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総務課に関する質問・要望 

 

１．市からの配布用紙（サイズ）は，市場販売品（サイズ）を採用して費用の削減を！ 

（ひがし野） 

【回答：総務課 総務グループ】 

市からの配付物は，職員が作成した印刷物と外部に委託して作成した印刷物の２

種類に分けられます。 

まず，職員が作成した印刷物は，日本工業規格の一般的なリサイクルコピー用紙を

使用しています。また，リサイクルコピー用紙の契約に関しましては，安価な単価で

契約できるよう，総務課で一括契約しています。 

次に，外部に委託して作成した印刷物は，見易さや耐久性等を考慮して，市場販売

品以外の用紙（サイズ・紙の種類）を使用していることもあります。 

この二つの印刷物の使い分けにつきましては，印刷物の性質や単価を踏まえまし

て各担当課において判断しております。 

今後におきましても，印刷物の費用が削減できるよう，コスト意識を持って日々の

業務に取り組んでまいりますので，御理解と御協力をお願いいたします。 

 

２．市政に有識者の意見を採用し，市行政が行われることを望む。（例：高齢者・福

祉対策等） （けやき台六丁目） 

【回答：総務課 総務グループ，秘書課 秘書・広報グループ】 

 市では，保健や福祉，都市計画等の各分野について，市長の諮問等に応じ，事業の

推進を図る各種委員会・審議会等において，当該分野に関する専門知識を有する方を

学識経験者として委員等に委嘱し，検討・審議していただいております。 

 また，平成２９年３月には，市政の各種分野において，関係する高度な知識，経験

等を有する，アドバイザーとしての活動を行うに必要な熱意を持つ人材を活用し，合

理的で効果的な市制運営を推進するため，「守谷市クリエイティブシティアドバイザ

ー設置要綱」を制定し，現在５名の方にアドバイザーを委嘱して，無報酬で活動して

いただいております。今後も合理的で効果的な行政運営を推進するため，市長が必要

に応じて委嘱していく予定です。 

 

３．「非核・平和都市宣言」に関し市では具体的にどのような活動をしていますか。

（久保ケ丘四丁目） 

【回答：総務課 総務グループ】 

市は，戦後５０年の節目の年であった平成７年に非核・平和都市宣言を行いました。 

宣言内容は，核兵器の廃絶と非核三原則の厳守により，世界の恒久平和と安全，人

類の幸福を願ったものです。 

現在，市が実施している平和事業につきましては，市役所敷地内での非核・平和都
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市宣言の看板の設置や核平和団体等が実施する事業への支援等が主なものです。 

また，教育委員会におきましては，中学校の修学旅行先を被爆地である広島にする

など，学校教育を通じての平和教育を実施しています。 
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秘書課に関する質問・要望 

 

１．市政に有識者の意見を採用し，市行政が行われることを望む。（例：高齢者・福

祉対策等） （けやき台六丁目） 

【回答：秘書課 秘書・広報グループ 総務課 総務グループ】 

 市では，保健や福祉，都市計画等の各分野について，市長の諮問等に応じ，事業の

推進を図る各種委員会・審議会等において，当該分野に関する専門知識を有する方を

学識経験者として委員等に委嘱し，検討・審議していただいております。 

 また，平成２９年３月には，市政の各種分野において，関係する高度な知識，経験

等を有する，アドバイザーとしての活動を行うに必要な熱意を持つ人材を活用し，合

理的で効果的な市制運営を推進するため，「守谷市クリエイティブシティアドバイザ

ー設置要綱」を制定し，現在５名の方にアドバイザーを委嘱して，無報酬で活動して

いただいております。今後も合理的で効果的な行政運営を推進するため，市長が必要

に応じて委嘱していく予定です。 

 

２．安倍政権が強引に推し進めている戦前回帰の諸施策に対し，守谷市長及び市議会

はどの様な立ち位置を採っていますか。 （久保ケ丘四丁目） 

【回答：秘書課 秘書・広報グループ】 

 市では，法令・条例等に基づき，行政運営を行っております。 

【回答：議会事務局 庶務・議事グループ】…Ｐ５２に掲載 

 

３．市長，副市長，市議会議員の資産公開はしておりますか。 （久保ケ丘四丁目） 

【回答：秘書課 秘書・広報グループ】 

市民の代表として選挙で当選した市長の資産につきましては，「政治倫理確立のた

めの守谷市長の資産等の公開に関する条例」及び「守谷市長の資産等の公開に関する

規則」に基づき，資産が記載された資産等報告書や資産等補充報告書等の資料を閲覧

することができます。また，６月の市議会において，政治倫理に関する内容と資産等

の公開に関する内容を統合し，より厳格化した「守谷市長等の政治倫理に関する条例」

の制定が議決され，今後は，市長の資産等報告書等を閲覧に供した場合は，その要旨

を広報紙等に掲載することになります。 

なお，副市長につきましては，市の特別職ではありますが，公選による選出ではな

いため，資産は公開しておりません。 

【回答：議会事務局 庶務・議事グループ】…Ｐ５２に掲載 
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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は，スピード感を持って具体化を。 

計画の内容検討につきましては，常に“見える化”を実現していただけるようお願

いしてまいりましたが，本年に入っても進捗が見られません。私共もできる範囲での

御協力は致します。早期に進めていただき，具体的な計画・日程をお示しいただきた

いとのお願いです。 （みずき野） 

【回答：企画課 企画・統計グループ】 

市は平成２８年度に当該地を購入し，「みずき野のこれからのまちづくりアンケー

ト」，平成２９年度にはステークホルダーヒアリングやオープンハウスを実施し，地

区内外の皆様，ＮＰＯ団体や事業者等の御意見を集めてまいりました。 

事業化に当たっては，意欲のある事業者がなかなか見つからない状況にあり，現在

も様々な事業者等を当たっているところですが，平成３０年中には当該土地の利活

用方針を策定し，年度内に事業者の公募等を進めなければならないと考えておりま

す。 

今後，利活用方針の策定など，随時進捗状況を報告し，意見を交換しながら自治会・

町内会の皆様の御理解をいただけるよう努めてまいります。 

 

２．子育て世代，青年層を守谷市に呼び込む施策の推進 

少子高齢化が現実となる中で，いかに子育て世代の若い人を市に呼び込めるかは，

今後の街の活性化に繋がります。子育て世代ではありませんが，ひとつの例として今

春，みずき野から大学生シェアハウス第一期生３名が巣立っていきました。夏祭り等

を通じた，彼らの“若い力”，“若い声”は魅力的なものであり，地域の活性に繋がっ

ています。 

守谷市の広報活動の促進をお願いし，みずき野としても守谷市の広報と同期をと

りながら，地域広報を活発化するのでご支援ください。 （みずき野） 

【回答：企画課 企画・統計グループ】 

平成２８年度からみずき野地内の空家を市で借上げ，シェアハウスとして大学生

を住まわせ，町内会のイベント等に参加してもらっています。卒業と同時に離れてい

った学生もおりますが，代わりに新しい学生も入居し，現在８名がみずき野地区で生

活しております。 

また，平成３０年度は更にもう１棟分の予算を措置しており，増員できるよう引き

続き募集を行っているところです。 

今年度は，学生目線でみずき野地区の現状を整理し，将来像の設定，それに向けた

施策等を提言していただく予定です。学生の活動については，自治会・町内会の皆様

と情報共有しながら，積極的にＰＲしてまいりますので，御協力をくださいますよう

お願いいたします。 
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３．スポーツ振興を行う 

平成３１年茨城国体の守谷市（ハンドボール）での開催競技に対し，市全体で得意

とするところでボランティアを受けては如何でしょうか。 

さらに，東京五輪ボランティアとして，選手親族の宿泊（ホームステイ）ボランテ

ィアを地域で組織的に行うことをご提案申し上げます。 

地域行事（みずき野夏祭り等）にＰＲブースを設けることも提案いたします。 （み

ずき野） 

【回答：企画課 企画・統計グループ】 

 東京五輪開催時のホームステイにつきましては，選手や競技関係者は選手村に滞

在しますが，確かに，選手の家族等の滞在先が不足することは考えられることです。 

 選手の家族等を対象に，ホストファミリーを募集することは，国際交流やスポーツ

に興味がある御家庭には良い刺激になることと思われますので，今回いただいた御

提案を参考に検討させていただきます。 

【回答：生涯学習課 スポーツグループ】…Ｐ５０に掲載 

 

４．守谷駅周辺の再開発事業は破綻しております。また，新守谷駅周辺の再開発で同

様の失態を繰り返さぬよう具体策をお示しください。 

一民間事業者の「住みよい街」等に惑わされ過ぎで，市長としての資質に疑問が湧

きます。守谷市の「ブランド」向上を目指した企業誘致のお考えはありますか。 （久

保ケ丘四丁目） 

【回答：企画課 企画・統計グループ】 

 新守谷駅周辺を含む北守谷地区については，当時の日本住宅公団（現 独立行政法

人都市再生機構）施行の土地区画整理事業により，昭和５１年５月に整備が始まり，

昭和５７年４月から入居が開始されました。北守谷地区の整備が進むにつれ新守谷

駅が新設され，中心部には大型ショッピングセンターがオープンしましたが，駅周辺

については当初から，大きな商業施設が立地する構想はありませんでした。 

近年の動向としましては，平成２７年に駅東側に私立小学校が開校し，駅西側には

フィットネスジムが新たにオープンするなど，民間事業者による新たな利活用が図

られてきております。 

現在のところ，新守谷駅周辺の再開発事業を実施する計画はなく，よって企業誘致

もありませんが，新守谷駅に関東鉄道常総線を東西に跨ぐ歩行者通路（跨線橋）の設

置を進めており，また，今後，駅東側の接続道路を整備し駅へのアクセス性を向上さ

せることで，駅東西の人の流れを創り，新守谷駅周辺の商業的な価値を上げて駅周辺

の活性化が進むきっかけになるよう努めてまいります。 

 

５．守谷駅に隣接したスーパーの誘致 

守谷駅に隣接して，雨でも濡れないで入店できる成城石井のようなスーパーを誘

致願いたい。 （薬師台二丁目） 
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【回答：企画課 企画・統計グループ】 

 現在，駅構内や駅周辺に御要望の店舗が設置される計画はございませんが，いただ

いた御要望は，市民の皆様のニーズを総合的に検証したうえで，参考とさせていただ

きたいと思いますので，御理解くださいますようお願いいたします。 
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財政課に関する質問・要望 

 

１．都市計画道路計画変更（一部廃止）に伴う町内会への使用許可のお願いについて 

山王南守谷線の一部区間が廃止になります。その一部に下新田地区「つばき公園」

北側の場所があります。ここは現在，災害時の本部設置場所として「使用許可」を下

町と共同で得ている場所です。しかしながら，①災害時の本部設置としては，テント

を張るよりは常設の建物を建設する方が何かと有利であること。②今後，「守谷市ま

ちづくり協議会」が発足した場合，下新田地区として隣接地区との会合，他団体との

打合せ場所が必要となること等の理由から，是非とも町内会建設用地として「使用許

可」をいただきたい。 

町内会館は，少なからず自治区町内会員同士のコミュニケーションづくりに，また，

他の町内，他団体との接触づくりの場所として活用できるものと期待できます。よろ

しくご検討願います。 （下新田） 

【回答：財政課 管財契約グループ】 

山王下南守谷線計画道路の一部廃止後，御要望のあった土地を含め，山王下南守谷

線用地の利活用方針を決定したいと考えております。その方針を踏まえて，町内会建

物の建設用地としての使用を許可できるかどうかお伝えしたいと思います。 
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市民協働推進課に関する質問・要望 

