の協力が必要となりま

す。

守谷市におきましても，金融機関との協議を行っているところですが，シス

テム導入費用や費用対効果などの課題がございます。今後も引き続き検討して

まいります。
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市民協働推進課に関する質問・要望

１．区長説明会冒頭の「市長挨拶」は，市政の近況，概要説明になっており助か

ります。説明内容について，紙資料も配布いただけると助かります。

（サンクレイドル守谷）

【回答 市民協働推進課 協働推進グループ】

市長は，毎年度３月の市議会定例会の初日，市政運営の方針や重要施策など，

当年度の施政方針を述べております。区長業務説明会の市長挨拶では，この施

政方針の中で，市民の皆様の生活に直接関係する主なものを説明させていただ

いております。

施政方針の全文につきましては，企画課窓口，または市ホームページでご覧

いただけますが，次年度以降の区長業務説明会では，資料として配布させてい

ただきます。
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交通防災課に関する質問・要望

１．地震計の震度表示

守谷市の地震震度表示が周辺市に比較し低いと言われて久しくなります。

市役所に問い合わせると，

イ 地震計は県の管理物です。

ロ 周辺市に比較し，当市は地盤がしっかりしている。

ハ 故に，３．１１でも周辺市に比較し，全半壊が少ない。

等の回答があります。しかし，当市が古河・猿島台地の先端部にあり，地続き

の坂東市等と大きな差があるとも思われません。３．１１の被害等についても，

古い家屋の多少が関係する数値であると思われます。地区でも，多くの人から

震度表示については質問を受けます。守谷市全体が同じ地盤上にあるとも思わ

れません。地震計の設置場所の変更等も含めて，市としての公式見解をお願い

いたします。（下新田）

２．地震発生時，テレビ報道などを見ても，近隣市町村の数字が出ても守谷市の

震度が出ることが少ないように感じるのですが。（美園北）

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】

守谷市の震度計は茨城県で設置したもので，全国で設置されている地震計と

同様の基準で屋外に設置されています｡

通常，テレビ等で報道される震度は，計測されたデータを衛星回線を通じて

茨城県にデータが送信され，県から水戸地方気象台に報告・集計されます。そ

の後に報道機関に情報が流れるシステムになっていますが，当然，震度の高い

順に流れます｡

また，定期的な点検も実施しており，異常等は見つかっておりません。

確実なものではありませんが，茨城県南部は利根川水系によって仕切られたい

くつかの舌状の台地が並んでいます。守谷市はそのうちの猿島台地の先端部分

に位置しており，比較的堅固な地盤の上にあり安定しているといわれています｡

今までの地震で周辺市町村の震度より，１～０．５程度低い値が計測されるこ

とがありますので，それらが影響しているのではないかと考えられます｡

また，震度については，地震発生後の大きさを測るもので，あくまでも目安

と考えています｡地震の際の行動については，個々の感じ方の差異はあろうかと

思いますが，ご自分で感じた地震の大きさで，防災行動を起こしていただける

ことが，震災時の被害を最小限に食い止める手段となると考えています。

震度にこだわらずに，「自分の身は自分で守る」，「火の始末」，「出口の確保」な

どの行動を起こす心構えを養っていただきたいと思います｡

３．野木崎郵便局交差点，ふれあい道路側の横断歩道の早急な開設（大柏新田）

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】
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横断歩道の開設・管理につきましては，取手警察署の所管となります。警

察署から「野木崎郵便局交差点」の横断歩道につきましては，道路の構造上

変則五差路となっており，脇道から交差点へ進入する際に横断歩道があると，

横断歩道上から交差点へ進入することになり，安全の観点から問題となるの

で，該当箇所には横断歩道は設置できないとのことです。

４．新しい道路ができた際，旧道と交差する所でよく事故が起きてしまう。起き

てから対策を取るのではなく，事前に予測し開通前に対策をして欲しい。（信

号機，標識など）（岩東町）

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】

新設道路の信号機，交通規制，啓発看板の設置等につきましては，所管の取

手警察署とともに，より慎重に検討していきたいと考えております。

５．守谷駅前自転車駐輪場について

守谷駅東口の自転車駐輪場が慢性的に混雑しております。これらの現状は，

新規定期契約の受付待ちが４か月前後と伺っており，待機受付希望者は相当数

に上ると思われます。また，平日ラッシュアワー後の時間帯では，一時預りの

駐輪場においては，直ぐに満車状態が続いている現状であり，何時の時間帯で

も守谷駅への自転車乗り入れ・駐輪スペースの確保が必要と考えます。

守谷駅東口，自転車駐輪場のスペースの増設を要望いたします。（城山）

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】

「守谷駅東口」の自転車駐輪場につきましては，ご指摘のとおり「定期利用」

の長期における受付待ち，「一時利用」の混雑が発生しております。現在，守

谷駅における自転車駐輪場は，（財）自転車駐車場整備センター及び首都圏新

都市鉄道（株）により運営されております。市におきましても，郷州沼崎線の

開通や松並地区の区画整理事業に伴い，自転車駐輪場の増設が必要と考えてお

りますので，上記運営会社への提案を含め協議・検討してまいります。

６．城山地区の道路標識の不具合について

城山地区歩道沿いのスクールゾーンの道路標識ペイント看板が剥がれて標識

が判別できません。通学路の安全確保として新たな標識の交換をお願いします。

（城山）

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】

現地を確認し，交換等の対応を検討させていただきます。

７．防災対策の強化を要望いたします。（御所ケ丘四丁目）

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】

市では東日本大震災・阪神淡路大震災の教訓を踏まえ，地震や台風などの災

害が発生したときに被害を最小限にするため，計画的な防災対策を進めており
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ます。大規模災害が発生した場合，避難勧告や避難指示が発令され，市内１７

