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秘書課に関する質問・要望 

 

１．広報もりやがカラーになりましたが，必要なページ以外は白黒，もしくは２色刷

りで十分ではないでしょうか？不要なコストは今後とも削減いただきますようお願

いいたします。 （松ケ丘五丁目） 

【回答：秘書課 秘書・広報グループ】 

広報もりやについては，市民の皆様が手に取って読んでみようと思える紙面を目

指し，平成３１年４月発行分から全ページをフルカラー印刷で発行することといた

しました。従前の２色刷りと比較すると，写真がフルカラーになることで目を引くよ

うになり，グラフや表なども色分けすることで見やすくなったと考えております。ま

た，以前は色そのものの情報を紙面で伝えることができませんでしたが，これもフル

カラー化することで可能になりました。 

全ページのフルカラー化にあたっては，一部ページのみフルカラーも合わせて検

討いたしました。しかしながら，全ページの場合と一部ページの場合とで金額的にそ

れほど大きな差がありませんでした。また，一部ページのみフルカラーの場合，原稿

の作成時にフルカラーと２色刷りという２種類のデータを取り扱うことが必要とな

り，それに伴い生じる作業の手間や煩雑さ等も考慮する必要があります。このように

いろいろな観点から，どのような形が最良かを検討した結果，全ページのフルカラー

化という結論に至ったものです。 

現在の契約は，令和３年３月末までの契約期間であり，次回の契約の際には，今回

のフルカラー化に対する市民の皆様の意見や反応を踏まえ，金額や編集作業の効率

等も含めて，総合的に検討していきたいと考えております。 
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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について 

① 「こじゅけい」で予算額等の記載が初めてありました。御礼申し上げます。よう

やくスタートラインに立てたと認識しておりますが，当初よりの計画がやや遅れて

いるのではないでしょうか。今後の詳細スケジュール，実施内容をお願いします。 

② 具体的な内容の住民説明会や広報などの計画があれば，併せてお願いします。 

（みずき野） 

【回答：企画課 企画・統計グループ】 

① 市は平成２８年度に当該地を購入してから，「みずき野のこれからのまちづくり

アンケート」，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て，地区内外

の皆様から御意見をお伺いし，また，サウンディング調査や個別ヒアリングにより複

数の事業者とも意見交換を実施し，公募の準備を進めてまいりました。 

今後の予定としまして，７月に公募の参加受付を開始し，その後，質疑，提案書類

の提出，ヒアリング等を実施し，１０月頃に優先交渉権者を決定していく予定です。 

② 公募内容は市ホームページ，広報紙等で周知し，住民説明会実施の有無について

は，今後検討してまいります。 

 

２．シェアハウスプロジェクト（大学生プロジェクト） 

① 本年３月，２回目の卒業生壮行会を開きました。結果，従来３棟８名在住が２棟

５名になりましたが，市からの追加募集の声を聞いておりません。町内でシェアハウ

ス学生の存在を広く知ってもらうには，２０名程度が在住してくれて，種々の町内会

活動に参画してもらえることが理想かと考えます。市の予算に難しい点があると認

識はしておりますが，御支援をお願いします。 

② 「みずき野ミニ寺子屋」を５月１２日より，毎週日曜日午前，みずき野集会所で

スタートしております。講師はシェアハウス大学生・大学院生，対象は郷州小学校区

の生徒です。第一回１２日は７名，第二回１９日は６名でした。「今後，生徒さんは

増えます」との学生の感想です。今回は講師１名でしたが，２６日から２名体制の予

定です。ちなみに，これは学生からの申し入れです。今後も御理解と御支援をお願い

します。 （みずき野） 

【回答：企画課 企画・統計グループ】 

学生シェアハウス事業につきましては，日頃より多大な御協力，御支援をいただき

ありがとうございます。 

市としては，この取組を少しずつ市内に対象地区を広げていきたいと思っており，

今年度はみずき野地区３棟，北守谷地区３棟分の予算を計上しました。入居状況はみ

ずき野地区５名，北守谷地区７名となっております。 

生活はそれぞれの地区となりますが，種々の町内会活動はお互いに行き来し参加
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することになりますので，御理解いただきますようお願い申し上げます。 

また，みずき野地区においては，昨年度の学生８人から今年度５人となり，少ない

状況となっておりますので，引き続き，学生の募集を行ってまいります。 

 

３．オンライン上で北園保育園など守谷市内の施設の会場予約を完了できるように

要望いたします。自治会の総会等で北園保育園を利用しています。現状では，会場予

約のため，①電話で予約状況の確認，②仮予約，③市役所の窓口で申請書を記入・提

出する必要があり，大変煩雑で，日中仕事をしながら自治会の業務をこなしている区

長や班長にとって大きな負担となっています。ぜひ市内の施設の会場予約をオンラ

イン化して頂きますようどうぞよろしくお願いします。 （ひがし野四丁目） 

【回答：企画課 情報政策グループ】 

 オンライン上の施設予約は，現在，テニスコート，野球場で行うことができますが，

市内の公民館等の施設予約は，各施設の窓口から申請していただいております。 

 公民館等の施設予約は，定期的な利用団体との日程調整や，使用団体，使用目的に

よる制限があることから，オンライン化をすることが難しい状況となっております。 

 今後も改善点の見直しなどにより，オンライン化を進め，市民の皆様の利便性を少

しでも向上できるよう努めてまいります。御理解いただきますようお願い申し上げ

ます。 

 

４．守谷市には産婦人科医院が少ないので誘致してほしい。 （美園北） 

【回答：企画課 企画・統計グループ，保健センター 母子保健グループ】 

 守谷市には，診療科目に産婦人科を持つ病院及び診療所や助産院が３箇所あり，

また周辺の取手市，柏市には，合計８箇所の病院及び診療所が設置されておりま

す。 

こうした状況の中，市では産婦人科医院の誘致を行ってはおりませんが，今後も

状況把握に努めてまいります。御理解いただきますようお願い申し上げます。 

 

５．外部来訪者を増やす施策展開の要望 

将来の人口減少等に伴い，市がいわゆる消滅都市に向かうことがないようにする

ためには，内政対応の施策ばかりではなく，外に向かっての大規模施策が不可欠では

ないかと思料します。外部からの市への来訪者を取り込めることができれば，人口が

減っても市としての活力が失われることはないと考えます。ここで言う大規模事業

とは，例えば①近郊都市型の新しいタイプの道の駅創設。②大規模総合競技場の創設

などがあります。守谷市は抜群の地の利を保有しており，大都市圏から近く，かつ交

通アクセスも至便であり，これは守谷から首都へ向かう人の動きだけではなく，その

反対通行（守谷←首都）の人の動きも可能とするものです。また関東圏の人や東北圏

の人までをも呼び込めるという交通アクセスにも優れており，①②案ともに，其れが

実現できれば将来にわたって多くの市外部からの人々を呼び込むことが可能となり
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ます。この実現のためには，市の単独行動だけでは不可能であり，国をはじめとして

県への働きかけ等が必要となりますが，それらを乗り越えなければ何も実現はでき

ません。 

現在の市の行政はその殆どが内部に向けての政策だけであり，財政的にも次第に

困窮度が増すのではないかと疑念があります。それらを打破する施策として，思い切

った導入展開を要望するものであります。 （御所ケ丘二丁目） 

【回答：企画課 企画・統計グループ】 

守谷市は，昭和５０年代からの大規模住宅開発，平成１７年のつくばエクスプレス

開業などにより，人口が順調に伸びてきました。今後１０年間では，人口の増加が見

込まれておりますが，その後，少子高齢化による人口減少が予想されています。 

そこで，守谷市では，平成２７年度に総合戦略を策定し，２０６０年まで人口７万

人程度を維持していく目標を掲げ，現在，各種施策を実施しているところです。 

施策の中では，地方創生事業として，昨年度，「守谷野鳥のみち」の木道部分の再

整備を行い，市外から多くの利用客が訪れるようになりました。この場所は，愛宕中

学校裏側から守谷城址にかけた約３０ヘクタールの大規模な自然緑地の中にあり，

今後も守谷市の貴重な自然緑地を保全しつつ，守谷市の魅力である緑を市外に発信

し，市外から多くの人を呼び込んでまいります。 

また，守谷市の玄関口でもある守谷駅の東口には，約１．２ヘクタールの市有地が

あり，多くの方に利用してもらえるよう，現在，利活用事業者の公募を行っていると

ころです。 

今後も，市民満足度を高める取組，市の住みよさ・魅力のＰＲ，市外の人を呼び込

めるような事業導入・展開なども検討し，取り組んでまいります。 
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総務課に関する質問・要望 

 

１．日曜の窓口業務を増やしてほしい。土曜も利用できるようにしてほしい。 （美

園北） 

【回答：総務課 職員グループ】 

生活習慣の多様化や共働き世帯の増加など社会情勢の変化とともに，市民の方が

来庁できる時も多様になってきていることは承知しているところです。土曜日，日曜

日両日の市役所を開庁し，全ての窓口業務を実施することは，最大の市民サービスで

あり，「市役所は毎日開いている」という安心感をもっていただくことができると考

えます。 

 しかしながら，これを実施するためには人件費を含め，それ相応のコスト増加が必

須となることから，今まで行ってきた事業等を廃止・縮小しなければならない可能性

があります。 

 守谷市は，他自治体に比べ職員数を抑制してきたため，土曜日，日曜日両日を開庁

するとなると，職員不足は避けられず，大量の人員の確保が必要となります。 

 このようなことから，市民の皆様のニーズが高い証明書交付業務等を選定し，日曜

日を開庁するとともに，年間を通じて証明書の交付がコンビニエンスストアでも受

けられるよう，マイナンバーカードを活用したキオスク端末を導入し，年末年始を除

き６時３０分から２３時まで，マイナンバーカードを使って住民票などの証明書を

発行しているところです。 

 市の限りある財源の中での費用対効果をふまえ，日曜開庁を実施しておりますの

で，御理解のほどお願いいたします。 
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税務課に関する質問・要望 

 

１．ふるさと納税が宣伝されている折，そのメリットとデメリット両面あり，異を唱

える意は無いが，守谷市民のうち，どの程度の割合で市民が活用しているか，市当局

が調査されておるか伺いたい。 （けやき台六丁目） 

【回答：税務課 市民税グループ】 

 令和元年度市民税・県民税の課税状況から鑑みますと，寄付金控除を行っている守

谷市民は約３，７００名で，割合としては人口の約５％で納税義務者（約３３，００

０人）の約１割です。 
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管財課に関する質問・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，是非とも町内会館建設用地として「使用