 

１．町内会の会員に加入義務はありませんが，市の方で加入するように強く要望しま

す。 （けやき台六丁目） 

【回答：市民協働推進課 協働推進グループ】 

 御質問にもありますとおり，自治会・町内会は任意団体であるため，法的にも加入
義務を設けることはできない状況にあります。 
しかしながら，市では，地域での支え合いや，地域住民のつながりを持っていただ

くべく，自治会・町内会への加入を促進しております。特に，転入・転居者に対しま
しては，転入等の手続きの際に，区長の氏名，連絡先等を記載した「自治会加入案内」
を配布し，自治会への加入を促進しております。 

 今後も引き続き加入促進に取り組んでまいります。 

 

２．町内会・自治会会員数減少の手立てはありますか。 （久保ケ丘四丁目） 

【回答：市民協働推進課 協働推進グループ】 

市では，地域のつながりを持っていただくべく，加入を促進しており，転入等の手
続きの際に，区長の氏名，連絡先等を記載した「自治会加入案内」を配布し，自治会
への加入促進に取り組んでおります。 

各自治会等におかれましては，魅力ある行事運営や地域の課題解決等を図ってい

ただくなどして，自治会等に加入したくなり，協力したくなるような組織づくりに努

めていただくことが必要です。 

また，市民の皆様におかれましても，市民一人ひとりが，地域に関心を持っていた

だき，自治会活動に参加し，地域と交流し，地域への貢献を心がけていただくことが

大切だと思います。 

今後も，各区長の皆様等とも連携・協力をして，自治会加入率の向上や自治会等の

活性化に向け取り組んでまいりたいと思います。 

なお，近年，高齢等の理由により，自治会の役員や班長になることが負担になるこ

とから，自治会から退会したいという相談を市役所でも受けることがあります。自治

会によっては，高齢等の理由により役員になることを辞退したい方を，役員の輪番か

ら外すような仕組みづくりを行っている地域もあると聞いておりますので，会員減

少に対する取り組みの一例として，御紹介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．防災計画の策定と市民への周知 

防災計画を策定していただく際，日頃の減災計画も考えていただきたいと思いま

す。市が実施すること，地域が実施すること，市民が実施することを明確にして，防

災・減災に対し，各々が役割を理解し実施できる環境を整えていただきたいと考えま

す。 （みずき野） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

現在，市では本年４月７日に策定した，「守谷市地域防災計画（地震災害対策編）」

に続き，同計画の「風水害編」及び「事故対策編」の策定作業を進めております。 

御提案にあります減災を含む行政や自治会，市民の役割につきましては，地震災害

対策編の 第３章「地震災害予防計画」及び第４章「地震災害応急対策計画」の中で

具体的な事項について示しているところであり，風水害編及び事故対策編において

も同様に盛り込むとともに，毎年実施している発災対応型防災訓練をはじめとした

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，地域防災計画の全編（地震災害対策編，風水害編，事故対策編）及び必要な

計画を策定後には，本計画に基づき防災組織や自治会等において，防災・減災に対す

る地域や市民の役割について理解し行動していただくため，希望される地区に対し，

地区防災計画等の作成の指導・助言を行っていきたいと考えているところでありま

すので御理解・御協力をお願いいたします。 

 

２．交通安全対策の推進 

すでに警察署との協議にて，①みずき野十字路の右折信号，②交差点のカラーペイ

ント化のお願いをしております。実行をお願いいたします。 

また，郷州小学校正門前のＴ字交差点は，歩行者分離信号ではありますが，歩行者

がボタンを押してから信号切り替わりまで非常に長く，車優先の信号ではないが，車

信号が赤になると同時に歩行者信号が青になるので，特に児童が渡るときに右折車

と接触の危険があり，改善をお願いします。 （みずき野） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

はじめに，①については，本年１月２６日（金）の３者での協議（みずき野町内会，

取手警察署，市）により，市を通じて警察に要望書を提出することとしておりました

が，要望書を提出する前の２月２０日（火）の午前７時３０分～午前８時３０分の間

に警察の実施した当該十字路での交通量調査では，右折車の滞留は認められず，今，

要望書の提出があっても設置はできない，逆に渋滞等が発生している曜日や時間帯

を教えていただければ，警察で再調査を実施する。との連絡が警察からあったため，

２月２０日の調査の件及び再調査の件とあわせて，警察への要望書の提出について

も，現状を踏まえ，右折車の滞留による渋滞等が確認されてから行うことについて，
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２月下旬に連絡させていただいているところです。 

また，②の交差点のカラーペイント化については，同じく１月２６日（金）の３者

での協議の中で決定した，小山地区からみずき野２丁目へ通り抜ける市道に，速度抑

制等の注意喚起を促すための路面標示等の件と推察いたしますが，この件について

は，市とみずき野町内会で設置場所を相談し，平成３０年度に実施するとしており，

今後，設置場所等の相談をさせていただきます。 

最後に，歩行者分離信号の「車信号が赤になると同時に歩行者信号が青になるので

…」の件について，６月５日（火）に所管の取手警察署に調査を依頼したところ，車

信号が赤になると同時に歩行者信号も２秒間は赤のままであり，当該交差点の規模

では適正な秒数であるとの回答がありましたので，御理解・御協力をお願いいたしま

す。 

 

３．市内旧道（保健センター付近の通り）の交通取り締まりについて 

市内旧道は交通量が多くなってきており，交通事故も増えてきております。なぜ交

通事故が増えてきているかというと，スピード感覚がなくなってきている人が増え

てきており，広い国道も狭い生活道路も猛スピードで走る車が多くなってきている

からです。 

旧道は制限速度が３０ｋｍ／ｈですが，５０Ｋｍ／ｈ以上で平気で走っている車

が多いのです。このままですと守谷市民がどんどん事故に遭ってしまいます。 

歩行者・自転車が安心して通行できるような道路にしてください。その一つの対策

として「交通取り締まり」を実施し，運転者に安全運転・歩行者保護・順法精神を再

確認していただくことです。 

旧道の交通取り締まりについては，市役所交通防災課の担当者から，取手警察署と

協議した結果，パトカーをこれまで以上に走行させ，取り締まりを実施する話を聞き

ました（Ｈ３０．４．２７）。ありがたいことですが，非常に生温いです。 

平成２８年の頃，一度交通取り締まりを実施しておりますので，その例にならって

実施することを是非検討してください。 （下新田） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

交通取り締まりの実施について，６月５日（火）に所管の取手警察署に要望いたし

ました。回答が届き次第改めて回答いたします。 

 

４．ＴＸ高架下『法花坊』交差点の信号に右折用矢印設置を希望。 （ひがし野） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

当該交差点の信号機に，右折用矢印を設置することについて，６月５日（火）に所

管の取手警察署に要望書を提出いたしましたが，警察では，管内（守谷市，取手市，

利根町）の信号機設置・改修予算については，毎年数ケ所分しかないため要望書を提

出しても改修時期等については，いつとは申し上げられないとの回答を受けており

ますので，御理解・御協力をお願いいたします。  
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５．郷州沼崎線『サーパス守谷』付近の交差点に信号機の設置を希望。歩行者を優先

するどころか，クラクションを鳴らして通過するドライバーがいます。 （ひがし野） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

当該交差点に，信号機を設置することについて，６月５日（火）に所管の取手警察

署に要望書を提出いたしましたが，警察では，管内（守谷市，取手市，利根町）の信

号機設置・改修予算については，毎年数ケ所分しかないため要望書を提出しても設置

時期等については，いつとは申し上げられないとの回答を受けておりますので，御理

解・御協力をお願いいたします。 

 

６．守谷駅駐輪場の定期使用駐輪場の収容台数をもっと増やしてほしい。高校通学の

為，毎日守谷駅を利用します。今年３月に６ヶ月定期を申し込んだところ，現在１３

０名くらいが待っている状態で約１年待ちと伺いました。 （ひがし野） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

守谷駅の駐輪場については，管理・運営を行っている(公財)自転車駐車場整備セン

ター及び市との間で，現在，収容台数を増やすための増設方法について，工事費や工

事期間等の比較検討を行っており，増設のための準備を進めているところでありま

すので，御理解・御協力をお願いいたします。 

 

７．ひがし野１丁目・４丁目境界道路の速度取り締まりについて 

ア これまでの経緯 

 ・平成２８年度，ひがし野１丁目・４丁目境界道路についてゾーン３０化を要望し

市役所・警察のご尽力により２８年度内にゾーン３０化を達成。 

・ゾーン３０化に伴い，以前より交通安全状態は改善されたものの，依然として時

速３０Ｋｍ／ｈを大きく超過する速度で走行する運転者が散見される状況。 

イ 質問・要望 

・当該道路の速度取り締まりの状況開示 

・速度取り締まりの頻度増加を要望 （ひがし野四丁目） 
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【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

速度取締の状況について，５月２５日（金）に取手警察署に確認したところ，当該

道路では幅員や距離等の問題もあり機器等を設置しての速度取締を実施したことは

ないとのことで，仮に実施した場合，違反車両を誘導する場所の確保，路上で違反車

両への対応をすることになるため，渋滞が発生し苦情につながるおそれもあるとの

回答がありました。なお，パトロール等による取り締まり強化について６月５日（火）

に取手警察署に要望しましたので，御理解・御協力をお願いいたします。 

 

８．ひがし野４丁目地区夜間パトロール強化のお願い 

ア 起案理由 

 ・昨年から今年２月にかけて，ひがし野４丁目地区において，①月極駐車場で車両

盗難。②自宅敷地内での自転車盗難。③深夜(ＡＭ１時３０分頃)の無言インターフ

ォン鳴らし。などの事件・いたずらが発生。※①・②は盗難届提出済み 

イ 質問・要望 

・上記事件が発生したのは住宅街内で，大通りから入ったエリアになります。現状

もパトロールを実施していただいていますが，ひがし野４丁目の住宅地内の夜間

パトロール強化を要望します。 

・実施する場合，その頻度を具体的に回答願います。 （ひがし野四丁目） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

守谷市においては，守谷市防犯連絡員協議会や守谷市防犯パトロール隊等の防犯

ボランティア等の御協力をいただき，ほぼ毎日市内の各交番（守谷地区交番，南守谷

交番，久保ケ丘交番）を拠点とした防犯パトロールを実施しているところです。 

また，警察官ＯＢ２名を防犯連絡員として雇用し，青色防犯パトロール車による市

内の巡回を行っており，週１回の夜間パトロール（午後９時まで実施し）も実施して

いるところです。 

御要望の夜間パトロールの強化につきましては，所管の取手警察署及び守谷地区

交番に現状の説明を行い６月５日（火）に要望いたしました。なお，頻度については，

市内全体のパトロールをしている中で行うため，どの程度とは申し上げられないと

のことでありますので，御理解，御協力をお願いいたします。 

 

