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総務課に関する質問・要望 

 

１．戸頭駅の北側は守谷市に含まれますが，各種の選挙が行われる際，戸頭駅の

北側には，選挙管理委員会による候補者のポスターの公式の一覧掲示が設置され

ません。一覧掲示は戸頭駅の南側には設置されますが，戸頭駅の南側は取手市に

なるため，特に市議会議員選挙の場合は，守谷の候補者が分かりません。戸頭駅

の北側の守谷市内にも，候補者のポスターの公式の一覧掲示を作っていただけれ

ばと思います。  （セザール取手西） 

【回答：総務課 総務グループ】 

 守谷市選挙管理委員会では，法令等の定めによりポスター掲示場を設置してい

ますが，戸頭駅の周辺は取手市との市境となっていること等から，これまでポス

ター掲示場を設置していないのが現状です。 

 しかし，鉄道の駅は，多くの市民の皆様が利用する施設であることから，戸頭

駅の北側（自転車駐輪場周辺）にポスター掲示場の設置を検討させていただきま

す。 

 なお，ポスター掲示場の他にも選挙公報（新聞折込による配布や市公共施設に

設置）や選挙管理委員会のホームページに候補者の情報を掲載しますので，併せ

て御利用いただければ幸いです。 

 

２．土曜日の証明書などの発行を希望します。 （けやき台六丁目） 

【回答：総務課  総合窓口課 市民登録グループ】 

 守谷市では，市民の利便性の向上を図るため，平成１５年６月から毎週日曜日

に総合窓口課を開庁し，諸証明書の交付，税の収納及び納税相談等の業務を行っ

ているところです。休日の窓口をさらに拡大することになりますと，人件費等の

コスト増は否めませんので，土日両日の休日開庁を実施する予定は今のところあ

りません。 

 なお，平成２８年１月から個人番号カードを利用して，全国のコンビニエンス

ストアにおいて証明書が取得できるサービスを開始しました。市役所がお休みで

も次の証明書を取得できますので，個人番号カードを作成し，御利用くださるよ

うお願いいたします。 

 

○コンビニエンスストアで取得できる証明書 

住民票，印鑑登録証明書，課税証明書，非課税証明書，所得証明書 

○利用できるコンビニエンスストア（全国約５３，０００店舗） 

セブン-イレブン，ローソン，サークルＫサンクス，ファミリーマート，Ａコー

プ北東北，セイコーマート，イオンリテール，コミュニティ・ストア，エーコ

ープ鹿児島，セーブオン，ミニストップ 
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○サービス利用時間 

午前６時３０分～午後１１時まで 年中無休（※年末年始を除く） 

 

３．市街地と農村地区の仕方に違いがある様に思うが私の思い過ごしであればよ

いのですけれど？例えば片方に対しては迅速に，片方に対しては余裕を持つと言

ったこと等。 （大木川端） 

【回答：総務課】 

 市職員は，常日頃から公平・公正に市民サービスを提供できるよう努めており

ますので，住んでいる地域によってサービス提供や対応等に格差をつけるような

ことは一切ありません。なお，具体的な御指摘をいただければ，誤解されること

のないよう改善したいと思います。 
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秘書課に関する質問・要望 

 

１．みずき野地区の地域活動の広報支援 

みずき野夏祭り，県人会など，みずき野外の住民の参加が予想される活動があ

ります。市の広報誌などで紹介を検討いただきたくお願いいたします。 （みず

き野） 

【回答：秘書課 秘書・広報グループ】 

 市の広報紙である「広報もりや」では，特定の地域に偏らず，広く市民の皆さ

んが参加できる行事や活動などを掲載しております。このため，各地域で開催さ

れるお祭りや地域により対象者が限定されるものにつきましては，原則的に掲載

しておりません。 

 しかしながら，特定の地域が取り組んでいる優れた活動を，市の広報として市

民の皆さんに紹介していくことで，他の地域にもその活動が広がり，活動への参

加者が増えるといった面も期待できます。 

 今後は，このような情報を，「広報もりや」に限らず，市ホームページ，フェ

イスブックやツイッターなどのＳＮＳを利用して，発信していけるよう検討して

まいります。 

 なお，具体的に紹介を希望される行事や活動がございましたら，秘書課に御相

談ください。 
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企画課に関する質問・要望 

 

１．エクセル跡地の利用計画についてはスピード感をもって具体化をお願い申し

上げます。 

まずは，跡地の買取りを実現していただきましたこと及び住民の希望を聴取す

るアンケートを実施していただき，誠にありがたく深く感謝しお礼申し上げます。 

計画の具体化に当たっては，市役所の年度計画との兼ね合いがあることは承知

しておりますが，地域の絆づくりの中核となる中核施設の建設は待ったなしの状

況であることをご理解いただき，かねてよりお願いしております以下の３点につ

いて重ねてお願いいたします。 （みずき野） 

Ａ．早期に計画を具体化していただく。 

Ｂ．この計画はみずき野地区の未来にとって極めて重要なことであり，企画の

段階から地区代表の参画を実現していただく。 

Ｃ．計画の進捗について適時，地区住民に開示・説明し理解と賛同を得ること。 

【回答：企画課 企画・統計グループ】 

 市では，平成２９年度（平成２９年中を目標）内に当該土地の利活用方針を決

定し，事業者の公募等を進めたいと考えております。 

 なお，利活用方針は，平成２８年度に実施した「みずき野のこれからのまちづ

くりアンケート」の結果を踏まえ，平成２９年度に筑波大学の学術指導を受けて

策定する「みずき野地区のまちづくりに係る長期ビジョン」において，当該土地

が果たす役割を整理した上で，策定を進めてまいります。また，長期ビジョンの

策定に際しては，地区内でのワークショップの開催等により，地区の方々と意見

交換を行っていく予定です。 

 引き続き，地区の皆様と計画の進捗に係る情報を共有し，事業の実施に御理解

いただけるよう努めてまいります。 

 

２．駅前開発跡地１．２ha空地利用の件について 

前々から各方面での利用等については討議・議論されていることと思いますが，

元居住民町内としての大方の意見を要望いたします。 

１．利用方法：現在のままで公園として活用する。（整地・整備し管理棟を設

ける，水道・トイレ・電源利用可能にする。） 

２．美観を整える：空地そばに流れている古城川沿いに桜の木を植え，ベンチ

を設けて憩いの場所となるように要望します。 

（これだけ利便性のある空間は二度と手に入りません。大きな施設や，利益を考

えた商業施設は必要ありません。環境を優先にと思います。） （栄町） 
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３．昨年度市役所回答の守谷駅東口市有地利用構想についての要望 

（昨年の回答）この構想（守谷駅東口市有地利活用構想）の中で，当該市有地

については，オープンスペースを基本としながら必要に応じて守谷駅周辺のまち

づくりに役立つ施設を建設することなども想定した上で，市民，民間事業者，市

の協働による公益目的による利活用を図ると定めています。 

ただの市役所分所的な施設だけでなく，多目的広場や文化やスポーツ施設も取

り入れた多目的施設にしていただきたい。守谷市には常総運動公園体育館しかス

ポーツ施設がなく（野球場などはあちこちにある），同規模の施設は無理にせよ，

中～小規模施設を建設していただきたい。 （ひがし野） 

 

４．駅前市有地の有効活用を希望します。今後の計画や日程はどのようになって

いるのでしょうか。 （ひがし野四丁目） 

【回答（２～４）：企画課 企画・統計グループ】 

 市では，平成２７年度から２８年度にかけて策定した「守谷駅東口市有地利活

用構想」を受けて，現在，事業を具現化するための「守谷駅東口市有地利活用基

本計画」を策定しているところです。 

 基本計画の中では，当該市有地の利活用方針として，守谷市の住みよさを象徴

する居心地の良い公共的な空間を整え，市の財政負担が必要最小限となるような

民間活力の導入を想定しています。 

 基本計画は，市民や事業者の方々からも御意見を頂きながら策定を進めており，

今後，パブリック・コメントを実施した上で，決定する予定です。基本計画の決

定後，プロポーザル方式による事業者の公募を経て，平成２９年度内には事業者

を決定したいと考えております。 
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財政課に関する質問・要望 

 

１．高野小学校前の旧青年研修所について 

外観から見ると入口の手すりは湾曲変形，屋根は赤さび，雨どいは破損，外壁や

腰板は腐って変色，簡易トイレは放置，また夏季はつる草などの雑草で覆われて

（同所に有った傷みの酷い火の見櫓は今年２月やっと撤去），研修所は何年も使

用された形跡も無く，使用できる状態（管理）には見えない？ 

特に小学校正門前に廃屋同然での放置は美観上好ましくない。即，解体撤去し

て学校の駐車場にでも活用したらどうか？ （二重堀） 

【回答：財政課 管財・契約グループ】 

 高野小学校前の旧高野青年研修所につきましては，昭和３４年に建築され地区

の皆様や小学校の児童により利用されてきましたが，小学校の体育館が建築され

たことなどにより，利用されなくなりました。最近では，若者が芸術活動の場と

して利用するなど活用がされた経緯はありますが，現在では何も利用されていな

い状況にあります。 

 旧高野青年研修所の土地につきましては，都市計画道路供平板戸井線の予定地

となっていることから，その工事に合わせて取り壊すことにより，解体費用につ

いて県の補助等が活用できるということで現在に至っているものです。今後，都

市計画道路の計画の状況等を見ながら，方向性等を検討したいと考えております

ので，御理解をお願いいたします。 

 

２．市政について，将来的な行財政運営の厳しさが提示されたが，昨年度，返礼

品拡充の取り組み強化が成された「ふるさと納税制度」について，市民への行政

サービスの基礎となる税収の増減はどうなっているか。 （角釜第２） 

【回答：財政課 財政グループ】 

 ふるさと納税につきましては，守谷市の認知度向上やイメージアップといった

シティプロモーションの観点から，市内の事業者の方々に協力していただき，平

成２８年６月から守谷市の魅力的な商品を返礼品として発信するなど，事業の大

幅な拡充を図りました。 

 その結果，平成２６年度１２１万円，平成２７年度３８万円であった寄附金が，

平成２８年度６月から３月において，見込みをはるかに超える約６億１，６００

万円の寄附金をいただき，緑化基金に７，６００万円，地域福祉基金に４億３，

３００万円，教育文化振興基金に６，１００万円，市民協働基金に４，６００万

円を充当し，それぞれ平成２９年度の重点事業に充てて使用する予定となってい

ます。 

 ふるさと納税制度は，まだまだ発展途上の仕組みであることから，今後につき

ましてもふるさと納税制度を地域の活性化に役立て，推進してまいりたいと考え
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ております。 
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市民協働推進課に関する質問・要望 

 

