
守谷市タウンミーティング【御所ケ丘小学校区】 

日  時： 平成 29 年 10 月 9 日（月・祝）午後 1 時 30 分～3 時 29 分 

場  所： 市民交流プラザ市民ギャラリー 

参加者： 17 人 

 

 
▲当日の様子 

 

 

○主な意見等（市政に関する意見を掲載しております）※要点筆記 

【市民】 

御所ケ丘小学校は来年度大規模改修を行うとのことで，計画的に施設を改修して

いくことも大切であるが，使用する児童自らが汚れた所をきれいにするということ

も教育の一環だという観点で進められたらいかがか。 

また，以前クレジット納付の件で市役所に意見をしたことがあった。行政は法律・

ルールを守ることが大切であると考えるがどうか。 

【市長】 

学校関係は，「子育て王国もりや」を選挙公約で掲げさせていただいており，そし

て，教育環境の整備については，できるだけ効率的に，優先順位をつけて対応して

いきたいと考えております。また，待機児童の問題もあることから，来年度中に２

４０人規模の新規の保育所を開設する予定です。それと同時に，学校教育について

も，優先順位を上げて改修工事等を進めて行きたい。なお，我々行政は，ルールに

則って全ての業務を進めておりますので，ルールを守るということを肝に銘じてい

きたいと考えております。 

【市民】 

みずき野を始めとして，空き家が６００戸ほどあると聞いている。松並青葉地区

の新しく開拓された所は，若い人が入ってきて，トータル的には人口は増えている

と思うが，今後，みずき野を始め，高齢化している地区に金がかかるようになる。

その辺の計画をどう考えているのか。 

また，財政の問題について，久保ケ丘などの入居開始から３０年以上経過した地

区では，子どもたちが仕事を求めて守谷から出て行っている。新しく転入してきた，

松並青葉地区の方も，３０年経ったら，やはり他の地区と同様となり，守谷全体が

衰退していくと思う。 

 