９．松並青葉地区の交通安全対策について 

松並青葉地区の幹線道路（松並木通り，松並青葉環状等）を走行する車の速度が速

く，車両の通行量も増えていることから，危険を感じています。通勤，通学，買い物

等で利用する歩道と交差する箇所も多々あり，速度規制，歩道注意などの注意喚起看

板等による走行速度の抑制対策をお願いします。 

また，一方通行道路において，一方通行であることに気付かず，逆走している車を

目にすることが多いため，一方通行の案内表示を分かりやすくする等の対策をお願

いします。 （松並青葉西） 
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【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

住宅地内における速度の抑制対策については，路面標示や看板設置等による効果

的な注意喚起方法の検討とともに，速度違反車両の取り締まりについても，最寄りの

守谷地区交番に依頼をしております。 

また，一方通行道路については，所管の取手警察署において入口及び出口付近に道

路交通法に基づく規制標識を設置しているところであり，違反車両等に対しての取

り締まりを，最寄りの守谷地区交番に依頼しておりますので，御理解・御協力をお願

いいたします。 

 

１０．松並木公園沿いの車の速度抑制対策の要望 

大型車両進入防止や一般車両速度抑制のためにポール設置等の対策がされていま

すが，通行に慣れた車（自家用車，タクシー等）が速度をあげて通行しているのを見

かけ非常に危険に感じています。制限速度表記等の速度抑制，通行する業務車両（タ

クシーや宅配便等）の事業者，団体への働きかけ，南北交差点信号機の早期設置（昨

年度に南側交差点で事故発生）の対応をお願いいたします。 （松並青葉東） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

看板設置や路面標示等による速度抑制対策及び当該道路を通行する事業者等の車

両に対する制限速度遵守の働きかけについて，所管の取手警察署と協議し効果的な

方法について考えてまいります。また，信号機の設置についても速度抑制対策と併せ

て警察署と協議していきたいと考えています。 

    

１１．町内に防犯カメラ増設 

守谷市において現在のところ１４６台の設置を，更に増設要望します。防犯効果を

期する。 （けやき台六丁目） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

 

１２．守谷市内に防犯カメラの設置を今まで以上に要望いたします。 

 先日も松ケ丘地区で放火事件が起こったり，新潟県でも児童殺人事件があったり

と痛ましい事件が増えている。個々に防犯意識を持つことは勿論であるが，犯罪抑制

のために防犯カメラ設置を増やすことが必要だと思います。 （第２松ケ丘） 

【回答（１１・１２）：交通防災課 交通・防災グループ】 

現在，守谷市では１４６台（市内交差点等１３０台，守谷駅自由通路１６台）の防

犯カメラを設置しております。今年度も新たに１０台の防犯カメラの設置を予定し

ており，安全安心なまちづくりに努めてまいりますので，御理解・御協力をお願いい

たします。 
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１３．市内の交通事故の危険箇所，事故の発生箇所等を，住民の方へ知らせる仕組み

があれば教えてください。無ければ，周知できるような仕組みの検討をお願いいたし

ます。 （松ケ丘一丁目） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

市では特に各小中学校の通学路の危険箇所について，関係機関（教育委員会，竜ケ

崎工事事務所，取手警察，建設課，交通防災課）による点検を行い，危険箇所，対策

内容等を地図上に表記し，ホームページ上に掲載しております。 

また，死亡事故等の比較的大きな事故があった場合には，「メールもりや」や生活

支援アプリ「もりんふぉ」等のＳＮＳにより，情報発信をさせていただいているとこ

ろですが，今後は上記に加え，交通危険箇所や事故の発生箇所についても，「もりん

ふぉ」や「広報もりや」等により，情報発信していきたいと考えていますので，御理

解，御協力をお願いいたします。 

 

１４．イオンタウン守谷からそよかぜ公園へ抜ける市道４３４８線と市道４３５３

線の交差点で事故が起きています。イオンタウン側からの侵入した車が民家の塀等

にぶつかるようです。下り坂で，交差点が少し変形十字路です。標識，注意喚起表示

等の対策をお願いいたします。 （松ケ丘一丁目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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，ゾーン３０区域内の道路（３０キロ速度規制）としてド

ライバーに対して，既に速度規制表示等により注意喚起を行っているところであり，

追加の標識等の設置については難しい状況にありますが，今後，取手警察署と相談し

効果的な方法について考えてまいりますので，御理解，御協力をお願いいたします。 
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１５．通行車両減速対応 

市道４３４９号線（イオンタウン～モスバーガー）は国道２９４号交差点の信号待

ちを避ける車の通り抜けとして交通量が増え，多くの車がかなりのスピードで走り

抜けて行きます。先日は交差点で車の出会い頭の衝突事故も発生しています。また，

トラック等の大型車の通行時には騒音や振動も発生しています。交通事故，騒音等の

問題の元を断つために車の減速対応の検討をお願いします。 

対応策：「ゾーン３０」の表示を分かりやすく強化する。 （松ケ丘一丁目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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，ゾーン３０区域内の道路（３０キロ速度規制）としてド

ライバーに対して，既に速度規制表示等により注意喚起を行っているところであり，

追加の標識等の設置については難しい状況にあります。なお，「ゾーン３０」の路面

表示の塗り直しについては，６月５日（火）に所管の取手警察署に要望したところで

すが，警察署では管内（守谷市，取手市，利根町）の工事箇所を取りまとめのうえ，

予算の範囲内で順番に発注するため時期等については，いつとは申し上げられない

との回答を受けておりますので，御理解・御協力をお願いいたします。 

 

１６．防災，緊急等の市内放送設備について 

防災放送，緊急連絡用に市内放送設備について，計画等があるのか，無ければ設置

を要望いたします。よろしくお願いいたします。 （松ケ丘一丁目） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

御要望にあります「市内放送設備」は，屋外に設置するスピーカー（「同報系防災

無線」）のことと推察いたします。同報系防災無線の設置につきましは，過去の大災

害等を受け検討を行ってまいりましたが，設置費用の問題に加えて，設備の設置場

所・住宅の構造（二重サッシ等）及び大雨時の雨音等により聞こえないという問題が

生じること，さらに，防災情報以外の情報を流した場合，騒音に感じてしまうといっ

た報告も受けているため，同報系防災無線の設置は行わず，移動系防災無線（広報車
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等）の拡充を行うことで対応している状況になります。 

また，上記に加えて，災害時における情報提供の手段としましては，市の「ホーム

ページ」，「メールもりや」，「もりんふぉ」への掲載・配信や，携帯電話会社３社「Ｎ

ＴＴドコモ，ＫＤＤＩ，ソフトバンクモバイル」が運用する，「緊急速報メール（エ

リアメール）」，ＮＨＫのデータ放送へ情報配信する「Ｌアラートシステム」により市

内全域への災害時等の情報配信を行うこととしております。 

以上のことから，同報系無線を設置する考えはありませんので，御理解・御協力を

お願いいたします。 

 

１７．小学校の通学路の整備をお願いいたします。特に，交差点等へ横断歩道の塗装

が消えて薄くなっている所があります。 

 美園から高野小学校へ行く所の「石神神社西」取手豊岡線の横断歩道は早急に整備

してください。通学路の整備の計画，完成日を教えてください。よろしくお願いしま

す。 （美園南） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

横断歩道の塗り直しについては，６月５日（火）所管の取手警察署に要望をいたし

ましたが，警察からは管内（守谷市，取手市，利根町）の工事箇所を取りまとめのう

え，予算の範囲内で順番に発注するため時期等については，いつとは申し上げられな

いとの回答を受けておりますので，御理解・御協力をお願いいたします。 

 

１８．乙子立体交差点の車線（白線・黄線）が薄くなっています。右折レーンにいる

時に黄線をはみ出して走行してくる対向車が多く危険なので早急に直して頂けない

でしょうか。 （美園北） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

車線（白線・黄線）の塗り直しについては，６月５日（火）所管の取手警察署に要

望をいたしましたが，警察からは管内（守谷市，取手市，利根町）の工事箇所を取り

まとめのうえ，予算の範囲内で順番に発注するため時期等については，いつとは申し

上げられないとの回答を受けておりますので，御理解・御協力をお願いいたします。 

 

１９．美園１－１２－７付近から１－１３－６近くのゴミ集積所前の市道に勧誘等

の車が長時間駐車していることがあります。駐車禁止等の看板を設置する等対策を

検討いただけないでしょうか。 （美園北） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

駐車禁止等の交通規制を所管している取手警察署に確認したところ，当該付近の

ような住宅地では，通常，駐車禁止等の規制は行っていないとのことであり，そのよ

うな車両が止まっていた際は，最寄りの南守谷交番（４５－０１１０）に，連絡をい

ただければ指導を行う旨の回答がありましたので，御理解・御協力をお願いいたしま

す。 
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２０．最近，暴走族が増えております。警察による取締を強化して欲しいです。シー

トベルト，一時停止の取締も大切だと認識しておりますが，近隣への迷惑をかけてい

る騒音の取締強化を希望いたします。 （美園北） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

市内を走行する暴走族の取り締まり強化について，６月５日（火）に所管の取手

警察署へ要望しましたので，御理解・御協力をお願いいたします。 

 

２１．南守谷駅から美園へ抜ける道路に車両通過を止める看板がありますが，美園に

抜けるにはこの道路を通る必要があり，少々違和感を覚えます。 （美園北） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

当該看板につきましては，以前に，隣接する乙子地区からの要望として，当該地区

内の道路は道幅が狭く，対向車がある場合には民家の庭先で，どちらか一方の車が待

機することも多く危険であるとの相談があり設置したものです。 

 

２２．小学生通学時間帯の車両一方通行について 

 平成２９年度の区長が「上坪地区から大野小学校までの県道を児童・生徒の通学時

間帯において，一方通行にしていただきたい。」と要望をしたところです。市からの

回答は，「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

改めて回答します。」との回答がありましたが，その後の回答がありません。以前に

もこの件については，警察で検討した経緯があると思われますので，その検討経過も

お知らせいただければと思います。 

 また，再度児童・生徒の安全対策について要望いたします。 （根崎） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

６月５日（火）に取手警察署に確認したところ，当該道路には，多くの市道が接続

していることや主要道路としての位置付けもあり交通確保の観点から，現在のとこ

ろ一方通行にすることは難しいとの回答を得ております。なお，当該道路については，

外側線のカラー舗装等によりドライバーへの注意喚起等を行っているところですが，

３０kｍの速度規制区間でもありますので，パトロールによる取り締まり強化を併せ

て依頼しておりますので御理解・御協力をお願いいたします。 

 

２３．道路標示等について 

 ①県道取手豊岡線と市道２４９１号線のＴ字路に「止まれ」の規制標識設置と道路

標示を要望します。 

②県道取手豊岡線と市道２４９４号線のＴ字路に「止まれ」の道路標示が消えてい

るので修繕してください。 （根崎） 
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【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

当該箇所については，４月１２日（木）に，所管の取手警察署に路面標示等の新設

及び修繕の要望をしております。 

①藤井商店付近，停止線及び「止まれ」の路面標示の設置。 

 ②野木崎１８３０付近出入口「止まれ」標示の塗り直し。 

なお，警察からは管内（守谷市，取手市，利根町）の工事箇所を取りまとめのうえ，

予算の範囲内で順番に発注するため時期等については，いつとは申し上げられない

との回答を受けておりますので，御理解・御協力をお願いいたします。 

 