１．自治会への業務委託費の増額 

５００円の増額を希望する。全戸分が不可ならば，せめて非会員への業務委託

費だけでも切望する。 （久保ケ丘三丁目） 

【回答：市民協働推進課 協働推進グループ】 

 業務委託料につきましては，自治会・町内会と委託契約を締結しております委

託事務が増えていないことから，増額する考えはありませんので，御理解いただ

きたいと思います。 

 なお，非会員（自治会未加入者）に対する業務委託料の支払いにつきましては，

現在も実施しており，自治会として非会員（自治会未加入者）に文書配布を実施

している場合は，業務委託料を算出するための世帯数に含めて委託料を請求する

ことができますので，年度末に調査いたします「市文書の配布世帯数等調べ」に，

非会員（自治会未加入者）に対する配布世帯数も合せて御記入の上，提出をお願

いいたします。 

 

２．自治会単独所有の会館の電気・水道・ガスいわゆるランニングコストの市よ

りの補助を要望する。会員の利用負担を軽減したい。 （久保ケ丘三丁目） 

【回答：市民協働推進課 協働推進グループ】 

 自治会・町内会が独自に所有している自治公民館（会館）につきましては，建

設事業（新築，増築，修繕）に対する補助はありますが，維持管理は，各自治会・

町内会において行うものでありますので，維持管理経費に対する補助を行う考え

はありません。 

 各自治会・町内会に対し，お支払いしている業務委託料の一部を自治公民館の

維持管理経費に充てることも一つの方法であると思われますので，自治会・町内

会で検討いただき，より良い方法で維持管理を行っていただきたいと思います。 
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交通防災課に関する質問・要望 

 

１．防災計画の強化と市民への浸透 

昨年，守谷市防災計画が見直す予定であったと伺っております。 

申すまでもないことですが，防災計画では，災害発生時の対策も重要ですが，

被害を予防する日頃の減災対策が課題になります。 

守谷市防災計画でも，この減災対策についまして，Ａ．市で実施すること。Ｂ．

地域で実施すること。Ｃ．各家庭で実施すること。を明確にして，それぞれがそ

の役割を履行できる環境を整えていただきたくことを期待しております。 

また，昨今発生しております大規模災害でも自宅避難者が多いのが実情です。

守谷市でも災害が発生した場合，避難所の収容能力，弱者が気兼ねなく過ごせる

場所不足など，諸般の事情から自宅避難者が多くなることが予想されます。一方，

被災した各自治体の防災計画では，自宅避難者への支援計画の遅れが指摘されて

います。自宅避難者への支援計画の強化をお願いいたします。 

また，守谷市防災計画について，市民への広報が不足していることを危惧して

おります。市民への周知徹底ができなければ計画倒れになってしまいますので，

市民への啓発と訓練への参加促進を図る必要があります。 （みずき野） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

 現在，地域防災計画の策定を進めているところでが，策定にあたっては，行政

や自治会，市民の役割の明確化と自宅避難者に対する支援の充実を図ることにつ

いても計画に盛り込むとともに，発災対応型防災訓練をはじめ各種の訓練を通じ

て，計画の実効性を高めて行きたいと考えています。 

また，地域防災計画を策定するにあたり，パブリックコメントを行い幅広く市民

の意見を聴取し策定していきますので，御理解・御協力をお願いいたします。 

 

２．郷州沼崎線開通に伴う交通安全策の推進 

平成２５年にも請願しましたが，開通に伴い交通事故のリスクが増大しており

ます。警察署と協議していただき，ゾーン３０をはじめとする安全策の強化の再

検討をお願いいたします。 （みずき野） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

 郷州沼崎線については，警察による速度規制をはじめ，ドライバーに対する注

意喚起の看板設置等による安全対策を講じているところです。また，「ゾーン３

０」の指定につきましては，５月１７日に取手警察署に相談したところ，歩道が

設置されている道路もあり，みずき野地区全体の指定は難しいと回答を得ており

ます。従いまして，上記を除く部分的なエリアの指定の要望がある場合には，再

度，取手警察署に要望いたしますので理由及び具体的な位置図を添付した要望書

の提出をお願いいたします。 
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３．横断歩道設置のお願いについて 

セブンイレブン（本町３２８７－６）駐車場前の変則十字路は，自動車の流れ

が輻輳しており，歩行者，特に学童の登校・下校が危険です。 

そこで，図の場所に横断歩道を設置し歩行者を通すようにすれば，運転者に注

意を喚起でき，歩行者は安心して通行できると思います。 

昨年申請した際は，歩行者の待機場所のことなどで課題があり検討中とのこと

です。市内には歩行者の待機場所がないところでも横断歩道がある場所が見受け

られます。また，昨今，旧道は交通量が増えており，事故も発生しております。

是非善処してください。※地図参照 （下新田） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

 ６月１日付けで再度，取手警察署に要望いたしましたが，回答が出るまでに時

間を要するとのことでした。回答が届き次第改めて回答いたします。なお，横断

歩道の設置が認められなかった場合，待機場所について今年度建設課で測量を実

施し設置の判断を行いますので，設置できる場合にはあらためて取手警察署と協

議を行いたいと考えています。 

 

４．郷州沼崎線を通る車のスピード超過について 

制限速度を超過している車が多くて危険である。昨年の回答で，ドライバーに

減速を促す注意喚起の方法等について検討を行うとともに，取り締まり及びパト

ロールの強化を７月２０日付けで取手警察署に要望されたとのことでしたが，ど

のような結論になったのでしょうか。現在でも速度超過は常態化しており，横断
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歩道を渡ろうとする歩行者がいてもほとんどの車が通りすぎる状況です。夜間に

もなると高速道路並みのスピードを出していて，いつ死亡事故が起きてもおかし

くない状況です。郷州沼崎線以外の道路でも同様な傾向が見られます。早急に現

状を把握していただき，注意喚起はもとより，信号の設置，横断歩道の新設，規

制速度の見直しなども含め，至急対策を講じられるよう，警察に要望していただ

くとともに，市としても当事者意識を持って対応していただきますようお願いい

たします。 （ひがし野） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

 郷州沼崎線については，警察による速度規制をはじめ，ドライバーに対する注

意喚起の看板設置等による安全対策を講じているところです。また，６月１日に

確認したところ，取手警察署でも昨年の要望に基づき，パトロールの強化及び各

種交通違反取り締まりを実施しており，今後も継続していくとの回答がありまし

た。 

 信号機の設置，横断歩道の新設につきましては，同じく６月１日に取手警察署

に要望いたしましたが，回答が出るまでに時間を要するとのことでした。回答が

届き次第改めて回答いたします。 

 

５．松並青葉地区に建設された倉庫の運営について，隣接する住居地区の環境に

十分配慮するよう，事業者に働きかけて頂きたい。特に，運送用トラックが，住

居地区内にある松並木線，松並南北線，松並沼崎線（松並青葉環状）を利用でき

ないようにして頂きたい。 （松並青葉西） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

 倉庫の運営及び出入りする車輌の通行等に関しましては，都市計画課において

事業者に対して指導を行い，地域内の安全確保に努めているところです。 

また，松並木線，松並南北線，松並沼崎線（松並青葉環状）の利用制限につき

ましては，取手警察署への交通規制の要望も考えられますが，今後の状況を見な

がら判断していきたいと考えています。 

【回答：都市計画課 開発指導グループ】…p.31に掲載 

 

６．松並青葉地区の生活道路の安全を確保するため，「ゾーン３０」エリアとし

て，整備をして頂きたい。 （松並青葉西） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

 「ゾーン３０」は，歩行者・自転車の通行の安全性や通過交通の抑制等を勘案

し警察で指定しております。取手警察署に要望いたしますので，要望理由及び位

置図を添付した自治会からの要望書を交通防災課へ提出いただきますようお願

いいたします。 

 

 



12 

 

７．ＡＥＤの設置場所及びＨＰでの案内情報について 

１．ホームページでの設置場所が学校又は公民館のみの掲示で使用可能時間や

曜日などが記載されていないが？夜間使用は？ 

２．市施設以外にも民間（会社，工場，コンビニ，特養ホームなど）でＡＥＤ

を設置している企業がもっとあるのでは？これらの施設と協定を結び，貸出可能

な箇所を増やしていったらどうか？その際，貸出可能な時間帯も表記，特に２４

Ｈ可能な施設が明記できればさらによいと思います。 （二重堀） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

１．現在，市で管理しているＡＥＤは屋内に設置されており，使用可能時間は施

設管理者が滞在する時間と，それ以外の時間（夜間・休日等）は管理者が不在の

場合には，施設の窓ガラスを割って取り出して使用していただく状況にあります。

そのため，今年度は市民に施設を開放している学校等につきましては，体育館の

入口付近（屋外）に設置を考えています。 

２．現在，厚生労働省では，日本救急医療財団を通じてＡＥＤの積極的な活用を

促しており，市以外にＡＥＤを設置している事業所等につきましては，この日本

救急医療財団のホームページから場所等の確認ができるようになっています。 

これは，突然に心停止となった方に対してＡＥＤが使われる機会を増やし，救

命率を向上させることを目的に，設置者の協力のもと，ＡＥＤ設置情報を提供し

ているものです。このことから，緊急時のＡＥＤ使用（貸し出し）については協

定を締結するまでもなく可能であると考えているところですので，御理解をお願

いいたします。 

（交通防災課で貸し出し用ＡＥＤ１台を所持しています。） 

 

８．防災無線設置及び消火栓の増設。 （南守谷町） 

【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，同報系行政防災無線と移動系行政防災無線の２種

類があります。守谷市では移動系行政防災無線を採用しているところです。 

また，災害時における情報発信手段としては，ホームページ，ＳＮＳ，メール

もりや，緊急速報メール（エリアメール）を実施しており，その他，一般財団法

人マルチメディア振興センターが運営する，ＮＨＫのデータ放送へ連動するＬア

ラートシステムによる情報伝達も行っております。 

 このようなことから，現時点では，同報系行政防災無線を設置する考えはござ

いませんので，御理解をお願いいたします。 

【回答：上下水道課 事業グループ】…p.46に掲載 

 

９．ふれあい道路の騒音と振動の軽減について 

場所：ジョイフル本田の向かいのふれあい道路（けやき台中学校入口～本宿交

差点） 
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状況：騒音と振動で日常生活に支障をきたしています。大型の車両（トラック，

バス，工事車両など）が通ると，ガタガタと音がし，家が揺れる。その騒音と振

動は尋常ではない。精神を不安に陥れています。特に深夜・早朝の猛スピードで

の通行は，騒音と振動が激しい。 

原因：①大型トラックの制限速度を超えたスピード及び過積載。 

②大型車両によって道路の痛みが激しくなっている。 

対策：①スピード違反車両の取り締まりの強化。 

②道路補修の期間の短縮化と舗装素材（吸音性のもの）の実用化を要望

します。 （けやき台六丁目） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

 スピード違反及び過積載の取り締まりについて，６月１日付けで取手警察署に

要望いたしました。 

【回答：建設課 道路建設グループ】…p.36に掲載 

 