この問題を解決するには，若い人が働く場の誘致が必要であるが，守谷という小

さな区切りの中で，大きな工場を誘致するのは，近隣市町村と連携しないと難しい

と思う。地域の見る目を持ち，大きなビジョンを持った行政運営が必要ではないか。 

【市長】 

みずき野と御所ケ丘五丁目，久保ケ丘三丁目というのは，早い時期に守谷に入居

していただいた地区で，中でも，みずき野地区は象徴的に高齢者が増えております。

これから５年，１０年，その次の世代をどうするか考えなければいけない，これは，

政治の大きな役目だと思っています。 

みずき野については，今住んでいる方たちの住み心地と，次の世代の方たちを呼

び込むような手法を取らなければならないので，現在，みずき野では中心地の活性

化について検討しており，来年３月位までには，その方向性が出るようになると思

います。 

世代間の交流や，人口的に高齢者がいて若い人が少ないという部分についての平

均化をしていかなければならないと考えており，色々な方の知恵を借りながら，新

しい世代間とのギャップのない，交流ができるようなまちづくりを進めていきたい

と思っています。 

また，守谷は面積が約３６ｋ㎡しかない狭い地域です。その中で，守谷のサービ

スエリアの周りに農地がありますが，後継者の課題があります。その土地活用につ

いて考えていますが，地権者もおり，その地域の実情もありますので，その辺の調

整をした上で，話をしていかなければいけないと思っています。  

財政面については，財源を確保するため，守谷市を越えて広域的に進めていかな

ければならないと思っています。最近，地域連携型事業が国で認められましたので，

これからは地域が連携した中で一つの事業をやっていく，例えば，箱物一つとって

も，一つの市だけで作っていくというのは非常に難しいので，施設や工業団地など，

近隣市町村と連携を深めて計画を進めていきたいと思っています。 

【市民】 

福島の原発事故の発生後，遊歩道に「ここの場所では放射線物質が埋められてい

ます」という立て看板と囲いが設置されていたが，ここ数ケ月ぐらい前なくなり，

何もなかったかのようになっている。放射能問題は現在どうなっているのか。 

２点目として，守谷は介護保険の利用者数が県下で非常に低いと聞いている。介

護保険の利用状況や介護保険料について，どのような状況にあるか。 

３点目として，まちづくり協議会関係について。現在，各地域に委員会が設立さ

れ，補助金が出されているが，この支給方法と清算方法について伺いたい。また，

団体数と支給状況についても伺いたい。 

４点目として，防災無線について。携帯やスマートフォンを身に着けていれば，

Ｊアラートが鳴ったときに聞くことができるが，通学中の小・中学生は聞くことが

できない。費用対効果を考慮し，一人ずつに携帯等を渡すのではなく，防災無線を

設置した方がよいと思うがどう考えているか。 

最後に５点目として，人材の活用について。この地域には，様々な技術や資格を

持つ人が数多くおられるが，人材センター，人材バンクの導入や，技術や資格を利



用できるような職業の斡旋をしていただきたいがどうか。 

【市長】 

４点目の防災無線については，確かに，一番心配なのは通学中のお子さんです。

市では，ラッパ型の同報型防災無線の導入も検討しましたが，これから設置するに

は，最低二年はかかってしまいます。現在のミサイル問題に速やかに対応するため

に，ポケベルのような物をお子さんに持たせることで，安全を確保する方策を現在

検討しております。また，登下校時にＪアラートが鳴った際に，外を覗いてお子さ

んがいたら中に入れてあげてください，というお願いの手紙を配らせていただきま

した。この件については，できるだけ早く，予算のかからない方法で対応していき

たいと思っております。 

  ５点目の人材の活用については，現在，シルバー人材センターで実施している，

体を動かして行う草刈りや植木の手入れといった業務ではなく，高度な経験を持っ

た人がおられると思っているので，まずは，その方たちの就職や仕事を手がけてい

ただくよう，シルバー人材センターの会長に伝えており，今後考えていくという回

答をいただいております。 

【都市整備部長】 

１点目の遊歩道の立て看板については，当初，国から放射性物質の処理基準等が

出ていない際に，率先して守谷市が対処したもので，立て看板等を通して埋め立て

ているという表示を行ったものです。その後，国から保管方法等が明示され，公園

等で同じように埋めた経緯がありますが，台帳管理とし，立て看板は表示しないと

