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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関する請願 

  町内会総会の席で貴市の地域担当職員から「跡地を市で買い取る方向で詰め

ている」との内示をいただきましたこと，大変ありがたく受け止めました。 

長年の懸案事項について大きな進展を見ることができ，貴市のご配慮に心よ

りお礼申し上げます。 

買取り，及び，利用計画の具体化が早期に進むことを期待しております。町

内会としましては，急速に進む少子高齢化に対した利用計画の具体化が急務と

判断しており，応分の負担を含め，貴市の企画立案と計画実現にできうる限り

の協力をする所存です。（みずき野） 

【回答 企画課  企画・統計グループ】 

  エクセル跡地につきましては，現在，土地所有者である三井不動産（株）と

買取りに向けた協議を行っているところです。 

  今年度中に利用計画を具体化できるよう，貴町内会からも意見をいただきな

がら，取組を進めてまいります。 

 

２．交通弱者対策の実現 

高齢化が急速に進む中で，今後 5 年以内を目途に交通弱者対策（買い物弱者

対策を含む）の具体化が必要になります。 

対応策としては，福祉タクシー・乗り合いタクシーの導入，デマンドバスの

開通・柔軟なバスルートの設定，などを想定していますが，いずれも一町内会

が持つ能力で対応できる範囲を超えており，関東鉄道，タクシー会社，ＮＰＯ

法人，などの参加が必須と考えられますが，いずれにしても市役所主導の対応

が必要と判断しております。 

つきましては，モコバス事業の見直しを含めた前記対応策の検討をお願い申

し上げます。（みずき野） 

 

３．モコバスについて 

  モコバスの路線がわかりにくく利用しにくい。また，利用者が少ないわりに

大型バスは無駄に感じる。ＴＡＸＩの福祉券配布に変更するなどの方法のほう

が予算も少なくなると考える。（美園北） 

【回答 企画課 企画・統計グループ】 

  モコバスは，通勤・通学・買い物・通院などの市民の利便性向上を図るため

に，公共交通空白地域をカバーする役割を果たすものとして平成 21 年 8 月か

ら運行しているものです。 

  これまで，輸送人員が順調に伸びてきましたが，平成 27 年度に初めて横ば
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いとなり，輸送人員の更なる向上が課題となっています。 

  平成 28 年度には，モコバス及び路線バスの検討をし，具体的には様々な手

法を含めた市内公共交通の再編を平成 29，30 年度に実施する予定です。 

 

４．空家対策・高齢の独居世帯の見守り，青年層の居住者層，などの対策として

大学生を地域に呼び込むプロジェクト 

  当プロジェクトのモデル地区としてみずき野を選定していただき大変光栄

に存します。 

  町内会としましては期待にこたえるべく体制を整えて準備を始めました。実

現までには紆余曲折が予想されますが，諦めることなく一歩一歩前進していく

所存ですので，ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。（みずき野）                      

【回答 企画課 企画・統計グループ】 

  当プロジェクトは，超高齢化・人口減少が懸念されるみずき野地区に，学生

を呼び込み，地域活動に積極的に携わっていただくことで，地区の活性化・若

返りを目指していくものです。実際に学生に住んでいただくことで，空き家の

活用や見守り等も期待できます。 

  貴町内会のまちづくりと連携を取りながら，取組を進めてまいります。 

 

５．守谷駅前の駐車場（１日利用）がどんどん値上がりしている。市として駐車

料金が安くできるように支援してもらえないか。（美園北） 

【回答 企画課 企画・統計グループ】 

  守谷駅前には，多くの民間経営の駐車場があります。御承知のとおり，駐車

料金は，その需要と供給のバランスや周辺料金の状況など多くの要因を元に所

有者（事業者）が決定しており，変動しやすい側面もあります。 

駐車料金が安くできるように市が支援を行うことについては，民間の競争原

理が働いている料金であること，市民のみ利用する施設でないこと，特定の個

人を支援する恐れのあることから支援はできないと考えております。 

なお，市内の移動手段では，路線バス，モコバスなど公共交通の利用を推進

しておりますので，守谷駅前までの移動の際は，是非，バスの利用の御検討を

お願い申し上げます。 

 

６．守谷駅東口の市有地について 

  商業施設は充実していると思うので，必要ないと思います。 

 地理的に電車通勤する市民が多い地域だと思うので，保育所を建設し，通園と

通勤がしやすい環境を整えてはどうでしょうか。 

  また，保育所を建設しても保育士不足が問題となっては意味がないので，市

から手厚い手当を支給するように併せて検討していただきたい。 

（薬師台五丁目） 
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７．「守谷駅東口私有地利用構想」についての栄町住民の要望を申し上げます。 

 ①今度の計画に何らかの構造物が建設されるのであれば，公共性のあるものを

設けてほしい。（市の駅前支所，郵便局支所，金融機関，防災関連施設） 

【意見】現在我々が住んでいる駅周辺東口側は，公共機関の窓口が 1 ケ所もな

く，非常に利便性に欠けています。今後益々の高齢化が進み，近い将来出か

けるのは困難となることが予想されます。ぜひ早めの対策を！ 

 ②オープンスペース（多目的広場）として，構造物は建設しない。 

【意見】ひがし野町内会まつり，栄町こいのぼりイベント他町内会交流広場，

駅前イベント駐車場として利用があるので。（栄町） 

【回答  企画課 企画・統計グループ  児童福祉課 保育グループ】 

  市では，平成 27 年度から 28 年度にかけて，守谷駅東口市有地の利活用方針

とその利活用方針を具体化する守谷駅東口市有地利活用事業の概要を定めた

「守谷駅東口市有地利活用構想」を策定しました。 

  この構想の中で，当該市有地については，オープンスペースを基本としなが

ら必要に応じて守谷駅周辺のまちづくりに役立つ施設を建設することなども

想定した上で，市民，民間事業者，市の協働による公益目的による利活用を図

ると定めています。 

  今年度，この方針に基づき，御提案のあった保育所施設も含め，事業主体や

事業内容の条件，実施に向けた手続きなどを市民，民間事業者，市で構成する

協議会を立ち上げ，整理検討し，基本計画を作成していきます。 

  また，保育士不足については，国の保育士の処遇改善の動向を注視しながら，

手当の改善などを含めた対応策を検討していきたいと考えております。 

 