１０．店舗のまわりの路上駐車の取り締まりの強化について 

場所：けやき台６丁目２１，たかのチェーン守谷店（団子屋） 

状況：平日の午前，休日の朝から昼過ぎまで，店舗付近の路上駐車がひどすぎ

る。丁字路で，視界が遮られて左折・右折する際，危険を感じている。 

原因：客のマナーの問題もあるが，駐車場（３台分）が十分に用意されていな

い。 

対策：①近くに駐車場を設けるか，店舗を指導してほしい。 

②店舗まわりの道路には，駐車できないようにポールなどを設置できな

いか？ 

③駐車違反の立て看板を立ててほしい。 （けやき台六丁目） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

 路上駐車による店舗への指導について，南守谷交番に要請したところ，来店者

への店舗駐車場の周知及び路上駐車の危険性について指導を行った旨の報告を

６月６日に受けております。 

駐車違反の立て看板設置につきましては，南守谷交番で指導しておりますので

経過確認を行い，改善されない場合に考えていきますので，御理解をお願いいた

します。 

【回答：建設課 管理グループ】…p.36に掲載 

 

１１．守谷市にも警察署の新設が必要ではないでしょうか。 （けやき台六丁目） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

 平成１９年６月に警察本部長の諮問機関として設置された「茨城県警察におけ

る警察署等再編整備を考える懇話会」が出した「茨城県警察署における警察署等

再編整備についての提言書」の中で，守谷市の人口・面積を考慮すると単独での
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警察署新設は難しいが，守谷市を管轄する取手警察署の建替え時には，守谷市を

含む管轄区域を十分にカバーできるよう守谷市寄りへの移転を検討するという

提言がなされております。今後，取手警察署建替えの動きがあった際には，本市

寄りへの移転を積極的に働きかけてまいりますので，御理解の程お願いいたしま

す。 

 

１２．市道４３４９号線 安全対策について 

数年前より当町内より毎年この問題については種々の問題提起，要望が提出さ

れております。市におかれましても種々の対策を実施していただき，昨年の「回

答書」では「これ以上の対策については難しい」とのことでした。今回の案にも

あります速度制限看板，昨年提案させていただいている路面標示（警察の所管）

など，できることから実施していただけないでしょうか。 

１．市道４３４９号線（イオンタウン～モスバーガー）は，向原交差点の信号待

ちを避ける車の通り抜け道路として交通量が増え，また，多くの車がかなりのス

ピードで走り抜けていきます。特にトラック等の大型車の通行時には騒音と振動

を発生し迷惑しています。車の減速対応等の検討をお願いします。 

 ①スピード対策：イオンタウン側とモスバーガー側の両サイドに看板の取付け。

※写真参照 

 ②振動対策：道路の段差修正（道路のひび割れ部補修，マンホール部の段差修

正，道路の塗装部の段差修正等） 

２．イオンタウン駐車場出入口近くの信号機のない横断歩道付近で，「松ケ丘一

丁目の通り抜けはご遠慮下さい」と放送されているが，ドライバーには全く聞こ

えないと思う。もっと周知されるように（掲示・館内放送等）町内会から働きか

けてはどうか。 

また，この通りは車の交通量が多いのにも関わらず，信号機がなく危険なので，

押ボタン式信号機などの設置検討を要望してほしい。 

その他対応策があれば実施をお願いします。  （松ケ丘一丁目） 
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【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

「ゾーン３０」・「スピードおとせ」等の看板設置を考えます。 

 信号機の設置につきましては，取手警察署に要望いたしますので，要望理由及

び位置図を添付した自治会からの要望書を交通防災課へ提出いただきますよう

お願いいたします。 

【回答：建設課 管理グループ】…p.37に掲載 

 

１３．「通学路」看板の取り外し 

この案件は昨年の依頼によるもので「学童多し」の表示をしていただきました。

古い看板を撤去してくださいとの要望です。（斜めになっている，錆が出始めて

いる，夏場樹木に覆われて見えない。） 

１．直近電柱に「学童多し」の看板が設置されました（ありがとうございます）。

古い看板がそのまま残っていますので，撤去をお願いします。※写真参照 （松

ケ丘一丁目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

 土地の所有者及び学校などの関係機関に確認後，撤去いたします。 

 

１４．道路標識の修正 

この案件も昨年からの持ち越しです。「回答書」に「警察の所管…取手警察署

へ連絡済」ということになっています。取手警察署からの回答なり何かアクショ

ンはあったのでしょうか？現場を見ましたが，支柱が変形しており，基礎からの

交換と思われます。来年にまた持ち越すことのないよう働きかけをお願いいたし

ます。 

１．市道４３５９号線の国道２９４号セブンイレブン横の道路標識が傾いていま

す。修正をお願いします。 

上記は昨年依頼したものです。この１年間放置されたままです。早急な対応を

お願いします。※写真参照 （松ケ丘一丁目） 
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【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

 昨年，取手警察署に依頼しましたが，完了報告がきておりませんでしたので， 

再度６月１日付けで取手警察署に修理の依頼をいたしました。 

 

１５．道路危険箇所の改善要望 

松ケ丘３－１３－１１Ｔ字型交差点（遊歩道出口）よりマクドナルド前信号ま

での道は微妙に曲がっており，歩行者，特に児童，高齢者にとって車の接近を認

知するのが難しく非常に危険な箇所となっております。通り抜け，ショートカッ

トの道として利用する車も年々増加しています。それらの車は３０キロ道路であ

るにも関わらずスピードを出し危険極まりありません。この道路沿いは幼稚園，

小学生も多く，通学路でもあります。 

通り抜けの車のスピードを落とせる策，自宅近辺の道路を子どもも，大人も，

高齢者も安心して歩ける策を考えてくださることを要望します。大きな事故が起

こる前に。 （松ケ丘三丁目） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

 この道路は，ゾーン３０のエリア内で，外側線も引かれており，昨年度は区長

と相談して，学童注意の路面標示を実施しドライバーに注意喚起を行っていると

ころです。これ以上の対策につきましては難しいと考えますが，交通ルールの遵

守を図るため継続的なパトロールと取締りを６月１日付で要望しておりますの

で，御理解をお願いいたします。 

 

１６．街灯をつけてください！！ 

金太郎寿司～マクドナルド交差点裏 松ケ丘３－１０－３から松ケ丘３－１

０－２０の道には街灯は１本もありません。ある程度の時間帯までは店舗の灯り

があります。閉店，店舗のお休みの日は真っ暗です。店舗の灯を街灯代わりにす
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るのではなく，しっかりとした街灯をつけてください。 （松ケ丘三丁目） 

 

１７．ふれあい道路 けやき台中学校入口交差点にも街灯増加を 

けやき台中学校入口交差点角のクリーニング店が閉店すると暗く，信号脇２台

の街灯だけでは暗い状態です。横断歩道を渡っている最中，取手方向へ向かって

いた車が左折する際，轢かれそうになったことが何回もあります。現在ある街灯

数では方向によっては見えにくく足りないと感じます。店舗の灯りを頼らない方

向での検討をお願いします。必要以上に街灯が明るいと感じられる場所もみかけ

ます。肝心な所への検討を切に希望します。 （松ケ丘三丁目） 

【回答（１６～１７）：交通防災課 交通・防災グループ】 

 現地の照度確認を行い，設置の可否について文書で回答させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８．街灯設置のお願い 

５丁目の遊歩道が夜になると真っ暗なので街灯を設置してほしい。旧ジャスコ

側の街灯が大きくなった木などで隠れていたり薄暗かったりするので，ＬＥＤ電

球に換える等してほしい。（上記２つを踏まえ）最近，不審者の話等もあるので，

松ケ丘三丁目要望に関する添付図 



18 

 

ぜひお願いしたい。 （美園南） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

 ５丁目の遊歩道について現地確認をしましたが，具体的な設置場所確認のため

位置図等を提出いただきますようお願いいたします。 

 また，旧ジャスコ側の街灯（防犯灯）につきましては，平成２９年度に市内の

全防犯灯のＬＥＤ化工事を実施いたしますので，御理解の程お願いいたします。 

 

１９．防犯対策のお願い 

空き巣，不審者，車上荒らしの被害にあった件があちこち（美園４，５丁目に

て）起きております。そういった犯罪者にもターゲットとなっている現状を考え，

その原因である暗さ，人目につきにくいなど防犯対策をもっと見直す必要がある

のではないでしょうか。市でもこういった犯罪状況を把握し，何かしらの対策を

作ってほしい。 

梅作公園の土手側の所が人目につきにくく，暗くて物騒なので子ども達が安心

して遊べる場所に見直してほしい。 

明神公園に時計が無いのでつけてほしい。子どもが遊んでいても時間がわから

ない。朝も登校班で集合しても出発の目安である時間がわからない。 

近頃，明神公園のゴミが非常に多く不衛生である。何度か拾ったこともあるが

看板等で注意を促してほしい。 （美園南） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

 市では犯罪発生の抑止と防犯機能の向上を図るため，市内の全防犯灯のＬＥＤ

化による球切れ防止と照度アップを平成２９年度に実施いたします。 

 また，犯罪発生状況について，取手警察署との連携により「メールもりや」で

リアルタイムにお知らせし注意喚起を行うとともに，昨年度から茨城県警の現役

警察官が出向しており防犯講演会等の防犯施策を行っているところです。今後も

引き続き安心安全なまちを目指し対策を講じてまいりますので，御理解の程をお

願いいたします。 

【回答：建設課 管理グループ】…p.38に掲載 

 

２０．ゴミ集積所の清掃のお願い 

ゴミ集積所にカビ・汚れがあったり，防犯灯もかなり汚れていたりする。ごみ

集積所は中のコンクリートの陰になっている部分が腐食するなど，カビが生えて

いる（コンクリートにこびりついている）。こういったカビなどは通常の清掃で

はとれない。既に２０年が経過しているので全面的な清掃がされていないことが

問題だと思っている。市による清掃をお願いしたい。 （美園南） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

 防犯灯の汚れにつきましては，球切れ交換時に業者にふき取りをお願いしてお

りますが，平成２９年度に市内の全防犯灯のＬＥＤ化工事により灯具を交換いた
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しますので，御理解の程お願いいたします。 

【回答：生活環境課 環境・廃棄物グループ】…p.26に掲載 

 

２１．南守谷駅ロータリー入口にカーブミラーを設置してほしい。美園方面から

ロータリーに入る場合，幅が狭いので右側に少し膨らんで入ろうとするが，対向

車が先に来たときはすれ違うのが大変である。 （美園北） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

 具体的な設置場所を把握するため，区長よりカーブミラー設置に関する要望書

（設置場所図面添付）の提出をお願いいたします。現地調査の後，設置の可否に

ついて文書で回答させていただきます。 

 

２２．小学生の自転車での急な飛び出しや一時停止無視，２列以上で走行してい

るところを見かける。危ないので注意してほしい。 （美園北） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

