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総務課に関する質問・要望 

１．市の窓口のワンストップサービスの要望について（さつき台） 

 私たち市民が市役所に行った場合，案内窓口もなくいろいろなところで担当課を

聞きます。特に，複数の部署に用事がある場合は，あっちへ行ったり，こっちへ行っ

たり，ウロウロしなければなりません。住民サービスを考えた場合，ワンストップサ

ービスの窓口を設けて欲しいと思います。 

【回答：総務課 職員グループ】 

現在は，総合窓口課において転入・転出などの住民異動の届出の際，各種証明発

行，印鑑登録の手続きを一括して受け付けている状況です。総合窓口課で受付をし

たお客様に対しては，届出の内容に応じて他課での手続き及び担当窓口等をお示し

した連絡票によりご案内をしており，お客様に重複した説明をいただかないような

取組を行っています。 

また，お体の不自由な方，ご高齢の方などに対しては職員が直接手続きに必要な

窓口までご案内することや，状況に応じて他課の担当者による総合窓口課での対応

を実施しています。 

その他の総合窓口課業務以外の多種多様な各種手続きを含め，ワンストップサ

ービスを行うこととした場合，お客様が各窓口へ移動することなく，全ての手続き

が完了するメリットがあります。一方では，複数の課に関連する手続きの場合など

は対応時間を要し，他のお客様をお待たせすることとなり，窓口が混み合うという

デメリットも想定されます。 

ワンストップサービス窓口についてはこれまでも，本市で検討されてきました

が，組織体制の変更，システム改修費用や庁舎のレイアウト変更等が課題として挙

げられ，現在も実現には至っておりません。 

ワンストップサービスにつきましては，今後も先進的に実施している自治体の

調査を行い，本市としてどのようなことを取り入れることが可能なのかを検討して

まいります。 

 

２．行政サービスについて （美園北） 

 市役所窓口業務として，日曜日の受付窓口数を増やしてほしい。 

【回答：総務課 職員グループ】 

現在は，総合窓口課において毎週日曜日に窓口を開庁しており，各種証明書発行

等の業務を行っています。昨年までは，国保年金課の業務を日曜開庁業務として実

施していましたが，日曜日に受付できる窓口業務に限りがあり，利用者数も少なく，

今年度より国保年金課の日曜開庁窓口については，繁忙期のみの開庁と縮減しま

した。 

これまでも，総合窓口課，国保年金課以外の課においても，日曜開庁の実施を検

討した経緯はあります。しかし，多くの業務が他市町村や国・県，関係機関との連
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携する必要があり，平日にお客様に再来庁いただくケース等が多くなることが考

えられ，お客様にとって逆に不便となってしまうことなどが挙げられてきました。  

また，相談業務が必要となる受付業務には，担当職員の専門的知識も必要であり，

職員等の定数による人員や勤務体制の課題解決に至らず，休日窓口開庁の拡大に

は至っておりません。 

休日開庁窓口の拡大につきましては，今後も引き続き市民の利便性や満足度向

上のため先進的に実施している自治体の調査を行い，本市としてどのようなことを

取り入れることが可能なのかを検討してまいります。 
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秘書課に関する質問・要望 

１．守谷市の公式ホームページはたいへん利用しづらく感じています。取手，つくば

などの自治体ホームページは，とても利用しやすく，判りやすく，情報も豊富のよう

にみえます。これらを参考して，改善していただきたい。（城山） 

【回答：秘書課シティプロモーション推進室】 

 守谷市公式ホームページについては，インターネットの接続環境や，年齢・障がい

の有無に関わらず，どなたでも簡単に閲覧していただけることを目指し，運営してい

ます。 

 平成 30年度には，より情報にたどり着きやすいホームページとなるよう，トップ

ページのレイアウトやデザイン等を変更したほか，情報ナビゲーションの整理等を

行い，最新の JIS規格（日本工業規格）において総務省の推奨するＡＡ等級を達成し

ております。 

 情報の検索しやすさについてですが，市では，ページ内の情報提供量が適切なもの

となるよう（＊），１ページ内に多くの情報を掲載せず，タイトルなどから知りたい

情報を推測し，上位ページから下位ページに誘導する形式を採用しています。その結

果，詳細情報が深層に潜ってしまい，分かりづらい構造となる場合もありますので，

今回御教示いただいた他自治体のホームページなどを参考に，改善を図っていきた

いと思います。 

 また，分かりやすさや情報量については，周知すべき内容をより精査して掲載する

よう庁内に働き掛けるとともに，理解しやすい表現や音声読み上げに適した漢字表

記，見やすい色表示等が統一されるよう，心掛けてまいります。 

 今後も，使いやすさ（ユーザビリティ），受け入れやすさ（アクセシビリティ）を

考慮したホームページ運営に努めてまいりますので，御理解くださいますようお願

いいたします。 

 

（＊）視覚障がいのある方，外国人の方などに対しては，ページ内情報を音声で読み

上げる機能があるため，ページ内の情報量が多過ぎると，受け取る側が理解し

づらくなる可能性があります。 
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企画課に関する質問・要望 

１．守谷駅西口に飲食店以外人が集まれるような，活気が生まれるようなものがな 

いので，専門学校などの教育施設や企業法人を誘致してほしい。（土塔新山）  

【回答：企画課】 

 現在，守谷駅西口に専門学校などの教育施設や企業法人の計画の情報はございま

せん。また，西口周辺には誘致が出来る用地を市では保有しておりませんので，誘

致となりますと各地権者の取りまとめや再開発等の検討が必要となります。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。 

 

  



5 

 

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)に伴う町内会へ使用許可のお願いについて 

（下新田） 

 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

町と共同で取得している場所です。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，他団体との打ち合わせ場所が必要となること。 

などの理由から是非とも町内館建設用地として「使用許可」をいただきたいと思いま

す。 

 許可を得た後，至近年には建設したいと考えております。町内館は，少なからず下

新田町内会員同士のコミュニケーション作りに，また，他の団体との交流作りの場所

として活用できるものと期待できます。 

 
【回答：管財課】 

当該用地については，現時点では，売却の方針で検討しておりますが，下新田町内

会及び下町町内会より，災害時の利用用地として共同利用申請を受けた経緯があり

ます。下新田町内会単独で，建物（自治公民館）を建築するという意向であれば，近

隣の自治会・町内会の意向確認，建築に当たっての懸念事項の共有・協議が必要であ

ると考えています。 

お手数をおかけしますが，下町町内会も含め，近隣の自治会・町内会と協議を終え

た上で，再度，御相談をいただき，今後の利活用候補の一つとして検討させていただ

きます。 

当該地 



6 

 

生活環境課に関する質問・要望 

１．たばこのポイ捨てが非常に多く感じる。 守谷市として罰則（条例）をつくれな

いか？（美園北） 

【回答：生活環境課 環境・廃棄物グループ】 

市では，個々のモラルや自覚に頼るだけの施策ではなく，ルールとして定めること

で危険や迷惑な行為を未然に防ぐため，平成２０年に「守谷市ポイ捨て等防止に関す

る条例」を施行しております。 

この条例の対象は市内全域となっており，「ごみ等のポイ捨て」，「路上での喫煙（一

部例外があります）」，「飼い犬等のフンの放置」が禁止されております。また，罰則

につきましては，条例第１１条で「過料」について規定しております。 

市では，毎年５月の第３日曜日に，条例を広く皆様に周知するため，守谷駅前で啓

発グッズ配布やごみ拾いのキャンペーンを行っています。今後も，広報紙やホームペ

ージ等の活用も含め，ポイ捨ての発生防止に向けて周知してまいります。 

なお，自治会・町内会でポイ捨て禁止啓発用看板の設置の要望がありましたら，生

活環境課に御相談ください。 

 

２．防災(火災予防)・害虫生息防止・隣接道路での通行障害・環境美化障害等の理由

により除草を至急実施するよう地主へ指示してください。また，毎年継続的に除草

の事強く要請して頂きたい。 （けやき台六丁目） 

【回答：生活環境課 環境・廃棄物グループ】 

 
空き地の除草につきましては，火災や犯罪の発生の防止を目的として，「あき地

に繁茂した雑草等の除去に関する条例」に基づき，土地の所有者又は管理者に対し

除草依頼場所 
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て，適正な管理を行うよう指導するとともに，所有者又は管理者自身による除去が

困難な場合には，市が委託を受けて，土地所有者から処理費用を納付していただ

き，雑草除去を実施しています。 

また，例年苦情が発生している場所については，御要望の箇所も含め，雑草が繁

茂する前に現地を確認し，所有者又は管理者に対して適切に管理するよう通知して

おりますので，御理解ください。 
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市民協働推進課に関する質問・要望 

１．町会未加入者及び町会脱会者に対する市としての方針・対応について（けやき台

六丁目） 

【回答：市民協働推進課 協働推進グループ】 

自治会・町内会への加入促進の取り組みとしまして，転入手続きの際に，区長の氏

名，連絡先を記載した「自治会加入案内」を配布し，加入をお願いしております。さ

らに，本市への転入を決める段階で自治会・町内会への加入を意識していただくため，

公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会県南支部に属する不動産事業者に，自治会・

町内会への加入促進のチラシを配付いただいております。今後も，自治会・町内会の

加入促進に努めてまいります。 

 自治会・町内会の未加入・退会につきましては，同様の悩みをお持ちの自治会・町

内会も多いことから，市自治会連絡協議会代議員会で協議いただき，市内各自治会・

町内会の会員減少に対する取り組み事例などを，広報紙や市ホームページで紹介さ

せていただいております。近年では，高齢により，自治会・町内会の役員になること

が負担との理由から，退会したいという相談を市でもお受けすることがあります。そ

のような方々を役員の輪番から外すような仕組みづくりを行い，退会者を減らす取

り組みをしている自治会・町内会もあると聞いております。 

 市としましては，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ため

には，自治会・町内会へ加入し，活動していただくことが，非常に重要であると考え

ております。引き続き，未加入者・退会者への対応について，自治会・町内会の皆様

と検討し，取り組んでいきたいと思います。 

 