８．守谷駅での市役所サービスの拡充 

  守谷駅で市役所の一部サービス（住民票交付，印鑑証明書交付など）をお願

いします。仕事帰りに利用しやすいように開庁時間も考慮していただきたい。 

（薬師台五丁目） 

【回答  総合窓口課 市民登録グループ  企画課 企画・統計グループ】 

  今年の 1 月から，希望者に対し個人番号カードの交付が始まりました。個人

番号カードをお持ちであれば，全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機

（キオスク端末）で住民票，印鑑登録証明書，課税証明書（非課税証明書），所

得証明書を取得できるようになっており，守谷駅改札近くのコンビニエンスス

トアでも御利用いただけます。御利用可能時間は 12 月 29 日から 1 月 3 日を除

く通年，午前 6 時 30 分から午後 11 時までです。 

また，コンビニエンスストアで取得する証明書の手数料は，市役所窓口で取

得するより 50 円安い 150 円となっております。 

個人番号カードをお持ちでなければ，是非，カード取得の御検討をしていた

だければと思います。 
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  その他，市の行政サービスの推進については，市民の皆様のニーズを総合的

に検証しながら，効率的に進めていきたいと考えておりますので，引き続き，

御意見，御協力等をお願い申し上げます。 

 

９．市民の健康増進のため，市が運営するスポーツジムが付属する体育館の設立

を要望します。（松並青葉西） 

【回答 生涯学習課 スポーツグループ  企画課 企画・統計グループ】 

  市内には，スポーツジムが附属している体育館はございませんが，公的機関

が運用している施設として，常総運動公園内の体育館とそこに隣接している常

総広域地域交流センター「いこいの郷 常総」があります。その「いこいの郷 

常総」の施設内には，健康増進施設（フィットネスジム），温浴施設，宿泊施

設，レストラン，研修室などを備えております。 

現在，御要望の施設を市が設立する予定はございませんが，今後も，市民の

皆様のニーズを総合的に検証したうえで，行政サービスを推進していきたいと

考えておりますので，引き続き，御意見，御協力等をお願い申し上げます。 
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財政課に関する質問・要望 

 

１．28 年度本予算について 

  本年度も昨年度に続いて減額していますが，どのような施策の分で減額され

たのでしょうか。26 年度からすると本年度は 18,000 万円減額になり，27 年度

からすると 4,100 万円減額となります。 

  私は減額が良いとは思いません。この減額分を他の施策に使うことはできな

いのでしょうか。 

  特に私は，子育て分野関係の保育士，学童クラブの指導員，放課後子どもボ

ランティア（有償）の待遇改善等の補助をすべきだと思います。現場の指導員

等は大変な思いをしていると思います。待遇改善により苦労が報われると思い

ます。 

ちなみに，有償ボランティアの場合，1 日現在 2 時間強で 1 日 1,000 円です。

これを茨城県最低賃金 1 時間 750 円位にすべきと思われます。 

本予算を毎年減額することは，他の市等への見栄は良いようですが，守谷市

の場合，人口も増えているのに減額することはいかがかと思われます。他の市

は人口減にもかかわらず毎年増額になっている状態です。国の予算も人口減に

おいても毎年増額になっています。 

会田市長が 28 年度施政方針の中に言っている次世代を担う子供たちを育む

まちづくりに携わる人達のことを考えてもらいたいと思います。（城内町内会） 

【回答 財政課 財政グループ】 

  平成 28 年度の一般会計歳出予算の規模につきましては，193 億 2,600 万円で，

前年度と比較して 4,100 万円，0.2％の減額となっています。増減の内訳の主な

ものを見ますと，減額としては，黒内小学校校舎増築改修事業の終了により 7

億 40 万円，愛宕中学校校舎改修事業の終了により 4 億 3,428 万 3 千円，松並

土地区画整理事業の終了により 2 億 7 万 2 千円など事業の終了に伴いまして大

幅に減額となっています。また，増額としては，黒内小学校児童クラブ建設事

業に 8,356 万 2 千円，子ども子育て支援給付事業に 2 億 460 万 1 千円，障害者

自立支援給付事業に 9,658 万 6 千円，国民健康保険特別会計繰出金に１億 3,048

万 5 千円等となっています。 

  総額で見ますと確かに 4,100 万円の減額となっていますが，全体の内容を見

ますと，学校改修事業や区画整理事業の終了に伴い大幅な減額となりましたが，

子育て支援の充実や障害者福祉の推進，社会保障の健全運営等の分野では大幅

な増額となっています。 

  人口が増えているのに減額するのはいかがなものかということですが，市の

税収は，前年度と比較して 2 億 3,278 万 9 千円，2．1％の増となっていますが，

平成 28 年度予算編成においては，14 億 2,562 万 6 千円の財源不足であったた
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め，財政調整基金から 10 億 9,362 万 6 千円を繰り入れ，市債の臨時財政対策

債を 3 億 3,200 万円借り入れることにより，最初に申し上げました予算規模と

なった状況にあります。 

  公立保育所で勤務する保育士の処遇につきましては，正規職員は給与条例に

基づく給与を，非正規職員については，資格の有無や業務の大変さを考慮し，

一般事務職より優遇賃金としております。私立保育園に対しましては，教育・

保育の提供に携わる人材の確保及び資質の向上のため，職員の平均勤続年数・

経験年数や賃金改善・キャリアアップの取組に対して，人件費アップ等の財政

支援を行っています。また，児童クラブの支援員につきましては，平成 28 年

度から時給 800 円を 850 円に改正させていただいています。有償ボランティア

につきましては，ボランティアということもあり現状維持としております。 

  守谷市の平成 28 年度の予算における福祉部門（児童，高齢者福祉等）の計

上額は，73 億 1,452 万 8 千円で，昨年度比 8.2％の増となっています。また，

市の財政状況を申し上げますと，社会保障費等の増加等による経常経費の増大

により，経常収支比率は，平成 26 年度の普通会計決算において前年比 4.7 ポ

イント増の 91.5％と非常に厳しい状況となっています。今後も経常経費の増加

が見込まれ，財政の硬直化が懸念されています。 

  このような中，新たな課題にも対応しながら持続可能な市政運営を行ってい

くため，限られた財源を重点事業に重点的，効率的に配分することなどを基本

に予算編成を行ったものであることを御理解願います。 
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税務課に関する質問・要望 