２４．街灯の設置。①野木崎６１２～６１０の間。②大柏８１０－６よりひばり幼稚

園までの直線道路。 （柏崎） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

現地確認の結果，①については，今年度に防犯灯を設置いたします。また，②の区

間については，該当場所が農地に面しており，農作物への照度被害が懸念されるため

設置することは難しい状況です。 

なお，②については農地所有者の承諾（設置場所によっては複数人）をいただけれ

ば設置することも可能な場合もありますので，その際は，交通防災課へ御連絡をお願

いいたします。 

 

２５．カーブミラーの設置。野木崎６１２－１と取手豊岡線のＴ字路。 （柏崎） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

現地確認の結果，当該箇所には垣根やビニールハウスがあり，カーブミラーを設置

した場合，車道の見通しはよくなりますが，歩道に対する注意が低下するおそれがあ

りますので，６月５日（火）取手警察署に「一時停止」の路面標示及び「止まれ」の
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看板設置を要望いたしましたので，御理解・御協力をお願いいたします。 

 

２６．常陽銀行守谷支店～守谷駅土塔口の迷惑駐車の取り締まりを強化するよう，警

察へ要望していただきたい。路上駐車の車道側のドアが急に開いたり，車と車の間か

ら人が飛び出してきたりヒヤッとすることが度々ある。 （柏崎） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

当該箇所は駐車禁止区域となっているため，６月５日（火）に隣接の守谷地区交番

に継続的な取り締まりの実施を依頼いたしました。 

 

２７．大山新田太陽光発電所計画に対する市等へのお願い 

本年２月３日に大山新田地区で（有）土浦商事が施行する発電所計画の実施計画が

公表されました。その中で①当計画地の最下流部の市所有地の竹林（別紙参照）は，

防犯や交通安全上（常総市への抜け道として交通量が増加）造成すべきとの意見や，

②防犯上外周部に防犯灯を設置することができないか，③下流部での造成のため上

流部の排水対策等配慮すること等の意見が噴出いたしました。 

また，平成２８年１１月１日付で大山新田内の市道（２１０号及び２０６３号）へ

の防犯灯設置のお願いをいたしましたが，当時の市から回答にあるように，国土交通

省の計画が用地買収の段階（２００１号平成３０年２月８日より国土交通省と協議

中）に入るなど明確となってまいりました。 

つきましては，国土交通省と協議し，行政界は常総市ではありますが，地域住民の

安全確保のため防犯灯の設置や，十分なる行政指導をされますようお願い申し上げ

ます。 （大山新田） 
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【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

当該付近（市道２１０号及び，２０６３号）への防犯灯設置については，付近に電

柱がなく，設置するためには鋼管ポールの建柱とともに，国土交通省（下館河川事務

所）への占用申請が必要となります。現在，当該付近は築堤工事等の対象区域となっ

ていることから，今後の工事の進捗状況を見据えながら，国への占用申請を行い，設

置したいと考えていますので，御理解・御協力をお願いいたします。 

 

２８．「東海第二原発事故」の避難計画は整っていますか。 （久保ケ丘四丁目） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

東海第二原発において，原子力事故による災害が発生した場合における避難計画

について，守谷市は東海第二原発から約７０ｋｍの距離があり，原子力災害対策重点

区域を含む所在・関係市町村以外の自治体であることから，現在は策定しておりませ

んが，福島第一原発事故の放射性プルーム通過による放射性物質の影響が及んだこ

とについて，否定できないことや，原子力災害対策指針の改正等を鑑み，今後，策定

予定である「守谷市地域防災計画（事故災害対策編）」において，茨城県防災計画（原

子力災害対策編）に基づき，避難・退避等についての研究を重ねて行きたいと考えて

いますので御理解・御協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

２９．守谷駅の駐輪場の拡張整備 

守谷駅の駐輪場の定期利用を希望しているが，１年３ヶ月待ちと言われた。第１駐

輪場，第２駐輪場とも，当日利用のみ可能とのことだが，育児休業から復帰しても毎

回待たされている。 

もう少し定期利用ができる駐輪場を増やしてほしい。 （薬師台二丁目） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

守谷駅の駐輪場については，管理・運営を行っている(公財)自転車駐車場整備セン

ター及び市との間で，現在，収容台数を増やすための増設方法について，工事費や工

事期間等の比較検討を行っており，増設のための準備を進めているところでありま

すので，御理解・御協力をお願いいたします。 

 

３０．避難所，町会，行政の連携について 

避難所は，有事には避難所の利用者側がその運営に携わるように避難所運営マニ

ュアルが作成されているが，大井沢小学校の例でいうと，倉庫や体育館は施錠管理さ

れており，倉庫の鍵は小学校，体育館は，小学校と体育館利用者が所持管理している

とのこと。 

≪放射性プルームとは≫ 

気体状あるいは，粒子状の放射性物質が環境中に放出されると，これが大気と

ともに雲の様に流れる状態で移動する場合のこと。 
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有事には，町会や避難所利用者が主体となって運営をするにも，倉庫や施設の施錠

管理については，連携をとっておかないと役に立たない。 

日頃から避難所－町会－行政の連絡手段の確保や迅速な施設利用ができるよう，

定期的な情報交換会ができるようなセットアップをしてほしい。また，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いるが，避難所の運営マニュアルを整備して，行政，自治会，

避難所，住民が連携した避難訓練や防災倉庫の用具の使用訓練をして，有事に備えた

準備が必要ではないか。 （薬師台二丁目） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

はじめに，避難所を開設する場合には，体育館では平日・昼間は各学校の職員室に

保管されている鍵を，休日・夜間は市役所の生涯学習課に保管されている鍵を使用い

たします。防災倉庫についても，平日・昼間は各学校の職員室，若しくは施設の事務

室に保管されている鍵を，休日・夜間は交通防災課に保管されている鍵を使用いたし

ます（※交通防災課では全ての防災倉庫の鍵を保管しています）。 

これは，避難所の開設にあたっては災害の種類にもよりますが，市が災害対策本部

を設置し市内の被災状況を調査後，避難所の開設が必要と判断した場合に，職員が施

設の安全性を確認したうえで開設するためです。 

 次に，開設後における施設の管理運営（施錠管理含む）については，避難所運営マ

ニュアルに基づき，利用者で組織する避難所運営委員会等において協議し，決定する

こととしていますが，市においても，迅速かつ円滑な避難所運営につながるよう，避

難所運営マニュアルの見直し，毎年実施している防災講演会等での情報提供，各地域

の特性に応じた指導・助言を行っていきたいと考えているところです。 

最後に，行政，自治会，住民による避難所等を使用した避難訓練についても，現在，

策定作業中の地域防災計画（風水害編，事故対策編）の実効性を高めていくためには

必要と考えているところであり，今後の避難所運営マニュアルの見直しと併せ考え

てまいりますので，御理解・御協力をお願いいたします。 

 

３１．有線放送による広報態勢の構築 

北守谷地区内では，有事等に使用できるような有線放送による広報について希望

しているという声をよく聞く。町内で防災アンケートを取っても，メールもりやを利

用できない高齢者もいらっしゃるので，以前から有線放送による緊急時の広報態勢

の整備をお願いしている。北朝鮮のミサイル発射の折にも，守谷市からは何の連絡も

なかったという声も聴くので，是非検討願いたい。 （薬師台二丁目） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

御提案にありました「有線放送」とは，他の自治体で導入している同報系防災無線

（屋外にスピーカー等を設置して放送できる設備）のことと推察いたします。 

同報系防災無線の設置につきましは，過去の大災害等を受け検討を行ってまいり

ましたが，設置費用の問題に加えて，設備の設置場所・住宅の構造（二重サッシ等）
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及び大雨時の雨音等により聞こえないという問題が生じること，さらに，防災情報以

外の情報を流した場合，騒音に感じてしまうといった報告も受けているため，同報系

防災無線の設置は行わず，移動系防災無線（広報車等）の拡充を行うことで対応して

いる状況になります。 

また，上記に加えて，災害時における情報提供の手段としましては，市の「ホーム

ページ」，「メールもりや」，「もりんふぉ」への掲載・配信や，携帯電話会社３社「Ｎ

ＴＴドコモ，ＫＤＤＩ，ソフトバンクモバイル」が運用する，「緊急速報メール（エ

リアメール）」，ＮＨＫのデータ放送へ情報配信する「Ｌアラートシステム」により市

内全域への災害時等の情報配信を行うこととしております。 

以上のことから，同報系無線を設置する考えはありませんので，御理解・御協力を

お願いいたします。 

 

３２．電柱北５３４０への防犯灯設置について 

昨年度防犯灯の設置を要請したが，９月１１日付けで付近のＪ－０６６３のＬＥ

Ｄ電球設置により照度の確保が見込まれることを理由に設置が見送られています。 

しかしながら改修後も設置申請要望者や，電柱設置場所の所有者からも照度の改

善がなされておらず，夜になると玄関先が暗い状況は以前と変わらないという申し

出が出ているので，実際に夜間の状況を確認いただき再度設置に向けて検討をいた

だきたい。 （薬師台二丁目） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

他の設置要望書とともに，夜間の照度調査等を行い，回答（７～８月頃）させてい

ただきます。 

 

３３．交通安全対策について 

薬師台７丁目９・１０番地から，板戸井に通じる道路において速度を上げて走行し

ている車が多数ある状況が，過去数年以上前から続いている。 

平成２８年度にも，自治会から要望を提出した経緯があるが，具体的な対策が決ま

ったら連絡するとの市からの回答履歴がありましたが，その後，どのような対策が進

んだのか確認させてください。 

例えば，ゾーン３０等の指定なども含め検討していただけましたでしょうか。この

道路は通学路にもなっていることから，安全性確保は重要な案件だと考えておりま

す。ご回答をお願い致します。 

また，添付写真のように注意を促す看板事態が見えない状態になっている箇所も

ありますので看板の再整備をお願い致します。 （薬師台七丁目） 
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【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

当該道路については，看板等を設置するなど，ドライバーに対しての注意喚起を行

ってきたところです。また，安全対策の一つとしてゾーン３０についての検討を行い

ましたが，区域を指定するための前提条件を満たしておらず難しい状況にあります。 

つきましては，引き続き，看板の再整備を含めた効果的な方法について考えてまい

りますが，管轄の久保ケ丘交番にパトロール及び取締りの強化について，併せて依頼

を行いましたので，御理解・御協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意看板が隠れている状態 

 
9・10 番地から板戸井へ抜ける道路 

≪ゾーン３０とは≫ 

通常，速度規制は道路（路線）ごとに実施するのが一般的ですが，「ゾーン３０」

では，区域を定めて速度規制を実施することで，対象区域内の道路に最高速度３

０キロの速度規制が適用されるものです。指定にあたっては，交通量や交通事故

の発生状況等をもとに，指定する範囲の四方（東西南北）が２車線以上の幹線道

路等によって明確に区分されているなどの条件があります。 
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生活環境課に関する質問・要望 

 