許可」をいただきたいと思います。 

町内会館は，少なからず下新田町内会員同士のコミュニケーションづくりに，また，

他の団体との交流づくりの場所として活用できるものと期待できます。よろしく御

検討願います。 （下新田） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答：管財課 管財契約グループ】 

当該用地は，平成１７年度，１８年度に守谷市が土地開発基金で都市計画道路用地

として先行取得した土地となります。都市計画道路山王下南守谷線が平成３０年１

０月１１日付で一部廃止となったことから，公共用地等としての利活用や，一部売却

を含めた土地の活用方針についての方向性を取りまとめたところですが，最終的な

決定には至っておりません。 

今後，土地の利活用や売却にあたっては，土地開発基金から市の財産に買戻す必要

があり，その手続きに入るには更に精査を行わなければならないことから，買戻し時

期は未定となります。そのため，町内会館建設用地としての使用許可については現時

点での回答ができませんのでよろしくお願いいたします。 
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市民協働推進課に関する質問・要望 

 

１．地域活動の広報支援 

みずき野では「みずき会」等サークルを中心とした「県人会」活動が活発です。「県

人会」活動を市全体の活動に展開する際，みずき野は協力を惜しみません。 （みず

き野） 

【回答：市民協働推進課 協働推進グループ】 

 県人会活動への御提案，誠にありがとうございます。県人会は，任意的な親睦団体

でありますので，市が主導して結成することは難しい点があります。 

しかしながら，守谷市は全国様々な地域から移り住んでいる方も多くおりますの

で，今後，新しい繋がりや新しい絆づくりの一つとして展開される可能性もあるかと

思います。その際には，御協力をよろしくお願いします。 

なお，今年度守谷市で開催する「いきいき茨城ゆめ国体ハンドボール競技会（成年

女子）」では，各ブロック（地方）予選を勝ち抜いた県の代表チームが熱戦を繰り広

げます。 

市民の皆様に，ふるさとの応援をしていただくことで，同郷の方との新しい出会い

やつながりが生まれ，県人会発展の足掛かりになることも考えられます。 

今後，市全体に開催情報等を発信してまいりますので，皆様方もぜひ応援観戦にお

越しくださいますようお願いします。 

 ≪いきいき茨城ゆめ国体ハンドボール競技会（成年女子）≫ 

 日程：令和元年１０月３日（木）～６日（日） 

 会場：常総運動公園総合体育館 

 ※ 組合せは，９月上旬の抽選会で決定します。 

 

２．まちづくり協議会活動に伴う負担増について 

ａ）まちづくり協議会活動は従来の自治会活動に加えて新たな活動となるため負担

が増えることが予想されるが，具体的に休日等の負担はどの程度の増加になる

のか。 

ｂ）地域によっては子育て世代が多い地域と時間に余裕のある世代が多い地域があ

るが，同一の負担になるのか。 

ｃ）守谷市は毎年「住みやすい街」の上位にランキングされているが，住民の負担も

同時に求められている現状は報道で論じられている過負荷と同一にならないの

か。また，このことが街の人気を低下させることに繋がらないか。  （ひがし

野） 

【回答：市民協働推進課 協働推進グループ】 

まちづくり協議会は，これまで各地区において活動されてきた地域福祉活動計画

実行委員会が中心となり，自治会・町内会や様々な団体等と連携することで，組織し
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ていただきたいと考えております。従来の地域福祉活動計画実行委員会の活動がま

ちづくり協議会に引き継がれるため，二重の組織になるということではありません。 

まちづくり協議会は，各地区に必要な活動を実施されるものですが，活動内容とし

ては，新しい活動に限られるものではなく，これまでの地域福祉活動計画実行委員会

の活動を「継続する」，又はこれまでの活動に「より多くの方を取り込む」，「より広

い範囲で実施する」，「活動をより充実させる」ということも考えられます。 

市は，まちづくり協議会に対し，地区の課題解決や活性化につながる活動を期待し

ており，その一つとして，地区敬老行事（又は多世代交流行事）の開催をお願いして

おりますが，それ以外の活動については，地区にとって必要な活動，無理なく実施で

きる活動を展開していただきたいと考えております。 

 

３．まちづくり協議会における住民の意思反映方法について 

ａ）各自治会は人数構成が大きく異なるが，意思決定において住民の人数に比例した

民意は反映されているのか。 

 ①投票権を持つ役員は住民の人数に比例しているのか。 

 ②全会一致のみを決定とすることはできないのか。  （ひがし野） 

【回答：市民協働推進課 協働推進グループ】 

まちづくり協議会は，守谷市協働のまちづくり推進条例に基づき，認定することに

なりますが，認定要件には，活動が市民の利益増進，地区の活性化・課題解決等につ

ながるものであること，組織運営が民主的になされていることなどがあります。 

まちづくり協議会の役員の選出や意思決定の方法等については，上記条例の趣旨

に則り，地域の実情等を踏まえ，まちづくり協議会を組織する皆様で適切に決定いた

だきたいと考えております。 

 

４．先行事例の自治体の取り組み紹介について 

ａ）先行する自治体の事例の紹介をしてほしい。 

ｂ）伝統的な都市が開発により年齢構成の偏った地域の連合会活動は関西研究学研

都市ができた２０年以上前に解決に導いた例など多数あるが紹介してほしい。 

（ひがし野） 

【回答：市民協働推進課 協働推進グループ】 

 先行事例を紹介させていただきます。 

一つ目は，埼玉県鶴ヶ島市の地域支え合い協議会です。地域支え合い協議会は，住

民同士の支え合い活動の実施，小学校を拠点とした防災訓練等を実施しています。鶴

ヶ島市には，地域福祉活動計画実行委員十数名と市職員が視察に伺っております。 

二つ目は，大阪府池田市の地域コミュニティ推進協議会です。池田市は，地域コミ

ュニティ推進協議会を中心に地域分権を推進しています。 

詳細につきましては，「鶴ヶ島市ホームページ ⇒ 地域支え合い協議会」及び「池

田市ホームページ ⇒ 地域コミュニティ推進協議会」を御参照ください。 
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５．国・県の政策との連動について 

ａ）県・国の補助や関与は存在するのか。 

ｂ）働き方改革による個人（家族）の時間を増加という目的と負担増を意味する「ま

ちづくり協議会」の政策は矛盾しているのではないか。 （ひがし野） 

【回答：市民協働推進課 協働推進グループ】 

 国においても，地域自治（運営）組織のあり方等について研究がなされているよう

ですが，現時点でまちづくり協議会に関し，国・県の補助や関与はございません。市

独自の取組となります。 

まちづくり協議会推進事業は，地域がより良いものとなるよう，行政だけではなく，

住民の皆様が自らの暮らす地域に関心を持ち，無理のない範囲で地域に関わってい

ただくことを目指すものであり，御指摘のような矛盾があるとは考えておりません。 

 

６．自治会活動の効率化に伴う施策について 

ａ）県外の他の自治会活動の支援に比べ守谷市の支援策は脆弱ではないのか。 

ｂ）ＰＴＡや自治会の活動の負担を減らす取り組みとして，ＩＴ支援を行っている地

域が多いと報道されており，ＩＴ企業も様々な協力を行っているが，現状の紙や

会議主体の効率化は守谷市では何時から行われるのか。 

ｃ）守谷市を含めて紙を主体としての情報提供は自治会活動において負担を増加さ

せている。電子媒体やＳｋｙｐｅ等を用いた効率的な運用で負担を減らせない

のか。  （ひがし野） 

【回答：市民協働推進課 協働推進グループ】 

全自治会・町内会を対象とした文書につきましては，全地区均一に対応するため，

紙媒体を送付させていただいております。 

「紙や会議主体の効率化，電子媒体やＳｋｙｐｅ等の導入」につきましては，現時

点で予定をしておりませんが，住民ニーズの多様性や地域の実情等を勘案し，時代に

あった支援が求められると思いますので，ＩＣＴを効果的に活用した支援について，

今後検討してまいりたいと思います。 

また，具体的な事例（市町村名や支援策）を御教示いただければ，参考にさせていた

だきます。 

 

７．その他 

ａ）会長・副会長等の役員に送られてくる市役所からの案内は電子データ（ＰＤＦ）

でも配布してほしい。 

ｂ）自治会活動のために，クラウド環境（ファイル共有，電子掲示板，スケジュール

共有環境）を市役所で提供してほしい。世界的な最高安全レベルのクラウド環境

でも年間数万円の負担で済むので，守谷市で提供してほしい。 

ｃ）個人情報を扱う機会が多い自治会や協議会においては，個人の住所，電話番号等



11 

 

の情報を扱うことが多く，取り扱いには個人情報保護法の下で運用を求められ

ている。個人情報保護法に基づいての運用を行うための研修会を実施してほし

い。また，正しい運用がなされるための，ガイドライン提示と研修会等の啓蒙活

動を行ってほしい。 （ひがし野） 

【回答：市民協働推進課 協働推進グループ】 

全自治会・町内会を対象とした文書につきましては，全地区均一に対応するため，

紙媒体を送付させていただいております。当該町内会限定の文書で，かつ簡易なお知

らせ等の文書の場合は，メールアドレスを御提供いただきました区長様には，メール

でも送付を行っておりますので，御理解のほどよろしくお願いします。 

なお，市では，地域と市の連絡調整を図るため各地区の自治会長を「区長」として

委嘱し，連絡調整を行っていることから，文書等の送付につきましては，区長様宛て

とさせていただいております。 

また，市ではホームページやメール，その他の通知文書等の情報発信を実施してお

りますので，現在のところ市内全町内会を対象としたクラウド環境の整備・提供の予

定はございません。自治会・町内会内独自でのクラウド環境を整備している自治会も

全国にはあるようですので，貴自治会内用のクラウド環境を必要とされる場合は，お

手数ですが市からの文書配布委託料を活用して環境整備をしていただければと思い

ます。御理解のほどよろしくお願いいたします。 

個人情報の保護につきましては，御質問にもありますとおり，平成２９年５月に個

人情報保護法が改正施行され，自治会・町内会を含むすべての事業者が個人情報保護

法のルールに沿った取り扱いが求められるようになりました。守谷市ではこの法改

正を受け，ホームページや区長業務説明会で配付いたしました「自治会・町内会活動

ハンドブック」において，個人情報の取得や管理に関する説明・注意を掲載しており

ます。個人情報を取得することは，自治会・町内会の運営活動上，必要不可欠なもの

であると同時に，適正な管理のもと扱われなければならないものでありますので，区

長業務説明会などにおいても，適正な個人情報の管理等について呼びかけてまいり

たいと思います。 

 