 毎年，取手地区交通安全協会と連携し市内の各小学校において，交通安全教室

を実施しており，その中で自転車の安全な乗り方や交通ルールの指導を行ってい

るところです。今後も継続して自転車の安全運転等について指導してまいります

ので，御理解の程お願いいたします。 

【回答：指導室 教育指導グループ】…p.45に掲載 

 

２３．カーブミラーの角度について 

美園クリーニング洗濯王から宅地街に入ったところ（美園１－１０－５）の，

コーナーに取り付けられているミラーの角度が， 

・「美園１－１２－２」側から見ると，左「美園１－１２－１２」方面から来る

車が見えない。 

・「美園１－１１－３」側からは，「美園１－１２－１２」方面から来る車が見え

ない。 

どちらも危険なので対策をお願いします。 （美園北） 
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【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

 ５月３０日に現地を確認し，角度調整を行い対応いたしましたが，同十字路で

のカーブミラーの視認性に関しては，同所から西方に進行する際に屈曲している

形状，かつ植栽等の影響で視認性に限界が認められることをご報告いたします。 

 

２４．街灯の向きについて 

乙子前坪公園から美園１－１２－７間の道を挟んだ側（空き家付近）の街灯の

向きを真下にしてほしい。現在は街灯の下に街路樹とミラーがあるため余計に灯

りが薄く感じるため，対策をお願いします。 （美園北） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

 向きについては，平成２９年度に市内の全防犯灯のＬＥＤ化を行うことから，

工事実施時に対応いたします。また，街路樹（個人所有地内の樹木）は所有者を

確認し，枝の伐採をお願いいたしますので，御理解の程よろしくお願いいたしま

す。 

 

２５．小学生通学時間帯の車両一方通行について 

 上坪地区から大野小学校への通学時間帯はアサヒビール研究所前から大野小

学校までの間を一方通行にしていただきたい。以前に提案をさせていただいてい

る様子ですが，なぜボツになったか住民は承知していません。再度提案するもの

です。昨今のニュースを拝聴すると，横浜市，千葉県八街市など通学途上の列に

トラックが突っ込み，死傷者が出る痛ましい事故が続発しております。いずれも

ガードレールのない道路で発生しております。上記通学路もまったく同様の道路

となっております。通学時間帯に公共交通機関のみ除外して一方通行にしていた

だくなど，不幸が起きる前に何らかの処置をお願いするものです。交通弱者の救
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済に当たっていただきたい。 （根崎） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

 交通規制に関しましては，警察の所管となります。６月１日付けで取手警察署

に要望いたしましたが，回答までに時間を要するとのことでした。回答が届き次

第改めて回答いたします。 

 

２６．市内全域への防犯カメラ設置を順次展開中だと思うが，各地区への設置時

期の見通しについて確認したい。合わせて，角釜２地区では人の目も比較的少な

く，外構に囲まれた敷地が多いため，実効的な防犯策として，早期のカメラ設置

によるモニタリングを強く要望したい。 （角釜第２） 

 

２７．防犯カメラの増設 

昨今の児童殺害，窃盗犯の防止，犯人捜査強化のためにも再度の防犯カメラ設

置増設を要望する。 （久保ケ丘三丁目） 

【回答（２６～２７）：交通防災課 交通・防災グループ】 

 平成２６年度から平成２８年度までに，主要な交差点や通学路等を中心に１３

０台の防犯カメラを設置しており，設置場所については取手警察署と協議し場所

の選定を行いました。今年度は新たに設置する予定はありませんが，市内の犯罪

発生状況を見据えたうえで，取手警察署にアドバイスをいただきながら今後の対

応を考えていきますので，御理解をお願いいたします。 

 

２８．薬師台二丁目内の道路の速度制限について 

ふれあい道路から，くわがた公園前から３号緑地に至る道路は左カーブが多く，

近くの大井沢小学校や御所ケ丘小・中学校に通学する生徒が日常的に通学路とし

ています。 

同道路に関しては，以前から自動車との接触による事故が多いため，ガードレ

ール設置の要望をあげましたが，幅員の関係で設置はできないとのことで，カラ

ー舗装を施したり，飛び出し注意のボードを掲示等の対応がされてきています。 

しかしながら，取手警察署に確認したところ，昨年９月にも事故が発生してお

り，また，３月の町会の定期総会においても，道路沿いに居住している町会員か

ら，年末頃に事故があったとの申し出がある等，従来の対応ではまだ不十分であ

ると考えております。 

ついては，速度制限（ゾーン３０の設定等）や減速を促す文字舗装等，踏み込

んだ対応が必要になっています。（小職も５年前に同道路で夜間歩行中に乗用車

とすれ違う際に接触されたことがあります。）ゾーン３０については，追って正

式に申し出をしていきたいと考えています。守谷市内の他の地区でも速やかに設

置されたところもありますので，是非前向きな対応をお願いします。 （薬師台

二丁目） 
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【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

 当該道路につきましては，既に歩道部のカラー舗装及び飛び出し注意の看板等

による注意喚起を行っており，これ以上市での対策は難しいものがあると考えて

います。 

 しかしながら，速度制限について警察に確認したところ，４０キロの速度制限

が決定し，後日，速度規制の標識設置と路面標示がなされるとの報告がありまし

た。設置の時期については，今のところ未定とのことでしたので，時期が確定し

ましたら改めてご連絡いたします。 

  

２９．薬師台二丁目内の道路の防犯灯やカーブミラー設置について                      

大井沢小学校方面から合流する三叉路付近（薬師台２－１９－１４付近）は夜

間照明も暗いため，防犯灯の設置を申請します。                                

薬師台２－１９－４０と同２－１７－１５の間の道路はＴ字路になっている

が，飛び出しにより事故になりかけることがあるので，カーブミラーの設置を申

請します。 （薬師台二丁目） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

 防犯灯は，現地の照度確認を行い設置の可否について，文書で回答させていた

だきます。また，当該Ｔ字路にカーブミラーを設置する場合も視認性の確認を行

ったうえで設置の可否を後日文書で回答いたしますので，御理解をお願いいたし

ます。 

 

３０．避難所（公共施設）と連携した防災訓練について                    

市の防災訓練では発災対応型訓練として火災等事故発生後の現状確認，消火・

救出訓練，行政本部への報告等を実施しておりますが，避難所の運営マニュアル

を整備して，行政，自治会，避難所，住民との連携強化を図るために，合同で防

止訓練をできるような枠づくりをしてほしい。（薬師台二丁目） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

 現在，地域防災計画の改訂作業を進めている中で，大規模災害時には市主体の

避難所運営は困難になることも予想されるため，地域住民（避難者）が避難所を

一定期間，臨時の生活拠点として利用し機能するよう避難所運営マニュアルを策

定し，自主運営体制の確立を図りたいと考えているところです。また，マニュア

ルの実効性を高めるためには関係団体との連携強化と合同訓練の重要性も認識

しており，避難所運営マニュアルを策定していく中で訓練のあり方についても考

えていきますので，御理解・御協力の程お願いいたします。 
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総合窓口課に関する質問・要望 

 

１．土曜日の証明書などの発行を希望します。 （けやき台六丁目） 

【回答：総務課  総合窓口課 市民登録グループ】 

 守谷市では，市民の利便性の向上を図るため，平成１５年６月から毎週日曜日

に総合窓口課を開庁し，諸証明書の交付，税の収納及び納税相談等の業務を行っ

ているところです。休日の窓口をさらに拡大することになりますと，人件費等の

コスト増は否めませんので，土日両日の休日開庁を実施する予定は今のところあ

りません。 

 なお，平成２８年１月から個人番号カードを利用して，全国のコンビニエンス

ストアにおいて証明書が取得できるサービスを開始しました。市役所がお休みで

も次の証明書を取得できますので，個人番号カードを作成し，御利用くださるよ

うお願いいたします。 

 

○コンビニエンスストアで取得できる証明書 

住民票，印鑑登録証明書，課税証明書，非課税証明書，所得証明書 

○利用できるコンビニエンスストア（全国約５３，０００店舗） 

セブン-イレブン，ローソン，サークルＫサンクス，ファミリーマート，Ａコー

プ北東北，セイコーマート，イオンリテール，コミュニティ・ストア，エーコ

ープ鹿児島，セーブオン，ミニストップ 

○サービス利用時間 

午前６時３０分～午後１１時まで 年中無休（※年末年始を除く） 
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生活環境課に関する質問・要望 

 

１．貝塚地区，埋立て工事の適正化 

昨年もお願いしておりますが，Ａ．工事が認可どおりに実施されること及び実

施状況を適時確認していただくこと。Ｂ．住民に状況を定期的に説明していただ

くこと。Ｃ．認可と異なる事実が判明した場合，速やかに工事を中断させ原状復

帰を図ること。を重ねてお願いいたします。 （みずき野） 

【回答：生活環境課 環境・廃棄物グループ】 

 当該埋立て工事につきましては，現在，休工中となっておりますが，搬入土が

見つかり次第，再度県の承認を得て搬入することとなっております。再開する際

には，みずき野地区をはじめ，周辺地区の皆様に工事再開のお知らせをするよう

指導しております。 

 市といたしましても，引き続き適時確認していくとともに，定期的に状況を報

告させていただきます。また，認可と異なる事実が判明するなど問題が発生した

場合には，県と連携し速やかに対応いたします。 

 

２．駅周辺の喫煙禁止エリアについて 

駅周辺の喫煙禁止エリアですが，喫煙者（ポイ捨て）をよく見かけます。数年

前，朝の通勤時間帯に監視員を見かけましたが，最近見かけません。罰金を設定

しているようですが，実施しているか疑問です。市としては今後どのような対策

を行っていくつもりでしょうか。 （ひがし野） 

 

３．守谷駅周辺の歩きたばこ禁止について，周知と守るよう徹底をする方策等の

検討をお願い致します。 （ひがし野四丁目） 

【回答（２～３）：生活環境課 環境・廃棄物グループ】 

 守谷市ポイ捨て等防止条例施行当初は，指導員４名で週４回朝夕巡回しており

ましたが，現在は指導員２名により週３回朝夕に巡回しており，特に朝の通勤時

間帯の巡回を強化しています。指定喫煙所以外で喫煙者を見かけた際には，指導

または過料の徴収（指導に従わないなど悪質な場合）を行っておりますが，ご指

摘のように指導員の目の届かないところで路上喫煙をしている方がいるようで

す。 

 平成２０年の条例施行から来年で１０周年を迎えることから，改めて条例の趣

旨を理解していただくため，看板等の設置，更新などを含め，ＳＮＳの活用など

広く市民の皆様や守谷駅利用者に対する効果的な周知方法等について検討いた

します。 
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４．ゴミ回収カレンダーの一本化 

会員の多数は「①クリーンカレンダー」を運用しています。「②生ゴミカレン

ダー」はあまり馴染みがないのですが，昨年１２月３０日に問題があったようで

す。暮れでもあり収集時間の変更等の理由ではなかったのかなとの推察です。生

ゴミ堆肥化事業に参加されているかたへの周囲方法をご一考下さい。 

１．現在，ゴミ収集カレンダーは，①クリーンカレンダー（一般ゴミ用）と，②

生ゴミカレンダーの２種類があります。生ゴミ回収は可燃ごみと同日の火・金曜

日に実施されています。殆どが同日回収のため，クリーンカレンダーを見て可燃

ゴミの日に生ゴミ出しを行い，生ゴミカレンダーは見ないのが現状です。ところ

が昨年末１２月３０日（金）は，可燃ゴミのみの回収で生ゴミ未回収日が発生し

ました。同日間違えて多くの家庭で生ゴミ回収バケツが出ているのが見受けられ

ました。そこで間違い防止策としてゴミ回収カレンダーのクリーンカレンダーの

一本化をお願いします。 

 クリーンカレンダーの火・金曜日の「可」の欄に加えて「生ゴミ」と記入して

クリーンカレンダーで生ゴミ回収日が分かるように一本化をお願いします。※写

真参照 （松ケ丘一丁目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答：生活環境課 環境・廃棄物グループ】 