１．プロムナード水路の除染に関して進展はありますか。 （ひがし野） 

【回答：生活環境課 環境・廃棄物グループ】 

守谷市内の放射能汚染対策は，国のガイドラインのもと「守谷市除染実施計画」を

策定し，子どもの生活空間を最優先として除染作業を実施しました。 

 そのため，幼児施設・小学校・中学校を皮切りに，公園やその他公共施設，同意を

いただいた民有地などの除染を実施し，平成２５年９月に市内全域の５００ｍメッ

シュによる測定値が，国の基準である地上１ｍでの空間放射線量が０．２３μＳＶ／

ｈ未満に下がったため，除染作業については終了とさせていただいております。 

 今回御質問のありましたプロムナード水路の除染につきましては，雨水を集めて

いる水路のため当初より局所的に放射線量が高い状況にあり，除染方法につきまし

て多方面に御意見を聞きながら，様々な検討を行ったところでありますが，国のガイ

ドラインでは水路除染の必要性について明確に示したものはなく，測定の結果，周辺

の住宅地への影響がほとんど見られないため国の除染の対象とはなりませんでした。 

 また，除染による発生土砂等の処分先がなく，除染作業を実施しても雨水の流入施

設のため再度放射線量が高くなる可能性があり，被覆についても，当該水路は大雨の

際，調整池として機能するため工作物等の設置ができない状況であります。 

 そのため，オープン水路のままではありますが，定期的な測定による分析結果を踏

まえて，水路斜面の中段より上部につきましては周辺の放射線量と差がほとんどな

く，放射線量が高く計測される地点は水面に近い部分で土砂の堆積や雨水流入場所

であることを鑑み，水面周辺の立ち入り禁止措置を継続して行っているところであ

ります。 

 今後も定期的な放射線量の測定や分析を行い，状況を注視しながら検討していき

たいと考えております。 

【回答：建設課 管理グループ】…Ｐ３３に掲載 

 

２．ごみ集積所のネット交換をお願いします（カラスの被害の為）。 （ひがし野） 

【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，区域の自治会等から，そのごみ集積所の管理者を決めていただき管理運営し

ていただいているところです。 

そのため，修繕等につきましても自治会等または利用者の御負担によりお願いし

ております。 
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３．守谷駅東口の指定喫煙所に関する処置について 

ア これまでの経緯 

 ・平成２９年１月下旬に守谷市生活環境課長様に対して，守谷駅東口の指定喫煙所

の設置位置や使用状況等に関して質問・要望を実施。 

・東口の指定喫煙所の設置位置は西口と異なり，歩行者動線（駅の北東方向からの）

に近いことから駅に向かう①歩行者の受動喫煙が発生している状況や駅の北東方

向から②「歩きながら喫煙」をする方が散見される状況の２点について報告すると

ともに，指定喫煙所の移設検討や煙の拡散を防止するパーテーションの設置，「歩

きながら喫煙」を抑制するための看板等の設置について要望。 

・上記要望の結果，①指定喫煙所の煙拡散を防止するパーテーションの設置と②

「歩きなら喫煙」を抑制するための看板等の設置をしていただくことで交渉終了。 

イ 質問・要望 

・上記，パーテーション及び看板等の設置業務の進捗状況  

・今後の業務予定（早期の設置を要望） （ひがし野四丁目） 

【回答：生活環境課 環境・廃棄物グループ】 

 パーテーション及び看板等の設置につきましては，関係機関との調整を要するこ

とから，お時間をいただいておりますことを改めてお詫び申し上げます。 

パーテーションにつきましては，今年度中の設置に向け，手法等を含め調整を進め

ているところです。看板につきましては，一部関東鉄道(株)の許可をいただいた箇所

への設置を急ぐとともに，設置可能となった箇所から効果的な掲示を行ってまいり

ます。 

また，パーテーションの設置に合わせ強化区域内であることを示す看板の作成も

検討しておりますので，今しばらくお待ちいただきますよう御理解・御協力をお願い

いたします。 

 

４．羽田空港の離着陸航路の変更について（確認） 

羽田空港の離着陸航路の変更について，羽田空港周辺や影響を受ける都内の住宅

地では問題になっており，大宮や浦和でも影響があることを耳にします。時間や気象

条件にもよりますが，現状でも低空で飛行している旅客機を見ますので，守谷への影

響について，情報提供をお願いします。 （松並青葉西） 

【回答：生活環境課 環境・廃棄物グループ】 

 現在予定されている羽田空港の航路変更については，茨城県南部が高度等におい

て影響を受けることはないとの回答を国土交通省航空局から確認いたしました。 

 お尋ねの中の「低空で飛行している旅客機」については，成田空港離発着のものと

思われますが，こちらについては，航路変更等は予定されておりません。 
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５．ごみ集積所に関する質問・要望 

百合ケ丘三丁目，椎名商店様横のごみ集積所について，松ケ丘一丁目の一部の世帯

のごみ集積所になっていますが，ネットのみで柵もなく見栄えが悪い状態です。町内

会を跨いでいるので，ごみ集積所の設置はどのように行われたのか，何か情報があれ

ばお願いします。慎重に対応したいと思います。 （松ケ丘一丁目） 

【回答：生活環境課 環境・廃棄物グループ】 

当該集積所につきましては，近接する百合ケ丘三丁目，松ケ丘一丁目，松ケ丘五丁

目にお住まいの方々より使用願いが出されたことから設置された経緯がございます。 

３つの町内会の方にまたがっての御利用となることから，柵等を設置される際は，

３町内会で御協議いただく必要があると思われますので，御検討の際には，一度当課

まで御相談いただければと存じます。 

 

６．空地（美園３－９－１４付近）の土について 

 雨風が激しいと，その土が排水溝周りをせき止め，ごみ置き場の入口に水が溜まっ

てしまい，ごみ置きがやりにくく困っています。また，その土地の裏の家の駐車場に

も土が流れ込み，雨風の後は大変汚れ困り果てています。 

法面に芝等を植えるなど，対策を所有者の方と交渉してほしいと願います。 （美

園南） 

【回答：生活環境課 環境・廃棄物グループ】 

当該土地につきましては，現況を確認の上，土地所有者に対し状況をお伝えすると

ともに法面の土砂流出の防止について対応をいただきたい旨申し入れいたしました。 

 今後の状況には注視してまいります。 

 

７．乙子公園西側に位置する取手市の畑周り，特に春から秋にかけて背の高い草等が

生い茂って人や車の通行の妨げになり，排水溝が枯草や泥で機能しないことがあり

ます。取手市に草刈等要請をお願いして頂けないしょうか。 （美園北） 

【回答：生活環境課 環境・廃棄物グループ】 

当該土地につきましては，現況を確認の上，繁茂の状況や刈取りの要望が寄せられ

ていることを取手市農業委員会にお伝えし，対応をお願いいたしました。 

排水溝が枯草や泥等で機能していない場合には，当該道路管理者に機能回復の要

請を行いますので御連絡ください。 

 

８．指定日以外にごみを出す人がいます。不燃ごみを可燃ごみの日に出し，そのまま

放置し，次の不燃ごみの日に収集されています。このままではルールを守らない人が

増えかねないので対策を考えていただけないでしょうか。 （美園北） 

【回答：生活環境課 環境・廃棄物グループ】  

市では毎年夏季に各自治会から選出された廃棄物減量推進員の皆様に，自治会内

集積所での立哨指導をお願いしており，今年度も実施する予定でおります。 
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 広報やホームページ等においても，正しいごみの出し方について引き続き周知し

てまいります。 

また，町内会において回覧板を出す際や，集積所への掲示物が必要な際は，資料作

成のお手伝いをいたしますので生活環境課まで御相談ください。 

 

９．烏対策は市として取られていますか。ごみ集積場のネットをくぐりごみ袋を食い

荒らす被害が急増しております。 （久保ケ丘四丁目） 

【回答：生活環境課 環境・廃棄物グループ】 

 カラスの問題については，各町内会より御意見をいただいているところです。カラ

スは生ごみを狙うことが多いため，市では生ごみの減量施策として実施している「生

ごみ堆肥化事業」への参加をおすすめしております。 

 この事業は，週２回，専用のバケツに生ごみを入れて御自宅の門付近に置いていた

だくと，常総環境センターが収集委託している「ＮＰＯ法人エコクリーン常総」が収

集に伺うものです。可燃ごみの減量につながると御好評をいただいており，カラス対

策にも有効です。 

 生ごみ堆肥化事業への参加を呼び掛ける回覧等も御用意しておりますので，御検

討ください。 

 

１０．「福島第一原発」によって守谷に降り注いだ，放射性物質による汚染土壌の処

理法の詳細と今後の見通しについて教えてください。 （久保ケ丘四丁目） 

【回答：生活環境課 環境・廃棄物グループ】 

守谷市の放射能汚染対策は，国のガイドラインのもと「守谷市除染実施計画」を策

定し，幼児施設・小学校・中学校を皮切りに，公園やその他公共施設，同意をいただ

いた民有地などの除染作業を実施しました。 

 現在，この除染作業で発生した除去土壌の処分方法につきましては，国のガイドラ

インで示されておらず，国の指導の下，除染作業を行った土地の敷地内に保管されて

いる状況です。 

 国では，今年度この除去土壌の放射能の減衰状況や処分方法を検討し，ガイドライ

ンを策定するためのモデル事業を予定しております。 

 国のガイドラインにおいて，除去土壌の処分方法が明示された際には，改めて処分

に向けたスケジュール等をお示しできるものと考えております 
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介護福祉課に関する質問・要望 

 

１．市が企画している敬老行事を円滑かつ有効に推進するために対象者の名簿開示

のお考えはありますか。 （久保ケ丘四丁目） 

【回答：介護福祉課 高齢福祉グループ】 

 市が保有する個人情報につきましては，個人情報保護条例の規定により，個人情

報を保護する観点から，本人の同意や法令等に定めがない場合以外は，原則として

町内会等の外部機関には提供できない取扱いとなっています。 

 そのため，地区敬老行事への参加者を募るために，住民登録している高齢者の氏

名や住所などの名簿を提供することは，市条例の規定に抵触することになりますの

で，対象者の個人情報を提供できないことを御理解願います。 

 なお，敬老行事の参加者募集や開催の周知方法等につきましては，他の団体の実

例等を御紹介できますので，介護福祉課までお問い合わせください。 

 

２．町内会・自治会と敬老会・子供会の連携につき市としてのお考えをお聞かせくだ

さい。 （久保ケ丘四丁目） 

【回答：介護福祉課 高齢福祉グループ】 

 敬老行事は，高齢者の長寿を祝うとともに，住民相互の交流や地域コミュニティ

の活性化を目的としています。そのため，地域で活動している町内会・自治会や子

ども会が協力して行事を展開していただければ，その趣旨にそったものと考えま

す。 

【回答：生涯学習課 生涯学習グループ】…Ｐ５１に掲載 
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保健センターに関する質問・要望 

 