８．「まちづくり協議会推進事業」は具体的にどのようなことを行うのか教えてくだ

さい。 （けやき台六丁目） 

【回答：市民協働推進課 協働推進グループ】 

まちづくり協議会は，各地区の状況に合わせ活動していただく組織です。市は，ま

ちづくり協議会に対し，地区の課題解決や活性化につながる活動を期待しています。 

その一つとして，地区敬老行事（又は多世代交流行事）の開催をお願いしておりま

すが，それ以外の活動は，地区によって異なります。 

けやき台六丁目を含む高野地区まちづくり協議会は，下記の項目を検討・実施して

いくと掲げております。 

（１）「日常生活のお手伝い」の検討・実施 
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（２）サロンの拡大・充実 

（３）互助，共助の運送の検討・実施 

（４）各団体（シニアクラブ・子ども会等）と連携・活動支援 

（５）防犯連絡員協議会との連携で地域の防犯活動の推進 

（６）学校，子ども会と連携し，安全・安心な見守り活動の検討・実施 

（７）各地域の自主防災組織の実態把握と防災活動の実施 

（８）多世代交流行事（敬老会，健康ひろば等）の実施  

（９）子どもヘルパー行事の継続・発展 

（10）体験・参加する場づくり 

（11）広報誌「きずな」の発行 

 

９．現在，松ケ丘５丁目の役員は輪番制をとっていますが，１年ごとの業務引継ぎの

ため，最低限の業務に対応することすら抜け漏れがないか不安な状況であり，町づく

りについて深く検討できる状況にございません。 

上記理由により，自治会によって町づくりの業務レベルに大きな差がついている

と思われますが，例えば市役所担当者に自治会役員会へ定期的にご参加いただき，市

役所がＨＵＢとなって自治会ごとの業務レベルの差を埋めるなどの取り組みをして

いただくと助かります。 （松ケ丘五丁目） 

【回答：市民協働推進課 協働推進グループ】 

市では，市民と行政による協働のまちづくりの推進及び地域福祉活動の推進を図

るため，自治会・町内会に市職員を地域担当職員として配置しており，地域担当職員

の役割には，以下のような役割があります。 

≪地域担当職員の役割≫ 

① 自治会・町内会の活動に必要な行政情報を提供すること。 

② 自治会・町内会と市の関係部署と連絡調整を行うこと。 

③ 自治会・町内会とまちづくり協議会の連携を図ること。 

 現在，地域担当職員は，総会や地区内行事等に出席させていただいております。御

提案にありますように，役員会議等の全ての会議へ担当職員が参加できればよいの

ですが，地域担当職員はそれぞれの部署での業務を抱えていることから，全ての会議

へ出席できない場合があります。地域担当職員の出席を必要とする会議がある場合

は，事前に御相談下さい。 

なお，会議を開催した際に出た疑問点をはじめ，自治会・町内会でのお困りごと等

がありましたら，地域担当職員又は市民協働推進課へお電話やメールでも構いませ

んので，御相談いただければと思います。 
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交通防災課に関する質問・要望 

 

１．防災について 

① 区長説明会で質問させていただきましたが，「改訂ハザードマップ」に対応した

水害時「さくらの杜公園」に替わる避難場所の選定は進んでおられるでしょうか。早

急のご指定をお願いします。 

② 会員から「改訂ハザードマップ」第二回説明会の要求の声が高まっております。

すでに防災担当副会長から交通防災課へ実施要望は出しました。更に８月４日（日）

での実施をお願いいたしますので，御支援をお願いします。 

③ 大規模災害に遭遇した際，近隣自治会・町内会との連携は不可欠でございます。

みずき野周辺の自治会・町内会でも同様の考えをお持ちのことと推察されます。つき

ましては，みずき野周辺自治会（例：愛宕，奥山本田，小山地区など）との連携の橋

渡しを，防災の観点から是非お願いいたします。 （みずき野） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

① 水害の避難場所については，みずき野町内会副会長防災担当の方とお話を進め

ており，水害時は避難場所の郷州小学校グラウンドに班毎に直接集合していただく

か，班毎に班の近傍の集合しやすい安全な集合場所を決めていただく方向で検討し

ております。いずれにせよ，遠い場所にある集合場所や避難場所に行くのではなく，

班単位で安全で分りやすい場所を決め，なるべく早く避難所に避難していただくこ

とを念頭に進めています。 

② 交通防災課では，第２回「守谷市防災ハザードマップ」説明会を御要望どおり８

月４日（日）に実施する予定で話を進めております。実施に当たり，前回２月の説明

会同様，洪水浸水想定区域を指定した国土交通省等に御出席いただくよう要請を行

っているところです。返事があり次第，みずき野町内会副会長防災担当の方へ御連絡

します。 

③ 大規模災害の近隣自治会・町内会の連携は，地域の輪を広め共助の力を向上させ

るため大切なことと思います。今後の地域づくりの課題ともなるかと思いますので，

「近隣自治会との連携について」の協議を重ねていきたいと考えています。 

 

２．交通災害・防止について 

① ６丁目バス折り返し所からみずき野郵便局への郷州沼崎線の坂道は，平素より

スピードが出やすく，坂下は信号機の無い十字路で甚だ危険な状況です。また，東京

鉄骨橋梁付近の道路拡張・延伸が進めば，通過車両が増えて危険度が増すことは容易

に推測されます。付近の調査と適切な対応をお願いいたします。 

② ①と関連して，柏・つくば線（いちょう通り）と交差する「みずき野郵便局」交

差点も，同様に将来車両の往来が増加いたします。例えば，歩車分離信号にする等の

御検討をお願いします。 
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③ 郷州小学校正門前のＴ字路は，いちょう通り側が狭く，柏方面からの右折車が道

を塞ぎ，渋滞になることもあります。道路拡張などの施策は可能でしょうか。御検証

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】 

① 昨年度，坂道の部分に，幅員を視覚的に狭めるイメージハンプを実施しました。

今後は，道路にスピード落とせ等の路面標示等を実施し，注意喚起を図っていきます。 

② 信号機改修につきましては，所管である取手警察署に要望しています。 

【回答：建設課 管理グループ】…Ｐ３５に掲載。 

 

３．市内旧道（中央地区～愛宕地区）の交通一斉取り締まりの実施について 

この旧道は交通量が多くなってきており交通事故が増えてきております（この３

年間で３件発生）。なぜ交通事故は増加しているかと考えましたが，交通量が増えた

ことと，同時にスピード感覚がなくなってきている運転手が増えてきているからだ

と思います。この区間の制限速度は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。 

この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らせ，取り締まりを実施する話を聞

きました。ありがたいことですが，非常に物足りないです。 

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，その例を参考にし

て実施してください。また，御心配をしている車を停める場所はいくつかあります。

是非，実施について御検討してください。  （下新田） 
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 【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，取手警察署に確認したところ，同路線において，

パトカー等による警戒等を行っているとのことでした。引き続き，所管である取手警

察署に速度取締等について依頼を行い，速度取締等を要望いたします。 

  

４．国道２９４号けやき台５丁目交差点に歩行者用信号の設置について 

この交差点では過去に自動車との衝突事故が２件ありました（自動車と自転車１

件，自動車と歩行者１件）。特に，国道東側には歩行者用の信号は設置しておらず，

ここを取手側から水海道側に歩行している人が，東側道路（西林寺方面）に右折した

自動車に接触された事故のようです。歩行者は前方を見ても何もないので横断中，自

動車は対向車が無いということで急いで右折した結果がこの事故につながったと思

います。 

 是非，この交差点東側に歩行者用信号機を設置してください。設置する方法として

２つあります。 

 ①斜めの道路は，自動車が進入できないように「杭」を打ち，歩行者・自転車のみ

を入れるようにすると，小さい四つ角は効率的に活用できます。 

 ②横断歩道用の道路標示幅を規格よりも少し狭くしてよく，画一的でなくてもよ

いと思います。 

 大切なことは，歩行者・自転車・自動車が安全に交差点を渡れることです。やれる

ことを探してみてください。是非よろしくお願いいたします。なお，この要望は本年

で２年目です。※交差点制御器№２７－０３６ （下新田） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

所管である取手警察署に歩行者用信号機，横断歩道設置の要望をいたしましたが，

道路の形状等により，車両の停止場所等が確保できないこと等から，横断歩道を引く
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ことが困難であり，歩行者用信号機は設置できない旨の回答を受けております。また，

歩行者用信号機，横断歩道設置のために御提案をいただきましたが， 

① 市道３０９３号線（スズキアリーナ裏）の進入禁止ですが，地域の方の日常の生

活を支える道路であり，また，火災等が発生した際の車両の進入など，この道路を閉

鎖すると非常に影響があると考えておりますので，現在，この道の杭による進入を防

ぐことは考えておりません。 

② 横断歩道用の道路表示幅の原則はありますが，状況によっては規格の変更は可

能と伺っています。その場合でも，停止線の問題が解決できない現状です。 

 

５．小学生の通学路における防犯カメラの増設をお願いしたい。 （土塔本町） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

現在，守谷市では１５９台（市内交差点１４３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。防犯カメラの設置につきましては，管轄の取手警察署と

の協議に基づき，主要となる道路，交差点，通学路，公園等を中心に犯罪抑止に効果

的な場所を選び設置しております。 

なお，本年度は，当初設置した防犯カメラの重要箇所の更新を優先し事業を進めさ

せていただきますが，引き続き，防犯パトロールや地域の見守り運動の啓発により，

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。 

また，自治会で設置する防犯カメラに対し補助金を支出している市もあるような

ので，今後，自治会等での防犯カメラ設置について，管理を含め，他市の状況を踏ま

え，研究させていただきます。 

 