箇所の避難所，９箇所の避難場所（防災マップ参照）に避難していただきます

が，市や消防署だけでは十分な対応が出来なくなることも予想されます。日頃

から防災意識の高揚と災害時には何処の避難所に避難すればよいのか，ご家庭

で話し合っていただくことも重要となります。また，市としましても被害を少

なくするために，防災訓練時や自主防災組織の結成・育成時に，市・地域・自

治会が連携し，円滑な防災活動ができるよう推進しているところであります。

なお，各避難所に設置してあります防災倉庫には，阪神・淡路大震災時の教

訓を踏まえ，保存水・非常食・資機材等を保管しておりますが，市の備蓄にも

限りがありますので，ご家庭での最低３日分の非常食料等の備蓄をお願いする

とともに，非常時の持ち出し品を準備しておくことも大切となります。

今後も継続して防災対策の充実について，検討していきたいと考えておりま

す。

８．住宅地内道路で一時停止が必要な箇所に注意を促す工夫（凸凹）をしてほし

い。（御所ケ丘四丁目）

９．松ケ丘三丁目，遊歩道と平行にある道路，そこからＴ字にあるジョイフル本

田（マクドナルド）までの道路が抜け道になっており，スピードを出す車が多く

危険なため，段差等を設けてほしい。（松ケ丘三丁目）

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】

「一時停止の注意喚起を促すハンプ（停止線に合わせて設置する凹凸）」に

つきましては，設置後，近隣の住宅への騒音・振動問題が多く発生しているこ

とから，生活道路への設置には，慎重に対応させていただいているところです。

ご要望の際は，自治会内でもご検討いただきますようお願いいたします。

10．遊歩道内をバイクで走行しているケースが見受けられます。

南守谷駅からアクロスモールまでの遊歩道は，一般車道との交差もあり，バ

イクの乗り入れが容易なため，特に若者が多く乗り入れしているようです。

スピードを出して走っている場合もあり，子どもやお年寄り，散歩やランニ

ングで使われている住民の方も多く，とても危険な状態です。

取締り強化，乗り入れ防止策を強く望みます。（けやき台四丁目）

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】

「幸福の路」におけるバイク等の乗り入れにつきましては，極めて危険な行

為であり，道路交通法上，禁止されている行為となりますので，所管の取手警

察署，守谷地区交番へも取締りの強化を要望いたします。また，乗り入れ防止

策につきましては，自転車・車イス等の通行もあり，最低限の幅を確保する必

要があるため，完全な乗り入れ防止策は難しいのが現状となります。

11．守谷駅前に放置自転車が多く見受けられます
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当日のみ利用できる駐輪場のエリアが少ないため，やむを得ず駐輪場外に放

置してしまうケースがあるかと思います。

放置自転車の撤去，駐輪場の増設等の検討をお願いします。

（けやき台四丁目）

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】

守谷駅における自転車駐輪場は，（財）自転車駐車場整備センター，首都圏新

都市鉄道（株）により三つの駐輪場が運営されております。（財）自転車駐車場

整備センターが運営している「守谷駅東自転車駐車場」及び「守谷駅西自転車

駐車場」につきましては，時間帯により「一時利用」，「定期利用」ともに「満

車」となっています。

東口においては，郷州沼崎線の開通や松並地区の土地区画整理事業に伴い，

自転車駐車場の増設が必要と考えており，上記運営会社への提案も含め検討し

てまいります。また，西口においては，首都圏新都市鉄道（株）によって運営

しております「ＴＸ自転車駐車場」に十分な空き状況があるため，現在，増設

の検討はしておりません。

放置自転車につきましては，随時，啓発・撤去を行ってまいります。

12．町内エリアの道路を車両で移動する際に，スピードを出している車，バイク

が見受けられます。

けやき台四丁目地区は，若い世代の住宅が多く，状況判断の難しい小さな子

どももたくさんいます。四丁目地区内に速度制限を設けて（時速３０km 以下），

道路標示及びマーキング等の対応をお願いいたします。（けやき台四丁目）

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】

「速度規制」や「一時停止規制」につきましては，警察署の所管となります。

住宅地内の生活道路につきましては，「速度規制」をしておりませんが，今回の

要望につきましては，取手警察署へ相談してまいります。また，「学童注意」な

どの「路面標示」につきましては，必要に応じて市で設置しておりますので，

現地を確認させていただきます。

13．自治会借用地（けやき台四丁目２３－１）の周辺に，住民とは無関係な営業

車の駐車が見受けられます。

周辺住民にとって迷惑でもあり，取締り，駐車禁止の表示等の対応をお願い

します。（けやき台四丁目）

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】

住宅地内の「路上駐車」の取締まりにつきましては，所管となります取手警

察署へご報告させていただきます。また，住宅地内の生活道路につきましては，

駐停車禁止の規制がないため，自動車の保管場所の確保等に関する法律により，

日中で同一場所に１２時間以上，夜間で同一場所に８時間以上の駐車が対象と

なります。今回のような一時的な駐車を見つけた場合は，取手警察署もしくは
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交番へご連絡をお願いいたします。

14．一時停止，ゾーン３０などで，スピードを落とすようにしてほしい。

（松ケ丘三丁目）

15．郷州沼崎線開通に伴う交通安全対策の推進について

安心・安全に住み続けられる街づくりの中で，交通問題が浮かび上がってき

ました。町内での対応策の検討を重ねておりますが，市役所におかれましても

“ゾーン３０”の実施を検討していただきたくお願い申し上げます。

（みずき野）

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】

「ゾーン３０」などの交通規制につきましては，警察署の所管になりますが，

ご要望の際は位置図などを記載いただき，交通防災課までご連絡をお願いいた

します。

16．新聞配達のバイクが毎日遊歩道を走っています。子どもを散歩させていた時，

ヒヤッとすることがありました。遊歩道では，バイクは押して歩くよう各新聞

社に指導してください。（松ケ丘三丁目）

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】

「幸福の路」につきましては，バイクの乗り入れが禁止されておりますので，

該当する新聞社（販売店）に対して指導いたします。また，所管の取手警察署，

守谷地区交番へも取締りの強化を要望いたします。なお，乗り入れ防止策につ

きましては，自転車・車イス等の通行もあり，最低限の幅を確保する必要があ

るため，完全な乗り入れ防止策は難しいのが現状となります。

17．自主防災体制の組織化支援

自主防災組織の組織化について，２点の実現を強くお願いしたいことがござ

います。

先ず，市役所からの助成金は，会員１００世帯の町内会と会員２，０００世

帯の町内会が同額の助成金を受ける制度になっていますが，規模を考慮した運

用にしていただきたくお願いいたします。

次に，防災井戸は郷州小学校に一箇所ございますが，守谷市の避難計画の基

本は，自宅避難を前提にしています。２，０００世帯が自宅避難をした場合，

小学校から遠く離れた高齢者が小学校まで給水に往復することになり，そのよ

うな自宅避難は非現実的です。避難計画を現実的なものにするために，町内数

箇所の公園に手押しの防災井戸を設置していただきたくことを強く要請いた

します。（みずき野）

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】

自主防災組織活動育成事業補助金の制度については，一組織に対して交付す

るもので，世帯や人口を対象としたものではありません。また，本制度は，「自
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主的な防災組織を結成」する際に，費用負担が多いことから，結成時のきっか