いう方法で行っております。ご質問の看板については，老朽化したため，地区の方

から看板の立て替えか，他の方法で対応してほしいという要望があり，それを受け

て，看板を撤去する前に，「今の放射線量は国の基準以内であり完全に安全です。看

板は１か月後に撤去します」と記載した看板を現地に立てて周知しました。また，

ホームページにおいても，同様の周知をし，看板を撤去して台帳管理に変えており

ます。 

【保健福祉部長】 

２点目の介護保険等について，保険料は，現在基準額が年額 54,100 円で，月額は

4,508 円となります。守谷市は１０段階での金額設定になっており，この基準額は

県内で３番目に低い金額という状況です。この保険料は３年間毎に算定しており，

平成 29 年度は第６期にあたり，２７・２８・２９年度の３年間の介護保険の支給見

込みを作成し，保険料を算定しています。次の第７期は現在策定中で，試算を進め

ているところであり，あまり上昇せずに保険料を算定できる見込みになっています。 

介護保険の利用状況は，介護予防という観点で，現在守谷市の要介護認定率は

11.45 で，全国的平均を下回っており，あまり保険を使わない方が多い状況にあり

ます。これは，シルバーリハビリ体操，シニアクラブ，出前サロンといった，様々

な形で皆様が活動している効果が出ていると考えています。 

次に３点目のまちづくり協議会については，地域福祉の件であると思いますが，

各実行委員会で予算額を立てていただき，残額が出る場合は返金という形で清算を

しております。また，団体数については，市内を６支部に分けており，支出額の平



成 28 年度実績は，守谷支部 101 万 8605 円，高野支部 95 万 733 円，大野支部 74 万

1965 円，大井沢支部 78 万 5千円，北守谷支部 85 万 5671 円，みずき野支部 83 万 5667

円で，合計 518 万 8 千円となっています。 

【市民】 

  地方創生は，具体的にどれぐらい進んでいるか。また，まちづくり協議会につい

て，地域包括ケアシステムはこの中に反映する予定なのか。また，反映する場合は，

どのような計画を考えているのか。 

【都市整備部長】 

  当時の担当としてお答えします。地方創生については，守谷駅前の「アワーズも

りや」において，「親子ふれあいルーム」の改装工事等で使用しております。また，

市民を交えての内容では，ママさんたちの活動支援である「ママが活躍するまちプ

ロジェクト」と，筑波大学と連携して，みずき野町内会の教えを受けて学生が活動

を行う「学生が活躍するまちプロジェクト」を実施しております。 

【市長】 

まちづくり協議会については，これから行政と市民の皆さんとの協働という関係

をもっと一層強めていくもので，その中で地域の向かうべき道を地域の皆さんと一

緒に考えて作っていくという方向で考えています。名称は仮称であり，地域の皆さ

んで，その地域に合った団体名などを考えていただきたいと思います。行政がお願

いするというよりも，地域がまとまり，行政と一緒に自分たちが提案する事業を実

施していくものと考えていただきたい。例えば，北守谷地区として，または御所ケ

丘と久保ケ丘が連携して，さらには，それぞれが独立して会を設置して実施するな

ど，フリーハンドの中で，その地域の提案に対して予算と人をつけて反映をさせて

いく仕組み作りをしていくというものです。 

従って，ご質問の地域包括ケアも含めて，地域で色々な取組を全部やっていただ

ける場合はお願いをしていくし，そこまでは出来ないということであれば，また別

の手段・方法を考えなければいけないと思っております。 

守谷市は，市民力があったから今があるし，この市民力を活かし，全国で初めて

市民と行政が一体になるようなまちづくりを進めていくというのが，私の一つの役

目と思っていますので，皆さんの声を聴きながら，皆さんが作るまちづくりを行政

指導していただくというような関係であってもいいのかな，と思っておりますので，

ご理解いただきたい。 

【市民】 

  県道５８号線の守谷高校周辺の拡張工事について，平成２９年度に着工すると聞

いているが，いつ頃着工するのか。 

次に，開智学園側に歩道を設置するということで，平成３０年完成と聞いている

が，国道２９４号東側の守谷市地域の開発，あるいは，新守谷駅周辺の全体の開発

について，具体的な提案や施策があれば伺いたい。 

最後は，ボランティアについて，私は６０歳から年間６００時間位，週１０時間