６．① 松風公園とけやき台中学校をつなぐ幸福の道の陸橋階段のタイル割れ・剥が

れがあり危険です。修繕をおねがいします。 

② 松風公園とけやき台中学校の間の道路が暗く，街灯が木に隠され暗いため，歩行

時や自転車で通る際が心配です。街灯の追加等，安全策の御対応をお願いしたいです。 

（けやき台六丁目） 
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【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

② 原因が樹木（街路樹，学校樹木）により街灯が覆われているためであり，建設課・

学校教育課に相談し，樹木剪定の後，現地を確認のうえ，街灯の追加について対応を

検討させていただきます。 

【回答：建設課 管理グループ】…Ｐ３７に掲載。 

 

７．市道４３４９線の安全対策について 

市道４３４９号線（イオンタウン守谷から松ケ丘郵便局までの道路）ですが，白線

がかすれ事故の恐れがあります。通学路にもなっており，子どもたちの安全のために

も対策をお願いいたします。また，ゾーン３０表示の明確化をお願いします。 （松

ケ丘一丁目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

ゾーン３０のエリア内における路面塗装については，劣化状況を確認させていた

だきました。エリア内の修繕を実施するためには，費用が高額となるため，次年度に

予算化し改修工事を行います。御理解・御協力をお願いいたします。 
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８．看板の色褪せ 

 松ケ丘郵便局駐車場裏の看板が色あせて見えなくなっております。撤去又は交換

してください。 （松ケ丘一丁目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

現地を確認し，御指摘のところを把握いたしました。今後，新たな看板を設置いた

します。 

 

９．そよかぜ公園と公園横のごみ置き場への防犯カメラ設置について 

公園近辺は街灯の明度も低く，治安に不安があります。犯罪抑止のために防犯カメ

ラの設置をお願いします。また，公園横のごみ置き場は不法投棄が多く，町内会でも

対策を講じておりますが，解決に至っていない状況です。ルール順守の啓発になると

考えますので，防犯カメラの設置をお願いします。 （松ケ丘一丁目） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

公園周辺の防犯灯につきましては，現地を確認のうえ対応させていただきます。防

犯カメラの設置につきましては，管轄の取手警察署との協議に基づき，主要となる道

路，交差点，通学路，公園等を中心に犯罪抑止に効果的な場所を選び，設置しており

ます。  

また，自治会で設置する防犯カメラに対し補助金を支出している市もあるような

ので，今後，自治会等での防犯カメラ設置について，管理を含め，他市の状況を踏ま

え，研究させていただきます。 

 

 

「空き巣にご用心」の看板 
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１０．道路標識の交換について 

松ケ丘１－１８－２宅前の横断歩道の標識ですが，根本が錆びており，強度に不安

があります。調査の上，改修お願いします。 （松ケ丘一丁目） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

標識について，所管である取手警察署に修繕を依頼いたしました。現地を確認の上，

修繕について検討するとの回答がありました。 

 

１１．防犯カメラの設置は行っていると存じますが，今般の様々な事故，犯罪等が多

発している中で，設置台数の増設，設置場所のご検討をお願いいたします。松ケ丘５

丁目では松ケ丘小学校の交差点に設置してあるだけでしょうか。 （松ケ丘五丁目） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

 現在，守谷市では１５９台（市内交差点１４３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。防犯カメラの設置につきましては，管轄の取手警察署と

の協議に基づき，主要となる道路，交差点，通学路，公園等を中心に犯罪抑止に効果

的な場所を選び設置しております。 

なお，本年度は，当初設置した防犯カメラの重要箇所の更新を優先し事業を進めさ

せていただきますが，引き続き，防犯パトロールや地域の見守り運動の啓発により，

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。 

「松ケ丘小学校交差点」以外にも防犯カメラは設置しておりますが，設置場所につ

いては，防犯情報悪用のおそれがあるためお教えすることができません。御理解のほ

どお願いいたします。 

また，自治会で設置する防犯カメラに対し補助金を支出している市もあるような

ので，今後，自治会等での防犯カメラ設置について，管理を含め，他市の状況を踏ま

え，研究させていただきます。 

 

１２．災害避難場の食糧，水などの備蓄は何日分ありますか？防災準備の一環として

各自治会へ周知いただけますようお願いいたします。 （松ケ丘五丁目） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

各避難所にある備蓄品については，食糧等（３日分），飲料水（３日分），毛布，乳

児用ミルク，救急品，発動発電機，浄水器等の災害時生活するためのものが入ってお

ります。細部内容及び数量については，別添の資料（Ｐ２６に掲載）にて御確認くだ

さい。今後とも充実向上を図って行きたいと思います。 

 また，周知の方法については今後研究して行きたいと思います。 

 

１３．松ケ丘中学校～松ケ丘小学校間の南側歩道の防犯灯が少なく，子供が部活帰り

などで暗い中を帰宅するのは危険と思われますので，増設の検討をお願いいたしま

す。 （松ケ丘五丁目） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 
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防犯灯設置につきましては区長要望となっていますので，設置希望箇所を地図に記

し，要望書を交通防災課まで御提出ください。また，市内中学校の部活動は，防犯，

交通事故防止のため，極力，明るいうちに帰すことが原則となっていることを教育委

員会で確認させていただきました。 

 

１４．美園北自治会としては，避難場所を郷州小学校としました。住民への浸透を図

るため，守谷市発行のハザードマップの避難場所の変更を願います。 （美園北） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

「守谷市ハザードマップ」に記載してあります避難所の地区は，最寄りの避難所の

目安として地区ごとに示しているものです。 

現在，各地区において「まちづくり協議会」が設立され，防災についても協議がな

されることが想定されますので，今後，その協議結果等も加味し改訂を考えたいと思

います。美園北自治会として，郷州小学校に避難所を変更して使用することについて

は，ハザードマップの改訂まで，美園北自治会において郷州小学校への避難の周知徹

底をよろしくお願いします。 

 

１５．大野小学校の前の道路が整備され，取手方面や松ケ丘方面から来た大型車が野

木崎方面に多く見られるようになりました。野木崎方面は道幅が狭く危険だと思い

ます。手前の交差点で右折を促すような看板の設置などはできないでしょうか。また

３０Ｋｍの速度規制区間にも関わらずスピードを出し過ぎている車が多いので，パ

トロールによる取り締まりもお願いします。 （根崎） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

 交通規制に係る看板及び速度取締については所管である取手警察署に要望いたし

ます。また，大型車の通行注意等の注意啓発の看板につきましては，効果的な場所を

含め，検討させていただきます。 

 

１６．河島ギアから常総公園に通じる道路が抜け道になっています。その際，スピー

ドを出している車が多くみられます。ゆっくり走るような対策や一般車が通行でき

ないようにはできないでしょうか。 （根崎） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

 現場を確認し，「スピード落とせ」等の路面標示等を実施し対応いたします。 

 

１７．交差点の一時停止線が消えてしまっている場所が多い。危険なので塗り直しを

お願いしたい。 （中坪） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

所管である取手警察署に路面標示等の修繕を要望いたします。 

 

１８．特に朝夕の通勤通学の時間帯に町内を走り抜ける車両が多く，住民の安全に対
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して不安があります。住民からも対応を望む声が多く，ここ数年の課題となっており

ます。 

（１）朝の時間帯 

立沢公園北側からの車両が，下の地図で示す矢印で新守谷駅方面へ抜けていくこ

とが多い。要因は，地図中で示すＡの信号が感応式であるのに対し，Ｂの信号が普

通のタイプであるため，Ａの信号よりＢの信号で待つ方が短時間で通り抜けられる

ためである。よって自治会としては以下の対応をお願いしたい。 

 ①Ａの信号を感応式ではなく，普通の信号にする。 

 ②Ｂの信号を感応式にする。 
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（２）夕方の時間帯 

車両の流れは朝と逆であるが，同様に下の地図の矢印で町内を走り抜ける車両が

多い。要因としては，Ａの信号に右折用に矢印信号が無く，右折レーンに車両が滞

留してしまうことである。Ｂの信号の手前からその滞留している様子が見えるため，

Ｂの信号を右折する車両が多くなってしまっている。よって対策としては，Ａの信

号に右折用の矢印信号を設置して，右折レーンの滞留を解消することが有効と考え

る。 （久保ケ丘一丁目） 
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【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

朝夕の時間帯に現場等の確認を行いました。現状を所管である取手警察署に報告

し，信号機の改良等を要望いたしましたので御理解・御協力をお願いします。 

 

１９．歩道橋（遊歩道）の電灯切れの対応を教えてください。また，電灯の点灯時刻

に統一性が無いのはなぜですか。 （薬師台一丁目） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

遊歩道灯の球切れにつきましては，お手数ですが交通防災課へ４桁の管理番号の連

絡をお願いします。連絡受付後，業者に修繕を依頼し，点灯まで一週間程度要します。 

  また，遊歩道灯の点灯時間につきましては，照度感知器により管理しているため場

所によって点灯時間に差が出ています。基本的に点灯してから７時間点灯し消灯す

るようにセットしています。 

 

２０．守谷駅の駐輪場について 

昨年も守谷駅で定期利用ができる駐輪場の増設を要望していますが，まだ十分と

はいえないので定期利用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】 

守谷駅の自転車駐車場につきましては，管理運営を（公財）自転車駐車場整備セン

ターで行っております。平成３０年１２月より増設工事を行い，令和元年５月３０日

より２段ラック方式に変更し，収容台数は現行より東西併せて７００台程度増やし

ました。６月現在，定期待ちなどの問い合わせなどはいただいておりません。 

 

２１．避難所，町会，行政の連携について 

昨年度の回答では，避難所運営マニュアルの見直しを考えているとのことであっ

たが，その後の進展状況はどのようになっているのか。また，避難所の鍵は交通防災

課で管理しているとのことであったが，有事で市役所が動けなくても利用できるよ

うにしておく必要があるのではないか。各避難所も体育館にすし詰め状態で利用人

数を算出しているが，高齢者の方や要介護者の方の利用の場合は現実的には今の避

難所の算定利用者の収納は難しいので，避難所や保管備品の見直しをしておく必要

があるのでないか。避難所施設として，学校だけでなく，公民館，市民ギャラリー，

民間の商業施設も含めて予め準備しておく必要があるのではないか。地震や水害だ

けでなく航空機の落下事故等であれば容易にそれらに匹敵する被害が想定されるの

で，まずは，市，避難所施設，自治会を直結ラインで結ぶ連絡体制を作り，避難所周

辺の自治会単位での避難所設置訓練の実施をしていけるような体制作りを進めてほ

しい。 （薬師台二丁目） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

避難所運営マニュアルにつきましては，昨年度から継続して見直しを行っておりま

す。 
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避難所開設時における鍵の所持（保管）につきましては，学校の体育館の場合，授