け作りとして発足した補助的な制度であることをご理解願います。

次に，防災井戸の設置については，関係各課と検討はいたしますが，災害時

に使用・飲食できるかは不明であり，費用や管理面からも非常に難しいと考え

ます。

市民の皆様には，万一の際に備えて３日～４日分の非常食・飲料水・救急衣

料品等の備蓄をお願いしているところですが，「飲料水対策」については，水道

事務所での応急対応に加え，避難所及び防災センターにおける備蓄や，市内企

業との応援協定による対策を講じております。

なお，災害時には，自分の身は自分で守る（自助）・地域の助け合い・協力（共

助）が必要不可欠となりますので，物資等の配給についても，市指定の避難所

に優先的に実施されますので，高齢者等の災害弱者においては，地域の皆様の

ご協力もお願いしたいと思います。

18．防災無線の設置及び防災無線のテストを兼ねて，毎日夕方，子ども達に帰宅

を促す放送の実施。（子ども達の防犯にもつながる。東京やその他の地域でも

行われており，地震など，災害に備えて必要。）（けやき台三丁目）

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】

市町村の防災行政無線には，「同報通信用」（同報系防災行政無線）と「移動

通信用」（移動系防災行政無線）の２種類ありますが，守谷市は移動系防災行政

無線を採用しております。これは，市役所，各避難所（小中学校等），消防署，

警察等の防災関係機関に移動局を配備し，地域における関係機関相互の防災通

信網として利用するものです。したがいまして，守谷市においては，一斉放送

のできる防災行政無線システムを設置していないため，対応できない状況にあ

ります。現時点において，市として一斉放送のできる防災行政無線システムを

設置する計画はございませんので，ご理解のほどお願いいたします。

19．けやき台四丁目の交差点（西友を出た所）の矢印信号の設置。（時差式では

わかりにくく，車もスピードを出すので危険。）（けやき台三丁目）

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】

「信号機」の改良につきましては，警察署の所管となりますので，市内全域

の信号機要望とともに取手警察署へ要望してまいります。また，信号機の設置・

改良につきましては，県警本部において決定しておりますので，回答にはお時

間をいただいております。

20．防犯カメラの設置。（けやき台三丁目）

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】

今年度から設置に向けた検討を開始しており，今後，機種及び設置箇所の選

定など，警察署を含む関係機関と協議してまいります。
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21．昨年の交通規制関係の要望について，「所轄の取手警察署に要望してまいり

ます」と回答されている事項について，要望に対する警察署の状況が知らされ

ていないため，なぜ実現が困難なのか情報の伝達について，改善方策を要望し

ます。（けやき台三丁目）

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】

交通規制の要望につきましては，所管の取手警察署において管内（取手市・

守谷市・利根町）を取りまとめ，県警本部に提出しておりますので回答にはお

時間をいただいております。今後は，よりいっそうの進捗状況の把握に努め，

警察署に対しても迅速な回答を要望してまいります。

22．「食事処たかぎ」とハートフルタウンからの道路が交差する丁字路の路面に

「止まれ」の表示をすることを要望します。（抜け道となっており，交通量も

多く危険なため）（けやき台三丁目）

23．「食事処たかぎ」から「ふれあい動物病院」までの，ふれあい道路に平行し

てある一本内側の道路の各交差点の「止まれ」表示が消えていたり，薄くなっ

ていたりで目立たないため非常に危険な状況である。したがって，表示の修復

と「止まれ」の表示の新設を要望します。(けやき台三丁目)

24．「南守谷児童センター」からふれあい道路に直進する道路と，ハートフルタ

ウンからの道路と交差する丁字路に「止まれ」の表示をお願いしたい。

（けやき台三丁目）

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】

「止まれ」などの「交通規制」につきましては，取手警察署の所管になりま

すが，場所を確認させていただき，取手警察署に要望してまいります。

25．南守谷駅前の放置自転車を定期的に撤去することを要望します。

（けやき台三丁目）

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】

南守谷駅周辺には多くの自転車等が放置されており，通行の障害になるばか

りでなく，街の景観も悪化させています。市では，放置禁止の周知看板を設置

し，放置自転車に警告の札をつけて指導などを行っていますが，なかなか改善

されない状況にあります。また，市条例に基づき放置自転車の一斉撤去を行い，

自転車の返還には２,０００円の移動保管手数料を徴収しておりますが，今後も

継続的に放置自転車の撤去を行うとともに，マナー指導も引続き行ってまいり

ます。
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生活環境課に関する質問・要望

１．常磐自動車道大柏橋から野木崎橋までの防音壁の早急な設置（大柏新田）

【回答 生活環境課 廃棄物グループ】

現地を確認のうえ，管理者であります東日本高速道路株式会社に対して，防

音壁の設置を要望しました。

（要望先 東日本高速道路株式会社関東支社谷和原管理事務所）

２．プロムナード水路の放射線量について

水路フェンス沿いに立入禁止テープが張られておりますが，水路周辺の放射

線量は，平成２４年３月より現在までどのような放射線量レベルで推移されて

いるのかわかりません。引き続き地域住民への詳しい情報提供をお願いします。

（城山）

【回答 生活環境課 環境グループ】

放射性物質は，雨風でも流される性質があり，雨水を集水する機能を持つ箇

所は放射性物質が濃縮し，放射線量が高い傾向にあります。皆様もご存知のと

おり，プロムナード水路についても，事故後，非常に高い放射線量が計測され

ました。従いまして，特に放射線量の高いところは現在に至るまで立入禁止措

置を講じており，これまで定期的な測定は行っていない状況にあります。

ご指摘がありました情報提供については，今後定期的に測定を行い，公表で

きるよう検討してまいります。

３．散歩の際に犬の糞の後始末をせずに放置している方が多く見受けられます。

住民の方で犬を飼われている方が多くいらっしゃいます。これはマナーの問

題ですが，注意を促す標識や条例等の制定をお願いいたします。

（けやき台四丁目）

【回答 生活環境課 環境グループ】

公園や遊歩道等における犬のフンにつきましては，多くの市民の皆様からも

苦情や要望が寄せられ，市としましても対応に大変苦慮している状況です。

実際には，飼い主の自覚とモラルに期待する部分が大きいため，市におきま

しても，狂犬病の予防注射の際などに飼い主のマナーに関するパンフレットを

配布するほか，広報紙に「マナー向上」を呼びかける記事を掲載するなどの啓

発に努めております。また，市内の遊歩道や公園については，管理を担当する

建設課において「マナー向上」を呼びかける看板を随時設置しているところで

す。

なお，犬のフンの放置は，平成２０年５月３０日に施行された「守谷市ポイ

捨て等防止に関する条例」により，タバコのポイ捨てと同様に禁止されており
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ます。駅周辺や公園などでは「ポイ捨て等防止指導員」がパトロールにあたっ