 

１．水道代，市民税について 

 高額である。安くしてほしい。（美園北） 

【回答 税務課 市民税グループ】 

市民税・県民税は，前年の所得額から社会保険料や扶養控除等を差し引いた

額に，税率を掛けて算出する所得割の額と，所得額が一定の金額を超えた場合

にかかる均等割の額を合計したものが税額となります。 

所得割の税率は，全国一律の 10％（市民税 6％，県民税 4％）となっており

ます。また，退職所得や土地・建物・株等を売却した場合の分離課税について

も，所得区分によって税率が異なりますが，各々の税率は全国一律となってい

ます。 

  均等割の標準税率については，市民税が 3,000 円，県民税が 1,000 円となっ

ておりますが，茨城県では森林湖沼環境税として 1,000 円が平成 29 年度まで

県民税に加算されています。また，全国的に平成 26 年度から平成 35 年度まで，

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策

に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により，市民税及

び県民税の税額にそれぞれ 500 円が加算されています。 

  市民税・県民税は，もっとも身近な教育，福祉，道路等の市民生活を維持す

るために使われる費用を，一定以上の所得がある方々が所得金額に応じて負担

し合う税金でありますので，ご理解のほどお願いいたします。 

【回答 上下水道課 業務グループ】…p.53 
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市民協働推進課に関する質問・要望 

 

１．自治会への加入促進対策  

 ①自治会へ入りましょう！の横断幕（ＰＲ）を 4 月～5 月にかけて掲げ，促進

を図る。 

  ・守谷市役所の入り口に掲げる。 

  ・主要道路の陸橋等に掲げる。 

 ②住宅の販売や賃貸等を仲介している不動産業者の 3 社が協定を結び，新規入

居予定者に対し自治会への加入促進のお願いをする旨の協定を結ぶ。（自治会

として，会費検討の必要ありますが） 

  今後災害が発生した場合，各町会で把握出来る自治会に加入している世帯は

対応出来ますが，住民票をおいている世帯の方々で，自治会に加入されていな

い方々の把握は現状大変困難であります。（町内会のすべての住居を調査する

のも個人情報の観点からも） 

  行政側から防災・防犯を含め自治会のあり方・役割や，どこまで対応すれば

よいのか，ご回答願います。         （けやき台一丁目） 

【回答 市民協働推進課 協働推進グループ】 

① 御提案いただきました自治会への加入促進対策につきましては，市内の全

自治会から選出されました 24 名の代表者で構成する守谷市自治会連絡協議

会においても課題として挙げられており，昨年度も協議を行った経緯がござ

いますが，結論に至っていない状況ですので，今後も同協議会において，御

提案いただきました内容を含め協議を行っていきたいと思います。 

② 賃貸住宅等にお住いの方に未加入者が多いことは，市といたしましても課

題であると認識しており，平成 26 年度には市内不動産業者に対し，来店者に

自治会加入促進チラシを配布していただけるようお願いしているところです。 

今年度においても，市内不動産業者への依頼を行いたいと考えており，そ

の中で協定につきましても検討を行いたいと思います。 

市といたしましては，加入・未加入に関わらず，何か災害等が起きた時に

は地域で助け合っていただきたいと考えておりますが，助け合うためには日

頃からコミュニケーションを取っておくことが大切であり，そのためには自

治会への加入が一つの手段と考えますので，今後も自治会の加入促進に努め

ます。 

 

２．町内会（自治会）のあり方について 

  町内会の脱退が目立っている。 

  原因は，①役員や班長の順番がきたのでやりたくない，②町内会はゴミ置き

場の利用以外に入っている意味がない，等である。 
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  実際，独自のゴミ置き場を持つ集合住宅（主にアパート）の住民のほとんど

が未加入である。市は，災害等が発生した際近隣住民が結束できるとの理由で

町内会の必要性を謳っているが，住民にはほとんど響いていない。いっそのこ

と，防災目的のみの組織づくりでよいのではないか。  （ひがし野町内会） 

【回答 市民協働推進課 協働推進グループ】 

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のため，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ところもあると聞いてい

ます。 

役員や班長の負担は高齢者だけでなく，どなたにも当てはまることではあり

ますが，他の地域の例を参考に自治会の方でも御検討いただけると幸いです。 

また，ご提案にありますように，自主防災組織のみという考え方もあるかも

しれませんが，住民の自治組織として，日頃から活動しているからこそ災害時

に助け合うことができるという考え方もあると思います。 

市といたしましては，加入・未加入に関わらず，何か災害等が起きた時には

地域で助け合っていただきたいと考えておりますが，助け合うためには日頃か

らコミュニケーションを取っておくことが大切であり，そのためには自治会へ

の加入が一つの手段と考えますので，今後も自治会の加入促進に努めます。 

 