 常総環境センターで実施している生ごみ堆肥化事業につきましては，地域ごと

に収集日が異なります。また，現在，モデル事業として実施しているため，事業

に参加していない地域，世帯もあることから，カレンダーの一本化はできません

ので御理解ください。 

 

５．ゴミ集積所の清掃のお願い 

ゴミ集積所にカビ・汚れがあったり，防犯灯もかなり汚れていたりする。ごみ
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集積所は中のコンクリートの陰になっている部分が腐食するなど，カビが生えて

いる（コンクリートにこびりついている）。こういったカビなどは通常の清掃で

はとれない。既に２０年が経過しているので全面的な清掃がされていないことが

問題だと思っている。市による清掃をお願いしたい。 （美園南） 

【回答：生活環境課 環境・廃棄物グループ】 

 ごみ集積所の設置，維持管理等につきましては，集積所を利用する方々にお願

いしており，区域の自治会より，そのごみ集積所の管理者を決めていただき管理

運営をしていただいているところです。 

 そのため，清掃や修繕等につきましても自治会または利用者の御負担において

お願いをしております。 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】…p.18 に掲載 

 

６．ゴミの出し方についてのお願い 

スプレー缶は使い切ってから穴を開けて，空き缶として出すことになっていま

すが，ビンの回収方法と同じように袋に入れず穴を開けずに回収していただきた

いです。１カ月に１度とかでいいので，殺虫剤とかの穴開けはとてもストレスを

感じています。 （美園南） 

【回答：生活環境課 環境・廃棄物グループ】 

 昨年度もスプレー缶ガスを原因とする２件の出火事故が発生しましたが，スプ

レー缶のごみ出しにつきましては，ごみ収集車やごみ処理場での火災事故防止の

ため，使い切った後に穴をあけて出すようお願いしているところです。 

 御提案のように，ビンと同じ回収方法をとることとした場合には，そのままの

状態では環境センターに搬入できないため，事前に穴をあけるための作業が必要

となり，一時的に搬入し，作業を行う場所（施設）の用意のほか，収集・処理，

更には施設の維持管理等コストの大幅な増額が見込まれることとなります。 

 仮に常総環境センターに処理を依頼し，直接搬入できるようにしたとしても，

同様の作業を行う場所（施設）は必要となることからそのコストを負担する構成

市の了承を得ることは至難であると考えます。 

 現在のところ回収方法の変更は難しく，御要望に沿えかねますことを御理解く

ださい。 

 

７．夏だけでも可燃ごみの収集を３回に増やしてほしい。 （美園北） 

【回答：生活環境課 環境・廃棄物グループ】 

 守谷市におきましては，市単独のごみ処理場ではなく，常総地方広域市町村圏

事務組合（構成市は，守谷市，取手市，常総市，つくばみらい市）で運営されて

いる常総環境センターにてごみ処理（中間処理）を行っております。 

 そのため，ごみや資源物の分別・収集日・方法等については，常総環境センタ

ーと常総環境センターを利用する４市間で排出量等を基に協議を重ね，各市のバ
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ランスを考慮した上で決定しているものですので，現状況においては季節により

収集回数や方法を変えることは考えておりません。 

 

８．可燃ごみの袋が薄くなって破れやすい。少しでも穴が開いてしまうと，すぐ

に大きく避けてしまう。材質もあるのだろうが，もう少し改善してもらえるとあ

りがたい。また，植木処分用に大きいサイズがほしい。 （美園北） 

【回答：生活環境課 環境・廃棄物グループ】 

 ごみ袋は，指定袋制をとっており，常総環境センターにおいて材質，サイズ，

強度等の規格が定められており，現在認可を受けた１５社が製造しております。 

 ごみ袋を使用されている中で，破れやすいものがありましたら，製造メーカー 

（外袋に表記があります。）を教えていただければ常総環境センターにて調査し，

指導いたしますので，生活環境課まで御報告ください。 

 また，植木処分用の大きいサイズのごみ袋につきましては，今後，常総環境セ

ンター及び組合構成４市での検討機会で提案したいと思います。 

 

９．守谷市は山林・緑地帯も多く自然に恵まれる一方で，スズメバチの発生が見

られ，全国的にも被害が深刻となっている。自宅に巣が作られれば業者による駆

除対応も可能だが，他所から飛来するスズメバチに対しては個人での対応の術が

無い。角釜２地区では農業体験教室の開催もあり，行政としてスズメバチ駆除に

ついて対策強化の検討をお願いしたい。 （角釜第２） 

【回答：生活環境課 環境・廃棄物グループ】 

 市としましても飛来するスズメバチについては，対応の術がないのが現状です

が，自宅以外の山林等の場所にスズメバチの巣を発見された場合は，土地所有者

に駆除の依頼をさせていただくことは可能ですので，その際は御相談ください。 
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介護福祉課に関する質問・要望 

 

１．敬老会実施方法変更について 

７５歳以上の対象者増加により，開催できる施設が無く，各地域または行政区

単位での実施⇒区長（輪番制）業務の負担増につながり反対。 

対象者を７５，８０，８５歳，９０歳以上と５歳毎（または７５歳，喜寿，米

寿，卒寿以上）に限定すれば，対象者が大幅に削減でき，従来と同様の施設で開

催できるではないか。敬老会は成人式などと同様，市が主催者になってお祝いす

るのが敬老会として相応しい式典になるのでは。 （二重堀） 

【回答：介護福祉課 高齢福祉グループ】 

 市では，多年にわたり地域社会においてご貢献いただいた高齢者（７０歳以上）

を敬い，その長寿を祝うために，市と守谷市敬老会実行委員会の共催という形で，

常総運動公園の体育館に集まっていただいて敬老会を実施しておりました。 

 しかし，近年は高齢者全体に占める参加者の割合が少ないことから，開催方法

の検討を行って参りました。また，平成２７年度には，議会において事業仕分け

の対象になり，予算を縮小して地域ごとの開催や地元のイベントとの共催を検討

するよう提案がありました。 

 そのようなことから，市では実行委員会と協議して，平成２８年度の開催をも

って一堂に会する敬老会は終了とし，平成２９年度からは地域の実情に応じた地

域の方々による自主的な催しに移行することを決定し，その活動に対して助成金

を交付する守谷市地区敬老行事助成金交付事業を開始いたしました。 

 助成金交付事業では，地区敬老行事を実施していただく団体は，自治会や地域

福祉活動計画実行委員会（６地区，各地区，ブロック）とし，身近な地域におい

て高齢者（７５歳以上）を敬い，その長寿を祝う行事を行っていただくことと，

高齢者と異世代との交流，地域のつながりづくりを図ることを目的としておりま

す。そのため，高齢者をはじめ，地域の子供から大人まで，すべての方が参加で

きるものになっております。 

 今後も担当課において，地域の皆様方による地域での敬老行事の開催に向けて，

企画，立案への情報提供や開催場所の確保等，随時対応して参りますので，事業

の趣旨を御理解いただき，地域の皆様方による敬老行事の開催に御協力をいただ

きますようよろしくお願い申し上げます。 
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都市計画課に関する質問・要望 

 

１．倒壊の危険のある廃屋対策について 

当地区には「特定空き家」に該当するのではないかと思われる廃屋があります。

町内にある空き家１０数件の中の一軒です。その敷地には区目・雑草が生い茂り，

倒壊寸前の廃屋で，今にも隣家に覆いかぶさるような状態です。 

市では，隣家に垂れ下がる枝などについては，所有者に連絡し伐採の処置を取

らせたり，２８年には都市整備部長が現調に来るなど，空き家対策に前向きに取

り組もうという姿勢が見えますが，現状は逼迫しております。 

２７年５月「空き家対策特別措置法」が施行され，その後国土交通省では「特

定空き家」の判断基準６例が出されました。私ども一市民から見ますと，あの廃

屋は解体勧告，行政代執行の対象になるのではないかと考えます。 

２８年には守谷市に「協議会」が発足し，空家等の実態調査は終了したと聞い

ております。近隣の危険防止，市民の安全・安心のため，是非早急に必要な措置

を取っていただきたいと思います。 

この内容については，先日の区長業務説明会でも要望しております。また，２

７年度，２８年度にも要望しております。 （下新田） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答：都市計画課 まちづくりグループ，開発指導グループ】 

 対象の空家等の対応につきましては，再三所有者に対して，空家等の管理につ

いて適正に行うよう通知を送らせていただいておりますが，所有者からは何も返
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答が無いのが現状です。 

守谷市としましては，「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく「守

谷市空家等対策計画」を８月に策定予定でありますので，引き続き所有者に対し

ては適正に管理を行うよう指導するとともに，特定空家等への認定について検討

してまいります。 

現在対象の空家等の隣地において，住宅地造成や集合住宅建築の計画があり，

開発行為の申請図面等を鑑みますと，開発事業者が隣地同意を得る際に，隣地空

家等の敷地が有効活用できるような計画を行っていますので，空家等の所有者も

今後は，建替えや売却も前向きに考えられ，空家等の解消につながるものと考え

ております。 

 