２．市職員の地域担当制の廃止の要望について（さつき台） 

 毎年春の町内会の定期総会には，地域担当の市職員２名が来てあいさつをし，町内

の課題，希望を聞いて帰ります。その後は，町内会との接触もなく，総会での課題や

希望の回答もなく，翌年また総会に来るという繰り返しが続いています。町内会にと

って，年に１度の総会は貴重な時間であり，１分たりとも無駄にしないよう進行に工

夫をしながら実施しております。私たちにとっては，職員の地域担当制は残念ながら，

町内会のために役に立っていないように感じます。この制度の代わりに，もっと市と

住民が一体となれる実のある制度を作ってほしいと思います。 

【回答：市民協働推進課 協働推進グループ】 

現在，地域担当職員制度として，主担当１名，補助１名，合計２名の担当職員を市

内全地区に配置し，市民と行政による協働のまちづくり及び地域福祉活動の推進を

図っております。 

地域担当職員は，自治会・町内会からの御指摘や御要望を担当課に伝達し，速やか

に対応するようパイプ役を果たしております。また，防災訓練やお祭り等のイベント

の協力依頼があれば，可能な範囲でお手伝いをさせていただいております。 
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しかし，御指摘のとおり，対応の経過や結果に関して，自治会・町内会への報告が

もれたり遅くなるケースが散見されるため，現在，担当課に対し，御要望を受けた際

に，その対応経過について地域担当職員と情報共有するよう取り組んでおります。 

今後は，自治会・町内会への報告が適切に行われるよう，担当課および地域担当職

員に周知徹底を図ってまいります。 

なお，総会のタイミングではなくても，御不明な点や御要望がありましたら，いつ

でも地域担当職員まで電話やメールで御連絡ください。制度の趣旨を御理解いただ

き，積極的な御活用をお願いいたします。 

 

３．市の町会に対する施策を町会規模に応じてきめ細かくしていただきたい。また各

町内会の規模別活動内容が把握できる資料を備えておいて欲しい（さつき台） 

一口に町内会といっても，大はみずき野から小は数軒の規模まであります。現在，

市の町内会への施策は，その規模に関係なく一括りで行っています。例えば，家賃の

み月１０万円までの補助がある「空家利用制度」がありますが，この制度は大規模な

町内会でしか利用できません。５０世帯未満の当町内会は，年間会費収入は２３万円

前後です。この制度を当町内会で利用した場合，光熱費等で年間１０万円位かかるた

め，他の活動はできなくなってしまいます。この不公平をなくすため，市は本年度よ

り「地域活動のための施設利用等助成金制度」をスタートさせました。これも私たち

が何年も前から市にお願いをし，実現しました。この制度が出来たことを大変評価し

ています。しかし，これを利用した場合，年間４０万円を限度とし，一回当たりの最

高限度額が，１９００円と少額の助成となっています。例えば，毎月１回利用して使

用料が４０００円とすれば年間４８０００円です。空家利用制度の場合は，月１０万

円，年１２０万円の家賃補助限度額です。その差はかなりあります。施設利用等助成

金の限度額を撤廃して全額助成し，弱い町内会を助けるようにしていただきたいと

思います。 

また市民協働推進課では，規模に応じた各町内会の活動の内容の資料を揃えて欲

しいと思います。例えば，５０世帯規模の町会の活動の実態や好事例の資料を当該課

が把握していれば，同規模の他町内会は，これを参考に施策を練ればより良いものが

生み出せる可能性があり，町内会の運営もし易くなると思います。 

【回答：市民協働推進課 協働推進グループ】 

①自治会・町内会の地域活動等のための場に対する支援について 

市には１５８の自治会・町内会があり，数世帯で構成されている自治会・町内会も

あれば約１，９００世帯で構成されている自治会・町内会もあることから，全ての自

治会・町内会の規模等にマッチした制度の構築は難しい状況です。しかしながら，そ

のような状況を少しずつでも改善するために，令和２年度から「地域活動のための施

設利用料等助成金制度」をスタートさせました。 

この新制度につきましては，制度運用が開始されたばかりであるため，まずは，各

自治会・町内会，団体等の本制度の活用事例，活用実績，自己負担額の現状等の動向
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を把握させていただき，それを踏まえて，上限額を含め制度を評価し，見直しを考え

たいと思います。 

なお，市が自治会・町内会の地域活動等のための場に対する財政面の支援について

は，以下の３つの制度があります。 

・自治公民館建設補助 

自治公民館を新築・改築・増築・修繕をする際の費用の半分を補助する制度（各種

条件により上限額の変動有り） 

・空き家等活用コミュニティ推進事業助成金 

自治会が空き家を借り上げに要した額の 95％を助成する制度（家賃上限，月額

95,000円） 

・地域活動のための施設等使用料助成金 

地域活動のために使用する施設等の使用料の 95%を助成する制度（1 回の使用の限

度額 1,900円，1団体の年間申請限度額 190,000 円） 

※各制度の詳細は，市ＨＰ又は４月に全区長に配布した「自治会・町内会活動ハンド

ブック」を御参照ください。 

 また，自治会・町内会の総会や会議等の活動のために市内の公共施設を使用する場

合は，一般団体よりも早期から施設の予約ができるといった支援もしておりますの

で，公共施設の活用も併せて御検討くださるようお願いします。 

なお，各施設の予約窓口は以下のとおりです。 

・学びの里・国際交流研修センター・東板戸井集会所・市民交流館 

市民協働推進課（施設予約直通電話：45-0271） 

・各公民館・文化会館 

中央公民館：48-6731 / 郷州公民館：48-6711 / 高野公民館：45-5411 / 北守谷公

民館：47-0111 / 文化会館：48-7911 

②自治会・町内会の規模別活動事例について 

 市では自治会・町内会に対し，毎年「地域コミュニティ活動調査」を依頼しており，

約９割の自治会・町内会から書類等で１年間の活動内容等の情報を提供いただいて

いることから，市内の自治会・町内会がどのような活動をしているのか，概要をお伝

えすることができる場合があります。御希望の際は，市民協働推進課まで御相談いた

だきますようお願いします。 

 また，現在は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から，大人数での会議等の開

催ができない状況ですが，事態が収束いたしましたら，自治会・町内会の横のつなが

りの創出，好事例の紹介等を目的とした市内の自治会・町内会の情報交換会の開催を

検討してまいります。 

 

４．地区まちづくり協議会と町内会そして市との関係についての質問と要望につい

て（さつき台） 

わたしたちのさつき台町内会は，本年から発足したまちづくり協議会 C 地区に所
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属します。この地区の活動目的は，「各自治会，町内会と連携しながら支え合い，助

け合う」という視点を置き，守谷 C地区の独自の取組みを展開する，としています。 

そこで質問ですが，市の町内会への対応順は，市⇒まちづくり協議会⇒町内会とな

るのですか？冒頭申し上げましたように，私たちの町内会は，現状の社会環境に対応

した町内会活動を促進するため，今までの役員の輪番１年任期から選出による３年

任期に変えました。これまで以上に，市の担当課に直接指導を仰がなければならない

と思っています。市の対応が上記のような順番になると，町内会はまちづくり協議会

を通して，間接的に市と話さなければなりません。「問題・課題は第一線の現場にあ

る。」とよく言われますが，町内の問題・課題をまちづくり協議会というフィルター

を通すようでは，地域が抱える顕在化あるいは潜在化している問題・課題が見えなく

なると思います。わたしたちは，「まちづくり協議会」の制度は，町内会の独自性の

尊重を明確にし，それに基づいた目的と運用方法がはっきりすれば，大変よい制度で

あると思っています。望みたいのは，市は町内会とまちづくり協議会とを並列で対応

し，市とまちづくり協議会との関係，市と町内会との関係を明確にしていただきたい

と思っています。「屋上屋根を重ねる」ことがあってはいけないことだと思います。

町内会独自の活動が尊重され，それが積み重ねられて市全体の活性化になると思い

ます。その上でまちづくり協議会は，町内会のサポート役として，１町内会では解決

できないことの取りまとめや市全体のまちづくりの提言を市に発信し，守谷市全体

が良くなるようにすることがその大切な使命だと思っています。危惧することは，市

が町内会を差し置いて，まちづくり協議会だけに頼りすぎると，本来市がやらなけれ

ばならないことを，ここに丸投げするようなことにもなりかねないと思っています。 

 Cブロックは北守谷地区などと違って，私たちのようないわゆる「新住民」の町内

会と「旧住民」の町内会が混在しています。町内間の「文化」や「歴史」に差異があ

り，この問題はややもすれば潜在化されたままとなり，目にみえない障害にもなりか

ねません。このためか，この地域で行われる敬老会には，当町内会からの参加者はこ

れまで全くありません。こういう問題も時間をかけてのりこえなければなりません。

まずは，町内会独自で敬老会を実施しようと市に相談に行きましたが，予算は協議会

に渡すのでそちらに相談をしてくれとのことでした。またさつき台公園は，町内会の

集会，防災訓練，懇親の場のという町内会活動の中心の場所ですが，この公園にテー

ブル付の椅子が欲しいとの相談にも同じ答えでした。果たして，町内会の活動の独自

性は守られるのか心配です。市長は「地域主導・住民主導のまちづくり」と云ってい

ることから，住民主導といいながら，まちづくり協議会は町会無視につながりかねな

いと思います。特に，わたしたちの町内会は，ミニ町内会なので「大が小を飲み込む」

ことがないように市は関心を払っていただきたいと思いますのでよろしくお願い申

し上げます。 

【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，自治会・町内会をはじめとした様々な団体等がつながる

ことで組織されており，すでに活動が始まっている「まちづくり協議会」には，各地
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区の課題解決や地域の活性化等，幅広く取り組んでいただいております。 