３．国際交流員の受け入れについて 

  ドイツのマインブルク市を姉妹都市として，国際交流員を市の予算で受け入

れされていますが，守谷市からのマインブルク市への国際交流員の受け入れに

ついても，マインブルク市の予算で行われているのでしょうか。また，その効

果検証はどのように行われているのでしょうか。守谷市の国際交流員受け入れ

の効果検証については，市のホームページに掲載されている活動記録や広報誌

に記載されている滞在記だけではよくわからないのですが，予算に見合った効

果的な活動になっているのかどうかの検証はどのように行っているのでしょ

うか。また，区長業務説明会における冒頭の市長あいさつの原稿でも，国際交

流について触れられていなかったようですが，市としての，この施策について

の現時点の評価と将来的なビジョンを御教示ください。（薬師台二丁目） 

【回答 市民協働推進課 協働推進グループ】 

守谷市の国際交流員は，語学指導等を行う外国人青年招致事業（以下「ＪＥ

Ｔプログラム」という。）により任用を行っているものです。 

ＪＥＴプログラムは，昭和 62 年 8 月から，地方自治体が総務省，外務省及び

文部科学省の協力の下に事業を実施しており，その事業の円滑な推進を図るた

めに設立された一般財団法人自治体国際化協会（以下「クレア」という。）を通

じて国際交流員の募集・選考を行っています。 
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守谷市で任用している国際交流員も，クレアによる募集・選考を行っており，

ドイツ人で，英語・ドイツ語・日本語での業務遂行能力がある人材を要件とし，

平成 10 年 7 月から任用を開始し現在の国際交流員で 8 人目となります。 

以上のように，姉妹都市であるマインブルク市と相互人材交流による任用で

はないため，市からマインブルク市への国際交流員の派遣は行っておりません。 

なお，任用に関する費用につきましては，茨城県市町村振興協会市町村交付

金により一部を賄っておりますが，大部分は市の国際交流基金により賄ってお

ります。 

国際交流施策に関しましては，国際交流団体等の協力を得ながら，国際姉妹

都市（マインブルク市：ドイツ，グリーリー市：アメリカ）との交流を主に事

業を展開しており，国際姉妹都市への青少年（中学・高校生）派遣事業や国際

姉妹都市からの市民や高校生の訪問団受け入れを行う等，市民レベルでの活発

な交流が行われ，市民の国際交流意識の向上につながっているものと評価して

おります。 

また，国際交流員による事業も国際交流施策の一つであり，国際交流員自身

が企画・実施した講座や各種団体等からの依頼に基づき国際交流員を派遣した

事業に多くの市民が参加し，海外の異文化を体験したことが，国際交流意識の

向上につながっているものと評価しております。 

学校教育においては，小中学校全校にＡＬＴ（外国語指導助手）を配置し，

英語活動を通した国際理解教育に取り組んでおり，その成果も向上しておりま

す。 

本市の，国際交流施策の目的である，より多くの市民が異文化を尊重・理解

して外国人と接することができるよう，今後も国際交流団体や国際交流員と連

携した各種事業の展開に取り組んでまいります。 
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交通防災課に関する質問・要望 

 

１．減災・防災と災害対策について 

守谷市として本年度に防災計画を全面的に見直す旨開示いただきました。 

弊町内会としましても過去 3 年間に展開した減災・防災活動と通じ，様々な

課題が浮かび上がっており，守谷市の新防災計画に大きな期待を寄せておりま

す。また，貴市から防災井戸として手動の井戸を設置予定である旨説明があり，

弊町内会からの請願も実現の方向にあることをありがたく受け止めました。市

全体で見れば，本年度計画個数はスタートであり，毎年増設され手動井戸が充

実するものと予想しております。 

防災・災害対応活動は市と地元が両輪となって活動することで有効に機能す

ることは，東日本，熊本の例を見るまでもなく明らかであり，弊町内会としま

しては貴市のご指導を仰ぎながら組織体制を整え，日頃より訓練を重ね減災・

防災活動の充実を図る所存ですので引き続きご指導のほどお願い申し上げます。 

特に，弊町内会は過去，当時の規則により規模に見合った貴市のご支援をい

ただけていないため装備の点で不足があります。この点の早期解消にあたり特

段のご配慮をいただきたく併せてお願いいたします。（みずき野） 

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】 

守谷市自主防災組織活動育成事業については，平成 26 年度より，自主防災組

織の規模に応じ，一定の区域ごとに補助することができることとしました。 

新規結成の自主防災組織に最大 10 万円，新規に資機材等を整備した自主防災

組織に最大 20 万円，結成から５年以上を経過した自主防災組織等に資機材等更

新事業として最大 10 万円を限度として補助しておりますので，御理解・御協力

をいただきたいと思います。 

   

２．①旧下田クリーニング店，横，交差点，今年に入り 3 件の交通事故があり，

早急に対策を要望します。 

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】 

当該箇所は，変形十字路で見通しが悪いため，カーブミラーの設置と路面の

着色（緑色）により，歩行者やドライバーに注意喚起をしているところですが，

引き続き，安全対策について検討してまいります。 

 

  ②長龍寺参道入口付近，（一方通行）進入禁止の対策を要望します。この件

に関しては通行人からも強く話されました。 

   この 2件，現在対策されているとのことですが，早急にしないと事故が起

きてしまいますので急いでください。（土塔本町） 

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】 
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進入禁止等の交通規制につきましては，警察の所管となりますので，７月２

０日付けで取手警察署に要望いたしました。なお，結論が出るまでに時間を要

しますので，結論については後日御連絡いたします。 

 

３．災害時の対応について 

  携帯電話やパソコンを使えない人でも避難情報など重要な情報が届く仕組

みを整えてほしい。広報車のみでは迅速に伝わらない，室内から聞き取りにく

いなど限界がある。「防災ラジオ」を各戸に配布できないか。 

  また，市から区長（自治会）への連絡方法を教えてほしい。（美園北） 

 【回答 交通防災課 交通・防災グループ】 

  災害時における情報発信手段として，市では，公用車による広報，ホームペ

ージ，ＳＮＳ，メールもりや，緊急速報メール（エリアメール）で対応してい

るところです。 

そのほか，一般財団法人マルチメディア振興センターが運営する，ＮＨＫの

データ放送へ連動するＬアラートシステムによる情報発信も行っております。

なお，市から区長への連絡方法についても同じ方法となり，市から区長への直

接の連絡はございません。 

防災ラジオにつきましては，機種や負担割合等について，既に導入している

先進自治体の事例を参考に検討してまいります。 

 