２．開発行為に対する対応のお願いについて 

昨年あたりから，西林寺東側奥の雑木林の開発行為があり，４００坪程度の造

成地ができました。その後注目してみていると，３つの不動産会社に分割されま

した。一つの不動産会社に，ゴミ置き場所などを考えているのか尋ねてみたとこ

ろ，自社では一戸建てを４戸建築する予定であり，ゴミ置き場所は考えていない。

また，別会社がそれぞれ２戸ずつ建てる予定とのことです。結局，その開発行為

には８戸の「戸建て住宅」が建築されることになります。 

私たちは慌てました。今でも足りないゴミ集積所に新たにまた８戸分のゴミが

増えることになり，集積所が破たんしてしまいます。そうなると集積所を返上し，

その関係者のみ各戸回収をお願いすることになりそうだからです。 

市長に次の点についてお願いします。 

①３００～４００坪程度の開発行為の申請があった場合は，不動産会社が何社

あったとしてもゴミ置き場の設置を義務付けること。 

②申請がなければチェックができないということではなく，日常のパトロール

等で発見して情報を把握し，指導していただきたいこと。 

この度の開発行為は，結果からすれば「守谷市開発行為等に関する指導要綱」

の対象になる開発行為と思います。 

住宅を買い求めてお住まいになる方とは，町内会として仲良く生活をしていき

たいと思います。よろしくご検討をお願いします。 （下新田） 

【回答：都市計画課 開発指導グループ】 

 ①ごみ置き場の設置義務につきましては，要望どおりの面積要件であれば，１，

０００平方メートル以上でありますので，当然「守谷市開発行為等に関する指導

要綱」の対象になり，事前協議のなかで基本的には敷地内にごみ置き場を設置し

ていただくことになります。 

 しかしながら，今回の案件につきましては，市街化区域の中で，各事業者が５

００平方メートル未満の土地をそれぞれの画地計画で分譲し，土地を取得した個

人が個別の申請で建築確認のみで建築ができるものであり，都市計画法に基づく
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開発行為の申請を求めることができない状況であります。 

 ②日常のパトロール等で情報を把握し，指導していただきたいとのことですが，

機会あるごとにパトロールはしているところではありますが，全体にはいきわた

らず発見できない状況であり，市民の皆様のお問い合わせが貴重な情報源であり

ます。 

 今回の案件につきましても，町内会からの連絡をいただき，現地を確認したと

ころ，指導要綱の対象でなかったものの，市としましては，廃棄物の担当課であ

ります生活環境課で対応し，住宅が建築される前に業者への連絡調整が行えたも

のです。 

 今後ともパトロールを行いますが，市民の皆様の御協力のもと，関係課と連携

し対応していきたいと考えております。 

 

３．松並青葉地区に建設された倉庫の運営について，隣接する住居地区の環境に

十分配慮するよう，事業者に働きかけて頂きたい。特に，運送用トラックが，住

居地区内にある松並木線，松並南北線，松並沼崎線（松並青葉環状）を利用でき

ないようにして頂きたい。 （松並青葉西） 

【回答：都市計画課 開発指導グループ】 

 松並青葉地区の倉庫の運営につきましては，守谷市と事業者において「守谷市

開発行為等に関する指導要綱」に基づき守谷市開発行為等の施行に関する協定書

を締結しております。 

その中で松並木線につきましては，一部通行の制限を行っているため大型車の

通行に関して，事業者に対し，十分注意喚起するよう指導しているところであり

ます。 

また，倉庫へ出入りする車輌の安全確認を徹底し，事故がないように事業者が

指導を徹底することや，近隣への渋滞による通行障害，事故が起きないよう，十

分配慮した導線を指導することを事業者と締結しています。 

その上で，事業者より倉庫へ出入りする車両につきましては，「基本的に松並

木線北側からの導線での通行を指示していく」との回答を得ているところであり

ますので，疑義が生じた案件がございましたら，直接事業者にお問い合わせをい

ただくか，市に御連絡いただければ，事業者に対し協定書内容の徹底を促してい

きます。 

【回答：交通防災課 交通防災グループ】…p.11に掲載 

 

４．松並地区計画の変更について，守谷市単独で方針を決定するのではなく，最

も利害関係を有する松並青葉地区の住民の意向を十分に確認したうえで，対応方

針を決定するような進め方をして頂きたい。 （松並青葉西） 

【回答：都市計画課 まちづくりグループ】 

 松並地区計画の変更につきましては，地区住民の意向把握が重要であることは



32 

 

強く認識しております。 

 現在，皆様に御提案している変更案は，土地区画整理事業が終了したことを契

機として，地区の現状と市内の他地区の一般的な規制状況を考慮し，当初目標と

した松並青葉地区の街づくりに影響が少なく，かつ，お住まいの皆様の土地利用

が図りやすいよう検討された原案です。 

 今後は，この原案に対し，皆様のご意見等を把握し，必要であれば修正を加え，

最終的にはアンケート調査などを実施して地区住民の意向把握に努めていきた

いと考えております。 

 

５．美観上の問題 

最近，光ケーブル各種電線，中継器などにより電線構成を複雑にしています。

その結果街の美観を損ねています。条例を作るなど何らかの規制は考えられない

ものでしょうか。 （松ケ丘三丁目） 

【回答：都市計画課 まちづくりグループ】 

 電線等（付属施設を含む）に対しての何らかの規制につきましては，電線等の

公共公益性を鑑み，「守谷市景観条例」の規制の対象外となっております。これ

は，電線等はライフラインであり，市民生活に直結するものでありますので，対

象外とさせていただいているものです。 

根本的な解決策は電線等の地中化ですが，莫大な費用が掛かるため，現在市内

での新たな計画はありませんので御了承願います。 

 

６．守谷―取手間（ふれあい道路）のバス開通のお願い 

かつて美園に入居を始めたころは，皆働き盛りの年代でした。あれから２０年

経って高齢者が多くなり，病院通いも多くなり，車の免許証を返上する年代に。

いざ病院に行こうと思っても取手方面のバスが無い，特に美園は関東鉄道までも

程遠い，大変不便であります。せめて，ふれあい道路の守谷から取手方面のバス

があったらと切実に感じている人達が，あちこちで聞かれるようになりました。

良き結果が出ますよう，ご検討のほどよろしくお願い致します。 （美園南） 

【回答：都市計画課 まちづくりグループ】 

 守谷市では，平成２８年度に公共交通基礎調査を実施させていただきました。 

 今後は，結果を精査しながら利便性向上を図るため，その需要や利用者数，運

行費用等の面からも多くの課題がある中で，今回の要望路線を始め，それぞれの

地域や利用者の皆様方の要望に応えられるよう，バス事業者や地域公共交通活性

化協議会と検討を行っていきたいと考えております。 

 

７．鬼怒川に新しい橋を架ける話については，現状どこまで進んでおりますか。 

（前原） 

【回答：都市計画課 まちづくりグループ】 
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 鬼怒川に新しい橋を架ける話につきましては，守谷市で現在計画を把握してい

るものは，平成６年３月に都市計画決定された都市計画道路供平板戸井線の鬼怒

川渡河のための橋だけであります。 

 この供平板戸井線につきましては，市の南北方向の広域交通と都市計画道路守

谷・伊奈・谷和原線（都市軸道路）の広域交通を捌く道路として計画されており

ますが，２０年以上未整備であるため，計画当時とは状況が大きく変化し，将来

の交通量も減少する見込みとなりました。 

 そのため，現在，将来の交通量の推計等にあわせ，より早く整備を行いやすい

ように道路の幅員等を変更する計画の見直しを行っております。具体的な整備時

期につきましては，まだ決定しておりませんが，現在鬼怒川に架かる滝下橋が大

型車の対面通行が不可能な構造であることなども考慮し，できるだけ早く整備で

きるよう関係機関を含め検討を行っていきたいと考えております。 
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建設課に関する質問・要望 

 

１．調整池の側の車道と歩道との境が草で覆われているので除草してください。 

（城山） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 現地を確認し，対処いたします。 

 

２．調整池の側の車道が凸凹です。補修願います。 （城山） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 補修につきましては，５月８日に一部補修を行いました。引き続き凹凸のひど

い箇所から順次補修してまいりますので御理解ください。 

 

３．玉木様の前の道路が大雨時に冠水します。対策お願いします。 （城山） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 冠水する原因を調査し，対応いたします。 

 

４．ひがし野プロムナードの立入禁止制限について除染の要望 

線量が高いという理由で立入制限がなされていますが，何もしないまま放置す

る方針でしょうか。国の指示がないから，県の方針が決まらないからと言い訳を

述べるのではなく，市民の生活の価値を高めるための行動をとっていただけるよ

う，要望いたします。 

線量の確認，必要があれば除染，再び水辺の立入が可能なプロムナードの再開

をお願いいたします。 （ひがし野） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 「プロムナード水路」の水辺周辺につきましては，当初に比べ放射線量は低下

傾向にあるものの，上流部と中間部の川底部が，０．２３μs/ｈを下回らない状

況であるため立ち入り禁止の措置を取らせていただいております。 

 ご存知とは思われますが，現時点で，環境省による効果的な除染手法が確立さ

れてないことや除染土の処分先がないことから，立ち入り禁止の措置を取らせて

いただいております。今後も，継続して放射線量を計測し経過観測していきます

ので，しばらくの間立ち入り禁止の措置を取ることにつきまして御理解をお願い

いたします。 

 

５．公園の遊具について 

ひがし野町内隣接の公園にいくつか遊具がありますが，設置より１０年程度経

過しています。最近遊具には，小学生高学年や中学生がゲームなどでたまり場に

なっています。遊具塩ビのトンネルを外側からよじ登り，経年劣化もあり破損し
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ている箇所も見受けられ，遊具が遊びにくい場となっています。遊具（アスレチ

ック）の見直しも検討いただければと思います。 （ひがし野） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 市公園の遊具は，皆様に快適に利用していただくため，毎年定期点検を実施し，

点検結果により計画的に修繕をしています。 

 北園森林公園の遊具は，平成２８年度の点検にて，使用禁止や緊急修繕するよ

うな危険な箇所はないものの，多少の劣化は見られています。今後，点検結果を

踏まえ修繕等をしてまいりますので，御理解をお願いいたします。 

 

６．夏場に天の川公園の池が緑藻のようなもので非常に汚くなるため，対策をし

て頂きたい。 （松並青葉西） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 水路と池の水につきましては，防災用井戸を利用しております。地下水の成分

に加え，水路や池内にて水遊びをした際の安全面を考慮し，流量を少なくして流

しているため，夏場には藻が発生してしまうものと推測されます。 

 当面の対策として，高圧洗浄を実施いたします。その結果を検証し，効果が現

れない場合，新たな対策を検討してまいります。 

 

７．星の広場の遊具を充実していただきたい。 （松並青葉西） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 遊具を設置するには，遊具を利用する子供たちの接触を防ぐため，遊具まわり

に安全領域を確保する必要があり，遊具間の離隔を考慮しなければなりません。

そのため，遊具等を増やすことは，広場空間を減らさざるを得ないことになり，

広場利用（たとえば防災訓練など）に不便が生じますので，御要望にはお応えで

きませんので御理解ください。 

 

８．ふれあい道路の騒音と振動の軽減について 

場所：ジョイフル本田の向かいのふれあい道路（けやき台中学校入口～本宿交

差点） 

状況：騒音と振動で日常生活に支障をきたしています。大型の車両（トラック，

バス，工事車両など）が通ると，ガタガタと音がし，家が揺れる。その騒音と振

動は尋常ではない。精神を不安に陥れています。特に深夜・早朝の猛スピードで

の通行は，騒音と振動が激しい。 

原因：①大型トラックの制限速度を超えたスピード及び過積載。 

②大型車両によって道路の痛みが激しくなっている。 

対策：①スピード違反車両の取り締まりの強化。 

②道路補修の機関の短縮化と舗装素材（吸音性のもの）の実用化を要望

します。 （けやき台六丁目） 
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【回答：建設課 道路建設グループ】 