 その一方で，地域に最も密着し，地域の最前線で活動を行っていただいているのは，

最小単位である地縁の組織，自治会・町内会であると考えております。そのため，「ま

ちづくり協議会」が設立され活動が始まったからといって，自治会・町内会の活動が

停滞するということがあってはなりません。 

 よって，自治会・町内会は，「まちづくり協議会」の下部組織ではないため，「まち

づくり協議会」を通さないと市と協議ができないということはありません。自治会・

町内会の活動を支援するために配置しております地域担当職員，又は自治会・町内会

担当課である市民協働推進課協働推進グループへお気軽にお声かけいただければと

思います。 

 しかしながら，敬老行事につきましては，市としては，「まちづくり協議会」の範

囲で実施していただきたいと考えているため，一括して「まちづくり協議会」に交付

金を交付しております。大変申し訳ございませんが，この点については，「まちづく

り協議会」，さつき台町内会様，市と協議をさせていただければと思います。 

その一方で，公園のテーブル設置などの要望等については，まずは，担当課に直接，

御相談ください。そのような中で，市では実施できない，自治会・町内会としても実

施できない・解決できないような案件は，「まちづくり協議会」において協議し，実

施する・解決するということも一つの方法であると考えています。 

 今後，「地域主導・住民主導のまちづくり」を推進・実現していくためには，自治

会・町内会と「まちづくり協議会」が，それぞれの役割を果たし，連携して活動して

いくことが非常に重要です。 

 「まちづくり協議会」には，自治会・町内会単独では解決できない課題や地区の活

性化について市へ提言いただくにとどまらず，実際に活動として取り組んでいただ

きたいと考えております。 

 ぜひ，さつき台町内会様も「まちづくり協議会」のメンバーとして，Ｃ地区全体の

こと，地区内の自治会・町内会のこと，様々なことを協議いただき，活動に取り組ん

でいただきたいと思います。 

 

５．町内会非加入者が増加傾向にある。ゴミ収集，災害時共助・支援など住民全体で

対応すべき共同生活活動についての各町内会の実態把握を市(行政)として実施して

いますか？ 

しているならば参考情報として知りたい。 

又，市はこの点何らかの方針はありますか？ （松前台六丁目） 

【回答：市民協働推進課 協働推進グループ】 

【回答：生活環境課 環境・廃棄物グループ】 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

松前台六丁目町内会に限らず，本市の自治会・町内会の全体の加入率は，緩やかで

すが，横ばいから減少傾向にあります。その理由の一つとして，高齢により自治会・

町内会の役員を務めることができないということがあるようです。 
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 市としましては，地域での支え合い，地域住民のつながりを持っていただくために

は，自治会・町内会へ加入し，活動していただくことが，非常に重要であると考えて

おります。 

自治会・町内会の活動の中でも，ごみ集積所，災害時の共助ということは，非常に

重要であると考えます。 

まず，ごみ集積所の設置・管理につきましては，当該集積所を使用する方（自治

会・町内会等）にお願いしており，開設の際，集積所を利用する方（自治会・町内

会等）で管理者を決めて，管理・運営していただいております。 

運営方法等については，各集積所においてそれぞれの取り決めのもとに運営され

ており，市では詳細について把握をしていないのが現状です。しかしながら，自治

会・町内会未加入者の集積所の使用につきましては，当該集積所を管理している方

（自治会・町内会等）と使用者で，ごみ集積所の清掃当番・管理費の負担等につい

て協議の上，使用していただきたいと考えております。 

 続いて，災害時の共助につきましては，自分自身や家族を守るための「自助」と

ともに，近所や地域の方々と助け合う「共助」が大切です。大規模災害時には，行

政・消防・警察等の「公助」は限りがあるため，すべての負傷者等への対応は困難

となります。阪神・淡路大震災で一番多くの人命を救助したのは地域住民の「共

助」でした。地域の被害を減らすためには，自治会・町内会が地域一丸となって取

り組むことが大切であると考えています。なお，地域の取組としては，自主防災組

織の結成や防災倉庫の設置，防災訓練の実施について把握しておりますので詳細に

ついては，交通防災課へお問い合わせください。 

 さらに，市では自治会・町内会に対し，毎年「地域コミュニティ活動調査」を依頼

しており，約９割の自治会・町内会から書類等で１年間の活動内容等の情報を提供い

ただいており，自治会・町内会がどのような活動をしているのか，概要については把

握しております。概要について，確認を希望する際は，市民協働推進課までお問い合

わせください。 

 また，現在は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から，大人数での会議等の開

催ができない状況ですが，事態が収束いたしましたら，自治会・町内会の横のつなが

りの創出，好事例の紹介等を目的とした市内の自治会・町内会の情報交換会の開催を

検討してまいります。 

未加入者・退会者への対応については，引き続き自治会・町内会の皆様と検討し，

取り組んでいきたいと思います。 
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交通防災課に関する質問・要望 

１．避難所について（みずき野） 

①従来，懸念されていた地震災害のみならず，今後は台風災害が頻繁に起こり  

得る。避難勧告・避難指示・避難所開設等のタイミングをどう捉えていますか。ま

た，周知方法は広報車のみで良いのか，防災無線の設置は考えていませんか。 

②避難所(郷州小体育館)の設備が脆弱ではないでしょうか。 

 情報源のＴＶ，扇風機(＆暖房)等，今後の常備計画は有りますか。 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

①台風災害時における避難勧告等発令のタイミングについては，「守谷市地域防 

災計画（風水害対策編）」に気象状況等について定め，発令タイミング等につい 

て「守谷市避難勧告等発令基準マニュアル」に細部を定めております。 

これまで，同報系防災行政無線の設置について検討を行いましたが，設置費用の

問題に加えて，他市において無線の設置箇所・市民の住んでいる家の構造（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ていること，ま

た，逆に騒音に感じてしまう方がいることから，同報系防災行政無線の設置は行わ

ず，消防車両や広報車等により対応しております。 

また，市民の皆様に素早い災害情報提供ができるよう市民生活総合支援アプリ 

「Morinfo（もりんふぉ）防災版」で災害情報を配信しております。「Morinfo」と 

は，市民と市役所での双方向における情報提供等が可能となるツール（手段）です。

その他に，市のホームページ，メールもりや，エリアメール，ＳＮＳ，ＩＢＳ茨城

放送，ＮＨＫのテレビデータ放送に市内災害情報を送信し放送するＬアラートシ

ステムによる情報伝達も行っております。（テレビのデータ放送等にて，災害時，

防災情報を配信しています。） 

多くの媒体を通して情報発信してまいりますので，御理解をお願いいたします。 

②今年度，避難者の情報収集を目的に，避難所でテレビが見られるよう施設の整備

を進めてまいります。また，避難所内での冷暖房や，非常用の電源確保に向けては

検討しておりますが，設置には多額の費用が掛かる問題であるため，現在，設置時

期も含め検討しております。 
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２．交通危険個所の整備（みずき野）  

①みずき野 6－9－1 十字路 

  郷州沼崎線の開通以来，車両通行量が増加の中，特に，セブンイレブンから  

の急坂は 40㎞制限区域にも関わらず，全く守られていないと感じられます。 

  6－10－1 交差点では，昨年に死亡事故が起きている。当該地区の早急な対策  

を希望します。ひとつの提案としては，立体・平面標示・街路樹伐採等を含みます。 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

御要望の件につきましては，町内会様と現地調査を行い対応を考えてまいります

のでよろしくお願いします。 
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②みずき野 7－1－1 十字路  

  信号機は設置されているが横断歩道が一カ所無い(5－25－1 と 7－1－1 の間)  

いわゆる“コの字”型で交通量の多い中，小学校通学路としても危険です。 

  早急な改善処置を望みます。 

 
【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

昨年度，自治会と現地立会いを実施し，取手警察署に要望しましたが，警察としま

しては利用者数等も含め引き続き調査していくとの回答でありました。また，横断歩

道を設置する場合には，歩道用信号機の増設もあることから，早急な対応は難しいと

のことでした。市としましては引き続き，所管である取手警察署に要望をしてまいり

ます。 

 

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（下新田） 

 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)。なぜ交通事故が増加しているかと考えましたが，交通量が増えたこ

とと，同時にスピードを出し過ぎ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 30㎞/hですが，50㎞/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。 

 この旧道についての交通事故防止対策の一つは「交通取り締まり」を実施していた

だくことです。そして運転者に交通安全・歩行者保護・順法精神を再確認させること

が大事だと思います。 

 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走らせ，取り締まりを実施する話を聞き
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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，ご心配している車を止める場所は幾つかあります。 