業を行っている平日・昼間は，各学校の職員室に保管されているものを使用し，休日・

夜間は市役所の生涯学習課に保管されているスペアキーを使用することになります。

災害の種類にもよりますが，避難所を開設する場合は，施設の安全確認を行い使用可

能と判断した場合に使用することになりますので，基本的には市の職員が開錠（開設）

することになります。現在のところ自治会・自主防災組織に開錠をお願いすることは

考えておりません。 

 また，発災当初は体育館での避難者受入れを想定しておりますが，避難者の状況等

により小中学校の教室等の利用や社会福祉施設との協定に基づく避難者の受入も想

定しております。 

 連絡体制については，市災害対策本部から避難所施設を結ぶ連絡系統を試験・訓練

中ですが，避難所に避難して来られた自治会の皆さんの情報を伝達する訓練のため，

自治会等の連絡系統連結は，現在予定しておりませんので御了承ください。 

 なお，今後，多様化する災害に備えて，見直し後の避難所運営マニュアルの実効性

を検証していく予定であり，この検証が確認されたのち，各自治会等の避難所訓練を

検討していきたいと思いますので，御理解・御協力をお願いいたします。 

 

２２．くわがた公園への諸設備の設置要望 

町会のもちつき大会，守谷市防災訓練，自主防災訓練，町内懇親会等の行事を行な

う会場として，子ども会のラジオ体操，地域の子ども達の遊び場や運動の場として利

用している。しかしながら他人数が利用できる場所でありながらトイレがないので，

公園で小さいお子様を遊ばせる親御さんからも要望は強いので是非設置してもらい

たい。 

時計やスマホを持たない子どもたちも安心して遊べるように時計（台）を設置して

もらいたい。子どもに時間を帰宅時間の指定が可能になる。また，時計と合わせて帰

宅勧奨メロディや帰宅勧奨メッセージや犯罪防止に向けた注意喚起メッセージを放

送できる設備を設置してほしい。 

実際に不審者に遭遇した事例もあり，子ども達が集まる場所なので防犯カメラを

公園にも防犯カメラを設置してもらいたい。  （薬師台二丁目） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

 現在，守谷市では１５９台（市内交差点１４３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。防犯カメラの設置につきましては，管轄の取手警察署

との協議に基づき，主要となる道路，交差点，通学路，公園等を中心に犯罪抑止に効

果的な場所を選び設置しております。なお，本年度は，当初設置した防犯カメラの重

要箇所の更新を行うため新たな防犯カメラの設置予定はありませんが，引き続き，防

犯パトロールや地域の見守り運動の啓発により，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。今後は，自治会で設置する防犯

カメラに対し補助金を支出している市もあるようなので，今後，自治会等での防犯カ
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メラ設置について，管理を含め，他市の状況を踏まえ，研究させていただきます。 

 

また，御要望にあります「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ては，過去の

大災害等を受け検討を行っていましたが，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）や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，設置は考えておりません。 

【回答：建設課 管理グループ】…Ｐ４１に掲載。 

 

２３．「取手警察署の早期移転（守谷市寄り）」による犯罪抑止 （薬師台ひかる野） 

【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，御理解のほど，お願いいたします。 

 

２４．交通量の少ない箇所の信号を廃止し，ランドアバウト化する。 （薬師台ひか

る野） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

茨城県警に確認したところ，新規でランドアバウト等の予定はない等の回答があ

りました。ランドアバウトについては，既存の建物等を取り壊し，交差点を広くつく

らざるを得ないため，信号機の改修と比べると費用が高額であることから設置はし

ないとのことです。 
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≪別紙≫松ケ丘小学校 防災倉庫備蓄品一覧 

品名 数量 説明 

浄水機（台） 1 
処理量：2t 

（１時間あたり 2ｔの水を濾過） 

飲料水(本） 4,848 ペットボトル １本 500ｍｌ 

おかゆ（袋） 200 1袋＝230グラム 

ライスクッキー（個） 2,160 1個＝8 枚入（48グラム） 

粉ミルク（ほほえみ） 7 1缶＝800グラム 

粉ミルク（E赤ちゃん） 2 1缶＝800グラム※アレルギー対応 

発電機本体（ガソリン） 1 
ガソリン使用 燃料満タン時運転時間約

6時間 

ガソリン缶 8 1L缶，じょうご・缶切付，3 年間保存 

発電機本体（軽油） 1 
軽油使用 燃料満タン時運転時間約 18

時間 

軽油缶 8 1L缶，じょうご・缶切付，3 年間保存 

発電機（軽油）用バッテリー 1   

仮設トイレ 3 シクレット AK 型 便そう容量 470L 

取り替え便そう 3   

マンホール設置型トイレ 1 エペットさん 

クリーントイレ(箱) 2 ビニールシート 9枚，凝固シート 9 枚 

装着型簡易トイレ(箱) 3 
1箱＝100回分，1回ごとに凝固消臭材を

ふりかけ固め，使用後は焼却処分が可能。 

救急箱 7 災害多人数用救急箱（約 20 人用） 

オキシドール（消毒液） 12   

哺乳瓶（本） 50 1本（240ml） 

チェーンソー 6   

混合ガソリン缶（チェーンソ

ー用）（本） 
12   

懐中電灯 2 単 1乾電池 4本使用 

電池＜単 1＞（本） 8   

多機能ライト 1 単 1乾電池 4本使用 

電池＜単 1＞（本） 4   

サイレン付きメガホン 2 単 3乾電池 8本使用 

電池＜単 3＞（本） 16   

衛生用品（生理用品） 2 
1 箱＝12 パック入り（1 パック 80 個入

り） 

衛生用品 3 1箱＝1 パック 12ロール入り×8パック 
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（トイレットペーパー） 

衛生用品（紙おむつ） 4 1箱＝1 パック 47枚入り×4 パック 

ハロゲン照明灯 1 110V 300W 完全防水 

スコップ 20   

ビニールシート 13   

万能はさみ 6   

毛布（枚） 600 140cm×190cm 

折りたたみ式リヤカー 1 浄水機設置箇所のみ 

トラロープ 1 200m巻 

ジャッキ 6   

バール 12   

ノコギリ 6   

とび口 6   

大ハンマー 6   

ナタ 6   

かまどセット 1   

水入れパック 200 
1枚（10L）手提げ付 

(水道事務所で一括管理中） 
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生活環境課に関する質問・要望 

 

１．城址公園に放射線量の注意書きがありますが，現状はどうなっているのでしょう

か。まだ注意すべき量なのでしょうか。 （城山） 

【回答：生活環境課 環境・廃棄物グループ】 

市内の公園や幼児・学校施設の放射線量につきましては，定期的にモニタリングし，

測定した結果を市ホームページで公表しております。なお，測定結果はいずれも環境

省の除染対象基準未満（０．２３μＳＶ／ｈ）となっております。 

【回答：建設課 管理グループ】…Ｐ３５に掲載。 

 

２．プロムナード水路の放射線量についての看板の放射線データは設置以来更新さ

れていない。定期的な値の更新と今後の除染計画について具体的に開示してほしい。 

（ひがし野） 

【回答：生活環境課 環境・廃棄物グループ】 

平成２４年度の除染計画策定当初から民地や小中学校・公園・幼児施設等につい

ては除染に関する指針が示されておりましたが，プロムナード水路の除染につきま

しては，指針は示されておらず，現在に至っております。 

なお，水路内の放射線量につきましては，幼児施設や学校や公園と同様に定期的

にモニタリングしており，市ホームページで公表しておりますので，御参照くださ

い。 

【回答：建設課 管理グループ】…Ｐ３６に掲載。 

 

３． 定期的な雑草の刈取りについて 

松ケ丘一丁目２５区画の一部は雑草が歩道にはみ出し通行の邪魔となっています。

また，通行人のごみ捨て場となり，街のイメージダウンとなっています。定期的な雑

草の刈取りをお願いします。また，刈り取った雑草がその場に放置されたことがあり

ます。刈り取った後の雑草回収の注意喚起をお願いします。 （松ケ丘一丁目） 
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【回答：生活環境課 環境・廃棄物グループ】 

空き地の雑草の草刈りにつきましては，現地を確認後，土地所有者に対して通知し

ます。 

また，刈り取った草の放置につきましては，場所等を御一報いただければ，土地所

有者に対して通知しますので，生活環境課へ御連絡ください。 

 

４．ごみ置き場標識の色あせについて 

「ルールを守りましょう」と管理ナンバーが掲示されておりますが，色あせしてお

りますので交換をお願いします。また，曜日ごとの収集内容の掲示があればマナー遵

守の啓発にもつながると考えますので，検討お願いします。 （松ケ丘一丁目） 

【回答：生活環境課 環境・廃棄物グループ】 

ごみ集積所の標示板につきましては，該当する集積所の場所を御連絡いただけれ

ば交換いたしますので，生活環境課まで御連絡ください。 
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また，曜日ごとの収集内容の掲示に関しましては，もりやクリーンカレンダーを掲

示していただくことが可能ですが，ラミネートしたカレンダーには数に限りがござ

いますので，ごみ置き場の場所や数等を生活環境課へ御相談ください。 

 

５．美園南地区では近年，梅作公園から利根川河川土手の付近に捨て犬，捨て猫が多

数見受けられ，近隣住民の方の迷惑となっており不妊手術や飼い主探しなどをし，保

護できるものもありますが後を絶たない現状となっているため，「動物の遺棄は犯罪

です！」などの動物遺棄を抑制するための立て看板設置の要望があがっております。

（美園南） 

【回答：生活環境課 環境・廃棄物グループ】 

利根川の土手は国土交通省守谷出張所の管轄になりますので，貴自治会からの要

望をお伝えします。 

なお，梅作公園に看板の設置を検討いたします。設置の際には，御相談させていた

だきますので，よろしくお願いいたします。 

 