ており，啓発に努めておりますが，なかなか市内全域まで行き届いていないの

が現状です。

誰もが不快な思いをすることなく，地域のルールが自然に守られるよう，飼

い主の方にマナー向上について，引き続き指導と啓発活動を実施してまいりま

すので，ご理解のほどよろしくお願いいたします。

４．放射能除染の促進について

昨年からの継続問題ですが，諸般の事情がある中，担当部署の皆様にはご尽

力をいただき感謝しております。今後，子どもたちへの健康被害が出ないよう

に予防措置を充実するとともに，除染を一層促進し，安心・安全に住めるまち

づくりを推進していただきたく，お願い申し上げます。（みずき野）

【回答 保健センター 母子・予防グループ】…P23

【回答 生活環境課 環境グループ】

守谷市では，子どもの生活空間を優先に幼児施設，小学校，中学校，公園の

除染作業を進めてまいりました。

今年度につきましては，未除染の公園と民有地（住宅地）の除染作業を進め

ていく予定ですので，ご理解ご協力をお願いします。

５．犬の糞対策について

市では住みよいまちづくりの一環で，犬の散歩の際に糞の始末を呼びかけて

いますが，一部の心無い方のために公園，遊歩道等に糞がそのままにしてあり，

不衛生であるとともに不愉快に感じており，飼い主は必ず持ち帰ってほしいと

思います。

そこで，犬の糞は飼い主が必ず持ち帰ってもらえる施策を提案します。

① 犬の販売店では，糞処理のバックとスコップを販売時に支給するとともに，

飼い主のマナーを書いたチラシを配布する。

② 動物病院では，糞処理を必ず行うことを書いたチラシをその都度配布する。

③ 小中学校及び高校では，道徳の時間に，飼い主は糞処理を必ずしなくてはい

けないことをマナーとして教える。

④ 違反者には罰金を科す。なお，通報制度をつくり，通報者には報奨金を与え

る。

（けやき台六丁目）

【回答 生活環境課 環境グループ】

公園や遊歩道等における犬のフンにつきましては，多くの市民の皆様からも

苦情や要望が寄せられ，市としましても対応に大変苦慮している状況です。

さて，今回のご提案についてですが，犬の販売店は，「動物愛護管理法」の

規定により，購入者に対して適正な飼養や保管について必要な説明を行う責務

があるところです。獣医師会においても，ペット無料相談，しつけ方教室の開
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催等を通して動物愛護の気持ちを育てる活動などを行っています。

また，市内の学校では，県による「動物ふれあい教室」が開催され，動物を

飼うことの自覚と責任の重さを学んでいます。この中でマナーについても学習

を進めていければと考えます。

守谷市では，平成２０年５月に施行した「守谷市ポイ捨て等防止に関する条

例」により，市内全域で犬のフンの放置が禁止されているところです。守谷駅

周辺では「ポイ捨て等禁止強化区域」を指定し，この強化区域内において飼い

犬等のフンの放置をした場合は２，０００円の過料が科されます。

駅周辺や公園などでは「ポイ捨て等防止指導員」がパトロールを行い，啓発

に努めておりますが，なかなか市内全域まで行き届いていないのが現状です。

飼い主の方にマナー向上について，引き続き指導と啓発活動を実施してまいり

ますので，ご理解のほどよろしくお願いいたします。
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社会福祉課に関する質問・要望

１．市職員の方の中から市内各地区担当者が任命されたと聞いております。活動

内容，活動スケジュールはどのようになっていますか。（松ケ丘三丁目）

【回答 社会福祉課 社会福祉グループ】

守谷市では，地域福祉活動計画を推進するために，職員を担当地域に割り当

てる「地域担当職員制度」を昨年の８月に導入をしていますが，その担当職員

の役割については，以下のとおりです。

① 地域福祉活動計画における自治会・町内会での取組事項の連絡調整

地区別実行委員会（※１）で決定された地域福祉活動計画における自治

会・町内会での取組事項につきまして，取り組んでいただける事項なのか

どうかを確認し，協力をしていただける場合には，取り組むに当たっての

必要な情報提供を行うこと。

② 新たな自治会・町内会活動における情報提供と地域の特性把握

自治会・町内会活動において新たな取組みを実施する場合に必要な情報

提供を行うとともに，必要に応じて地域で開催される新年会・総会やお祭

りなどに参加することで，地域の市民の皆様と情報を共有し，地域の特性

把握に努めること。

③ 自治会・町内会に対する市からの依頼事項の連絡調整

市の課題となっている事項に取り組んでいただく際には，皆様のご理

解やご協力が得られるよう，連絡調整を行うこと。

④ ご要望等の担当窓口への受け渡し

自治会・町内会としてのご要望等の担当窓口が不明な場合において，

ご要望等について担当窓口への受け渡しを行うこと。

次に，活動スケジュールですが，現在，地区別実行委員会で地域福祉活動計

画の取組みに向けた協議が行われており，地域に配置された担当職員は，この

地区別実行委員会で決定された取り組み事項について，地域の皆様に協力して

いただけるよう，情報の提供を行うこととしております。

（※１）地区別実行委員会

地区別実行委員会は，守谷市社会福祉協議会が組織する支部（守谷支部，

高野支部，大野支部，大井沢支部，北守谷支部，みずき野支部）ごとに組

織された市民レベルの実行委員会
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介護福祉課に関する質問・要望