是非，実施について検討してください。 

 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

取手警察署に確認しましたところ，同路線において，パトカーによる警戒等を継続

して行っているとのことでした。速度取締には，実施場所の確保と違反車両の引き込

み場所も必要であることから，実施は難しいとのことでした。 

警察としても安心して通行できる環境となるように，赤色灯を点灯してのパトロ

ールなど，通過交通の速度抑止になるように努めるとの回答でした。 

市としても引き続き所管である取手警察署に要望をしてまいります。 

 

４．国道 294号けやき 5丁目交差点に歩行者信号の設置について（下新田）  

 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)。 

 その一つは，この交差点の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

に接触された事故です。歩行者は前方を見ても何もないので横断中，自動者は対向車

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

は 

交通取り締まり

要望 
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 ●横断歩道用の道路表示幅を通常より狭いものとする(可能と思います) 

横断歩道の幅は，当該交差点の実情に合わせて設定し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 3年目です。[交差点制御器 N027-036] 

 
【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

前回御要望をいただいた際に，当市から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し，その後，区長様にも立ち会っていただきましたが，道路の

形状等により，車両の停止場所等が確保できない等の問題から，横断歩道の設置は困

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，現在もその見解に

ついては変更がないとのことでした。 

また，横断歩道の道路表示幅の御提案については状況により規格の変更は可能と

のことですが，停止線の問題が解決できない現状となっています。 

別な角度から歩道利用者に対する注意喚起等が有効か，道路管理者と協議してま

いります。 

 

５．近年，家の増加と共に子供達も多くなり，どうしても道路での遊びが見られます。 

道路の幅が狭いので車両の通行も増えて危険に感じます。 

道路面に徐行と書いて頂ければ多少なりとも効果があるのではと思われますのでご

検討お願い致します。 

又，通り抜けできると思い，間違って侵入してくる車両が見られますので，通り抜け

禁止の看板の設置もお願いできればと思います。 

294号線からドコモショップの前から関鉄のところまで(1班です) （若松町） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

横断歩道・歩行者

用信号機設置要望 
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一昨年の若松町区長様から同様の要望があり，協議の上「この先行き止まり」の

看板を設置させていただいたところです。御要望いただきました「通り抜け禁止」

の看板での標示については，標示内容が警察が所管の交通規制に該当するため，市

では設置することができませんので，御理解ください。 

 

６．防災無線の設置の要望について（さつき台） 

守谷市には防災無線がありません。その理由は，災害時の場合は情報をメール，FM

放送そして広報車で流せるからと聞いています。しかし，スマホも持っていない人も

おり，FM 放送は茨城放送を流しており，守谷専用の放送局ではありません。また放

送を聞くためには，受信機が手元に必要です。道路が寸断された時，広報車の巡回は

できるのでしょうか？今回の新型コロナ感染防止対策で非常事態宣言が出されまし

たが，外出自粛要請を広報車で巡回していました。市職員はコロナ問題で多忙を極め

ていると聞いています。広報車には二人の市職員が乗っていましたが，全市内を何日

で，何台の車で，延べ何人の職員が必要なのでしょうか？また人件費はどのくらいか

かるのでしょうか？防災無線があれば，有事の際に広報車の巡回の必要もなく，職員

は目の前の山ほどある喫緊の職務に就くことができます。防災無線は風向きによっ

て聞き取りにくいという弱点もあると聞いていますが，スマホや FM 放送等と補完し

ながら，即時に情報を流すことが出来ます。また，防災無線は日常において，児童の

登下校の見守りの呼びかけ，事件・事故発生時の注意喚起や認知症の方が徘徊した時

の発見の協力のお願いなど様々な利用価値があり，農作業中でも聞こえます。守谷市

周辺の市町村では，千葉県の柏市も含めて設置されています。是非ご検討をお願い致

します。 

７．新型コロナウイルス感染拡大に対して広報車による対応は聞き取れません。 

これまでも防災無線の設置要望をたびたび出しています。ぜひこの機会に設置をお

願いします。（松ケ丘一丁目） 

【回答（６～７）：交通防災課 交通・防災グループ】 

これまで市では，幾度となく同報系防災行政無線の設置について検討を行いまし

たが，設置費用の問題に加えて，他市において無線の設置箇所・市民の住んでいる家

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てい

ること，また，逆に騒音に感じてしまう方がいることから，同報系防災行政無線の設

置は行わず，消防車両や広報車等により対応しております。 

また，市民の皆様に素早い災害情報提供ができるよう市民生活総合支援アプリ

「Morinfo（もりんふぉ）防災版」で災害情報は配信しております。「Morinfo（もり

んふぉ）」とは，市民と市役所での双方向における情報提供等が可能となるツール（手

段）であります。その他に，市のホームページ，メールもりや，エリアメール，ＳＮ

Ｓ，ＩＢＳ茨城放送，ＮＨＫのテレビデータ放送に市内災害情報を送信し放送するＬ

アラートシステムによる情報伝達も行っております。（テレビのデータ放送等にて，

災害時，防災情報を配信しています。）より多くの情報発信に取り組んでまいります
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ので御理解ください。 

 

８．イオンタウンとの防災協定の締結の要望について（さつき台） 

 私たちの町内は，イオンタウンから歩くと５分もかからない場所にあります。災害

時の避難場所は，守谷中学校です。守谷中までは，イオンタウンの２～３倍の距離が

あります。私たちの町内は高齢者が多く，災害時に避難場所まで歩くことの大変さが

予想されます。また，避難所では果たして避難者全員が収容できるか疑問です。 

 そこで，是非お願いしたいのですが，市が主導してイオンタウンとの間で災害時に

おける避難場所や飲食料の提供を締結していただきたいと思います。 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

最近のテレビ放送にもありましたように，新型コロナウイルスの流行により，これ

までの避難の考え方が大きく変化し，「３密」を避ける避難，いわゆる分散避難（御

自宅での「在宅避難」，遠くの親戚・知人宅への「遠方避難」等をいいます）を勧め

ております。また，避難所における「密」を避けるため，避難所の収容可能人数は減

少するため，避難所は今までの区分にこだわらない避難を検討するとともに，避難所

確保のために，様々な企業等との間で防災協定を調整しております。 

民間施設管理者としては震災等において，事故等の責任問題やセキュリティの問

題からなかなか難しいところにありますが，引き続き，調整を図ってまいります。 

なお，災害時においては，避難所開設は対策本部により決定され，組織的に市職員

が配置され，避難所の安全確認の上開設されます。災害が起こり，即開設ではござい

ませんので御理解くださいますようお願いします。 

また，災害時における物資の供給等に関する協定書を㈱カスミ様との間で締結さ

せていただいており，飲料水や食料品，生活用品等を市内の必要とする避難所へ供給

するようになりますのでお知らせします。 

 

９．高齢者，身体的弱者に配慮した施策について（さつき台） 

 今般の新型コロナ感染防止対策で，市は消毒液を配布しています。私たちの町内で

受け取れる一番近い場所は，市役所です。歩くと２０分，高齢者だとそれ以上かかり

ます。私たちの町内はほとんどが高齢者であり，運転免許を返納した人，歩行が困難

な人もいます。そこで，町内会役員がこれらの人の代理として委任状をいただいた上

で，消毒液をいただけないかと市に相談したところ，後日「無理」という回答があり

ました。但し，担当者に理由を言えば，在庫に余裕があれば常識の範囲で何本か渡せ

る，ということでした。この意味することは，渡す担当者の裁量や恣意的な考えに委

ねるという属人的なことではないでしょうか？高齢者や社会的弱者から要望があっ

た場合は，手を差し伸べるという市の思いやりの基本的な方針が必要だと思います。

市は高齢者や社会的弱者への配慮を徹底すべきではないでしょうか。 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 
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 お話の内容については，誤解を招いてしまいましたことをお詫び申し上げます。

除菌水の配布については，当初より１世帯１リットルを上限としておりましたが，

配布担当職員に理由をお話していただければ，必要な量をお渡ししておりました。

配布場所に関係なく同様の対応を取らせていただいておりましたので，御理解をお

願いします。また，６月からは，受け取りに来る方も複数回となられているため，

セルフ方式にて配布しておりました。 

なお，独立行政法人製品評価技術基盤機構による消毒方法の有効性評価に基づ

き，新型コロナウイルスに有効な消毒物質が取りまとめられ，６月２６日に経済産

業省から発表されました。発表によると，次亜塩素酸水の有効塩素濃度について，

拭き掃除では８０ppm以上，流水かけ流しでは３５ppm 以上とされました。当市の

有効塩素濃度は４０ppmであり，流水かけ流しでの利用は有効ですが，皆様に利用

していただくことは困難であるため，６月２９日をもって配布を終了させていただ

きましたので，御理解くださいますようお願いします。 

 

10．百合ヶ丘 2 丁目交差点に隣接する点滅信号交差点の安全策を検討し，改善してい

ただきたい。5 年越しの案件です。（土塔新山） 

【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確認しましたところ，現在の交差点は，信号機が無い時期

に事故多発場所として問題視され，旧道側の通りを「赤色点滅信号」，イオンタウン

から都市軸道路に通じる道路を「黄色点滅信号」にし，双方が注意して交差点に入れ

るようにしたとのことです。また，交差点内に車が滞留することを防ぐ狙いもあり，

右折用車両帯も短くしたとのことです。 

 また，当該交差点と百合ケ丘二丁目交差点を３色運用することについては，交差点

の間隔が短く旧道側の流れが悪くなることが想定されるため，現在の点滅信号を点

灯信号に変えることはできないとのことでした。引き続き，ドライバーの注意喚起を

行い安全に通行できるように対応していきます。 
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11．最近，6丁目内を通過する車が増え，尚且つスピードを出しての車が多く，危険