６．猫の餌が袋にまとめて人の家の前に捨ててある等，ごみのポイ捨て，犬のふんの

放置も多くみられる。その対策として，条例違反等の立て看板を設置しけん制してほ

しい。 （美園北） 

【回答：生活環境課 環境・廃棄物グループ】 

詳しい場所等を御連絡いただけましたら，現地を確認し設置いたします。 

 

７．ごみ出し関連で，町内会員以外の方へのごみカレンダーの配布・行政指導はどう

なっているのか。ごみ置き場へのカレンダー設置は。 （薬師台一丁目） 

【回答：生活環境課 環境・廃棄物グループ】 

町内会員以外の方への「もりやクリーンカレンダー」の配布につきましては，希望

された方には戸別配布しており，集合住宅や賃貸住宅につきましては，管理会社等を

通して配布しております。 

また，ごみ出しの指導につきましては，出し方が悪い場合等に出されたごみを確認

し，指導しております。さらには，各町内会・自治会から推薦された方を市が委嘱す

る「廃棄物減量等推進員」が立哨指導を行う等の対応を行っております。 

なお，ごみ置き場へのカレンダー設置につきましては，もりやクリーンカレンダー

を掲示していただくことが可能ですが，ラミネートしたカレンダーには数に限りが

ございますので，ごみ置き場の場所や数等を生活環境課へ御相談ください。 
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社会福祉課に関する質問・要望 

 

１．４月２５日の自治会への配布文書等について要望いたします。もりや広報・体育

協会・防犯パトロールその他日本赤十字協力金・社会福祉協議会会費の納入依頼文書

また、それに関するパンフレット等多くの文書・パンフレットなどが、４月２５日広

報と一緒に配布するよう求められます。（毎年のことです）配布することには、やぶ

さかではありませんが、募金と一緒に配布することには、少なからず疑問を持ちます。

募金の署名が、他の文書等の下に隠れてしまいます。特に今回のような連休にかかる

ような時には、署名せずに次の人に回覧することが多いと思われます。前もって時期

が分かっているので依頼書のみを早めにお送りください。 （薬師台三丁目） 

【回答：社会福祉課 社会福祉グループ】 

 日本赤十字社の募金に関する配布文書等につきましては，毎年３月末に日本赤十

字社茨城県支部から送付され，市内の障がい者福祉サービス事業所において仕分け，

梱包が行われた後，守谷市に納品されます。そのため，配布物を自治会・町内会の皆

様にお届けできるまで一定期間を要すること，また，５月１日から全国展開される日

本赤十字運動月間に合わせて周知を図る観点から，４月２５日に配布をしておりま

す。お手数おかけいたしますが，御理解と御協力をお願いいたします。 
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児童福祉課に関する質問・要望 

 

１．「保育園の増設」（難しければ既存施設の拡張） （薬師台ひかる野） 

【回答：児童福祉課 保育グループ】 

当市の保育所等の設置状況としては，平成３１年４月１日現在，認可保育所が１２

箇所，認定こども園が２箇所，小規模保育事業所が３箇所の計１７箇所となっており

ます。 

今年度中に２園の開所を予定しておりますが，開所時期については，「（仮称）東進

ワールドキッズ守谷」は今年８月に開所が決定しており，大柏地区に建設を予定して

いる「（仮称）ｍｏｍなないろ」は，建設に向けて準備を進めているところです。 

さらに，今年５月には，１８０人以上の保育の受入れを確保するため，令和３年４

月までの開所を目指し，民間保育所設立運営事業者を募集しており，今後，事業者を

決定する予定となっております。 

既存事業所に対しては，定員どおりの児童受入が可能となるよう，保育士等確保支

援策として，保育人材就職支援事業を継続するとともに，労働環境の改善につながる

施策や新規採用職員に対する新規支援策を実施します。また，既存施設の定員の増員

については，引き続き要請していく予定です。 

 市では，子育て支援施策に関する総合的な計画である「守谷市子ども・子育て支援

事業計画」において，保育が必要な児童数を勘案し，毎年，数値を見直しております。 

現在，「第２期守谷市子ども・子育て支援事業計画」の策定作業を進めており，今

年１月に実施したニーズ調査結果を踏まえ，保育の見込み量を算定し，令和２年度か

ら５年間の新たな民間保育所の公募を行うタイミングや定員，施設の種類や規模等，

詳細について調査している状況です。 

市としましては，今後も女性の社会進出等の背景を考慮し，共働き世帯の増加が見

込まれることから，慎重に保育ニーズを把握するとともに，保育環境の整備に努めて

いきたいと考えております。 
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保健センターに関する質問・要望 

 

１．母子推進委員さんを地区から出すのが難しいです。地区的に出産する方は多いが，

推進員になれる年代の方が少ないです。ほぼボランティアの割には仕事内容が多く，

内容を見て見送る方もいらっしゃいました。あそこまでの内容であれば，もっと専門

的資格を持った方を仕事として採用していただくことを検討してもらいたいです。  

（松並青葉東） 

【回答：保健センター 母子保健グループ】 

母子保健推進員は，地域で安心して妊娠・出産・子育てができるよう，訪問活動や

同年代のお子さんを持つお母さんの交流の場の提供などの活動を行っています。特

に専門的な知識は必要なく，自身の妊娠，出産及び子育て経験などを基に，同じ地域

に暮らす妊産婦の身近な相談相手となっていただき，一人で悩んだり，孤独な子育て

とならないよう見守っていただくことを主な目的としています。また，活動を通して

気になる親子や専門的な相談については，保健センターの保健師に繋いでいただく

など，赤ちゃんを持つお母さんと行政のパイプ役を担っていただいています。 

御指摘いただきましたように，母子保健推進員の選出に当たっては，区長の皆様を

はじめ，様々な方々に御尽力いただいており，選出に苦慮する地域もございます。 

一方で，母子保健推進員をされている皆様からは，「赤ちゃんという宝を通して素

敵な出会いがある」，「買い物をしている時，こんなに大きくなりましたと赤ちゃんを

抱いたママに声をかけられることもあり，嬉しさとやりがいを感じる」，「お母さん方

と話をすることも楽しいし，赤ちゃんの顔を見ているだけでこちらも幸せな気分に

なれる」等，やりがいがあるという声が多く聞かれます。 

今後の選出に当たりましては，このような声を紹介しながら，母子保健推進員活動

の理解を深めていただけるよう努力して参りますので，今後とも御理解，御協力の程

お願いいたします。 

 

２．守谷市には産婦人科医院が少ないので誘致してほしい。 （美園北） 

【回答：企画課 企画・統計グループ，保健センター 母子保健グループ】 

 守谷市には，診療科目に産婦人科を持つ病院及び診療所や助産院が３箇所あり，

また周辺の取手市，柏市には，合計８箇所の病院及び診療所が設置されておりま

す。 

こうした状況の中，市では産婦人科医院の誘致を行ってはおりませんが，今後も

状況把握に努めてまいります。御理解いただきますよう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 

 

１．４月からモコバスの経路と運行時刻が変更になりました。朝の通勤に利用してい

た者にとっては若干不便です。郵便局前から乗っていた「常連」３名のうち，一人は

利用しなくなりました。ルート変更により，みずき野方面から乗る乗客が一時増えた

ようですが，１ヶ月経った段階では７時台のバスの乗客は６～７人です。ダイヤ変更

前は１０人前後乗っていたと思いますので，利用客の要望を直接聞く機会を設けて，

最適のダイヤを用意していただけるよう御検討ください。 （つくし野） 

【回答：都市計画課 まちづくりグループ】 

 今回の再編は，「空気を運んでいる」と言われるようなモコバスを見直すために，

なるべく少ないバス路線で，効率性の高い路線に移行できるよう，１ルートにつき１

人の運転手での運行を実証実験として運行しております。 

また，地域によっては大幅な減便や路線の廃止等の御不便をおかけいたしますが，

利用者様の御意見，御要望に関しては随時受け付けておりますので，１年間の実証実

験の中で集計した利用実態や御意見，御要望を基に，守谷市内の全体的なバランスを

配慮しながらダイヤ等の見直しを図ってまいります。 

今後とも守谷市の公共交通について，御理解・御協力をお願いいたします。 

 

２．美園循環バスの路線変更について，モコバスの廃止に伴い，利便性を補充するた

めに東回り（守谷駅北口から国道２９４号経由）と西回り（ふれあい道路経由）とす

るなど，関東鉄道と交渉してほしい。市役所，イオンタウンなどの停車する路線も増

やす検討してほしい。 （美園北） 

【回答：都市計画課 まちづくりグループ】 

令和元年６月５日，運行会社であります関東鉄道(株)へ，路線バスの美園循環路線

変更について，要請（要望）しました。 

 回答といたしましては，現在，路線の変更や路線を増やすことは難しく，利用の多

い路線（ふれあい道路経由）の現状を維持していきたいと考えているとのことであり

ましたが，必要に応じて協議を行ってまいります。 

  

３．「守谷駅前（高架下）駐車場の拡大」（保育園に車で預けて通勤するケースが多い 

（薬師台ひかる野） 

【回答：都市計画課 まちづくりグループ】 

 守谷駅周辺のつくばエクスプレス高架下につきましては現在，鉄道施設や駐輪場，

商業施設等で利用をしておりますが，土地所有者であり，つくばエクスプレスの運営

会社であります首都圏新都市鉄道(株)へ確認したところ，現時点での駐車場の整備

の予定はありませんが，今後の利活用については駐車場も含め様々な用途で検討中

との回答でありましたが，今後も高架下利用について協議を行ってまいります。 
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建設課に関する質問・要望 

 

１．交通災害・防止について 

① ６丁目バス折り返し所からみずき野郵便局への郷州沼崎線の坂道は，平素より

スピードが出やすく，坂下は信号機の無い十字路で甚だ危険な状況です。また，東京

鉄骨橋梁付近の道路拡張・延伸が進めば，通過車両が増えて危険度が増すことは容易

に推測されます。付近の調査と適切な対応をお願いいたします。 

② ①と関連して，柏・つくば線（いちょう通り）と交差する「みずき野郵便局」交

差点も，同様に将来車両の往来が増加いたします。例えば，歩車分離信号にする等の

御検討をお願いします。 

③ 郷州小学校正門前のＴ字路は，いちょう通り側が狭く，柏方面からの右折車が道

を塞ぎ，渋滞になることもあります。道路拡張などの施策は可能でしょうか。御検証

をお願いします。 （みずき野） 

【回答：建設課 管理グループ】 

③ 市道１０３号線に，右折レーンを設けることについては，現道幅員内での対応が

できる場合もありますが，その場合，植栽帯を移設・撤去することなどが必要となる

ため，地区の皆様方の御意向を確認させていただきたいと考えております。また，警

察との協議も必要になりますので，今後右折レーン設置について皆様と御協議して

いきたいと考えておりますので，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】…Ｐ１３に掲載。 

 