１．保健センターに印刷機室設置のお願いについて 

本町地区には公的な印刷機室がありません。南守谷地区には，高野公民館に印刷機

室があり，北守谷地区には，文化会館・市民活動支援センターにそれぞれ印刷機室が

あります。 

守谷市の中心地区である本町には公的な印刷機室がなく，下新田在住の私は，町内

会関係の印刷物が多く，主として市民活動支援センターを利用しております。早く印

刷ができ非常に便利なのですが，遠いのが難点です。市役所が大柏地区に移転した後

の本町地区は，路線バスの減少を含め不便さだけが目につきます。 

是非，保健センターに印刷機室を設置していただき，利便性の良い地区にしてくだ

さい。 （下新田） 

【回答：保健センター 保健・管理グループ】 

 市では，市民公益活動支援制度におきまして，町内会等への印刷機の利用を無料で

行っております。保健センターにおきましても印刷機を無料で利用できます（用紙は

持参ください）。ただし，健診等の事業がある場合は，使用ができませんので，印刷

機の利用を希望する場合は，事前に保健センター（電話 ４８－６０００）まで御連

絡をお願いいたします。 
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都市計画課に関する質問・要望 

 

１．バス減便に伴うみずき野地域交通網計画の具体化 

路線バス減便を踏まえ，住民生活に合った計画を年内に出していただきたくお願

いいたします。 （みずき野） 

【回答：都市計画課 まちづくりグループ】 

 現在，守谷市地域公共交通網形成計画に基づいた再編を図っており，新年度に向け

地域公共交通網計画の見直しを検討しております。 

今後，新たな交通手段について，必要に応じ地域にお伺いし，皆さんの御意見をお

聞きしながら検討してまいります。  

なお，計画については，年内は難しいですが，年度内に決定する予定をしておりま

す。 

 

２．戸頭駅の北側でバスに乗ろうとすると，最寄りのバス停は「みずき野野球場前」

になりますが，もっと近くにバス停があれば，戸頭駅の北側でのバスの乗り継ぎが格

段に便利になると思われます。守谷市内を循環するモコバスや路線バスのルートを

少し延ばして，みずき野の戸頭アプローチのロータリー付近にバス停を新設しても

らうことはできないでしょうか。 （セザール取手西） 

【回答：都市計画課 まちづくりグループ】 

 関東鉄道(株)守谷営業所へ戸頭駅北側のロータリー乗入れについて問合せをした

ところ，ロータリーへの乗入れはバス車両の大きさでは物理的に不可能であるとの

回答でした。 

 

３．倒壊寸前廃屋の緊急対策のお願いについて 

下新田地区には平成２７年施行した「空家対策特別措置法」の「特定空家」に該当

するのではないかと思われる廃屋があります。その敷地には樹木・雑草が生い茂り，

倒壊寸前の廃屋であり，今にも隣家に覆いかぶさるような状態です。 

市では，平成２９年７月に「守谷市空家等対策計画」を策定したので，特定空家の

認定を検討していくとのことですが，これは抜本対策であり，現状は逼迫しておりま

す。緊急対策として，是非解体する等の手配をとってください。 

また，先日の市役所からの回答によりますと，『隣接地の開発行為が完了し，公道

が当該地面前まで接するようになったので，所有者が開発意欲を持ってくれればい

いと思っている』とのことですが，この回答は積極的な特定家屋対策にはなっており

ません。周囲の家々がどれだけ迷惑かつ不安に思っているかを考えてください。 

今年１月水戸市で，建築基準法と行政代執行法により迷惑な建築物を解体した事

例がありました。既存の法令でも対策が可能な事例と思います。是非，緊急的な対策

を実施してください。なお，この件については，平成２７年以降継続してお願いして
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おります。また，今年の区長説明会で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】 

 当該空家につきましては，現在特定空家等への認定向けた準備を進めており，年内

には認定をする予定です。また，引き続き所有者に対し適正な管理をするよう指導し

てまいります。 

 

４．今年に入ってから同居の親（７０代）が運転免許証を返納する予定です。病院（慶

友，かねこ整形等）に行くのに，バスの便が少なく困っています。便数を増やしたり，

市内（イオン，アクロスモール等）を循環する便があればと思います。 

 高齢者の運転事故防止と経済効果もあると思います。なるべく早い解決をお願い

します（過疎地での乗り合いタクシーのようなものも検討願います）。 （けやき台

六丁目） 

【回答：都市計画課 まちづくりグループ】 

 現在，守谷市地域公共交通網形成計画に基づいた再編を図っており，新年度に向け

地域公共交通網計画の見直しを検討しております。 

 また，新たな交通手段についても路線バス等の路線との運行区域を調整の上，来年

度実施に向け検討してまいります。 

 

５．美園三丁目地内に２年間くらい空家があり，草が生えている状態です。防犯上も

心配です。 （美園南） 

【回答：都市計画課 まちづくりグループ】 

 具体的な所在地のご連絡をいただければ，所有者へ適正な管理をするよう対応い

たします。 

 

６．美園方面のバスの本数が減らされて不便を感じている。保育園も大変遠い。守谷

市民間での利便性の格差が大きくなってきている。若い人も高齢者も安心して住み

続けられる公平な公共サービス環境を望みます。 （美園南） 

【回答：都市計画課 まちづくりグループ】 

 関東鉄道が運営する美園循環の路線バスは，平成２９年９月１６日の時刻表改正

において，平日の２０時台と２１時台に１便ずつ，計２便の減便がされました（土日

祝日では便数の変更はなし）。 

今後，民間の路線バスについては，利用者が減り，路線の収支が悪化すれば，現状

の便数やルートを維持することが難しくなります。路線継続のためにも，積極的なバ

ス利用に御協力をお願いいたします。 

 

７．常総線・ＴＸ線とも通学定期代が高いので，通学定期に補助する制度を検討いた

だけないでしょうか。高校生・大学生・専門学生の定期代が高過ぎて大変です。特に

大学生専門学生は学費も高いので，学費プラス定期代となるとましてや子供が２人



 

32 

 

３人と重なると家計も苦しくなっています。守谷市は都心に出るアクセスも便利に

なっているので，守谷の子供が定期代を気にせず，行きたい学校に行けるよう考えて

欲しいです。 （美園北） 

【回答：都市計画課 まちづくりグループ】 

 つくばエクスプレスの沿線市で構成される「つくばエクスプレス沿線７市連絡協

議会（八潮市～つくば市）」において，運営会社である首都圏新都市鉄道(株)へ通学

定期乗車券の運賃引き下げを要望しております。 

しかしながら同社からは，「財務基盤は決して余裕のある状況ではなく，減収につ

ながるおそれのある運賃引き下げについては現時点において課題が多いが，一方で，

御指摘のとおり，子育て世代の居住者を含め，幅広く利用されるアクセス手段として

つくばエクスプレスが選ばれ続けるための施策を講じることは，極めて重要な経営

課題の一つであると認識しており，そのためにどのようなことができるか，幅広く検

討してまいりたい。」との回答を得ております。 

今後も引き続き，沿線市で通学定期乗車券の運賃引き下げを要望してまいります。 

 

８．モコバス運用に関し改善策はありますか。今後，予想される少子高齢化に備えた

新交通システムの構築をお考えですか。 （久保ケ丘四丁目） 

【回答：都市計画課 まちづくりグループ】 

 バスの運行については，守谷市地公共交通網形成計画に基づき来年度に向け再編

を検討しております。少子高齢化に備えた新たな交通手段についても，市全域での交

通を考慮した上で導入を検討してまいります。なお，新交通システムについては，導

入の計画はございません。 

 

９．日中，バスの運行本数が少ない地域や時間帯については，移動に不便を感じてお

られる方もいるようですが，つくば市やつくばみらい市で運用されている乗り合い

タクシーなどの導入は検討できないのでしょうか。 （薬師台七丁目） 

【回答：都市計画課 まちづくりグループ】 

 現在，守谷市地域公共交通網形成計画に基づいた再編を図っており，バスのルート

再編及びデマンドタクシー等の新たな交通手段を導入する地域を検討しております。 

なお，デマンドタクシー等については，路線バス等のルート以外の空白地域を運行

する交通手段となるため，運行区域についても検討してまいります。 
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建設課に関する質問・要望 

 

１．降雪の際，ブランズシティ（ひがし野トンネル）のセブンイレブン脇の歩道に雪

が残ったままで，凍結して危険でした。通学路になっているので，速やかに除雪でき

るように働きかけてほしい。 （ひがし野） 

【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確認したところ，次のとおり回答が

ありました。 

『当該箇所は，つくばエクスプレスや建物により日陰となっている箇所であり，

昨年度の降雪の際には，歩道が凍結している期間が長くなり御迷惑をお掛けしまし

た。 

今後は，冬期に当該箇所に融雪剤を設置するとともに，降雪時には融雪剤を早期

に散布し，歩道の通行が可能となるよう作業したいと考えております。』 

以上の回答がありました。市においても気付いた点があった場合には竜ケ崎工事

事務所に連絡をいたします。 

  

２．プロムナード水路の除染に関して進展はありますか。 （ひがし野） 

【回答：建設課 管理グループ】 

プロムナード水路の放射線量の計測を，水路の上流，中間，下流の３箇所で年２回

実施しておりますが，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。 

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ていきますので，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。 

【回答：生活環境課 環境・廃棄物グループ】…Ｐ２４に掲載 

 

３．電線の地中化を進めてほしい。ひがし野は美しい街だが，電線だけが醜い。特に

住宅地内の道路上を縦横無尽に横切っている電線だけでも，地中化すれば美観は格

段に向上すると思う。検討してほしい。 （ひがし野） 

【回答：建設課 道路建設グループ】 

 守谷市内で電線地中化が整備されているところは，守谷駅周辺，松並青葉地区とな

っております。この２地区は，土地区画整理事業の基盤整備に合わせ，事業費の一部

を地権者の負担により整備したものです。既設道路を掘削して地中化にする工事は，

膨大な費用がかかるため，現在のところ，市内において地中化する計画はしておりま

せん。御理解のほどよろしくお願いします。 
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４．通学路（踏切）の安全対策について 

松並青葉地区から黒内小学校への通学路にある関東鉄道の踏切で，雨が降ると大

きな水溜りができてしまい，踏切を横断する児童が水溜りを避けるために，車道に飛

び出している状況が発生しております。車両等との接触など，大変危険な状況となっ

ておりますので，早急に改善頂きたく，ご対応をお願いします。 

また，踏切の歩道部が狭いため，すれ違い等でも車道に飛び出す状況となっており

ます。今後，この通学路を利用する小学生，中学生（自転車）が増え，さらに危険な

状況となることが予想されます。水溜りの改善とあわせて踏切歩道部の拡幅の検討

をお願いします。 （松並青葉西） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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確認したところ，次のとおり回答が

ありました。 

『踏切歩道部の水溜りにつきましては，路肩の土砂を撤去するなど，維持管理

を適切に行っていきたいと思います。 

また，踏切内歩道については現時点での拡幅計画はございませんが，交通支障と

なっている歩道幅員内の信号柱の移設に関して関東鉄道(株)に対して要望している

ところでございます。信号柱が移設されることで，若干ではございますが現状が改

善されると期待しておりますことから，今後とも現在の歩道幅員の範囲内において

安全に通行いただくよう御協力お願いいたします。』 

以上の回答がありました。なお，信号柱の移設については関東鉄道株式会社に確認

したところ，今年の１２月末日を目標に移設を進めているとの回答がありました。 

 

５．天の川公園の池の汚れ対応の要望 

天の川公園は水遊びができることもあり近隣の子供が多く集まる遊び場ですが，

下流の池にヘドロがたまった状態です。昨年６月頃に電話にて清掃予定の確認した

際，夏前までには実施すると回答いただきましたが，実施された様子がありませんで

した。子供の水遊び場としての衛生上の観点からも定期的（特に夏前）の清掃を要望
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いたします。 （松並青葉東） 