以上行っているが，今後，定年が６５歳位になってくると，やれる人がいなくなる

と思う。市では，市民と協働でいろいろやりましょう，提案していきましょうと言



うが，事業を一つ提案するには，例えばＮＰＯ法人等を立ち上げ，行動計画書を作

って，採算も考えないとお金も下りないと思うので，ボランティアでは非常に難し

いと思う。このような状況を市ではどうかんがえているのか。 

【都市整備部長】 

  県道５８号については，事業には着手しており，現在，用地交渉と補償を行って

おります。なお，補償が解決できていない部分があり，工事完了の時期については，

竜ケ崎工事事務所から明確な答えをまだ伝え聞いていないというのが現状です。  

  また，新守谷駅周辺については，平成３２年度に茨城県の線の引き直し，調整区

域と市街化区域の見直しがありますので，それに向けて現在作業を検討していると

ころであり，最終的には国県の了解が得られれば，整備を進めて行きたいと考えて

います。 

【市長】 

ボランティアの在り方について，仮に金銭に換算したら莫大なお金になるであろ

うと思っています。長年に渡り，まちづくりに貢献をしていただいても，何らかの

形で見返りがないとなかなか継続は難しいと思っております。現在，市の施設が市

外の指定管理者等に委託しておりますが，できるだけ，例えば「ママが活躍するプ

ロジェクト」といった，守谷市内の一般社団法人を立ち上げた方にお願いしたい。

市では，プロジェクトとして，団体に一般社団法人を立ち上げてもらい，最初は何

らかの援助を行い，育成し自立していただくという取組もしております。これから

定年が６５歳になるということもあり，何らかの法人格を取っていただき，ある程

度の金銭的なお支払をしていかなければ，ボランティアを継続するのは難しいと思

っておりますので，十分検討して参りたいし，知恵をお貸しいただければありがた

いと思っています。 

【市民】 

児童クラブには部屋があるが，子ども教室は特別教室や図書室等を使って活動し

ているのが現状である。各小学校の敷地を確認していただき，不要となった倉庫を

活用し，改修して使うとか，児童クラブに併設することで，より連携し，指導員も

連携できると考えるので，長期的に検討していただければありがたい。なお，財源

としては，ふるさと納税など使えれば良いと思っている。（回答不要） 

【市民】 

  久保ケ丘三丁目の自治公民館の用途は集会所となっているが，本来は事務所扱い

となる。特定行政庁に連絡し「事務所」にする手続きを聞いた際，「手続きはない」

との回答であった。そこで，今の用途である集会所でなく，事務所に変更すれば，

防火管理者は必要ないはずである。現在，町内会では手続きを正式に行う方針とし

て防火管理者も置いているが，いらないものであれば除いてほしい。決して防火管

理を行わないということではなく，検査等も行った上で必要なものは用意するので，

防火管理者の対象にはしないでほしい。 

【市長】 

法令関係等が不勉強ですので，よく勉強させていただいて，対応できればと考え

ています。 



【市民】 

介護予防や健康維持を目的としてウォーキングをしている方が多い状況にあるの

で，北団地コースや守谷の中心から歩くコースなどの地図を作っていただきたい。 

また，取手市で起きたいじめによる自殺問題について，守谷市の教育に携わる方

は，どう感じて，どう対策を取ろうとしているのか伺いたい。 

【市長】 

ウォーキングについては，今年「市民提案型協働事業」として，東海道五十三次

をモチーフに，歩いてクリアしたらポイントをもらえるという提案をいただきまし

た。我々もそれを少し加工した形で，守谷市全体の中で，例えば北守谷コース，み

ずき野コースということも内容に入れて，自分が歩いた距離や回数を記録に残す方

法でやれないか，検討をさせていただいています。 

【教育長】 

いじめの問題については，自分たちが教えている子どもたちの中にもいじめとい

うのが起きるものとして，守谷市も同じような体制で予防・対応に取り組んでおり，

以前，守谷市においても，新聞に載るような件が起きていますので，それは，取手

市のことが起きる前から取り組んでおります。現在は例えば，８月２４日に「第４

回いじめ防止フォーラム（現：きらめきフォーラム）」を開催し，全小中学校と守谷

高校の生徒に参加してもらい，また今年は保護者にも参加していただきました。そ

こで聞いたものを各学校に持ち帰り，全校生徒に広げていくという取組を行ってい