１．守谷市は，今後発展し人口増加が期待されます。高齢者人口も増えますが，

高齢者への保健福祉計画などをお聞きしたい。（美園北）

【回答 介護福祉課】

守谷市の高齢化率は低く推移していますが，６５歳以上の高齢者人口は増加

傾向にあり，平成２６年度には約１万２千人になると見込んでいます。このよ

うな中，市民の皆さんが高齢期に安心で生きがいを持った生活が送れるよう，

第５期守谷市高齢者福祉計画・介護保険事業計画を策定しました（計画期間は

平成２４～２６年度）。同計画での三つの基本目標のもとに施策・事業を推進

いたします。

（１）健康で自立した，生きがいのある生活の支援

（２）地域で互いに支えあう，豊かなまちづくり

（３）高齢者のニーズに応じたサービス提供の充実

以上の三つの基本目標に関連して，特に地域包括ケアシステム（※１）の構

築を進めてまいります。高齢となった多くの市民は，住みなれた地域や住居で

生活を続けることを望んでいます。現在，ケアニーズ（※２）の増加，高齢者

のみ世帯の増加，認知症高齢者の増加などがあり，介護保険サービス，医療保

険サービスのみならず，見守りなどの様々な生活支援や成年後見等の権利擁護，

生活する場所，低所得者への支援などが必要です。

これら各サービスを包括的，継続的に繋いでいく「地域包括ケアシステム」

が必要となり，今後は，医療を含めた地域完結型の高齢者ニーズを的確に捉え

た地域包括ケアシステムの構築を図ることが課題となります。

地域で互いに支えあう豊かなまちづくりと，高齢者のニーズに応じたサービ

ス提供の充実を実現する地域包括ケアシステムを構築するためには，地域内に

あるいろいろな社会資源を有効に活用する地域包括支援ネットワークを構築

することが重要であり，地域内の市民，団体，企業，医療機関，介護サービス

事業者などの連携・協力が必要となります。また，地域包括ネットワークを構

築する際には，同計画と同時期に策定された「地域福祉計画」（※３）と「地

域福祉活動計画」（※４）との連携も必要となります。

今年度地域包括ケアシステム構築に向けてモデル事業の準備を進めており

ますが，今後，モデル事業での成果を検証し，市内の他の地区へも拡大してい

くよう努めてまいります。

また，民間活力を活用した特別養護老人ホーム，介護老人保健施設，介護付

有料老人ホームの３施設の開設（許認可権は茨城県）を原則平成２６年度末ま

でに進めてまいります。
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※１ 地域包括ケアシステムとは，高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活で

きるよう，おおむね３０分以内に駆けつけられる圏域で，個人ごとのニーズ

に応じた，医療・介護など様々なサービスが適切に受けられるようにする地

域での仕組みのことです。

※２ ケアニーズとは，人がその人らしく生きていくためにやりたいことや実現

したいことです。生活課題。

※３ 地域福祉計画は，「地域の助け合いによる福祉（地域福祉）」を推進するた

め，一人ひとりの尊厳を重んじ，人と人のつながりを基本として，「顔の見

える関係づくり」，「共に生きる社会づくり」を目指すための「理念」と「仕

組み」をつくる計画です。

※４ 地域福祉活動計画とは，「みんなでしあわせ」を得るため，地域に暮らす

市民一人ひとりが地域のさまざまな力をひとつにまとめ，地域福祉を担う一

員として自分の地域について考え，活動する市民による市民のための「市民

の活動計画」です。

２．地域包括ケアに関するモデル事業を具体化すること

モデル事業の候補地域としてご提案をいただきましたこと，大変名誉なこと

と受け止め，ご配慮いただきましたことに深く感謝し御礼申し上げます。

町内会としては大切な事業と判断し，民生児童委員との協業など具体的な取

り組みを開始しました。また，町内会としてのビジョンを市担当部署に提案さ

せていただいております。ご理解とご支援の程お願い申し上げます。

（みずき野）

【回答 介護福祉課 地域包括支援グループ】

地域包括ケアシステムモデル事業にご協力いただきありがとうございます。

各地域にあった地域包括ケアシステム構築のために市も積極的に活動しますの

で，ご理解，ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
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保健センターに関する質問・要望

１．市内の小児科の救急外来の充実を要望します（現在，市内での受け入れは週

一度のみとなっており大変です）。（御所ケ丘四丁目）

【回答 保健センター 母子・予防グループ】

現在，守谷市の小児救急医療体制は，守谷市単独で設置できないため守谷

市・取手市・利根町・常総市の常総地域の自治体で，小児救急医療の初期及び

第二次救急医療として総合守谷第一病院とＪＡとりで総合医療センターに依

頼して運営しております。

ご質問の総合守谷第一病院で毎日小児救急医療ができないのかということ

ですが，茨城県が県内全体の医療計画に基づき，茨城県と総合守谷第一病院と

医師を派遣する複数の大学が調整し，総合守谷第一病院の小児救急の日が水曜

日となりました。このため，守谷市が要望して総合守谷第一病院にお願いでき

るものでないことをご理解ください。

なお，茨城県が県内全体の医療計画を平成２４年度に作成しておりますが，

小児救急医療の充実を要望しましたことをご報告させていただきます。

２．放射線量の全児童の被爆量調査実施について

暮らしやすさが全国トップクラスの守谷市は，放射能汚染の数値でも県内ト

ップです。市内の小中児童全員を対象にした被爆量調査をなぜ行わないのでし

ょうか。

放射能汚染の高い近隣の牛久市，取手市，竜ケ崎市との比較においても，汚

染に対する取り組みは後手後手になっていると思います。

私たち大人はもう諦めますが，せめて子どもだけは被爆量調査を実施して真

実を公表していただきたい。（やなぎ町）

３．放射能除染の促進について

昨年からの継続問題ですが，諸般の事情がある中，担当部署の皆様にはご尽

力をいただき感謝しております。今後，子どもたちへの健康被害が出ないよう

に予防措置を充実するとともに，除染を一層促進し，安心・安全に住めるまち

づくりを推進していただきたく，お願い申し上げます。（みずき野）

【回答 生活環境課 環境グループ】…P18

【回答 保健センター 母子・予防グループ】

守谷市は，茨城県市長会を通じて放射能対策に対する要望を平成２３年１１

月１７日に環境大臣に，平成２５年２月１９日に常総市，取手市，つくばみら

い市とともに茨城県知事に対し，子どもの健康を守るための健康調査を含めた

具体的な対策の要望書を提出しております。その中で，「原発事故子ども被災者

支援法」に定める地域指定を早急に行い，国が主体的に甲状腺を含む所要の健
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康調査を実施するよう要望してまいりました。

放射線被ばくにおける継続的な健康調査とそれに伴う長期的な支援体制など，

広域的視点から少なくても，県単位で実施することが疫学的な見地からも適切

なものと考えております。また，専門医による子どもの健康調査については，

市単独で構築することは不可能と医師からも助言を受けております。

このため，健康調査を一市町村のみが行うのではなく，国が実施主体となっ

て実施するよう県を介して今後も国に要望をしてまいります。
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都市計画課に関する質問・要望