４．防犯対策について 

①カワチ前の道路～あおい前までの市道。夜になるとカワチ前から途中カーブ

までかなり暗い。電灯を増やしたらどうか？ 

【回答 交通防災課 交通・防災 グループ】 

当該箇所につきまして，夜間現地確認をした結果，付近に街灯があり，基

準値以上の照度（0.5 ルクス以上）が確保できるため，防犯灯の増設はできま

せん。何卒御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

②最近暴走族が増えて大変迷惑している。（ふれあい道路，乙子交差点から大

利根橋）取締りの強化をお願いしたい。（美園北） 

 【回答 交通防災課 交通・防災 グループ】 

暴走族の取り締まりにつきましては，6 月 24 日付けで所管の取手警察署及

び守谷地区交番へ要望させていただきました。 

 

５．①御所ケ丘二丁目の近隣避難所は御所ケ丘中学校・小学校ですが，どちらも

高速道路の橋を渡って行く必要があります。橋が落下してしまった場合の避

難所を設定していただけないでしょうか。  

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】 
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① 御所ケ丘二丁目の災害発生時の避難所は御所ケ丘中学校となっており，最

短ルートでは守谷消防署の直近の橋を渡ることになりますが，遠回りになっ

たとしても他の橋が通行止めになっていなければ，極力，同避難所への避難

をお願いします。 

   また，全ての橋が通行止めになった場合は，南側に位置する黒内小学校・

北園保育所・守谷中学校への避難をお願いいたします。なお，基本的には，

防災ガイドにも記載されているように，最寄りの避難所を設定しております

が，必ずしも指定された避難所に避難しなくてはならないということではあ

りませんので，御理解・御協力をお願いいたします。 

 

②守谷市には防災行政無線（屋外スピーカー）の設置は予定されていますか。 

  常総市・つくばみらい市には設置されているようですが，守谷市についての

設置の計画を教えてください。（御所ケ丘二丁目） 

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】 

② 屋外スピーカーを使用する「市町村防災行政無線（同報系）」につきまし

ては，平成 23 年の東日本大震災を受け，設置に向けた検討を行いましたが，

設置費用が膨大であることに加え，広報車と同様に，無線の設置箇所や建物

の構造によっては聞こえない場所が生じたり，防災情報以外の情報を流した

りすると，騒音に感じてしまう方がいることも予想されるため，費用対効果

の観点より，同報系無線の設置は行わず，移動系（広報車）の拡充を行うこ

とで対応した経緯があります。 

また，災害時における情報発信手段としては，ホームページ，ＳＮＳ，メ

ールもりや，緊急速報メール（エリアメール）を実施しており，その他，一

般財団法人マルチメディア振興センターが運営する，ＮＨＫのデータ放送へ

連動するＬアラートシステムによる情報伝達も行っております。 

このようなことから，現時点では，同報系無線を設置する考えはございま

せんので，御理解・御協力をお願いいたします。 

 

６．市内旧道（保健センター前付近全体）の一斉交通取締のお願いについて 

  旧道では交通事故が発生しております。平成 26 年には守谷薬局付近の横断

歩道を歩行中の年配の女性が駅側から来た車にはねられ死亡しました。また，

昨年は小林医院の前の T 字路付近で車と自転車の衝突事故が発生しておりま

す。今までなかったことが昨今は発生しております。 

  なぜ最近事故が多いのか考えますと，交通量が増えたことは確かですが，ス

ピード感覚がなくなってきている人が増えてきているからだと思います。広い

大通りも狭い生活道路も同じスピードで走る車が多くなってきています。旧道

は制限速度 30km/h です。50km/h，60km/h で平気で走っている車が多いので

す。旧道は車の量をさばく道路ではなく，生活道路です。いろいろの人が通る
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道路です。 

  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。それには

交通取締りを実施し，運転者に安全運転，歩行者保護，交通法を守るという精

神を再確認していただく必要があると思います。 

  数年前から何回か県警，取手警察に要望していましたが「車留めをする場所

がない」とのことで実施していただけませんでした。現状を見ると，愛宕中学

校入り口付近，保健センター駐車場など車留めする場所がありますので是非検

討してください。（※下図参照）（下新田） 

 

 

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】 

  交通取締りの実施については，警察の所管でありますので，７月２０日付け

で取手警察署へ要望いたしました。なお，結論が出るまでに時間を要しますの

で，結論については後日御連絡いたします。 

 

７．防犯灯の移設について 

  西林寺南側にある東電柱（坂町 327 号）が，最近建物の新築により後ろ側に

1.5m 程度移設しました。これに共架している防犯灯（B-0207）も同時に移設

したため路面を適正に照らさなくなりました。 

  ついては，この防犯灯を 1 本西側の電柱（坂町 313 号）に移設していただけ

れば，路面上が再び明るくなると思います。（※地図参照）（下新田） 
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【回答 交通防災課 交通・防災グループ】 

御要望いただきました防犯灯の移設につきまして，6 月 6 日付で対応いたし

ましたので，御報告いたします。 

 

８．横断歩道設置のお願いについて 

  セブンイレブン（本町 3287-6）駐車場前の変則十字路は，自動車の流れが輻

輳しており，歩行者，特に学童の登校・下校が危険です。 

  そこで，図の場所に横断歩道を設置し歩行者を通すようにすれば，運転者に

注意を喚起でき，歩行者は安心して通行できると思います。 

  昨年申請した際は，歩行者の待機場所がないという理由で却下されましたが，

市内には歩行者の待機場所がないところでも横断歩道がある場所が見受けら

れます。また，昨今，旧道は交通量が増えており，事故も発生しております。

是非検討してください。（※地図参照）（下新田） 
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【回答 交通防災課 交通・防災グループ】 

横断歩道の設置は，警察の所管になりますので，7 月 20 日付けで再度取手警

察署に要望いたしました。なお，結論が出るまでに時間を要しますので，結論

については後日御連絡いたします。 

 