ます。また，「守谷しぐさ」という冊子を作り，子供たち同士のふれあい，思いやり

の心を育てるという取組を，家庭を巻き込んで行おうとしているところです。 

そして，教育委員会では，例えば，例えば仲間外れにされたとか，ちょっとした

ことでも子どもたち自身がいじめを受けたと思ったことについて各学校から報告を

受け，毎月各学校でどれぐらい起きて対応したか，遅延することがないように，常

に調査をして対応をしています。今回の取手市の件については，とても痛ましいこ

とが起きてしまいました。これを受けて，改めて子どもたちと協力しながら，学校

でも困っている友達がいたら，すぐに，子ども同士，友達同士が助け合いをできれ

ばよいと考えておりますが，そうならないときもありますので，教育委員会はその

窓口として対応し，はばたきや家庭相談窓口等も設置して対応できるようにしてい

るところです。なお，この問題は，学校や子どもたちだけでは解決できないところ

もありますので，広く保護者や地域の方にも呼びかけて，おかしいなと思ったこと

については教育委員会・学校に知らせていただき，早め早めの対応をしていきたい

と思っております。 

【市民】 

  子育てについて，守谷市では保育所や幼稚園に入る条件が，基本的にはフルタイ

ムで働いている方を優先として，私は週に１,２回預けている状況になっている。

今後，保育園を新設すると聞いているが，制度も含めて整備する考えはあるか。 

２点目は，病児後保育や病児保育は，守谷市では第一病院しかやっておらず，小

児科も少ない。その辺の対策を取る予定はあるか。 

３点目は，守谷市には公共利用の高等教育機関が１校しかない。大人になって守



谷を出て行くしかないということが気になっている。高等教育機関を誘致されたら

いかがか。 

【保健福祉部長】 

  保育園については，平成３１年４月開園として，２４０人規模の保育所を１０月

１０日から募集しております。今のところ，現在の受入基準は直さずに，受入枠を

大きくするという形で対応しています。３００人を超える方々が入所待機，入所不

承諾という形となっており，国の基準では０人となりますが，保育所の入所希望が

ある方が入れない状況になっていることを踏まえて，今ある保育所の受入枠を増や

していただくことを一緒に併用し，２４０人規模での開設を考えております。 

また，現在は病後児保育，病気の回復期に当たる方をお預かりしています。第一

病院だけですが，現在，病児も預かっていただくように調整をしております。場所

的には，市内にいくつかあると望ましいのですが，今ある第一病院の病後児を拡大

する形で，病児保育として３０年度以降にスタートできるよう調整中です。 

【市長】 

高等教育機関の誘致について，現在話はありませんが，若者を呼び寄せるには教

育機関，できれば短大が来れば大きいと思います。東風小学校の系列につくば，土

浦の方に大学があるので，大学のサテライトを守谷に作りたいというお話もありま

すので，守谷への設置をお願いしています。内容的には，福祉系の短大のサテライ

トで，３０人か４０人規模の校舎を建てというようなものです。なお，駅前には，

専門学校的な，若い人たちが集うような機関を誘致したいと思っております。 

【市民】 

  つくばエクスプレス（ＴＸ）は開業以来予想以上の業績を上げ，沿線開発が進ん

で混雑が酷くなっているように思うので，混雑を緩和するため，秋葉原から東京へ

の延伸を考えるのではなく，車両増やホームの延長を働きかけていただきたい。 

次に，市の財政について，歳出抑制を行政改革等により取り組んでいるとのこと

であるが，歳出抑制により自治会への負担増となることは避けてほしいので，企業

誘致等による収入を増やすような方法を考えていただきたい。 

【市長】 

  ＴＸについては，東京駅延伸と混雑緩和，それから定期代の値下げの三本立てを

沿線市町村として運営会社に要望しております。国の交通政策審議会から，東京駅

延伸について築地の方に抜ける線に共同乗り入れをしていくという方向で答申を

いただいております。混雑緩和で６両を８両編成にしてホームを伸ばすということ

は，現在，便数が目一杯ですので，ＴＸ側でも考え出しているというお話は伺って

おります。 

また，財源の確保ついて，新たな財源を求めていかない限り，経常収支比率が悪

化していきますので，例えば工業団地も含めて，検討を進めているところです。な

お，土地の制約等もありますので，検討を進めながら，相談をしながら進めていき

たいと思っております。 