を伴う状態が多く見受けられます。一部，30キロ制限速度が明記されているが，6丁

目全域に 30キロ制限速度の明記をしてほしいです。（けやき台六丁目） 

 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

３０キロ規制の路面標示に関しまして警察署へお話をさせていただきましたが，

ゾーン３０のエリアからは外れるため，交通規制の路面標示については難しいとの

ことでした。 

なお，市として交通規制に係る対応はできませんが，注意喚起の路面標示看板等

の設置につきましては，各自治会からの要望をいただき，現地を確認して効果等を

検討して対応しております。予算の制約もありますことから，必要性が高い箇所か

ら順に対応させていただいておりますので御理解をお願いします。 

 

12．ホース格納箱について教示をお願いします。（けやき台六丁目） 

(1)設置目的・設置基準・整備状況(更新を含む)について 

(2)格納箱の収納物及び数量・点検等について 

(3)誰が使用(消防隊・消防団・市民)について 

(4)市民が使用するものであれば，市民に対して指導が実施されているのか 

(5)定期的に指導会が実施されているのか，又，指導者はだれなのか 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

  (1)火災の際に，消防署や消防団が到着するまでの間，地域住民の方で初期消火 

を行うことを目的に，消火栓付近に設置してあります。 

設置につきましては，設置基準はございませんが，自治会からの御要望によ 

り，設置場所の確保をしていただいたうえで設置しております。 

整備等つきましては，消防団や消防署による点検時，また，自治会や自主防 

災組織による訓練時等において不具合があった場合に，市に御報告いただき， 

整備や交換を行っております。 

時速 30km規制

要望 
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  (2)格納箱内には，筒先１個，ホース２本，消火栓蓋開閉器及びバルブ開閉器１ 

個があります。 

点検につきましては，担当地区内の消防団及び消防署が，年に１～２回を目 

安に実施しています。また，各自治会や自主防災組織においては，自治会の訓 

練時に住民の方々に確認していただいております。 

  (3)上記(1)で初期消火の際に使用しますので，市民の方を想定しております。 

(4)(5)定期的な指導会は実施しておりませんが，自治会や自主防災組織の訓練 

時等に，担当地区の消防団や消防署に依頼いただいて実施している状況で，団 

員や署員が指導いたします。 

現在，消防団員の成り手不足が問題となっております。地域での消防団員の

成り手がいましたら，地域の防災力向上にもつながりますので，ぜひ，入団く

ださいますようお願いいたします。 

 

13．守谷市の防災備蓄品の現状について教示をお願いします。（けやき台六丁目） 

(1)守谷市と他の市町村との応援協定について 

(2)備蓄品の常置場所と品名・数量について 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

(1)市は，「災害時等の相互応援に関する協定」を県内全市町村，神奈川県南足 

柄市，岐阜県羽島市と結んでおります。 

(2)備蓄品の常置場所は，守谷市ホームページ防災に関すること，Morinfo 防災 

情報，全戸配布しました守谷市防災ハザードマップに記載してありますので 

御確認ください。 

なお，品名・数量は，避難所毎で異なりますので参考のため,けやき台中学校 

の備蓄品一覧表（26～27 ページに掲載）を添付しますので，御確認ください。  
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【参考】防災倉庫備蓄品一覧（けやき台中学校） 

品名 数量 説明 

飲料水(本） 2,904  ペットボトル 1本 500ｍｌ 

おかゆ（袋） 50  1袋＝230グラム 

ライスクッキー（個） 1,200  1個＝8枚入（48グラム） 

粉ミルク（ほほえみ） 4  1缶＝800グラム 

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 2  シクレット AK型 便そう容量 470L 

取り替え便そう 2    

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) 3  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 5  災害多人数用救急箱（約 20人用） 

オキシドール（消毒液） 8    

哺乳瓶（本） 30  1本（240ml） 

チェーンソー 4    

混合ガソリン缶（チェーンソー用）（本） 8    

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） 1  1箱＝12パック入り（1パック 80個入り） 

衛生用品 

（トイレットペーパー） 
2  1箱＝1パック 12ロール入り×8パック 

衛生用品（紙おむつ） 2  1箱＝1パック 47枚入り×4パック 

毛布（枚） 370  140cm×190cm 

ハロゲン照明灯 1  110V 300W 完全防水 

スコップ 12    

ビニールシート 9    
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万能はさみ 4    

トラロープ 1  200m巻 

ジャッキ 4    

バール 8    

ノコギリ 4    

とび口 4    

大ハンマー 6    

ナタ 4    

かまどセット 1    

日赤発電機 1    

炭 2    

スロープ 1    

コードリール 1    

メジャー 1    

おふろですよ 2    

 

 

14．町内市道に防犯灯を増設することを更に要望する。夜間市街路が暗い。防犯カメ

ラを町内道要所に設置を要望する。（けやき台六丁目） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

防犯灯設置につきましては，けやき台六丁目様から別途申請を受理しており，１基

設置予定となります。防犯灯は設置要綱に基づき自治会の総意として区長名で申請

を受けております。 

また，市の防犯カメラは，警察署と協議の上，広域的観点から主に主要な交差点等

に設置しており，逃走ルートを抑えること，防犯上の抑止力に繋げることを目的に設

置しております。現在，新規での設置ではなく，防犯カメラの経年劣化による入れ替

えを実施しているところですので御理解ください。 

なお，御自宅の防犯対策としましては，門灯の点灯やセンサーライトの設置，御自

宅への防犯カメラ等も有効とされていますので御検討をいただければ幸いです。 
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15．たかの和菓子店から高野公民館へ向かう町内市道を 294 国道及びふれあい道  

交通混雑時に「抜け道」利用車両が相変わらず多い。特に土日曜の両日に「抜け道」

として通行する車両が多い。物理的に速度抑制する道路面工事(路面凸物保舗装等)

を要望する。住民の歩行者交通事故防止及び車両スピード(30k/時)抑制徹底をはか

る。（けやき台六丁目） 

 

16．上記町内道の高野公民館へ至る交差点にゼブラゾーンを設ける。歩行者の同交差

点の歩行横断時の安全をはかる。繰り返し強く要望。警察署の協力を必要と思われる。

（けやき台六丁目） 

 

  

路面標示要望 

時速 30km規制

要望 

ゼブラゾーン（横

断歩道）設置要望 
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17．町内道路面の「一時停止線」および「止まれ」標示の修復と新設標示をお願い 

します。（けやき台六丁目） 

 

【回答（15～17）：交通防災課 交通・防災グループ】 

路面凸物舗装につきましては，車両通行による騒音，振動が周辺にお住いの皆様

への影響が大きいため，設置できない状況ですので御理解ください。 

また，規制標示，横断歩道（ゼブラゾーン）の路面標示等に関しまして所管であ

る警察署へお話をさせていただきましたが，警察としましては，道路を渡る人がど

の程度いるのか等現地調査が必要とのことでしたので，引き続き要望してまいりま

す。 

なお，市として交通規制に係る対応はできませんが，注意喚起の路面標示看板等

の設置につきましては，各自治会からの要望をいただき，現地を確認して効果等を

検討して対応しております。予算の制約もありますことから，必要性が高い箇所か

ら順に対応させていただいておりますので御理解をお願いします。 

 

 

一時停止要望 

赤丸：新設 

青丸：修復 
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18．イオンタウン守谷に入る 294 号線近くにある横断歩道の所に歩行者専用の信  

号を設置してほしいです。（松ケ丘一丁目） 

【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対して歩行者専用信号の設置について確認したところ，

現地調査を行い，不特定多数の歩行者が長い時間にわたって道路を横断できない状

況があると判断され，設置基準に適合することが必要であるとのことでした。その場

合でも管内（守谷市，取手市，利根町）の工事箇所を取りまとめのうえ，限られた予

算の範囲内で順番に設置するため，設置の有無や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いますので，御理解御協力をお願いします。 

 

19．美園 1-2 丁目境界部の交差路の「止まれ」「横断歩道」表示が薄くなっている。

警察が頻繁に取締りを行っているが，優先道路が間違い易い上，表示が不明確なので

危険である。（美園北） 

【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対して交通規制に係る路面標示の引き直しについて確認

したところ，現地調査を行い，路面表示の摩耗状況を確認のうえ，検討させていただ

くとのことでした。引き直しが必要と判断された場合でも管内（守谷市，取手市，利

根町）の工事箇所を取りまとめのうえ，限られた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いますので，御理解

御協力をお願いします。 

 

20．乙子交差点の白線・黄色線が消えかかっている。（これは 2年前から毎年要望し

ているが改善されない）（美園北） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

所管である竜ケ崎工事事務所に対して路面標示の引き直しについて確認したとこ

ろ，現地調査を行い，路面表示の摩耗状況を確認のうえ，検討させていただくとのこ

とでした。引き直しが必要と判断された場合でも限られた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います

ので，御理解御協力をお願いします。 
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21．ファミリーマートの交差点の「感度式信号」の切り替わりが遅いので，抜け道と