９．ホース格納箱の正式設置 

  市道 4365 号線に設置されたホース格納箱が仮設置状態で電柱にロープで取

り付けられた状態です。正式設置をお願いします。表面塗装も色落ちしていま

す。町内全てのホース格納箱を確認して再塗装をお願いします。 

  格納箱内のホースの管理は消防団それとも町内会どちらでしょう？数年前

ほこりまみれで掃除したことがありますが。（※写真参照）（松ケ丘一丁目） 

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】 

ホース格納箱（消火栓用消防用具格納箱）は，自治会からの要望に基づき，

主に消火栓付近に場所を確保していただいた上で設置しております。なお，管

理者は守谷市で，格納箱内の点検については，担当地区内の各消防団及び守谷

消防署が年に１～２回程度を目安に，目視により実施しております。 

今回，電柱にロープで取り付けられている格納箱は，台帳に記載がなかった

ため，把握できておりませんでした。現地を確認したところ破損していること
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が判明したため，早急に交換したいと考えています。 

なお，格納箱の耐用年数については，特に規定はなく，破損がなければ色塗

り等の補修や交換は行いませんので御理解をお願いいたします。 

 

 

 

１０．防犯灯（街路灯）の設置要望 

  市道 105 号線の国道 294 号から市道 4349 号線までの歩道は住民の帰宅路で

す。夜間帰宅時に周囲に商業施設もなく暗くて危険です。歩道沿いに防犯灯の

設置をお願いします。 

  この件は防犯灯の設置には街路樹である桜の木の大規模な伐採が必要であ

るとの理由で 2 年見送られています。しかし照度は防犯灯設置基準の 5 分の 1

以下で暗く設置基準を満たし，また歩道は街路樹の根の影響で足元は凹凸があ

り通行に不安定で危険な状態です。 

  本当に設置が不可能か再度検討をお願いします。（※下図，写真参照） 

 ＊例えば歩道への設置なので街灯の高さを抑えると設置可能等 

 （歩道への設置は高さを 3m 以下に抑えても通行人の安全確保ができるのでは） 

（松ケ丘一丁目） 
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【回答 交通防災課 交通・防災 グループ】 

御指摘のとおり，当該路線については，照度及び間隔，人通り等の設置基準

を満たしておりますが，再度，現地を確認したところ電柱がなく，ポールを設

置し配線するためには，樹木の伐採が必要となります。しかし，以前町内会に

相談したところ，伐採はしないでほしいという要望があり，現在に至っている

ところです。 

また，御提案の背丈の低い外灯につきましては，配線する際，道路上（歩道

上）にかかる電線の高さ（歩道は高さ 4m 以上の配線が必要）が十分にとれず，
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写真にある薬師台二丁目の防犯灯「J-1012」については，単独ポールを電柱の

脇に建柱することで，道路上に出る電線がなくなり，3m ほどの高さでも防犯

灯が設置できるものです。 

さらに，背丈が 1m ほどの庭園灯につきましては，埋設配線が必須であり，

当該箇所は樹木の根があるため，配線が難しいと考えており，設置した場合で

も，樹木の根の影響により配管の断線等が十分に考えられます。（市では，設置

及び管理費用の点から埋設配線は実施しておりません。）  

以上の点から，防犯灯は設置できませんので御理解をいただきたくお願いい

たします。 

 

１１．横断歩道の安全対策 

  国道 294 号向原交差点からの市道 3621 号線のイオンタウンと松ケ丘一丁目

間道路の信号無し横断歩道が車の運転者に分かり難く交通事故発生の危険が

あります。 

  横断歩道横断中に減速なしの車にはねられそうになりました。 

  現場を確認してみると道路中央分離部の白色斜線が横断歩道と重なり横断

歩道が分かり難いのも原因のひとつと思われます。 

  このようなヒヤリハットが重なるとそのうちに大きな事故に繋がる危険が

あります。横断歩道のカラー化を行い分かり易い横断歩道とする等の安全対策

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

横断歩道の設置修繕につきましては，警察の所管となりますので，横断歩道

のカラー化を含めた安全対策について7月20日付けで取手警察署に要望いたし

ました。なお，結論が出るまでに時間を要しますので，結論については後日御

連絡いたします。 
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１２．町内通行車両の減速対策 

  市道 4349 号線は国道 294 号向原交差点の信号待ち渋滞を避けるための通り

抜け道となり交通量が増え出会い頭の事故，車の騒音，大型車による振動等が

増えています。また通り抜けの車が 8 割以上でかなりのスピードで町内を駆け

抜け危険な状態です。 

  そこで通行車両のスピードの減速等の交通安全対策をお願いします。 

 （松ケ丘一丁目） 

 

 対策案 

＊道路のカラー化で運転者の目に車の減速を訴える。効果の有無確認のテスト

ケースとして実施できませんか。（※写真参照） 

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】 

  道路交通の規制区域である「ゾーン 30」内の市道 4349 号につきましては，

既に，30 キロ規制をはじめ，外側線の設置及び道路（歩道部）のカラー舗装，
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カラーハンプ，カーブミラーの設置等の各種対策を実施し，注意喚起を行って

いるところですので，これ以上の対策につきましては難しいと考えますので御

理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

１３．道路標識の修正 

 ①市道 4359 号線の国道 294 号セブンイレブン横の道路標識が傾いています。

修正をお願いします。 

 ②市道 4349 号線のモスバーガー側の道路標識が傾いています。修正をお願い

します。（※写真参照）（松ケ丘一丁目） 

 

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】 

道路標識等の交通規制看板の修理は，警察の所管になりますので，取手警察

署へ連絡いたしました。 

 