１．以前より「すずめ公園」の里親事業に申込みをさせていただき，環境美化の

日に花壇の整備を行っております。公園も美しくなり，町内会のコミュニケー

ションを図るきっかけとなっております。しかし，苗の受け取りが平日に限ら

れることから，その受け取り場所の確保や公園までの運搬に苦労している状況

です。

そこで，環境美化の日に，直接公園へ花の苗を配達することをご検討してい

ただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。（久保ケ丘四丁目）

【回答 都市計画課 まちづくりグループ】

公園等里親事業にご協力をいただきまして，ありがとうございます。公園の

里親事業も市民の皆様方のご協力により，年々参加される団体が増え，美しい

街並みの形成が図られてきていると感じております。参加団体のほとんどが環

境美化の日に花植えを実施しており，久保ケ丘四丁目自治会同様に当日に配達

を希望されるところが多く，環境美化の日の指定時間に配達することは困難で

あることから，事前に日程を調整して配達いたしますので，ご理解とご協力を

お願いいたします。

２．緑の保全と拡大について

守谷市の特徴は“緑”だと思っております。ところが，第二次守谷市総合計

画（平成２４年から３３年）の中の“政策４－施策２”を見ますと，緑被率が

減少する計画になっています。更に，私有地を含めているようです。そこで，

次の点を要望します。

① 緑の状況評価基準として“市民一人当たりの公園面積”を採用してください。

② 中規模マンションなどでの植樹面積確保（保存なども含みます）の義務化を

進めてください。

③ 緑化推進の一環として，バブル時代にできたと思いますが，“幸せの路”を

拡張して，市内周回道“幸せ回廊”化を進めてください。

（松ケ丘三丁目）

【回答 企画課 企画・政策推進グループ】…P5

【回答 都市計画課 開発指導グループ，まちづくりグループ】

②について

中規模マンション建設になると，敷地の面積も広大（１，０００㎡以上）に

なり，開発行為の事前協議が必要となります。その施設基準の中に「緑の保全

と緑化の推進に関する条例」に基づき「敷地面積の３パーセント以上を緑化す

る」という指導をしており，現在も遵守していただいております。

③について
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市内には，南北住宅公団やみずき野開発などで整備した遊歩道がありますが，

各々の区域内で位置づけた遊歩道であり，市内全域での位置付けはありません。

新たな遊歩道を整備し，繋ぐ計画は現在のところありませんが，大きな道路の

歩道には街路樹などがあるため，それらを活用しながら今後検討していきたい

と考えております。

３．松並地区開発とＴＸ東口側の活性化について

現在，松並地区の開発が着々と進んでいますが，かなりの規模での開発で

２～３年後，多くの居住者が増えるとともに，交通量が増大するのではと思

います。現在の東口の規模では，朝晩の通勤帯の交通量を裁くことが困難に

なると考えますが，何か対策を検討していますか。

また，東口の活性化に絡む問題で，現在空き地になっている元駅周辺区画

整理事務所跡地の開発・整備計画は検討されていますか。具体的な見通しは

ありますか（何年後ぐらい）。（栄町）

【回答 企画課 企画・政策推進グループ】…P6

【回答 都市計画課 まちづくりグループ】

松並地区の開発は，現在のところ順調に進んでおり，今年度から住宅販売が

開始されます。予定では，平成２８年度末には地区内人口約３千人となり最終

的には５千人となる見込みです。ご心配しております朝晩の通勤時の交通量の

増大による交通混雑ですが，松並地区から守谷駅東口までは１キロ以内のため

徒歩圏内であり，また，守谷駅東口は，松並地区の計画を視野に入れた整備を

していますので，松並地区の人口定着による新たな整備をすることは計画して

おりませんので，ご理解をお願いします。
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建設課に関する質問・要望

１．西林寺地先から国道に向かう道路について

西林寺地先の市道３０９４号線については，本町地区と国道を結ぶ重要な交

通量の多い道路ですが，未だ拡幅整備がなされておりません。

先輩諸氏も数十年にわたり拡幅の要望をしてきたと聞いております。

当質問・要望にも，平成１９，２０，２３年度と要望をしてまいりましたが，

ご回答は毎回「地権者の協力が得られません」でした。

当道路で特に問題と思われるのは，国道側の数十メートルの間に，歩道側の

白線と民地の構築物との間隔が５０ｃｍ以下（最短４３ｃｍ）の所が十数ｍに

わたってあることです。

交通量も多く，国道側信号で自動車数台の停車があると，歩行者・自転車等

いわゆる交通弱者は，進退極まる危険な道路です。

引き続き拡幅を要望致しますが，まずはできること，白線を移動し，歩行帯

を広げ歩行者等いわゆる交通弱者が安心して通行できる道路に改善されること

を要望いたします。功罪相半ばする「一方通行化」も視野に，歩行者等に安全

な道路のため，ご検討をお願いいたします。（下新田）

【回答 建設課 管理グループ】

当該道路の拡幅整備について，何度か地権者と協議しましたが，地権者の協

力が得られない状況ですのでご理解ください。

白線の移動につきましては，交差点及び停車禁止ゾーン等ありますので，取

手警察署と協議して対応いたします。

一方通行は交通規制になることや，指定の条件には周辺住民の理解等の条件

がありますので取手警察署と協議いたします。

２．生活環境，道路の舗装整備をお願いします

１）市道２７４２号線の舗装整備（通学路）

２）市道２７４１号線の５ｍへの拡幅舗装整備

３）市道２７４５号線の常磐自動車道側道と取付，急坂の改善と幅員確保整備

（大柏新田）

【回答 建設課 管理グループ】

１）市道２７４２号線の舗装整備（通学路）

当該道路の認定幅員は，３．６ｍになっております。この様に４．０ｍ未

満の道路については，舗装のみ行った場合，雨水排水，路肩部分の陥没等支

障をきたすことから，４．０ｍ未満の道路での舗装は行っておりませんので

ご理解ください。

なお，砕石補修で対応しますので，お気づきの箇所がございましたらご連
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絡ください。