して市道 4578 号を通り市道 4576 号を抜け県道に出る車が多い。読売新聞前が小学

生の通学班の集合場所になっているため，スピードを出してくる車が多く子供と接

触するような危険なことが数回ある。ゾーン 30 指定やスピードを出せないような道

路にできないか？（凸凹を付ける）もしくは，朝夕だけは信号の切り替わり感度（時

間）を早くすることを警察に要望できないか？（美園北） 

【回答：交通防災課 交通・防災グループ】 

路面凸物舗装につきましては，車両通行による騒音，振動による周辺にお住いの

皆様への影響が大きいため，設置していませんので，その他，注意喚起について，

交通安全対応について検討いたします。 

なお，所管である取手警察署に対して信号の時間設定について確認したところ，

現地調査を行ったうえで検討させていただくとの回答でした。 
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社会福祉課に関する質問・要望 

１．地区の民生委員との町会（自治会）との協力体制について（さつき台） 

民生委員は，一人で広い地域の多数の対象者を担当するとともに，地域の相談ごと

にも対応しなければならないと聞いております。また，公務員と同様守秘義務が課せ

られております。高齢化社会の現在，民生委員の仕事は大変だろうと思います。与え

られた対象者全員の状況を把握し，面倒を見ることは並大抵なことでは出来ないの

ではないかと，他人事ながら思います。与えられた対象者に何等かの事が起きた場合

にはどう対処するのでしょうか？民生委員一人で助ける(救助)ことが出来るもので

しょうか？そういう意味で，民生委員がその職務を完全に全うすることが出来るか，

甚だ疑問に思うところです。民生委員の制度は，昭和 23年に出来た制度だったと思

います。その当時は，戦後の混乱期であり，生活窮乏者を救う目的があったのだと思

いますが，今の核家族，高齢化社会の時代とは違い，家族に障害者や高齢者がいても

大家族で家族皆で，また，地域の密着性が高く助け合いが当然でした。 

さつき台町内会は，会長，主な役員が今年度から今までの 1 年の輪番制から 3 年

任期の選任制になりました。そして，役員は町会の皆が「おたがい様」の気持ちで町

会の困っている人に手を差し伸べて，少しでも会員のお役に立とうということで活

動を始めています。 

私どもは，そういう意味で，民生委員の方と寄り添いながら助け合うことが必要な

ことだと思います。と言う事は，民生委員の方々も町会（自治会）の協力を得なけれ

ば執務の執行は無理であろうと思います。古い制度のまま現状に適用させるには無

理があります。実態に即した運営を行なうのも市の責務だと思います。守谷市が先頭

に立って民生委員と町会（自治会）の協力体制の実例を作り，県や国に働きかけ，今

の制度を変えて地域で支えあえるようにするべきだと思います。是非改革していた

だき，市長が掲げる「子育て王国守谷」「いきいきシニア王国守谷」「地域主導・住民

主導のまちづくり」になるように願うものであります。如何でしょうか。 

【回答：社会福祉課 社会福祉グループ】 

 民生委員は，厚生労働大臣から委嘱され，地域住民の立場に立って地域福祉を担

うこととされており，ボランティアとして活動しています。 

現在の民生委員の活動内容としては，担当地域の住民として地域を見守り，地域住

民の身近な相談相手，専門機関へのつなぎ役などがあります。 

この地域から専門機関へのつなぎ役を担うことや災害時における避難行動要支援

者の避難支援にあたっては，地域住民を見守り，支えるネットワークが必要であり，

そのネットワークには，区長様のおっしゃるとおり地域の皆様，自治会・町内会と民

生委員の連携が重要であると考えております。 

また，現在，市内各地区にまちづくり協議会が組織され，さつき台町内会がある守

谷Ｃ地区においても本年 3月にまちづくり協議会を発足され，自治会・町内会の皆様

とともに，民生委員も運営に参加されており，地域の支援活動も計画されているもの
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と存じます。 

今後，市も，まちづくり協議会，自治会・町内会，民生委員の皆様と一緒に，各地

域の状況に応じた，民生委員と自治会・町内会との連携体制を検討させていただき，

地域課題の解決や地域の活性化に努めてまいります。 

また，各自治会・町内会には，市職員を担当職員として配置しておりますので，地

域での連携体制構築御検討の際には，必要な支援を行い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．新型コロナウイルスに対する対処方法について（さつき台） 

 守谷市において，新型コロナの感染者が発生及び疑わしい人の検査に対する今後

の対処方法について，どのように考えておりますか？  

３月市議会においては，市長から議長への要請で，議長提案で一般質問を行わなか

ったと聞いていますが本当でしょうか？この時期，国会では感染防止対策について

必死になって連日論議していました。守谷市としては，どのようにコロナ対策を進め

ていくのか，市民にとって分かりにくいにと思いました。議会の担当の委員会や市側

の担当部署ではそれぞれ検討したと思いますが，地方自治体は，２元代表制です。市

議会と行政側はそれぞれ独立しています。この両者が議会の一般質問という公開の

場で市民が分るように討議して欲しかったと思います。 

最近になって，消毒液，マスクの配布などがありました。また，申請された人（コ

ロナ疑惑のある人）の第一病院での PCR 検査（ドライブスルー）が行われたと聞いて

おります。このことについては，一定の評価をしますができれば市民全員の抗体検査

を望みたいと思います。 

【回答：保健センター 母子・予防グループ】 

 新型コロナウイルス感染症の診断のためのＰＣＲ検査については，医師の判断の

もとで必要な医療を提供し，重症化を防ぐことが主たる目的であり，医師が必要と判

断した場合に，都道府県が指定する医療機関で行われるものです。 

 茨城県においては，今後の第 2波や大規模クラスターが発生した場合など，現状の

検査可能数で対応しきれないことも想定し，民間検査機関の更なる活用，各地域にお

ける地域外来・検査センターの早期設置，抗原検査や唾液による検査など，検査体制

の充実・強化を図っていくこととしており，守谷市としても県が進める検査体制に協

力していきたいと考えております。 

 抗体検査については，現在，日本国内で「医薬品，医療機器等の品質，有効性及び

安全性の確保等に関する法律」（薬機法）上の体外診断用医療薬品として承認を得た

抗体検査はなく，現時点で新型コロナウイルス感染症に対する抗体の性質（体内での

持続期間や，2回目の感染から守る機能があるかどうか）も確定していないのが現状

です。また，ＷＨＯは，抗体検査について，診断を目的として単独で用いることは推

奨されず，疫学調査等で活用できる可能性を示唆しています。 

 なお，厚生労働省が世界的にみて一定の評価がなされている抗体検査機器を用い

て実施した抗体保有調査（東京都，大阪府及び宮城県における無作為抽出者 7,950名

を対象に実施）では，人口 10 万人当たりの累計感染者数が多い東京都で 0.1％，大

阪府で 0.17％，同様の累計感染者数が少ない宮城県で 0.03％との結果が出ておりま

す。 

【回答：議会事務局 庶務・議事グループ】・・・４５ページに掲載 
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国保年金課に関する質問・要望 

１．高齢者及び健康診断助成金についての要望（さつき台） 

 他市では，人間ドッグ，脳ドッグ，総合ドッグの３種類の助成を行っています。し

かし，守谷市は総合ドッグ（人間ドッグと脳ドッグ）の助成がありません。是非総合

ドッグの助成を設けて下さい。（総合ドッグが一番助成金が多い。）今後，高齢化が進

む守谷市において，高齢者の納税はかなりの割合を占めると思います。市の財政を維

持するためには，高齢者の長命が必要です。そのためには，総合ドッグの受診により

早めの病気対策をすべきであると思います。例えば，総合ドッグで認知症の早期発見，

脳血栓の有無など事前に分れば，早期の処置が出来，高齢者の健康寿命の伸長にもつ

ながる筈です。そうすれば，高齢者の納税が維持されますし，国民健康保険の負担も

軽減されます。また，後期高齢者の助成金が一般より少なくなっています。脳ドッグ

は４年に１度しか助成されません。高齢者が安心して生活できるための一助として，

是非考慮方お願いします。これこそが，市長の「いきいきシニア王国もりや」のスロ

ーガンに合致するものではないしょうか。 

【回答：国保年金課 後期・医療福祉グループ】 

御提案のとおり，健康寿命の延伸や医療保険の負担を低減することは大変重要な

課題と捉えております。 

後期高齢者医療被保険者の方に対する保健事業は，保険者である茨城県後期高齢

者医療広域連合（広域連合）と連携し健康診査の実施のほか，人間ドック・脳ドック

検診費用の助成を行い事業に取組んでまいりました。 

 人間ドック・脳ドックの助成につきましては，広域連合からの補助金の交付を受け

実施している事業となりますが，令和３年度以降は当該事業に対する広域連合から

の補助が廃止となる予定です。このため守谷市では，課題の解決に向けて広域連合と

連携し，介護予防と生活習慣病等の疾病予防・重症化予防を一体的に実施する事業に

ついて，令和３年度の開始のための準備を進めているところです。 

今後の事業については，以上のように広域連合との協議に基づくものとなり，介護

予防と生活習慣病等の疾病予防・重症化予防を一体的に実施する事業との整合性を

図ることになっております。なお，現在，人間ドック・脳ドックへの助成については，

今後の実施について検討を行っている状況であり，総合ドックへの助成は，残念なが

ら御要望の方向には至らない状況にあります。 

市民の皆様には，高齢になっても安心して生活できるために，総合的に事業を展開

していきたいと考えております。              

貴重な御意見をいただき，ありがとうございました。 
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都市計画課に関する質問・要望 