１４．外灯増設 

  美園 5 丁目の利根川沿いの道路には現在 6 本の電柱（番号 美園 287～292）

があり，2 本に 1 本の割合（3 カ所）で外灯が設置されています。 

  しかし，電柱間の間隔が大きいため，外灯が設置されていない電柱（番号 美

園 287 美園 289 美園 291）の周囲は，夜間非常に暗くなっています。 

  つい先日，昼間ですが空き巣被害も発生しており，防犯上の不安を感じてい

ます。ぜひ外灯または防犯灯の増設をお願いいたします。（美園南） 

【回答 交通防災課 交通防災 グループ】 
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今回御要望をいただきました防犯灯の設置につきまして，夜間現地確認の結

果，電柱番号「美園 287」・「美園 291」に比べ樹木繁茂の影響が少ない電柱番

号「美園 289」へ防犯灯を新設及び既存防犯灯「L-0109」・「L-0110」を LED

灯へ改修することで，御要望いただきました道路の照度確保をいたします。設

置・改修時期につきましては，8 月から 9 月を予定しておりますので，併せて

御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

１５．最近松前台一丁目でドローンが低空で飛行しているのを見かけました。上

空からの無断撮影や薬剤散布等を想像して不安になります。このような時はど

こに連絡すればよいでしょうか。 

   国の飛行規制として，守谷市は飛行可能区域となっているのでしょうか。ま

た，許可は必要ないのでしょうか。（松前台一丁目） 

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】 

無人航空機（ドローン）航空法に禁止区域が規定されており（１）空港周辺

や高さ 150 メートル以上での飛行（２）人口集中地区での飛行は原則禁止とな

っており，たとえ家の庭など私有地でもこれらの区域での飛行は国土交通大臣

の許可を受ける必要があります。 

さらに飛行に関しても，国土交通大臣の承認を受けたうえで，（１）日出から

日没までの飛行（２）目視で常時監視できる範囲での飛行（概ね 300 メートル

が限界）（３）衝突することを防止するため，地上・水上の人，車両や工作物と

の間に 30 メートル距離をとる（４）祭礼等多数の者の集合する催し場所での飛

行禁止（５）危険物（火薬類等）の輸送禁止（６）物件投下禁止が規定されて

おり，これらを守らずドローンを飛行させると，航空法第 157 条４の規定によ

り 50 万円以下の罰金に処せられます。 

御質問の１点目にあります，発見時の連絡先は，事故防止等の観点から警察に

なります。 

その際は「いつ，どこで見たのか，どのような状況か，見た時のドローンの

特徴」について，情報提供をしていただければと思います。 

さらに２点目にある守谷市の飛行区域につきましては，総務省統計局の人口

集中地区分析（平成 22 年時点）を確認したところ，守谷市内の住宅地の大部分

が人口集中地区となっており，松前台一丁目につきましては，飛行許可を受け

なければならない区域となります。 

   御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

１６．松並青葉西町内地区に防災無線を設置していただきたい。（松並青葉西） 

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】 

屋外スピーカーを使用する「市町村防災行政無線（同報系）」につきまして

は，平成 23 年の東日本大震災を受け，設置に向けた検討を行いましたが，設置



24 

 

費用が膨大であることに加え，広報車と同様に，無線の設置箇所や建物の構造

によっては聞こえない場所が生じたり，防災情報以外の情報を流したりすると，

騒音に感じてしまう方がいることも予想されるため，費用対効果の観点より，

同報系無線の設置は行わず，移動系（広報車）の拡充を行うことで対応した経

緯があります。 

また，災害時における情報発信手段としては，ホームページ，ＳＮＳ，メー

ルもりや，緊急速報メール（エリアメール）を実施しており，その他，一般財

団法人マルチメディア振興センターが運営する，ＮＨＫのデータ放送へ連動す

るＬアラートシステムによる情報伝達も行っております。 

このようなことから，現時点では，同報系無線を設置する考えはございませ

んので御理解・御協力をお願いいたします。 

 

１７．松並木通りから開智望小学校へ抜ける道の歩道，および街灯を整備してい

ただきたい。（松並青葉西） 

【回答 交通防災課 交通・防災 グループ】 

今回御要望をいただきました防犯灯の設置につきまして，夜間現地確認の結

果，当該道路沿いの「トーワ流通守谷倉庫」前にあります電柱番号「原 406」「原

407」に防犯灯を新設及び既存防犯灯「D-0003」を LED 灯へ改修することで

当該道路付近の照度を確保してまいります。設置・改修時期につきましては，8

月から 9 月を予定しておりますので，何卒御理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

【回答 建設課 道路建設グループ】…p.40 

 

１８．カーブミラー等の設置 

  車通行において，自治会用地内道路のＴ字型角で見通しの悪い所があります。

現在問題になっているのは，楽市センター裏に面した 17-1 から 24-1 までの直

線道路に出るＴ字型角と 31-8 からのＴ字型角です。住民は日常利用しており

分かっているが，外来車の通行に危険を感じます。カーブミラー等の設置につ

いて検討をお願いします。（けやき台四丁目自治会） 

【回答 交通防災課 交通・防犯グループ】 

現地の状況や交通量等を確認した結果，けやき台四丁目 24-1 のＴ字型角と 

 31-8のＴ字型角の2か所については視認が悪いためカーブミラーを設置します。 

  それ以外の場所については，停止線での停止及び徐行にて視認が認められる

ため設置できません。（7 月 19 日付で区長様に回答済み） 

 

１９．松ケ丘三丁目町内道路の交通規制車道（ゾーン 30）に設置された外側線の

内側（住宅側）を，カラー塗装していただきたくお願いいたします。 

   車両が減速する効果はありますが，通行人の安全をより一層確保するため，
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住宅側のカラー塗装を要望いたします。（※別紙資料①参照）（松ケ丘三丁目） 

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】 

当該箇所につきましては，30 キロの速度規制を行うとともに，車道幅員が 6.0

ｍのところ，2.0ｍ縮小し，車道幅員を 4.0ｍとする外側線を設置し，歩行者の

安全確保及び注意喚起を図っているところですので，現在のところ，カラー舗装を実

施する予定はございませんので，御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

２０．郷州沼崎線を通る車のスピード超過について 

  制限速度を超過している車が多くて危険である。（ひがし野町内会） 

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】 

ドライバーに減速を促す注意喚起の方法等について検討を行うとともに，取

り締まり及びパトロールの強化を7月20日付けで取手警察署に要望いたしまし

た。なお，結論が出るまでに時間を要しますので，結論については後日御連絡

いたします。 

 