 市が管理するふれあい道路の延長は約７ｋｍあり，年々交通量が増加しており

舗装の補修につきましても数多く要望をいただいているところです。 

 そのため，委託調査により舗装面の劣化や舗装下部の路盤の劣化状態を把握し，

損傷のひどい箇所から順次計画的な補修を行っております。 

 振動，騒音対策としましては，路面の平坦性が重要ですので，補修方法も表面

の補修だけではなく，舗装下の路盤を強固にする補修を行って舗装面の平坦性を

確保することにより，振動，騒音の低減に努めております。 

 また，大規模補修が実施されるまでの期間は，現状を確認し，部分補修を実施

してまいりますので御理解ください。 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】…p.13に掲載 

 

９．店舗のまわりの路上駐車の取り締まりの強化について 

場所：けやき台６丁目２１，たかのチェーン守谷店（団子屋） 

状況：平日の午前，休日の朝から昼過ぎまで，店舗付近の路上駐車がひどすぎ

る。丁字路で，視界が遮られて左折・右折する際，危険を感じている。 

原因：客のマナーの問題もあるが，駐車場（３台分）が十分に用意されていな

い。 

対策：①近くに駐車場を設けるか，店舗を指導してほしい。 

②店舗まわりの道路には，駐車できないようにポールなどを設置できな

いか？ 

③駐車違反の立て看板を立ててほしい。 （けやき台六丁目） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 駐車防止策にポール設置は有効ですが，設置により通行に支障をきたす恐れが

ありますので，設置は難しい状況にあります。御理解のほどよろしくお願いしま

す。 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】…p.13に掲載 

 

１０．市道４３４９号線 安全対策について 

数年前より当町内より毎年この問題については種々の問題提起，要望が提出さ

れております。市におかれましても種々の対策を実施していただき，昨年の「回

答書」では「これ以上の対策については難しい」とのことでした。今回の案にも

あります速度制限看板，昨年提案させていただいている路面標示（警察の所管）

など，できることから実施していただけないでしょうか。 

１．市道４３４９号線（イオンタウン～モスバーガー）は，向原交差点の信号

待ちを避ける車の通り抜け道路として交通量が増え，また，多くの車がかな

りのスピードで走り抜けていきます。特にトラック等の大型車の通行時には

騒音と振動を発生し迷惑しています。車の減速対応等の検討をお願いします。 
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 ①スピード対策：イオンタウン側とモスバーガー側の両サイドに看板の取付け。

※写真参照 

 ②振動対策：道路の段差修正（道路のひび割れ部補修，マンホール部の段差修

正，道路の塗装部の段差修正等） 

２．イオンタウン駐車場出入口近くの信号機のない横断歩道付近で，「松ケ丘 

一丁目の通り抜けはご遠慮下さい」と放送されているが，ドライバーには全

く聞こえないと思う。もっと周知されるように（掲示・館内放送等）町内会

から働きかけてはどうか。 

また，この通りは車の交通量が多いのにも関わらず，信号機がなく危険なので，

押ボタン式信号機などの設置検討を要望してほしい。 

その他対応策があれば実施をお願いします。  （松ケ丘一丁目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答：建設課 管理グループ】 

 道路全面の改修は，市内の劣化の激しい路線から順次補修しております。段差

の著しい箇所やクラックなどの補修は随時補修してまいりますので御理解をお

願いいたします。 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】…p.15に掲載 

 

１１．防犯対策のお願い 

空き巣，不審者，車上荒らしの被害にあった件があちこち（美園４，５丁目に

て）起きております。そういった犯罪者にもターゲットとなっている現状を考え，

その原因である暗さ，人目につきにくいなど防犯対策をもっと見直す必要がある

のではないでしょうか。市でもこういった犯罪状況を把握し，何かしらの対策を

作ってほしい。 

梅作公園の土手側の所が人目につきにくく，暗くて物騒なので子ども達が安心
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して遊べる場所に見直してほしい。 

明神公園に時計が無いのでつけてほしい。子どもが遊んでいても時間がわから

ない。朝も登校班で集合しても出発の目安である時間がわからない。 

近頃，明神公園のゴミが非常に多く不衛生である。何度か拾ったこともあるが

看板等で注意を促してほしい。 （美園南） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 梅作公園は，開発前の自然景観を考慮した山と緑の多い公園になっています。

枝等を伐採し暗くならないように対応いたします。 

 明神公園の時計につきましては，現在，市では大規模公園（公園面積２５，０

００平方メートル程度）を対象に時計を設置しています。明神公園の面積は約１，

１００平方メートルですので時計設置の対象公園となりませんので，御理解をお

願いします。 

 また，ごみ対策ですが，現地を確認し定期清掃や看板設置など検討いたします。 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】…p.18に掲載 

 

１２．樹木の伐採のお願い 

利根川沿い側の樹木が高く伸びた状態で密集し，日当たりが悪く枯葉も多い。

市による伐採をお願いしたい。 （美園南） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 高野台緑地につきましては，美園地区の宅地開発の際，急傾斜地の法面保護と

台風や季節風等から吹きさらされないように残された経緯があります。 

 また，法面も中段付近には国土交通省の敷地（河川区域）が一部混在している

ため，市のみの判断で対応することが困難な箇所もございます。 

 今回，四丁目１２番地の街区につきましては，住宅やアパートの軒先まで伸び

ていたため，枝下ろしを実施する予定です。 

 なお，現地を区長と確認の上，伸長の酷い所から計画を立てて実施できるよう

検討してまいります。 

 

１３．乙子公園について 

最近，乙子公園の道路側の植栽の無い場所から車を入れ，公園内（住宅に近い

西側）に駐車している人を見かけます。車で子どもを連れて遊びに来ている人だ

とは思いますが，公園内に車を入れるなどあってはならないことと思います。勿

論モラルの問題ではありますが，以前は植栽があったのですから，また植栽をす

るなどの対応をしてほしいと思います（車が入れないように）。 （美園北） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 今回御要望のあった箇所につきましては，造成当時は低木が植えられておりま

したが，自然枯死や人の出入りによって踏まれて枯死しした経緯がございます。 

 補植については，樹種の選定や植栽可能な時期も限られるため，応急措置とし
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て丸太杭を利用したロープ柵を設置し，車両の乗り入れ制限を実施します。 

 

１４．乙子交差点のごみの散乱が目立つ。以前，龍ヶ崎市の管轄ということだっ

たが，ごみの収集の時期（回数）を伺いたい。 （美園北） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 管理者であります茨城県竜ケ崎工事事務所に問い合わせたところ，平成２９年

６月１日に下記の回答がありましたのでお知らせいたします。 

 ごみを含めた落下物については，日常の道路パトロール等で確認し，通行に支

障があればその都度回収している状況でございますので，時期および回数につい

ては特に定めておりません。当該箇所については御指摘のとおり空き缶等のごみ

がかなり散乱しておりましたので，５月末に清掃をいたしましたが，今後は道路

パトロールの際，当該箇所についてごみの散乱が目立つようであれば，その都度

対応していきたいと思います。（原文のとおり） 

 

１５．住宅地の道路のひび割れが目立つ。 （美園北） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 現地を確認し，クラック補修材による補修を随時実施いたしますが，具体的な

場所がありましたらお手数ですが，御連絡いただければ幸いです。 

 

１６．公園の樹木草花の名称掲示を再度整備してほしい。破損，汚損が大分目立

ちます。（美園北） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 他所でも同様に要望があり，ボランティア団体の協力により再設置した経緯が

ございます。 

 市内の公園数も多いことから，一度に全ての公園に再設置することは困難なた

め，ボランティア団体の協力を得ながら樹名等を調査し，順次再設置できるよう

調整してまいります。 

 

１７．マンホールのゴミ（枯葉）が多すぎて，排水が機能するか心配です。深い

ので個人が作業するには危険すぎます。市へ清掃に依頼してもらえませんか。 

（美園北） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 現地を確認し，側溝清掃を実施します。具体的な場所がありましたらお手数で

すが，御連絡いただければ幸いです。 

 

１８．先日，道路の並木であるコブシの木を剪定していました。花が咲く前のツ

ボミがなくなりました。なぜ咲く直前に剪定をしたのでしょうか。今年の並木に

花は殆ど咲きませんよ。 （美園北） 
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【回答：建設課 管理グループ】 

 街路樹は，歩行空間や視認性の確保及び街灯の遮光を防ぐため，概ね３年周期

のローテーションで剪定しています。コブシは落葉樹であるため，冬季に剪定す

るように努めています。そのため，剪定した年は蕾が減り，花が少なくなります

ので，御理解をお願いします。 

 

１９．乙子南交差点「ラーメン屋珍来軒」前の道路について 

黄色の部分（薄らと道筋ができている）は，珍来軒の土地ではないようですが，

店が混んでいる時には，車が停められていたり，また，開店前や閉店後などには

車の抜け道のようになっており危険です。何らかの対策をお願いします。 （美

園北） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答：建設課 管理グループ】 

 管理者であります茨城県竜ケ崎工事事務所に問い合わせたところ，平成２９年

６月１日に下記の回答がありましたのでお知らせいたします。 

 当該箇所においては，本線とは別に道路用地が残っており，一般車両が通行で

きるような状態ですので，御指摘のとおり守谷流山線と取手豊岡線の交差点信号

が赤の際，抜け道として通過する車両が多く，過去に減速を促す立て看板を設置

するなどの対策を実施しております。 

 当該箇所については沿道店舗の出入り口として利用もされているので，すぐに
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車両通行ができないよう封鎖することも困難なため，どのような対策が適切なの

かを今後検討していきたいと思います。（原文のとおり） 

 

２０．歩道橋の修繕について 

乙子南交差点，らーめん屋珍来県の前の歩道橋の傷みが激しく，安全性，景観，

防犯上の観点から修繕をお願いします。（すぐ近くの乙子南交差点には信号機・

横断歩道があるため，ほとんど利用者がいない状況なので，撤去を検討いただく

のも一つの対策かもしれません。 （美園北） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答：建設課 管理グループ】 

 管理者であります茨城県竜ケ崎工事事務所に問い合わせたところ，平成２９年

６月１日に下記の回答がありましたのでお知らせいたします。 

 乙子歩道橋については昭和５５年に架橋された横断歩道橋でございまして，現

在３７年が経過している状況です。茨城県は，定期点検による状態把握と適切な

修繕等による維持管理を実施することを目的に，平成２８年３月に茨城県横断歩

道橋維持管理計画を策定しておりまして，平成２９年度に定期点検を実施する計

画でございます。つきましては，点検結果によって把握された横断歩道橋として

の健全性ならびに現在の利用状況，地元の意向等を確認のうえ，撤去も含めた今

後の維持修繕の方向性を検討していきたいと思います。（原文のとおり） 

 