１．守谷駅発モコバスで，守谷高校前に 9：30～10：00 の間に 1本増やしてほしい。 

 (適応指導教室に通っている子が通える便がなくなったため)（土塔新山） 

【回答：都市計画課 交通政策・景観グループ】 

昨年４月の再編において，以前より「空気を運んでいる」と言われるようなモ 

コバスを見直し，なるべく少ないバス路線で効率性の高い路線に移行し，1ルートに

つき 1 人の運転手での運行を行っております。そのためこれ以上の増便は難しい状

況であります。 

 大変御不便をおかけいたしますが，市全体での交通網のバランスを配慮し，皆様の

御意見等を踏まえながら段階的に再編を行っていく予定です。 

 

２．南守谷駅にエスカレーター（又はエレベーター）を付けてほしい。（美園北） 

【回答：都市計画課 交通政策・景観グループ】 

 ６月９日，南守谷駅を管理しております関東鉄道株式会社に確認したところ，南守

谷駅は現在１日当たりの乗降客数が約２，５００人となっております。 

エスカレーターやエレベーターを整備するためには多額の費用が掛かることから，

国等の補助が得られる，１日当たりの乗降客数３，０００人以上の駅から優先的に整

備をおこない，その後，状況を見ながら整備計画を検討したい，との回答でした。 

  

３．ラッシュ時の緩和のためにつくばエクスプレスの車両を 6 両編成から 8 両編成

にできないか？（美園北） 

【回答：都市計画課 交通政策・景観グループ】 

 ２０１９年６月につくばエクスプレスを運営する首都圏新都市鉄道株式会社から，

８両編成化の事業を開始すると発表がありました。現在８両編成化に向け，秋葉原駅

や新御徒町駅でホームの延長工事が進められております。なお，８両編成化の供用開

始予定は２０３０年代前半頃となっております。８両編成化が２０３０年代前半頃

までかかる理由としては，駅施設の８両編成化への対応工事等が必要となるからで

す。なお，この工事は最終電車の運行終了後から，始発電車の運行開始前までの夜間

の限られた時間で，通常の保守・更新作業と並行しての工事を行うことや，つくばエ

クスプレスは地下と高架の完全立体交差構造のため，守谷市とつくばみらい市にま

たがる総合基地などの限定個所からの資材搬入となり，資材運搬だけでも長時間要

することなど，多くの制約の中で様々な工事を行わなければならないということで，

長期に亘るということです。 

市としては，つくばエクスプレス沿線各市区と協力して，できる限りの工期短縮や

８両編成化開始までの混雑緩和対策を要望するとともに，首都圏新都市鉄道株式会

社に対し必要な協力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．みずき野地域の道路表示(白線)が，かすれている所が散見される。早期に塗り替

えを要望します。（みずき野） 

 

【回答：建設課 管理グループ】 

 市内全域において点検調査を実施してまいります。今後においては，計画的に維持

補修に努めて参りますので御理解をお願いいたします。 

 

２．親水公園の散策路は整備していただいていましたが，いつの頃からか，「浸水公

園」になっていました。これは遊水地としての位置づけで，公園といっても自由に立

ち入ることができないといった印象を受けます。従来どおり，散策等ができるのであ

れば，そのような銘文にしていただきたい。（城山） 

【回答：建設課 管理グループ】 

城址公園南側の散策路におきましては湿地部が目立ち，公園利用者の方々には誠

にご迷惑をおかけしております。 

当該公園は，調整池の役割があり，特に出水期等の雨の多い時期については現在の

ような状況になっております。しかしながら，市民の皆様が安らぎの空間として御利

用できるようこれまで幾度も嵩上げ等の改良工事等を実施してまいりましたが，周

辺法部からの絞り水の影響や今般の自然環境の変化などに伴う影響からか特に園内

南側が改善されない状況にあります。  

 今後とも状況に応じ対応してまいりますので，御理解をお願いいたします。 

 

３．公園の衛生管理について。（松並青葉東） 

天の川公園(松並青葉地区)の水路及び貯水池において，常に水が流れていない為，

水質汚染・藻の繁殖・ヘドロが発生し衛生上良くありません。子どもが遊べるつくり

で容易に侵入できる為，清掃・常時流水等衛生維持の対応をお願い致します。 

【回答：建設課 管理グループ】 

御要望のありました当該公園等の定期清掃につきましては，７月・８月・９月の年

３回実施することとなっております。 

なお，今般の異常気象により藻の繁殖が著しいため，既に清掃を実施しました。 

また，常時，水が流れていないとの御指摘につきましては，現地の案内にも掲示さ
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れておりますが，当初，組合（区画整理事業者）から帰属された時点で，太陽光のシ

ステムによる日中のみの稼働となっております。 

しかしながら，常時，地下水を流すことができたとしても，余り環境上好ましくな

いことから現時点では常時地下水を流すことは考えておりません。 

ヘドロの発生等については，定期清掃と併せ原因を調査し，今後の対策を検討して

まいりますので，御理解御協力をお願いいたします。 

 

４．《町内道路のバリアフリー化》（けやき台六丁目） 

けやき台 6 丁目町内車道(街路)と幸福の路(遊歩道)への連絡歩道との境界ブロッ

ク部の段差解消(バリアフリー化)を要請します。 

 

【回答：建設課 管理グループ】 

  御指摘の箇所の車道と歩道（遊歩道）の境界ブロックの段差についてですが，視

覚障がい者の方が通行する際に，歩道と車道を区別するために必要な機能となっ

ており，守谷市の「人にやさしいまちづくり」整備指針においても，段差を設ける

こととなっております。 

  車いす使用者やベビーカー等を利用される方におかれましては，御不便をお掛

けしておりますが，御理解のほどよろしくお願いいたします。 

  

要望箇所 
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５．昨年も要望として挙げており，市からの返答でも対応しますとのお返事をいただ

きました。幸福の路のけやき台中学校横の歩道橋の階段のタイルの修繕がまだ実

施されていません。今般の状況を鑑みますとますます難しくなることは理解いた

しますが，引き続きご検討いただけましたらと存じます。 （けやき台六丁目） 

 

【回答：建設課 管理グループ】 

 対応が遅れまして申し訳ありませんでした。再度現地を確認し，補修いたします。 

 

６．イオンタウン守谷前の街路樹の枠内やアスファルトの割れ目，排水口より雑草が

伸び放題の状態になっています。定期的に草刈りをお願いします。 

（松ケ丘一丁目） 

【回答：建設課 管理グループ】 

イオンタウン守谷前の街路樹の枠内等の除草作業においては，６月・８月・１０月

の年３回実施しております。 

また，市が管理する公園・緑地・道路の植樹桝等に対する愛護意識の高揚及び環境

美化を図ることを目的とする里親事業者へも協力を求めて参りますので御理解をお

願いいたします。 

なお，アスファルトの割れ目・排水口の雑草等については，現地を確認し対応いた

します。 

 

７．1 丁目 25 区画で土砂が道路へはみ出しています。又，排水口もふさいでいます。

土砂の除去をお願いします。（松ケ丘一丁目） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 現地確認いたしました。畑等の民有地から流れているものと考えられることから，

今後においては，土地所有者と協議し畑等からの土砂が流れない対策を求めていき

ますので御理解をお願いいたします。 

 

 

 

要望箇所 
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８．1 丁目 23・24 区画のゴミ置場前の道路がくぼみがあります。補修をお願いしま

す。（松ケ丘一丁目） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 現地を確認後，６月１１日（木）に補修作業終了しております。 

 

９．南守谷駅南側のロータリーから乙子への出口道路が狭く，人や車の擦れ違いで危

険な時がある。出口を広くできないか？（美園北） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 御提案のありました当該ロータリーの乙子側出入口においては，拡幅することに

より，通り抜け車両の増加することが懸念されております。 

このことから，通行量の増加に伴う安全対策等の問題が生じる恐れがあり，現時点

では拡幅については考えておりませんので御理解と御協力をお願いいたします。 

 

10．1-14-1から 1-13-6付近のゴミ集積所まで道路がひび割れているので補修してほ

しい。（美園北） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 現地を確認し，クラック等が生じている箇所につきましては，クラック注入材等で

補修いたします。 

 

11．市道 4651 号のカワチ薬局付近，取手市側の雑木の枝が伸びて電線に接触してい

る。風が強い時には枝が揺れて電線にふれているので断線しないか心配である。枝の

切り落としを取手市側に要請できないか？（美園北） 

【回答：建設課 管理グループ】 

 御指摘の場所につきましては，昨年度から取手市へ連絡を取り対応をお願いして

いるところでございます。今後も取手市へ依頼をしていきますので，御理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

12．守谷サービスエリアにスマートインターを設けることはできないか？事故など

で通行止めになると，谷和原や谷田部で下りる車が多くなり大渋滞となる。 守谷ス

マートインターがあれば，新利根橋側と目吹橋側に分散され渋滞が緩和するのでは

ないか？（美園北） 

【回答：建設課】 

 スマートＩＣの設置については，地方自治体などでＩＣと周辺施設の詳細設計，管

理・運営方法などを固め，国・高速道路会社・自治体による地区協議会を設置して実

施計画書を策定し，国土交通省に新規事業化を申請する仕組みになっております。 

 現在，スマートＩＣの設置に向け，スマートＩＣの需要予測および概略計画検討に

ついて総合的な検討を行っております。また，今後は守谷サービスエリアのスマート

ＩＣが，国として必要性が確認できる箇所として，選定されよう関係機関と協議を進
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めていく予定となっております。 

 