２）市道２７４１号線の５ｍへの拡幅舗装整備

現在，拡幅要望書が提出されている件数が約８０件あります。拡幅工事を

順次進めておりますが，境界立会い，用地買収および工事に年月及び費用を

要するため，整備が進まない状況ですのでご理解ください。

３）市道２７４５号線の常磐自動車道側道と取付，急坂の改善と幅員確保整備

当該道路は，途中までが砕石道路になっており，残り常磐自動車道側が

土の状態です。この土の部分と側道との高低差が約３ｍあり，道路勾配を

改善するには両側の土地を買収して大幅に削る必要があることから，早急

に対応はできない状況です。そのため暫定的ではありますが，砕石補修に

より対応できないか検討いたします。

３．都市軸道路，天神北交差点（上り）を百合ケ丘（二）交差点と同じ三車線に

変更する。（大柏新田）

【回答 建設課 管理グループ】

要望につきまして，管理者であります茨城県土浦土木事務所に確認したとこ

ろ，「要望箇所については，将来的には３車線の計画ですが，現在２車線にて

暫定供用しており，今後は，都市軸道路及び周辺道路の交通量の推移を見なが

ら整備を検討していきます。」との回答でしたのでお知らせします。

４．サンクレイドル守谷～国道２９４号（ニコルあたり）まで，日産自動車の隣

の場所について，市の借り上げ等で公園等にしていただけないでしょうか。大

きな道路を通らずに行ける公園が近くにあると助かります。

（サンクレイドル守谷）

【回答 建設課 管理グループ】

市内にあるほとんどの公園は，土地区画整理事業，開発行為に伴い整備され

たものです。

現在，新たに公園を作る計画はございませんので，お手数でも「ひまわり公

園」，守谷郵便局向かい側にあります「つばき公園」をご利用ください。

５．プロムナード水路について

プロムナード水路は，雨量が多いと慢性的に水路の水嵩が増水し，下流近辺

の城址公園全体に溢れてしまうことはご承知の事と存じます。

これらの要因としては，水路の各中間ダムコンクリート排水口が小さい点，

及びゴミ・草・木等が周辺の中間ダム近辺に溜まることだと思われます。

また，下流の城址公園水路～守谷沼～農業水路への排水も改善する余地があ

ると考えます。下流の城址公園の細い水路近辺（２箇所の橋周辺）では，ヘド

ロが溜まっているのか，異臭を感じたとの意見も出されており，用水路の清掃

作業を要望いたします。（城山）
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【回答 建設課 管理グループ】

プロムナード水路及び城址公園は，ひがし野地区周辺や守谷駅周辺地区を含

めた流域に降った雨を一時的に溜める雨水調節池として整備され，時間差で下

流に流れる機能になっております。

多段式調整池の排水口のつまりの原因になる草やごみ等の清掃は，定期的に

現地を確認して対応いたします。城址公園内の細い水路近辺（２箇所の橋周辺）

の土砂の清掃につきましては，放射能の関係で立ち入り禁止になっております。

そのため，清掃時に出る土砂の処分先がないため撤去できない状態ですのでご

理解ください。

６．城山地区・城址公園沿いの道路について

昨年の市政に関する要望意見として提案しております通学路歩道の整備に

ついては，建設課より，砕石補修を実施し道路沈下の観測をすると回答をいた

だいておりますが，当該道路の凹凸・ひび割れ・歩道陥没・フェンス陥没等が

さらに進行しております。これら過去の道路沈下状況から，地盤が落ち着くま

では長期間がかかるのではないかと危惧しております。したがって，現状での

道路整備の要望としては，繰り返し簡易舗装を行っていただくことが地域住民

にとって快適環境が得られる早道ではないかと考えます。

ぜひ道路整備の実施をお願いいたします。（城山）

【回答 建設課 管理グループ】

ご指摘のとおり沈下が収まっておりませんが，大きな陥没がないことや多く

の方からの「通行に支障がある」，「ベビーカーが通行できない」等の意見を踏

まえまして，暫定でありますが５月に舗装工事を実施いたしました。

７．旭町と長龍寺の間の道路をモコバスが通過すると，町内の家屋が震度２～３

くらいの感じで揺れます。原因は道路の不整備とマンホール周りのへこみ又は

道路自体の弱さと考えます。モコバスのルート変更と道路の整備，強化を至急

検討し回答してください。（旭町）

【回答 企画課 企画・政策推進グループ】…P5

【回答 建設課 管理グループ】

ご指摘の箇所については，以前に隣接者から同様な要望がありましたので，

５月に補修により対応させていただきました。

８．松風公園入口の看板について

守谷町名の古い看板のままです。取替えをお願いします。その際，ポイ捨て

条例（過料を含む）が適用される旨を明記してください。（松ケ丘三丁目）

【回答 建設課 管理グループ】

ご指摘の看板は，平成２５年５月末に新しい看板に交換いたしました。
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９．守谷駅のタクシー乗り場を近距離（１メーター＋α）と，それ以外の乗り場

に分けてほしい。近距離で利用すると運転手から迷惑がられることがあり利用

し辛い。（松ケ丘三丁目）

【回答 建設課 管理グループ】

タクシー乗り場は，自動車通行帯に沿って縦列に配置されており，守谷，取

手市のタクシー１２車が使用しております。そのタクシー乗り場への車の配置

及び運行方法等は，守谷地区タクシー運営委員会が行っております。

ご要望につきましては，守谷地区タクシー運営委員会にお伝えいたします。

10．郷州沼崎線が開通し，ひがし野の交通量が増えスピードを出す車も多く，大

変危ないと感じております。特に朝は通勤と通学の時間帯が重なり，守谷小学

校の児童を巻き込んだ事故が心配されます。

通学の児童の列に車が突っ込むような事故だけは，絶対に避けなければなら

ず，地区内の方からもこうした事故を心配する声がかなり聞かれます。

そのため，以下の件について要望いたします。

① 制限速度の表示

② 小学校がある旨の表示

③ ガードレールの設置

子どもたちの安全のために，どうぞよろしくお願いいたします。（ひがし野）

【回答 学校教育課 教育総務グループ】…P32

【回答 建設課 管理グループ】

①について

制限速度の表示は交通規制になりますので，取手警察署に要望しております。

現在の状況は，都市軸道路から新たに開通した区間において，速度規制を検討

している旨確認しておりますのでお知らせします。規制速度と実施時期につき

ましては，具体的なものについては確定していないとのことです。

②について

学校や関係課も含め調整し，効果的な場所の選定や表示方法を検討した上で

対応していきます。

③について

城内区長と現地立会いを行い，ガードレールの設置位置等協議して設置工事

を実施しました。

11．高野小学校通学路の南守谷交番前のガードレールが途中で途切れている。子

どもたちの安全を確保するために，ガードレールの追加設置をお願いいたしま

す。（けやき台四丁目）

12．高野小学校の通学路となっている，ふれあい道路の「お好み焼きたんぽぽ」

の向かい側歩道から南守谷交番の向かい側歩道までの間にガードレールの設

置を要望します。（小学生が増え，通学時に歩道から溢れそうなくらい子ども
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で混雑するため。）（けやき台三丁目）