【回答：建設課 管理グループ】 

天の川公園につきまして，昨年要望があり高圧洗浄機等で清掃し効果がありまし

たので，今年度は，予算化して７，８，９月の計３回を実施する予定でおります。 

 

６．松並青葉地区共用部の除草作業日程の事前連絡の要望 

道路沿い等の共用部の除草予定日の事前連絡をお願いいたします。おおよその年

間計画でも構いません。公園，道路の雑草が伸び放題で見た目が非常に悪くなった昨

年夏に市役所に確認したところ，委託業者にて年に３回実施する計画でそろそろ２

回目を実施する予定と回答いただきましたが，待ちきれず９月の環境美化の日に会

員総出で非常に目立つ道路沿いの草刈りを実施しました。 

その後しばらくしないうちに除草業者にて残りの部分の草刈りを実施していまし

た。予め日程が分かれば，伸び放題になる前の対応も可能ですのでご検討の程，宜し

くお願いいたします。 （松並青葉東） 

【回答：建設課 管理グループ】 

年度当初に年間の予定を請負業者から施工計画書として提出されますので，同時

期に区長さんに連絡ができるよう調整いたします。 

また，御連絡方法等について調整させていただきたいと考えておりますので御協

力お願いいたします。 

 

７．にじの公園にはトイレはありますけど，松ケ丘公園にはトイレがありません。ト

イレの設置を要望します。 （けやき台六丁目） 

【回答：建設課 管理グループ】 

松ケ丘公園のトイレは，公園に隣接する幸福の路側に設置してありますので，御利

用ください。 

 

８．常磐自動車道守谷ＳＡにおけるスマートＩＣの設置。 （けやき台六丁目） 

【回答：建設課 道路建設グループ】 

守谷ＳＡスマートＩＣの設置につきましては，以前から市民及び議会から，設置の

要望を受けております。そのため，今年度から守谷ＳＡスマートＩＣの必要性等の協

議を国及び関係機関と進めております。 

 

９． 歩道の通行改善 

松ケ丘一丁目そよかぜ公園前の歩道は小・中学生の朝夕の通学路となっています。

併せて歩道が凸凹で窪みに水たまりができる状況です。以前，側溝の格子に土砂や落

ち葉が詰まり，１０センチ以上冠水したこともあります。①公園からの土砂流出防止。

②歩道の凸凹修正。の対応をお願いします。（松ケ丘一丁目） 
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【回答：建設課 管理グループ】 

公園からの土砂流出防止策として，張芝等で対応できないか検討いたします。 

また，集水桝の格子の清掃は，完了しました。歩道の凸凹については，対処いたし

ます。 
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１０．道路ポールの改修について（１） 

 車がぶつかったのか，ポールが破損しています。補修をお願いします。 

 場所：松ケ丘一丁目イオンタウン守谷側入り口 

 状況：①ポールが曲がっている。②上部のキャップが取れている。③塗装が剥がれ

ている。④アスファルトが剥がれている。 （松ケ丘一丁目） 
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１１．道路ポールの改修について（２） 

 夕やけ公園入口信号機下のポールが傾いています。補修をお願いします。 （松ケ

丘一丁目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答（１０・１１）：建設課 管理グループ】 

 破損ポールの補修は，交換のための発注手続きを進めており，８月に完了する予定

です。 
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１２．松風公園に遊具を設置してほしい。 

 遊具のある公園は，休日・放課後等児童の遊ぶ姿が多くあるが，松風公園は遊具が

一つも無く，児童が遊んでいる姿を全然見ない。遊具を作るとか，木々を利用してア

スレチックを作るかして，遊び場としての機能を高めていただきたく要望いたしま

す。 （第２松ケ丘） 

【回答：建設課 管理グループ】 

松風公園は，当時の住宅都市整備公団により，既存林を活かした南守谷２０号緑地

として整備されました。そのため，オープンスペースが小さく遊具等が無い状況です。 

遊具を設置するためには，安全確保のスペースが必要なため，広場が狭くなってし

まう等，公園の利用状況が変わります。 

また，松風公園には近隣自治会の防災倉庫が設置されており，一時避難場所や防災

訓練等での利用もあるため，近隣自治会の御意見も伺い検討しなければなりません。 

つきましては，お近くのそよかぜ公園や松ケ丘公園の遊具の御利用をお願いしま

す。 

 

１３．市道のひび割れが大きくなっており危険なため，補修をお願いしたい。 （美

園南） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答：建設課 管理グループ】 

御指摘の箇所は，クラック補修材により補修が完了しました。 
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１４．歩道の街路樹について 

歩道のつつじの木が枯れたり折れていたりして，無い場所があります。その場所は

犬の排泄場になることが多く，新しいつつじを植える予定はありますか。 （美園南） 

【回答：建設課 管理グループ】 

補植箇所の調査を行って計画的に補植を行ってまいります。 

また，犬の排泄物等があまりに多い場合には，通行に支障ない範囲で注意喚起の看

板の設置を検討しますので御連絡ください。 

 

１５．遊歩道のさつきの刈り込みについて 

市で年に何度か刈り込みに来てくださるのですが，いつも歩道側ばかり刈り込み，

側溝側は刈られてなく，秋の落ち葉や雑草を抜きに以前は入れない状態です。側溝の

中に落ちた落ち葉等が気になっているのですが。 （美園南） 

【回答：建設課 管理グループ】 

さつきの刈込は，通路側と民地側の両方を年一回行っておりますが，民地側につい

ては特に注意して刈り込むよう対応してまいります。 

 

１６．歩道にある一部潅木（約６～７メートル）の撤去願い 

上記潅木があることにより，ビニール袋，ペットボトル，空き缶，タバコの吸い殻

等雑多の物が投げ込まれる。酷い時には家庭ゴミまで投棄される。冬には潅木そばの

街路樹から大きな枯葉が落ち，風に吹かれて吹き溜まりとなり，１０月から１月まで

週何度も枯葉掃除に追われる。 

撤去願いの一番の理由は，枯葉の吹き溜まりにタバコの吸い殻が投げ込まれ，ボヤ

や火事になることである。枯葉掃除の際，何度もタバコの吸い殻を見つけている。是

非，事が起こる前に撤去願いたい。 

※潅木の場所：吉野家からコミュニティハウスに向かう道路の中ほどにある旧モコ

バス停留所付近（丸椅子あり）。 （美園南） 
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【回答：建設課 管理グループ】 

落ち葉清掃につきましては，御協力いただきありがとうございます。 

ポイ捨て等の行為につきましては大変苦慮しているところでもあります。灌木の

役割として，道路上への飛び出し防止や，落ち葉が住宅へ溜まるのを防ぐ役割があり

ますので，撤去は現在のところ考えておりません。 

また，ポイ捨ての対応としては，注意喚起の看板設置も今後検討いたします。 

 

１７．住宅地内全体で道路のひび割れ・亀裂がどんどん長く幅も広くなっていく様で，

今後陥没や地滑りがおこるのではと不安を感じております。全体的な調査と補修を

お願いするとともに，市により原因を調べて発表してもらうことできないでしょう

か。水が湧き出ているところもあります。（別添として一部の写真を添付しますので

合わせてご確認ください。） （美園北） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答：建設課 管理グループ】 

 美園地区は，乙子高野土地区画整理組合施工により平成５年から着手し平成１２

年に完成しております。 

御指摘の道路は，整備されてから約１８年経過しており，クラックの主な原因は経

年劣化によるものです。クラックの進行防止策として，クラック補修材により補修を

してまいります。 

 

１８．公園等の草花及び樹木名がわかるプレートをもっと増やして頂けないでしょ

うか。 （美園北） 

【回答：建設課 管理グループ】 

以前にも同様な要望があり，ボランティア団体の協力により再設置した経緯があ

ります。 

今後も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。 
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１９．美園２－６－２周辺道路にごみを投棄される事象が数年前から増えておりま

す。道路のごみを速やかに回収するとともにいただけないでしょか。 （美園北） 

【回答：建設課 管理グループ】 

道路へ不法投棄されたごみの回収につきましては，お手数でも御連絡をいただけ

れば速やかに回収いたします。なお，軽微なごみにつきましては，お手数をお掛けし

ますが，収拾していただければ幸いです。 

 

２０．南守谷駅ロータリーの歩道のタイルがはがれて穴があいている箇所がありま

す。つまずいて転倒の危険がありますので補修を希望いたします。 （美園北） 

【回答：建設課 管理グループ】 

整備されてから年数がたっていることからタイルの剥がれが発生しておりますの

で，定期的に確認して随時補修してまいります。 

 

２１．昨年度，建設課に関する質問・要望事項の進捗について 

昨年度，「１９．乙子南交差点「ラーメン屋珍来軒」前の道路について」「２０．歩

道橋の修繕について」にて，今後検討する旨のご回答をいただきましたが，現在の検

討状況についてご教示ください。 （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確認したところ，次のとおり回答が

ありました。 

乙子南交差点付近の道路について 

『昨年度の回答と同様になりますが，該当道路については沿道店舗の出入り口と

しても利用されていますので，車両通行ができないようにすることは難しく，今年

度においては，委託業者による検討を実施し，再検討をしたいと考えております。 

また，交差点の信号の抜け道になっていることも事実でありますので，引き続き

注意喚起等の看板を設置するなど，対策を検討していきますので，御理解をお願い

します。』 

歩道橋の修繕について 

『昨年度，横断歩道橋の定期点検を実施いたしました。その結果，本横断歩道橋

は，早期の修繕が必要な横断歩道橋と判断されました。 

この結果を受けて，改めて現在の利用状況，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。』 
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２２．角釜第２のごみ集積所前の道路は小学校の通学路や地域住民の生活道路にな

っていますが，外構に囲まれたりしていて日陰になっているため，雪が降ると溶けず

に子ども達が滑ったり，ごみを出しに行くのも大変な思いをしています。融雪剤を設

置していただきたいと要望します。 （角釜第２） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 融雪剤の設置につきましては，地区の要望を受けて設置しておりますので，位置等

御連絡いただければ設置いたします。 

 

２３．常総ふれあい道路の交通振動に関する苦情が道路際の住民より，町内会長宛に

数件寄せられています。個別には行政に対して申し立てをされている方もいると聞

いています。 

皆さんの申し立てによりますと，大型車が通るたびに大きな振動があり，特に深夜

から早朝にかけては，交通量が減少する半面，昼間よりも高速で走行する大型車が増

えることにより振動が大きくなるとのことです。 

担当課の方では振動の大きさを測定・評価されていることと思いますが，測定の時

間帯や時期，期間等により違いが出るものです。 

道路際の住居の方は常にそこに生活してします。生活者の目線で道路の交通振動

への対応を是非ともお願いいたします。 （下ケ戸） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 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ま

す。補修等の要望につきましても数多く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況を把握し，損

傷のひどい箇所から順次計画的に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，舗装下部の路盤を強固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。なお，下ヶ戸地区の大規模改修については平成３１

年度を予定しております。 

 