２１．道路のひび割れについて 

美園２丁目４番地付近一帯の道路にひび割れが酷い状況です。修繕をお願いい

たします。 （美園北） 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答：建設課 管理グループ】 

現地を確認し，クラック補修材による補修を行ってまいります。 

 

２２．新大利根橋付近の道路の樹木について 

旧ジャスコ取手から柏へ渡る新大利根橋（旧有料道路）の，柏市内側の歩道の

樹木が覆い被さっていて，通行の邪魔になっている。柏市役所へ改善依頼の連絡

をお願いします。※写真は柏側から撮影。 （美園北） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答：建設課 管理グループ】 

 ５月３１日に柏市役所に連絡しました。ご要望の箇所は，県道であるため千葉

県の管轄となり，千葉県柏土木事務所が管理する道路とのことで，柏市役所から

柏土木事務所へ要望内容を伝達してくれるとのことでした。なお，歩道へ張り出
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た樹木は，民有地の樹木であるため，原則その所有者が，通行の支障となる枝等

の切除をすることとなりますので，処理するまでには期間を要するもの思われま

す。 

 

２３．上坪を通る県道のバス停に峰林荘入口が御座います。このバス停の近くの

県道は急カーブとなっております。バス等のすれ違いにはどちらか一方が停止し

待っているのが現状です。自転車や歩行者は難渋しております。直線にして欲し

いとは言いませんが，緩やかな大きな見通しの効くカーブにして欲しい。御検討

を宜しくお願いいたします。 （根崎） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 管理者であります茨城県竜ケ崎工事事務所に問い合わせたところ，平成２９年

６月１日に下記の回答がありましたのでお知らせいたします。 

 当該区間は道路幅員が狭く御指摘のとおり車両のすれ違いが困難な状況でご

ざいます。御要望のとおり見通しを良く緩やかなカーブにするためには，現在の

道路用地内では難しく用地買収が伴いますが，当該区間のカーブ内側は住宅が立

ち並んでおりますので，近々に対策するのは極めて困難な状況でございます。ま

ずは路面標示等で注意喚起をするなど自転車や歩行者の安全を考慮した対策の

検討をしていきたいと思います。（原文のとおり） 

 

２４．当地区内の市道２７４５線は現在砂利道ですが，近年沿線の住宅が１０件

近くにまで増加したことに伴い，車の通行量が増加し，定期的に轍や陥没，水た

まりができるようになり，マンホールの角が露出することもあります。つきまし

ては，通学時を含めた地域の安全確保のため，また，砂埃が巻き上がる事象もあ

ることから，当路線のアスファルト舗装の要望をさせていただきます。案内図を

添付いたしますので，状況の変化をご考慮のうえ，何卒よろしくお願い申し上げ

ます。 （柏崎） 

【回答：建設課 道路建設グループ】 

 ご要望の路線は，市道２７４２号線で３．６メートルの幅員になっております。 

４メートル未満で舗装をした場合，舗装片が雨水の流れや車の通行により掘れて

しまいます。そのため，現在では最低でも４メートルの道路拡幅が条件となり，

道路排水（側溝）整備を併せて実施しています。 

 この拡幅には，道路沿いの土地所有者の道路用地の御協力と御理解が必要なこ

とから，拡幅にかかわる関係地権者の意向を取りまとめた要望を受けて拡幅工事

を実施しておりますので拡幅要望書の提出方お願いいたします。 
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２５．高齢化社会を迎え，健康寿命保持のため歩行運動を行う人が増加している。

そこで北守谷地区の周回遊歩道の路面補修を希望する（高齢者がより安全に歩行

できるように）。 （久保ケ丘三丁目） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 北守谷地区の周回遊歩道は，経年劣化により，剥離箇所が多く発生しておりま

すが，部分的にはなりますが，状況を見ながら順次補修してまいりますので御理

解ください。 



45 

 

指導室に関する質問・要望 

 

１．小学生の自転車での急な飛び出しや一時停止無視，２列以上で走行している

ところを見かける。危ないので注意してほしい。 （美園北） 

【回答：指導室 教育指導グループ】 

 交通安全に関する指導を，各学校においては，各教科，道徳，特別活動，学校

行事等の教育活動全般を通じて行っています。 

 特に，小学校の中学年以上では，交通防災課や交通安全協会との連携による「交

通安全教室」において，実際の道路状況に応じた具体的な走行について指導を行

っています。また，中学校においても新学期や長期休業の前後など，時宜に応じ

て具体的な指導を行っています。 

 御指摘のマナーの悪さにつきましては，学校での指導が校外で十分に実践化さ

れていない憂慮すべき状況です。自転車の危険な走行は運転者だけでなく，それ

にぶつけられる方の被害も甚大です。 

 平成２７年６月１日には「危険行為」を繰り返した自転車の運転者に，安全講

習の受講を義務づける改正道路交通法が施行されました。適用は１４歳以上です

が，小学生から，交通安全の意識を高め，ルールを守って乗車できることが大切

です。 

 これを良い機会と捉え，市内各校に対し，道路交通法の内容とマナーのある運

転について指導するよう徹底いたします。 

【回答：交通防災課 交通防災グループ】…p.19に掲載 
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上下水道課に関する質問・要望 

 

１．水道代が高いので安くしてほしい。 （美園北） 

【回答：上下水道課 業務グループ】 

 守谷市の水道料金は，平成２２年３月分から値下げ（消費税率見直しに伴う料

金改定を除く）を実施し，現在の料金となっています。 

 水道料金は，施設の整備時期や地理的要因による整備内容，運営方法の違いよ

り，水道事業体（都道府県・市町村等）ごとに異なっております。 

 例として，東京都等の早くから水道整備を行った先進事業体と，昭和４６年に

事業を開始した守谷市では，整備時期の違いにより運営コストに差が生じます。 

 また，守谷市では給水量の約８割を茨城県の水道用水供給事業から水を購入し

て運営していることや，大都市と比べて人口密度の低い守谷市は，水道の利用件

数・利用者数が少ないため，１件又は１人当たりの負担割合，負担額が高くなり

ます。 

 なお，料金が高いという御意見の中には，比較する事業体との料金の請求方法

の違いによるものも含まれております。守谷市では，水道料金と下水道使用料を

一本化し，「上下水道料金」として２か月ごとに料金の請求・徴収を行っていま

す。事業体によっては，同一の事業体でも水道料金と下水道使用料を別々に請求

するケースや，１か月ごとに料金の請求・徴収を行っているケースもあります。

これらの事業体の水道料金と守谷市の上下水道料金との比較による御意見をい

ただいた場合は，上記内容を説明し，御理解をいただいております。 

 水道事業の安定持続のため，浄水・配水施設・管路の老朽化対策（改築更新）

や耐震化を順次進めていかなければならないため，今後，多額の費用を必要とす

ることが想定されることから，施設等の長寿命化や費用の平準化を図ることで，

料金への影響をできるだけ抑えながら安定した事業運営に取り組んで行きたい

と考えておりますので，御理解と御協力をお願いいたします。 

 

２．防災無線設置及び消火栓の増設。 （南守谷町） 

【回答：上下水道課 事業グループ】 

 消火栓の設置は，消防法第２０条第１項の規定により総務省消防庁が定めた消

防水利の基準に準じて行い，防火対象物から消防水利（消火栓や防火水槽等）ま

での距離は，年間平均風速が毎秒４メートル未満の地域の場合，近隣商業地域・

商業地域・工業地域・工業専用地域では１００メートル以下，その他の用途地域

及び用途地域の定めがない地域では１２０メートル以下となるように設置しな

ければならないと定められています。 

 設置要望のあった南守谷町内会地域は，第１種住居地域となり，家屋等から半

径１２０メートル以下の範囲内に設置することとなり，確認をしたところ，この
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地域に既に設置されている消火栓及び防火水槽により，消防水利を満たしており

ますので，御理解と御協力をお願いします。 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】…p.12に掲載 

 

３．消火栓増設のお願い 

消火栓の増設を考慮してほしいと思います。 （美園南） 

【回答：上下水道課 事業グループ】 

 消火栓の設置は，消防法第２０条第１項の規定により総務省消防庁が定めた消

防水利の基準に準じて行い，防火対象物から消防水利（消火栓や防火水槽等）ま

での距離は，年間平均風速が毎秒４メートル未満の地域の場合，近隣商業地域・

商業地域・工業地域・工業専用地域では１００メートル以下，その他の用途地域

及び用途地域の定めがない地域では１２０メートル以下となるように設置しな

ければならないと定められています。 

 設置要望のあった美園南自治会地区は，第一種低層住居専用地域となり，家屋

等から半径１２０メートル以下の範囲内に設置することとなりなり，確認をした

ところ，この地域に既に設置されている消火栓及び防火水槽により，消防水利を

満たしておりますので，御理解と御協力をお願いします。 
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各課等メールアドレス一覧 

総務課 soumu@city.moriya.ibaraki.jp 

秘書課 hisho@city.moriya.ibaraki.jp 

企画課 kikaku@city.moriya.ibaraki.jp 

財政課 zaisei@city.moriya.ibaraki.jp 

税務課 zeimu@city.moriya.ibaraki.jp 

納税課 nouzei@city.moriya.ibaraki.jp 

市民協働推進課 kyoudou@city.moriya.ibaraki.jp 

文化会館 bunka@city.moriya.ibaraki.jp 

交通防災課 bousai@city.moriya.ibaraki.jp 

総合窓口課 madoguchi@city.moriya.ibaraki.jp 

経済課 keizai@city.moriya.ibaraki.jp 

農業委員会事務局 nougyou@city.moriya.ibaraki.jp 

守谷市消費生活センター syose@city.moriya.ibaraki.jp 

生活環境課 kankyou@city.moriya.ibaraki.jp 

社会福祉課 s.fukushi@city.moriya.ibaraki.jp 

こども療育教室 ryouiku@city.moriya.ibaraki.jp 

児童福祉課 j.fukushi@city.moriya.ibaraki.jp 

土塔中央保育所 dotou@city.moriya.ibaraki.jp 

北園保育所 hokuen@city.moriya.ibaraki.jp 

地域子育て支援センター kosodate@city.moriya.ibaraki.jp 

保健センター hoken@city.moriya.ibaraki.jp 

国保年金課 kokuho@city.moriya.ibaraki.jp 

介護福祉課 k.fukushi@city.moriya.ibaraki.jp 

都市計画課 toshikei@city.moriya.ibaraki.jp 

建設課 kensetsu@city.moriya.ibaraki.jp 

会計課 kaikei@city.moriya.ibaraki.jp 

議会事務局 gikai@city.moriya.ibaraki.jp 

学校教育課 gakkou@city.moriya.ibaraki.jp 

生涯学習課 shougai@city.moriya.ibaraki.jp 

指導室 shidou@city.moriya.ibaraki.jp 

学校給食センター kyuushoku@city.moriya.ibaraki.jp 

上下水道事務所 jougesui@city.moriya.ibaraki.jp 