【回答 建設課 管理グループ】

平成２４年に警察及び学校関係者等の合同による通学路安全点検を実施しま

した。その中で，今城橋の歩道幅員が前後の歩道幅員に比べて狭くなっている

ため，小学生の通行時に車道へのはみ出しが懸念されるとのことから，橋梁部

分に設置した経緯があります。ご指摘の箇所について，学校関係者と協議して

対応策を検討します。

13．けやき台三丁目１４番地～１５番地の道路沿いの土手の樹木について，計画

的剪定の実施を要望します。（特に冬季は土手沿いの住宅が日陰になる。）

（けやき台三丁目）

【回答 建設課 管理グループ】

当該緑地は，急傾斜地の法面保護と防風林の機能を併せ持って整備されてお

ります。

緑地樹木の剪定や間伐については，賛否両論が寄せられているとともに，市

内には同様の緑地が数多くあるため，過去にも実施しました「協働作業」によ

る下枝下ろし等にて対応を検討しておりますのでご協力お願いします。

14．ムクドリの糞被害対策について

幸福の路のヤマザクラのサクランボを食するため，ムクドリが群がって飛来

し，その糞により今年も付近の住宅及び敷地が被害を受けた場合，昨年同様，

市役所による迅速な対策を要望します。（けやき台三丁目）

【回答 建設課 管理グループ】

昨年度に引き続き，防鳥試験用として設置した「目玉風船」を設置・貸出す

ることを検討しております。

また，今年度の公園管理業務内にて，当該樹木の剪定も予定しております。
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学校教育課に関する質問・要望

１．市内の小中学校の教育現場の現状を市が把握して，より良い教育現場の構築

を切に願います。（御所ケ丘四丁目）

【回答 指導室 教育指導グループ】

教育委員会では，市内の小中学校の現状を把握するため学校訪問を行い，市

内の全小中学校を対象に，教育委員会が行う教育委員との合同訪問，指導室の

みが行う計画訪問の二つがあります。

合同訪問は，主に学校経営や学校運営についての指導・助言を行うとともに，

施設の設置及び管理状況を確認し，改善等について支援を行います。計画訪問

は，主に全教職員に授業公開をして指導・助言することで，教職員の指導力の

向上と授業改善を行うことで児童生徒の学力向上を図ります。また，児童生徒

の指導上での諸問題についても学校と一緒に協議し，対策等改善を図ります。

さらに，学校訪問以外にも教育委員会では，学校との連絡を密に，学校から

の要望に対して迅速な対応ができる体制を整え，より良い教育現場の構築を推

進しております。

引き続き市の学校教育の発展に向け，ご理解ご協力をお願いします。

２．郷州沼崎線が開通し，ひがし野の交通量が増えスピードを出す車も多く，大

変危ないと感じております。特に朝は通勤と通学の時間帯が重なり，守谷小学

校の児童を巻き込んだ事故が心配されます。

通学の児童の列に車が突っ込むような事故だけは，絶対に避けなければなら

ず，地区内の方からもこうした事故を心配する声がかなり聞かれます。

そのため，以下の件について要望いたします。

① 制限速度の表示

② 小学校がある旨の表示

③ ガードレールの設置

子どもたちの安全のために，どうぞよろしくお願いいたします。（ひがし野）

【回答 建設課 管理グループ】…P30

【回答 学校教育課 教育総務グループ】

通学路に関しては，学校と保護者等により，通学路となる道路状況等を踏ま

え決められており，教育委員会では昨年度，通学路の状況の詳細を把握してい

る学校から危険箇所を挙げていただき安全点検を行いました。

本年度も，各関係部署と協力して，学校から報告いただいた箇所について，

取手警察署，交通防災課，建設課，学校教育課及び学校，県道など場所によっ

ては竜ケ崎工事事務所，また，ＰＴＡの方々の協力も依頼して，現地点検を行

う予定です。その点検結果をもとに，個別に危険度や対策が可能かどうかを検
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討して参りますので，ご理解くださいますようおい願いします。

３．高野小学校の通学路へ「通学路注意」の表示を。

南守谷児童センター入口からふれあい道路交差点（南守谷児童センター入

口）までの道路は，高野小学校への通学路となっており，登下校の際は相当数

の小学生が集団登校で通学している。

現在，車両に対して特段安全運転を注意喚起する標識等がないため，事故防

止の観点から，同区間に最低２箇所の路面に上記の表示を要望します。

（けやき台三丁目）

【回答 学校教育課 教育総務グループ】

通学路に関しては，学校と保護者等により，通学路となる道路状況等を踏ま

え決められております。本年度も，各関係部署と協力して，学校から報告いた

だいた箇所について，取手警察署，交通防災課，建設課，学校教育課及び学校，

県道など場所によっては竜ケ崎工事事務所，またＰＴＡの方々の協力も依頼し

て，現地点検を行う予定です。

今回の箇所を含め点検結果をもとに，学校とも対策内容等について協議して

参りますので，ご理解くださいますようおい願いします。
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生涯学習課に関する質問・要望

１．燕の飛来が減少しています。それなのに高野公民館では巣が破壊されました。

昨年，今年とも燕の巣作りがされません。各公民館にこのようなことのないよ

う点検してください。（松ケ丘三丁目）

【回答 生涯学習課 生涯学習グループ】

燕の巣づくり等の状況について，各公民館を調査したところ，高野公民館の

駐輪場の柱と梁の上部に２箇所の巣が作られておりました。今年も雛の巣立ち

が楽しみです。館長には，やさしく見守るように指示し，利用者等にも呼び掛

けるように指導いたしました。
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議会事務局に関する質問・要望

１．議会傍聴席では，発言がよく聞こえません。行政回答者の小声，早口及び音

響設備など，改善してください。（松ケ丘三丁目）

【回答 議会事務局 庶務・議事グループ】

発言者の小声，早口等への対応につきましては，これまでも発言が著しく聞

き取りにくい場合等においては，はっきり分かりやすく発言を行うよう，個別

に注意を促す対応を行っております。

今後は，はっきりと分かりやすい口調で発言するよう，会議前に注意を喚起

するなどの対応により，改善に努めてまいります。また，音響設備についても

最善の状態で対応できるよう，本会議前の調整等に努力してまいりますので，

よろしくお願いいたします。