２４．野木崎６１０～ひばり幼稚園までの市道の整備及び除草 （柏崎） 

【回答：建設課 道路建設グループ】 

御要望の整備路線は，市道２７２５号線と思われますが，現在の幅員は２.７メー

トルになっております。 

整備は，最低でも４.０メートルの道路拡幅が条件となります。この拡幅には，道

路用地を確保するため，道路沿いの土地所有者の御理解と御協力が必要なことから，

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，御協力をお願いします。なお，現在でも整備要望が多く，整備が追い
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付かいない状況であることを御理解ください。 

 また，除草につきましては，御連絡をいただければ対応させていただきますのでよ

ろしくお願いします。 

 

２５．昨年も提出させていただいたのですが，当地区内の市道２７４５線は現在砂利

道となっており，近年沿線の住宅が１０件近くにまで増加したことに伴い，車の交通

量が増加し，定期的に陥没，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，難しい案件と承知しておりますが，ご検

討のほど宜しくお願いいたします。 （柏崎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答：建設課 道路建設グループ】 

 御要望の路線は，市道２７４２号線と思われますが，現在，３.６メートルの幅員

になっております。道路の雨水排水を処理するための側溝が布設されていない４.０

メートル未満で舗装をした場合，舗装の両端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，最低でも４.０メートルの道路拡幅が条件となります。この

拡幅には，道路用地を確保するため，道路沿いの土地所有者の御理解と御協力が必要

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，御協力をお願いします。なお，現在でも整備要望が多く，

整備が追い付かいない状況であることを御理解ください。 

 また，陥没や水たまり等の砕石補修につきましては，御連絡をいただければ，砕石

補修を実施いたします。  
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２６．せせらぎの小路の清掃強化を希望します。夏季には，藻や蚊の発生も非常に多

い状態です。開設当初の様な太陽光発電システムを利用した改修の計画はありませ

んか。 （久保ケ丘四丁目） 

【回答：建設課 管理グループ】 

せせらぎの小路につきましては，現在も太陽光発電システムで稼働しておりま

す。清掃につきましては，年５回実施しておりますので御理解の程よろしくお願い

します。 

 

２７．市道の定期点検，補修の現状をお聞かせください。車止めの腐食の対応にして

も，応急措置まで督促のうえ数日の期間を要しました。 （久保ケ丘四丁目） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 道路の安全点検は，職員によるパトロールや守谷市災害対策協力会の協力により

２箇月毎に市内全域を対象に点検しております。危険箇所の補修は，安全パトロール

による指摘箇所や市民からの通報により修繕している状況です。 

また，御指摘の車止めの補修は，改修まで時間を要しましたが４月下旬に完了しま

した。今後とも危険箇所の改修に努めてまいりますのでお気づきの点ございました

ら御連絡をお願いします。 

 

２８．街路樹の整備 

大井沢小学校から薬師台五丁目間の街路樹が枯れた後，そのままになっており景

観を損ねている。 

小学生たちにも悪い感じを与えているので，街路樹の植樹，再整備を検討してほし

い。 （薬師台二丁目） 

【回答：建設課 管理グループ】 

市内における街路樹の補植につきましては，少しずつではありますが，継続して実

施しているところです。 

当該箇所においても，補植樹木の見直しや沿線自治会の皆様の御意見も伺いなが

ら実施できるよう調整してまいります。 

 

２９．市管理の垣根補修について 

昨年，薬師台７丁目２５番地～２６番地にかけ，市管理の雑木林と道路を隔てる垣

根が無くなっている範囲及び，枯れてきている範囲の補修を依頼しましたが作業が

された形跡が見られません。 

現在，市としてどのようなステータスなっていますか。 

この問題は，単に垣根を補修していただきたいだけではなく，雑木林から道路や住宅

側に吹き込む落ち葉問題に波及します。 
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本来であれば，雑木林内に落ちている落ち葉は，風が吹いても垣根に阻まれ，道路

や住宅に直接吹き込まないはずです。 

しかし，その垣根自体が無くなっている範囲や枯れてきている範囲があり，住民が

吹き込んできた落ち葉を通年清掃せざるを得ない状態になっているのが，現状です。

全ての落ち葉を防げる訳ではないですが，本来あるべき姿に戻すことによって改善

することは間違いないため，垣根の補修または植え替えを要望します。 

(添付写真①～⑤垣根が無い，枯れてきている，正常な範囲を参照願います) 

また，垣根を正常にすることにより，雑木林への侵入なども防げるため，安全対策

にも繋がります。昨年，２６番地付近の四季の里公園側にある雑木林からマウンテン

バイクに乗った方が降りて来るのを近隣住民が目撃したとの報告も受けています。

道路側へ出た際に事故に繋がる恐れや，雑木林の中は急な坂，崖上になっている部分

もあり危険なので侵入事態を防ぎ，事故等の未然防止を図れるという観点からも，垣

根の補修または植え替えを要望します。 

※垣根が崩壊している範囲については，まずネットなどによる暫定的な対策をお願

いします。 （薬師台七丁目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
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【回答：建設課 管理グループ】 

落ち葉清掃につきましては，御協力いただきありがとうございます。市管理の緑

地の垣根につきましては，植込みの刈込を一部強く実施してしまったことによりご

指摘のようなことが生じてしまったものと思われます。そのため，現在は，刈込を

弱くし回復を図るようにしていますので，御理解の程よろしくお願いします。 

なお，落ち葉清掃に伴う可燃ごみの袋や収集については，御連絡をいただければ

お伺いさせていただきます。  

マウンテンバイクの侵入につきましては，乗り入れ部分に注意喚起の看板等を設

置します。また，生垣が崩壊している箇所につきましては，暫定的にネット等の設

置を検討いたします。 
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生涯学習課に関する質問・要望 

 

１．スポーツ振興を行う 

平成３１年茨城国体の守谷市（ハンドボール）での開催競技に対し，市全体で得意

とするところでボランティアを受けては如何でしょうか。 

更に，東京五輪ボランティアとして，選手親族の宿泊（ホームステイ）ボランティ

アを地域で組織的に行うことをご提案申し上げます。 

地域行事（みずき野夏祭り等）にＰＲブースを設けることも提案いたします。 （み

ずき野） 

【回答：生涯学習課 スポーツグループ】 

 国体に関するボランティアについては，市民大学の講座において，平成２９年度及

び平成３０年度にわたり「茨城国体サポートコース」としてボランティア養成講座を

開催するとともに，国体事務局では，既にボランティアの登録も受付けております。 

 今後，国体に向けては，６月２５日号の広報紙で「故郷を応援しよう」という取組

を行います。また，応援以外にも清掃活動，花いっぱい運動などの取組が必要となり

ますので，御協力をお願い申し上げます。 

 地域行事（みずき野夏祭り等）にＰＲブースを設けることについては，８月３日か

らリハーサル大会が開催されることから，みずき野町内会夏祭り開催時期でのブー

ス設置は難しい状況です。その他時期については，ブース設置が可能な場合もありま

すので，御相談いただければと思います。 

【回答：企画課 企画・統計グループ】…Ｐ５に掲載 

 

２．高野公民館で行われる和太鼓の練習については，音漏れが大きく迷惑に感じてお

りますので，使用を許可しないようお願いします。また，近隣に迷惑をかけない場所

での和太鼓練習用施設の建設等についてもご検討願います。 （けやき台六丁目） 

【回答：生涯学習課 生涯学習グループ】 

 公民館の利用についての，御意見ありがとうございます。 

 通常，太鼓の練習には中央公民館のホールを利用いただいておりますが，利用でき

ない時に高野公民館を利用したようです。 

高野公民館の太鼓の練習で，音漏れの苦情が出たことは伺っており，住宅に近接し

太鼓練習には不適な建物であるため，サークルの方に話をして利用を止めていただ

いたと聞いております。 

和太鼓の練習場建設は，住宅地から離れるか又は，防音設備を設けるなど建設コス

トも高額となるため，現在考えておりません。 

公民館利用に当たっては，周辺住民の皆様に御迷惑をかけないよう指定管理者に

指導しておりますので，御理解のほどお願い申し上げます。 
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３．もっと新刊書が読みたいです。各家庭の新古書を安価買い取りも検討すれば低予

算で新刊が蔵書になるのではないでしょうか。 （美園北） 

【回答：生涯学習課 図書館グループ】 

 守谷市の図書館資料は，全国的にもトップレベルの市民１人当たり５００円を確

保し，十分な本の購入を行っており，毎週金曜日に新刊書を各館の新刊棚に並べてご

提供しています。しかしながら，新刊書は納品前から多数の予約が入り，棚に並ぶこ

となく数ケ月間貸出が続くような場合もありますので，予約をして御利用いただけ

れば幸いです。 

また，新古書の購入については，本屋等の民業を圧迫することにもつながりますの

で，行う考えはありません。 

 

４．現在，図書館のウェブＯＰＡＣでは，Ａｍａｚｏｎへのリンク内でＡｍａｚｏｎ

のアフィリエイトＩＤが使われているようですが，不正防止の為にアフィリエイト

ＩＤと収入額を公開して欲しいです。 （美園北） 

【回答：生涯学習課 図書館グループ】 

 図書館システムについては，ＮＥＣのシステムを使用しており，不正防止のための

アフィリエイトＩＤの公開について，ＮＥＣに問い合わせましたが，次のような返答

でした。 

・調べた範囲では，ＩＤの公開を行っている図書館が見当たらない。 

・ＩＤ公開することでどのような不正防止につながるか分からない。（一般的には公

開しないほうが良いと考えられる。） 

・ＩＤを公開してもログインしなければ詳細情報を見ることはできない。 

業者の回答は明確ではありませんでしたので，引き続き調査させていただきます。 

また，収入については，一定額を超えた場合に，自動的に市役所口座（既に設定済

み）に振り込まれるようになっておりますので，不正はできないと考えています。 

収入額については，平成２８年度の決算書に雑収入（図書等購入紹介料：１６，８

９９円）として公開しております。 

 

５．町内会・自治会と敬老会・子供会の連携につき市としてのお考えをお聞かせくだ

さい。 （久保ケ丘四丁目） 

【回答：生涯学習課 生涯学習グループ】 

 子供会は任意団体であり，それぞれの子供会は自主的に運営されております。市は，

守谷市子供会連合会への補助など活動支援を行っております。 

子供会と町内会・自治会，敬老会の連携については，情報提供や子供会運営に対す

る相談を通して，連携の取組や研究に努めたいと考えます。 

【回答：介護福祉課 高齢福祉グループ】…Ｐ２８に掲載 
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議会事務局に関する質問・要望 

 

１．市長，副市長，市議会議員の資産公開はしておりますか。 （久保ケ丘四丁目） 

【回答：議会事務局 庶務・議事グループ】 

市議会議員の資産公開はしていません。 

【回答：秘書課 秘書・広報グループ】…Ｐ３に掲載 

 

２．安倍政権が強引に推し進めている戦前回帰の諸施策に対し，守谷市長及び市議会

はどの様な立ち位置を採っていますか。 （久保ケ丘四丁目） 

【回答：議会事務局 庶務・議事グループ】 

法令・条例等に基づき，議会運営を行っております。 

【回答：秘書課 秘書・広報グループ】…Ｐ３に掲載 
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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 

子育て世代包括支援センター kosodate.houkatsu@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 