２．城址公園に放射線量の注意書きがありますが，現状はどうなっているのでしょう

か。まだ注意すべき量なのでしょうか。 （城山） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 城址公園の放射線量の定点測定を年２回定期的に実施しております。４月１２日

の計測結果は，地表面から５０ｃｍの位置で０．０６μＳＶ／ｈ，地表面では０．０

８μＳＶ／ｈとなっており，環境省の除染対象基準未満（０．２３μＳＶ／ｈ）とな

っております。水辺付近では，一部放射線量が環境省の基準値を上回っている箇所も

ありますので，立入禁止にしております。 

なお，計測結果は守谷市のホームページにも掲載しております。 

【回答：生活環境課 環境・廃棄物グループ】…Ｐ２８に掲載。 

 

３．城址公園沿いの道路（通学路）にかかる草を定期的（頻度を上げて）に除去して

もらえないでしょうか。 （城山） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 御要望のありました城址公園沿いの道路付近の草刈は，委託業者により年４回（５

月，７月，９月，１１月）実施しております。 
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 「頻度を上げて」という御要望ですが，通行に支障をきたす場合には，お手数でも

御連絡をいただければ，道路管理者により随時対応いたします。 

 

４．当町会に隣接する市道では野鳥が多く，集団で電線に停まっている下には鳥のフ

ンが多く道路にこびりついているところがあります。これは道路に犬猫の死骸があ

るのと同様，市の担当部局が清掃すべきものと思われます。お願いすれば道路の清掃

をしていただけるのでしょうか。 （つくし野） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 現在守谷市では，鳥のフンによる道路清掃は実施しておりませんが，通行に支障が

あるようであれば御連絡ください。状況を確認し対応いたします。 

 また，東京電力と対策について，協議して参ります。 

 

５．プロムナード水路の放射線量についての看板の放射線データは設置以来更新さ

れていない。定期的な値の更新と今後の除染計画について具体的に開示してほしい。 

（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（ひがし野１丁目），中間（ひ

がし野トンネル付近），下流（城址公園付近）の３箇所において，右岸，左岸，底部

の合計９箇所を平成２６年度から年２回定期的に測定しています。測定結果は現地

に設けた３箇所の掲示板のデータの更新及び守谷市のホームページに掲載しており

ます。 

当初より放射線量は低下しているものの，上流部と中間部の川底部で基準値を下

回らない状況であるため，現在も立ち入り禁止措置をとらせていただいております。 

【回答：生活環境課 環境・廃棄物グループ】…Ｐ２８に掲載。 

 

６．松並青葉地区から黒内小学校への通学路について 

松並青葉地区から黒内小学校へ通う児童が増加しており，通学路の下記の箇所で

危険を感じるとの声を多く聞きます。今後，松並青葉地区から通学する児童が更に増

加する。守谷中学校に自転車で通学する生徒も同様に増加することが予想されるた

め，通学路の安全対策（歩道の拡幅，歩道橋の設置等）をお願いしたい。 

・海老原踏切の歩道部が狭い 

・北園交差点で信号待ちができるスペースが狭い 

・海老原踏切から北園交差点間の歩道が狭い （松並青葉西） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 御指摘の通学路は，県道野田牛久線で県の竜ケ崎工事事務所の管轄となっており

ます。そのため，竜ケ崎工事事務所に確認したところ，以下の内容で回答がありまし

た。 

県道野田牛久線における「海老原踏切内の歩道拡幅」や「北園交差点の歩行者溜り
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拡幅・歩道橋設置」の計画はございません。また，「海老原踏切から北園交差点間の

道路拡幅（立体交差化）」については，現時点での事業化の予定はございません。 

しかしながら，これまでも踏切内の安全性向上に関する御要望をいただいており

昨年度には関東鉄道との協議・調整を踏まえ，踏切内歩道部に設置された鉄道施設

の移設を行うことで，歩行者通行帯の有効幅員を広げました。また，一昨年度には

北園交差点付近の歩行者溜りや歩道の一部において，既設の歩車道境界ブロックに

加えて「車両用防護柵（ガードパイプ）」を新たに設置して，歩道利用者の安全性

向上に努めたところでございます。地域住民の皆さまにおかれましては，歩道内で

は自転車を押して通行していただくなど，安全に道路を御利用いただきますようご

協力お願いいたします。 

 守谷市としても，引き続き安全確保に向けた要望をして参ります。 

 

７．① 松風公園とけやき台中学校をつなぐ幸福の道の陸橋階段のタイル割れ・剥が

れがあり危険です。修繕をおねがいします。 

② 松風公園とけやき台中学校の間の道路が暗く，街灯が木に隠され暗いため，歩行

時や自転車で通る際が心配です。街灯の追加等，安全策の御対応をお願いしたいです。 

（けやき台六丁目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答：建設課 管理グループ】 

① 現地を確認いたしました。一部タイルの割れや剥がれが見受けられましたので，

補修いたします。 

② 現地を確認いたしました。一部街路樹（桜）の枝が街灯に掛かっている状況が見

受けられましたので，枝の除去を実施します。 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】…Ｐ１６に掲載。 
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８．遊歩道・けやき台中裏門前と松風公園を結ぶ太鼓橋（陸橋）の始まりと終わりの

部分の側溝には土がいっぱい。大雨が降るとそこは大きなプールになり，歩行が困難

に。水はけも悪く雨が止んでもしばらく水たまりは残ります。ちょうど低い土地でも

あり，水が集まり流れてくる場所なので，側溝に土が溜まりやすいのでしょう。対策

はないでしょうか。 （けやき台六丁目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答：建設課 管理グループ】 

 現地を確認いたしました。土砂が堆積している側溝につきましては，側溝清掃を実

施します。また，水溜りについては，原因を調査し対応いたします。 

 

９．そよかぜ公園への時計設置 

 たくさんの子ども達が毎日遊んでおりますが，時計がなく不便を感じております。

帰宅時間の把握のためにも，時計の設置をお願いします。 （松ケ丘一丁目） 

【回答：建設課 管理グループ】 

公園への時計設置につきましては，公園利用者が比較的遠くから集まるような大

規模な公園，例えば松ケ丘公園，けやき台公園，立沢公園などに設置しており，そよ

かぜ公園等の比較的小規模な公園につきましては，御近所の皆様の御利用を想定し

た公園ですので，時計を設置していない状況ですので御理解ください。 

 

１０．松ケ丘小学校前の歩道に設置してある点字ブロックは破損・角の浮き等があり，

子供や今後増加するシニアの転倒などの事故につながる可能性があります。継続的

なチェックと改善をお願いします。 （松ケ丘五丁目） 

【回答：建設課 管理グループ】 
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 現地を確認いたしました。剥がれや破損が数カ所で見受けられましたので，早急に

補修します。なお，今後もお気付きの点がございましたら，お手数でも御連絡くださ

い。 

 

１１．けやき台公園で遊ぶために公園脇にクルマを停めていたら，駐車違反の切符を

きられた。公園付近に公園利用者のための無料駐車場を作って欲しい。 （美園北） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 市内で駐車場が設置されている公園は，野球場やテニスコート，鑑賞施設が併設さ

れ，滞在時間が長い公園のみとなっております。お手数ですが，隣接する南守谷野球

場の駐車場を御活用ください。 

 

１２．道路白線の再塗装要望 

①洋菓子あおい前交差点の横断歩道，その周辺の道路及び，カワチ薬局までの道路 

②乙子交差点の白線黄線が消えかかっている。右折ラインにいるときに対向車とぶ

つかりそうになることもある。 

③バス通りの舗装が弱ってきているので，打ち直してほしい。白線，止まれの文字も

消えている。あおい方面から焼肉さかいに曲がる交差点。交差点付近の家がゆれる。

（美園１－１６－１０前道路） （美園北） 

【回答：建設課 管理グループ】 

① 道路の白線につきまして，現地を確認し状況がひどい箇所から順次対応してい

きます。また，「止まれ」や「横断歩道」の路面表示については，交通規制等が伴い

警察の所管となりますので，交通防災課から警察へ依頼をしております。 

② 茨城県管理となっておりますので，対応をお願いして参ります。 

③ 現地を確認し，クラック等が生じている場合は，クラック注入材等で対応してい

きます。また，損傷が酷い場合には，スポット補修を行い，年次計画で全体補修を実

施して行きます。 

 

１３．街路樹の整備及び選定についての疑問と要望 

守谷市には数多くの道路が整備され，そこに数多くの街路樹が植えられていて，杜

多き街として優れた事業だと評価はしているのですが，現状を見てみると，植えられ

ている樹木の選定が誤っているのか，極めて短時間に整枝作業等が行われており，落

ち着いて緑陰を味わう時間が殆どない感じがします。また街路樹としての植樹の種

類に大木となるものが多く，その植樹間隔も狭小であり，樹木の将来を見越した植樹

とは思えません。見直しが必要ではないかと思います。 

また，特に北守谷地区にある「せせらぎの小路」は優れた発想だと思うのですが，

前述のように樹木は丸裸の時期が多く，かつ下部の小路なるものが全くでたらめに

整備されており，高齢者やベビーカーなどの利用者が，緑陰を求めて散歩等をしよう

としてもそれが不可能な状態となっています。これではせっかくのアイディアが全



40 

 

く活かされていないのではないかと思われ，改善を求めたいと思います。 （御所ケ

丘二丁目） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 守谷市の多くの公園や街路樹（遊歩道を含む）は，大規模宅地開発の造成時に伴い