13．板戸井公園の野球場利用時，ひかる野の出入口路上の駐車が多く危険です。公園

駐車場のほか大井沢小学校を利用するなど，市に対して改善要望します。（薬師台ひ

かる野） 

【回答：建設課 管理グループ】 

路上駐車につきましては，御迷惑をおかけして申し訳ございません。 

御提案のありました大井沢小学校の駐車場利用つきまして，平日の大井沢小学校

駐車場の利用は，防犯上も含め利用は控えていただいておりますが，土・日曜日につ

きましては，駐車場を利用している状況です。 

しかし，荷物等を積み下ろす際，しばらく路上駐車をしている時があるとの確認が

とれました。    

今後は，利用者に向け，注意喚起を行ってまいりますので，御理解のほどよろしく

お願いいたします。 

 なお，施設利用者におけるモラルのない駐車状況を確認した場合は，警察もしくは

市へ通報していただきますようよろしくお願いいたします。 
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学校教育課に関する質問・要望 

１．学校の休校が続く中でオンライン学習の早期導入が求められています。守谷市で

も事前アンケートの実施などすでに準備を進めておられることと思いますがより迅

速な対応を切にお願いするとともに，保護者の意見を広く取り組みながら，子どもた

ちの将来にとってプラスとなるような施策をお願い致します。 

（けやき台六丁目） 

【回答：学校教育課 教育総務グループ】 

今後心配されるのが第２波の影響による再休校です。再び長期間の休校に入って

も，児童生徒の学びを保障できる環境整備（オンライン学習ができる環境の整備）急

務となっておりますので，現在，国が提唱する「ＧＩＧＡスクール構想」に基づく補

助事業を活用して，年度内に市内小中学校すべての児童生徒にタブレット端末を１

人１台配備し，インターネットを介して，家庭と学校をつなげる学習ができるよう，

急ピッチで学習環境を整備するための準備（端末の機種選定や，校内のネットワーク

環境の調査等）を進めているところです。 

なお，第２波は，いつ来るか分かりませんので，改めて全児童生徒を対象に，家庭

のＩＣＴ環境の調査を行い，インターネットに接続できるＰＣ，タブレットの有無や，

休校中，児童生徒が日中自由に使えるＰＣがあるかなど，調査を行い，オンライン学

習に必要なタブレットや家庭用通信機器の貸出ができるように，準備を進めてまい

りたいと思います。 

この度は，貴重な御意見ありがとうございました。 

 

  



41 

 

生涯学習課に関する質問・要望 

１．郷州公民館（みずき野） 

 利用者は，以前に比べ確実に高齢の方が増えつつあります。 

 エレベーターの設置，洋式トイレ整備等，具体的な改修計画はないのでしょうか。 

【回答：生涯学習課 生涯学習グループ】 

 郷州公民館については，平成４年の開館以来２８年が経過しており，長寿命化に向

けた改修を検討する時期にあるため，今年度内に劣化度調査を行い，建物の保全状況

を診断するとともに，改修箇所の優先順位を調査します。 

改修工事については，実施設計を経て，令和５年度の施工を予定しておりますが，

劣化度調査の結果を踏まえて，エレベーターの設置，洋式トイレの増設等を含めた具

体的な内容を検討してまいります。 

 

２．市域に存在する「古文書」の発掘保全について（下新田） 

 約 30 年程前，昭和の末から平成の始めに掛けて，近在でも全国的にも「市町村史」

の編集は花盛りでした。当時動かなかった当市には，残念ながら郷土の歴史を勉強し

ようとするとき参考になる，キチンとした本格的な市史はありません。 

主として近世の歴史を伝える「古文書」は，文字通り「紙」であり，貴重であると

同時に劣化の著しい遺物です。いざ「市史編纂」となった時に遺失していることの無

いように，行政による一日も早い「古文書」の全市域的な発掘保全を要望いたします。 

【回答：生涯学習課 生涯学習グループ】 

守谷市の歴史については，当市出身の文学博士，斎藤隆三氏が学生時代に書いた

「守谷志」，また，戦後ふたたび同氏によって「改訂増補守谷志」が出版され名著と

して知られています。昭和４７年には当市大木出身の郷土史研究家，高梨輝憲氏によ

って「守谷町の歴史」近世編が出版されています。 

 また，昭和６０年３月３０日には，守谷町史編さん委員会が４年の歳月をかけて

「守谷町史」を発行しております。 

 さらに，平成２８年１０月１５日には，守谷市観光協会により「市民のつくった守

谷史」が発行され，守谷市の歴史とこれからのまちづくりについて，市民目線で分か

りやすく解説されています。 

 古文書につきましては，現在５件の市指定文化財があり，そのうち１件は茨城県立

歴史館に寄託しております。また，未整理の古文書の整理があり終了しておりません

ので，今後，整理，分析等を進める予定です。 

古文書をはじめ，全市域の文化財を総合的に保護することは今後の課題となりま

す。文化財に関する情報の集積と整理を行う際は，市民の皆さんとの協働，各関係機

関や歴史研究者等の専門家の協力により進めてまいりたいと考えておりますので，

お心当たりがあれば，ぜひ情報提供をお願いいたします。 
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中央図書館に関する質問・要望 

１．図書館について，インターネット予約できるが，一般的に知られていない。市報

で図書館の利用仕組みについて紹介してほしい。運営についても旧態の運営色が強

い。守谷市らしい独自の図書館運営ができれば，利用者が増えるのではないか？（美

園北） 

【回答：中央図書館 図書館グループ】 

守谷市での予約数は令和元年度 212,192 点（うちインターネット予約は 185,071

点）で，インターネット予約割合は 87.2％となります。同人口規模の市区では守谷

市の予約点数は全国 1 位（図書館年鑑 2019）です。図書館を利用する多くの方は，

棚に本を探しに行き借りるという利用です。インターネット予約は知っていても利

用しないという方もいらっしゃいますし，逆にインターネット予約したものを取り

に来るだけという方もいらっしゃいます。図書館の利用方法については，座席の利用

をしたい方，新聞や雑誌を見たい方などさまざまな利用の仕方があってよいと考え

ます。 

月に 2回発行されている市報である広報もりやの毎月 10日号では「図書館へ行こ

う」というページで，イベント情報や図書館サービスの紹介などをお知らせしていま

す。令和元年 11 月 10 日号ではパスワード登録でインターネット予約を始めとする

さまざまなサービスが受けられる旨も掲載し，周知を図っております。また，同年 10

月 10日号においては「図書館と。」という特集ページが組まれ，7 ページに渡って図

書館の記事を掲載しました。新聞等のメディアにも，昨年度は 8回ほど取り上げてい

ただきました。今後も広報紙だけでなく，さまざまな媒体で情報提供できるよう努力

してまいります。 

運営については，平成 28～30年度の 3 年間指定管理者制度を導入し，民間会社に

よる運営を行っていました。学校との連携をより強化したいということもあり，令和

元年度から市の直営となっています。学校との連携に関しては，ブックパックと呼ば

れる本の貸出やブックトークという授業の中で単元に沿った本の紹介など教育委員

会（指導室）や学校とも話をしながら進めており，守谷市独自の運営のひとつとなっ

ています。新型コロナウイルス感染症の影響で，来館しなくてもサービスを受けられ

る電子図書館の利用も増えており，今後もさまざまな利用の仕方に対応してまいり

たいと思います。 
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議会事務局に関する質問・要望 

１．新型コロナウイルスに対する対処方法について（さつき台） 

 守谷市において，新型コロナの感染者が発生及び疑わしい人の検査に対する今後

の対処方法について，どのように考えておりますか？  

３月市議会においては，市長から議長への要請で，議長提案で一般質問を行わなか

ったと聞いていますが本当でしょうか？この時期，国会では感染防止対策について

必死になって連日論議していました。守谷市としては，どのようにコロナ対策を進め

ていくのか，市民にとって分かりにくいにと思いました。議会の担当の委員会や市側

の担当部署ではそれぞれ検討したと思いますが，地方自治体は，２元代表制です。市

議会と行政側はそれぞれ独立しています。この両者が議会の一般質問という公開の

場で市民が分るように討議して欲しかったと思います。 

最近になって，消毒液，マスクの配布などがありました。また，申請された人（コ

ロナ疑惑のある人）の第一病院での PCR 検査（ドライブスルー）が行われたと聞いて

おります。このことについては，一定の評価をしますができれば市民全員の抗体検査

を望みたいと思います。 

【回答：議会事務局 庶務・議事グループ】 

３月定例月議会を開会した時期は，守谷市において「新型コロナウイルス対策本部」

を設置し，公立の小中学校の休校や市主催のイベント等の中止や延期，公共施設の休

館や利用時間の短縮などの措置を取り，市民の安心と安全を第一に考え，感染防止に

全力で取り組んでいました。 

このような状況の中，守谷市議会においても，一般質問は議員の権限ではあります

が，一般質問に対し，答弁準備に費やす労力を新型コロナウイルス感染対策に注力し

てもらうよう議長からの発言があり，議会運営委員会で委員の賛同を得て，一般質問

を行わないことを３月４日開催の議会運営委員会で決定しています。 

【回答：保健センター 母子・予防グループ】・・・３４ページに掲載 
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各課等メールアドレス一覧 

議会事務局 gikai@city.moriya.ibaraki.jp 

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 

管財課 kanzai@city.moriya.ibaraki.jp 

生活環境課 kankyou@city.moriya.ibaraki.jp 

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

経済課 keizai@city.moriya.ibaraki.jp 

消費生活センター syose@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 

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 

健幸長寿課 kenkou@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 

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 

中央図書館 library@city.moriya.ibaraki.jp 

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