造られ，その後，市に移管されたものが殆どです。当時のコンセプトは，街路ごとに

特色を持たせるように心掛け，樹種の配置計画をしております。御指摘のとおり，当

初は全て高木になる樹種で植樹されております。 

 植栽後，３０年以上が経過し，その間，けやきの間引きやプラタナスの木からハナ

ミズキへ樹種の変更等をしております。 

 なお，剪定については，落葉や害虫，枝の接触等，様々な問題が発生していること

から，周辺住民への影響もあり，定期的に行って維持しているのが現状です。 

 現在の宅地開発においては，施工者に対して，大型樹木の本数を減らしたり，間隔

の拡張，落葉や害虫の発生し難い樹木の選定をお願いする等，市としても改善を図っ

ているところです。 

 また，せせらぎの小路は，守谷市とつくばみらい市が３年交代で管理しており，樹

木の剪定にあっては，３つのブロックに分けて３ヶ年で一巡するローテーション形

式での剪定を実施して管理しております。施設等の改修等にあっても，守谷市単独の

考えだけでは対応できなく，双方に管理費用の負担も伴うことから，御意見も踏まえ

て，つくばみらい市と協議をし，今後の管理に活かしたいと思います。 

 

１４．つつじ公園の一部を芝生化してほしい 

現在我が自治会では，４月のイベントとしてつつじ公園を利用して「お花見会」を

実施していますが，その際にはブルーシートを砂地の地面に敷いて行っています。こ

れがもし芝生であったならどんなにありがたいことかと切実に実感しているところ

です。市内の幾つかの公園には芝生化されているところもあり，それが可能なのであ

れば，我が自治会内にあるつつじ公園も是非芝生化していただきたいと思います。全

てを芝生化しなくても，メイン箇所だけでもそうしていただければ，皆さんが大いに

喜ばれるのではないかと思っています。なお，芝生の手入れは自治会でも可能だと思

っています。よろしく御検討をお願いします。 （御所ケ丘二丁目） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 公園の芝生化につきましては，地域の方々と協働により芝生を植え，「守谷市公園

等維持管理団体助成金交付要綱」により除草等の管理を自治会で取り組んで実施し

ております。なお，この制度は，ある一定の条件はありますが，助成金が受けられる

制度となっておりますので，御相談いただければと思います。 

 

１５．植込みの樹木の伐採の対応を教えてください。 （薬師台一丁目） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 公園や遊歩道等の植込み（サツキやツツジ等の低木）は，公園等の植栽管理の一環
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として年１回の刈込みを行っております。刈込時期にあっては，開花期を過ぎた時期

に順次刈込みを行うと共に，枯死木は撤去しております。また，交差点や公園の出入

口付近で視認が阻害されている場合は，視認が確保できるよう低く刈込む等の対応

をしております。お気付きの場所があれば御連絡ください。 

 

１６．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の整備をお願いしたが，その後の対応

状況をうかがいたい。補植樹木の見直しや沿線の自治会の意見も聞きながら実施を

調整との回答であったが，格段の意見聴取はなかった。 （薬師台二丁目） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 当該路線の補植につきましては，今年度より本数に限りはありますが，補植を計画

しております。昨年度にあっては，「歩道を傷めずに抜根が可能であるか」，「樹木が

確実に根付けるか」を確認するため，試験的に薬師台六丁目自治会の御協力の下，「ハ

ナミズキ」を補植しました。今後，補植樹木を決めるため，自治会の意見をお伺いし

実施することで考えております。 

 

１７．くわがた公園への諸設備の設置要望 

町会のもちつき大会，守谷市防災訓練，自主防災訓練，町内懇親会等の行事を行な

う会場として，子ども会のラジオ体操，地域の子ども達の遊び場や運動の場として利

用している。しかしながら他人数が利用できる場所でありながらトイレがないので，

公園で小さいお子様を遊ばせる親御さんからも要望は強いので是非設置してもらい

たい。 

時計やスマホを持たない子どもたちも安心して遊べるように時計（台）を設置して

もらいたい。子どもに時間を帰宅時間の指定が可能になる。また，時計と合わせて帰

宅勧奨メロディや帰宅勧奨メッセージや犯罪防止に向けた注意喚起メッセージを放

送できる設備を設置してほしい。 

実際に不審者に遭遇した事例もあり，子ども達が集まる場所なので防犯カメラを

公園にも防犯カメラを設置してもらいたい。  （薬師台二丁目） 

【回答：建設課 管理グループ】 

くわがた公園のトイレや時計の設置につきましては，公園利用者が比較的遠くか

らあつまるような大規模な公園，例えば松ケ丘公園，けやき台公園，立沢公園などに

設置しておりますが，くわがた公園等の比較的小規模な公園につきましては，御近所

の皆様の御利用を想定した公園ですので，時計，トイレを設置していない状況ですの

で，御理解下さい。 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】…Ｐ２４に掲載。 

 

１８．「滝下橋の拡幅又は架け替え」による災害時に強いまちづくり，物流確保 （薬

師台ひかる野） 
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【回答：建設課 管理グループ】 

 滝下の拡幅又は架け替えにつきましては，県の竜ケ崎工事事務所が管轄している

ため，竜ケ崎工事事務所に確認したところ，以下の内容で回答がありました。 

県道取手豊岡線の鬼怒川に掛かる滝下橋につきましては，茨城県の橋梁長寿命化

計画に基づき，定期的な点検及び補修を行っており，現位置での拡幅や架け替えの

計画はございませんが，当路線に代わる新たな道路ネットワークとして都市計画道

路 供平板戸井線（仮称新滝下橋）が計画されており，災害時の緊急輸送道路とし

ての機能や物流ネットワークの向上が期待されております。 

この計画道路につきましては，守谷市高野地内の約２．０ｋｍ区間を優先工区と

して，事業に着手しており，昨年１２月に地元説明会を経て，事業を推進している

ところでございます。 

御要望のいただいた区間の事業着手時期は現時点では未定ですが，優先整備区間

の進捗や周辺道路網の状況を勘案しながら，守谷市との協議を踏まえて事業化を検

討していきたいと思います。 

守谷市としても，事業化に向け要望しており，早期実現に向け，引き続き茨城県へ

の要望及び協議を実施して参ります。 

 

１９．車道への自転車レーンの明示による交通の安全確保 （薬師台ひかる野） 

【回答：建設課 管理グループ】 

自転車は，道路交通法上，軽車両と位置づけられ，通行については車道を通行する

ことになっております。自転車走行レーンを新たに設ける場合は，道路の両側に設け

ることを基本とし，レーン幅員は，「自転車の安全な通行を考慮し，１．５ｍ以上の

確保することが望ましい」とされております。 

道路の状況によっては幅員を１．０ｍ以上１．５ｍ未満とする事ができますが，そ

の場合，「側溝の部分を除く舗装部分の幅員を１．０ｍ程度確保すことが望ましい」

とされております。 

このようなことから，自転車レーンを設置するには，ある程度の道路幅員が必要と

なることから，全ての道路に設置することは難しいと考えております。 

なお，市内の都市計画道路は，多くの歩道が自転車も通行できる歩道と指定されて

おり，自転車が通行することができます（徐行により通行し，歩行者の通行を妨げる

こととなるときは一時停止）。また，１２歳以下の子供，７０歳以上のお年寄り，車

道を通行することが困難な場合も歩道を通行することができます。 
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学校教育課に関する質問・要望 

 

１．人口増に伴う黒内小学校への入学者が多いため，増設をお願いしたい。 （土塔

本町） 

【回答：学校教育課 施設管理グループ】 

当課においても既存校舎だけでは教室数が不足することは把握しており，令和２

～３年度の増築工事に向けて今年度は実施設計業務を既に契約済みであり，対応を

進めています。 
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生涯学習課に関する質問・要望 

 

１．みずき野公民館の駐車場が狭いので，増やしてほしい。 （美園北） 

【回答：生涯学習課 生涯学習グループ】 

現在，郷州公民館駐車場は建物正面の７台となっておりますが，隣接しているみ

ずき野中央公園やみずき野野球場などを利用する方々との共有駐車場として，みず

きの中央公園に１６台と，公民館裏手になりますが３２台分の駐車場を確保してお

ります。 

公民館職員にも駐車場に関する状況を確認したところ，平成２９年以降，公民館

裏手の駐車場を利用できるよう改善してからは，駐車場不足に関するお問い合わせ

はいただいていないとのことでした。 

３か所の駐車場を利用していただくことができますので公民館来館の際には御利

用ください。 

また，公民館にもわかりやすいように位置図を掲示いたしました。 
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指導室に関する質問・要望 

 

１．県民の日と創立記念日は，元通り休みにしてほしい。 （美園北） 

【回答：指導室 指導グループ】 

県民の日と創立記念日の授業日への変更は，市内全小中学校における「守谷型カリ

キュラム・マネジメント（週３日の５時間授業）」の実施が根拠になります。 

本プランを実施するメリットは次のとおりです。 

① 新学習指導要領のねらいを実現し児童生徒の学習の質を高められること。 

小学３年生以上で外国語教育の授業時数が増加することに伴い，６時間の授業日

が増えて（小学４～６年は毎日が６時間），児童が疲弊してしまうことを憂慮しまし

た。そこで，ゆとりのある教育課程を編成して，学習の質を保障することが必要であ

ると考えました。 

② 児童生徒の安全・安心を確保できること。 

児童生徒を取り巻く昨今の環境悪化への対応は，最も優先すべきことです。週３日

が５時間授業になれば，特に高学年の帰宅時刻を早めることができます。中学校にお

いても生徒が暗くなってから下校する危険を回避することができます。 

一方で，教育課程に大きなゆとりを生み出した本プランにおいては，御指摘をいた

だいた２日間の授業日への変更や５日間の夏季授業により，授業時数を確保するこ

とも大切です。 

休日は少し減りましたが，児童生徒に大きなメリットのあるプランです。児童生徒

の日常における大きな負担を平準化して，児童生徒の生活スタイルを改善できると

考えています。 

県民の日と創立記念日の授業実施に，御理解，御協力をいただければ幸いです。 
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各課等メールアドレス一覧 

 

秘書課 hisho@city.moriya.ibaraki.jp 

企画課 kikaku@city.moriya.ibaraki.jp 

財政課 zaisei@city.moriya.ibaraki.jp 

総務課 soumu@city.moriya.ibaraki.jp 

税務課 zeimu@city.moriya.ibaraki.jp 

納税課 nouzei@city.moriya.ibaraki.jp 

管財課 kanzai@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 

介護福祉課 k.fukushi@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 

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 