２１．松前台七丁目の鬼怒川に接する地域は，（松前台七丁目 13，24，25）既設

消火栓及びホース保管箱からの距離があり，火災発生時対応できません。つ

きましては，適切な場所に消火栓及びホース保管箱の増設をお願いします。

（松前台七丁目） 

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】 

 新たなホース格納箱（消防用具格納箱）の設置につきましては，自治会から

の要望に基づき，消火栓付近に場所の確保（土地所有者の承諾）をしていただ

いたうえで，設置しているところです。 

設置の要望につきましては，場所の確認のため，位置図などを記載いただき，

交通防災課までお願いいたします。 

【回答 上下水道課 事業グループ】…p.53 

   

２２．カーブミラーの曇りについて 

  冬になると曇ってしまって何も見えなくなるので，不安だ。曇り止めの対策

は打てないのか。（薬師台二丁目） 

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】 

現在，市で設置しているカーブミラーはアクリル製のため，設置場所により

冬場になると表面が水滴等で曇ったり，凍ってしまうことは避けられない状況

となっております。 

当該箇所では充分に安全確認をしていただいたうえでの通行に，御理解のほ

どよろしくお願いいたします。 

 

２３．減速等の表示の依頼 
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  南守谷駅南口，お好み焼き道頓堀周辺で，過去に死亡を含めた事故が多発し

ており，“スピード落とせ”等の表示の検討をお願いいたします。（※写真参照）

（けやき台一丁目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】 

  当該地域の国道を管理している，茨城県竜ヶ崎工事事務所に 7 月 20 日付け

で電光掲示板の設置を要望いたしました。 

 

２４．「通学路」看板の更新 

  市道 4349 号線のイオンタウン側に設置された「通学路」の看板が古くて町

の印象を落としています。早急に更新をお願いします。必要だから設置されて

いると思います。簡単に撤去しないでください。（松ケ丘一丁目） 

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】 

  ご質問の場所（ゾーン 30 区域）につきましては，確認したところ，本年度

は通学路としての設定にはなっておりませんが，小中学生が登下校の際，道路

を通過する等の利用も考えられ，通学路の一面も有していると考えられます。 

  また，看板も古く目立たないこと，さらには，通行車両に注意喚起をする必

要性もあることから，付近電柱を利用した看板表示を行います。 

 

２５．県道 46 号線，県道 58 号線交差点の車整備工場及び販売会社近辺歩道（両

脇）にて，一方にはコーン設置（固定？），他方のゴミ集積所前を駐車場代わ

りに使用しています。この歩道は通学路にもなっており，また畑の出入りにも

大変不便で危険でもあり，近所迷惑でもあります。お願いに行くと 1 回目は対

応してくれますが（26・27 年度会長，土地使用者），2 回目以降は逆切れして

取り合ってくれません。行政，警察等での対応はできないでしょうか？（開店

時より苦情が多数出ていたようです） 

  歩道については，私道，市道，県道のいずれでしょうか？毎年要望提出案件

であります。（新山３） 

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】 

  当該交差点の対応に関しましては，歩行者の通行の妨げになるばかりでなく，

交通事故に発展する恐れも考えられますので，6 月 24 日付で取手警察署と 6
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月 28 日付で守谷地区交番に取締り及びパトロール要望を依頼しておりますの

で，御理解をいただきたいと思います。 

【回答 建設課 管理グループ】…p.36 
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生活環境課に関する質問・要望 

 

１．取手市貝塚地区に設置予定の太陽光発電施設について 

当該太陽光発電施設の設置については昨年，茨城県が許可したことは承知し

ておりますが，該当地区については過去に様々な利用計画が持ち上がり，みず

き野地区としても環境維持の観点からその都度，適切に対応してきました。 

例えば，過去に許可された事業ではその開始に当たり許可された事項に違反

する盛土が搬入されたために計画自体が頓挫したことがあったことはご存じの

とおりです。 

つきましては，地元町内会からの要請として以下のことを茨城県の担当部署

にお伝えいただきたくお願い申し上げます。 

 ＊許可した業者に許可条件の厳守を徹底していただく 

 ＊許可されていない盛土（建設残土，放射性廃棄物など）を持ち込まないよう

に監視し，許可条件が遵守されていることを定期的に検査していただく（特

に盛土搬入時は頻繁な監視が必要と予想しております） 

 ＊前記検査の結果を適時に公表し住民の不安を払拭していただくこと 

 ＊許可事項に違反した場合，速やかに許可を取り消し，業者の原状回復作業を

指示し，作業を監視していただく 

（みずき野） 

【回答 生活環境課 環境グループ】 

  当該太陽光発電施設の設置箇所の土砂の埋立てにつきまして，担当部署であ

る茨城県生活環境部廃棄物対策課に確認したところ，近隣住民の要望等の対応

がままならないため，現在のところ許可まで至っていないとのことでした。 

  上記要請の内容について茨城県にお伝えをさせていただきました。 

茨城県においては，「今後も許可までの過程において，関係自治体と連携して

業者に対して指導していきたい」とお答えいただいておりますので，御理解の

程よろしくお願いします。 

 

２．ごみ収集について 

 年末 31 日までやってほしい。ペットボトル回収日を増やしてほしい。（美園北） 

【回答 生活環境課 廃棄物グループ】 

守谷市の場合，市単独のごみ処理場ではなく，常総地方広域市町村圏事務組

合（構成市は，守谷市，取手市，常総市，つくばみらい市）で運営されている

常総環境センターにてごみ処理（中間処理）を行っております。 

ごみや資源物の分別・収集日・方法等については，常総環境センターと常総

環境センターを利用する４市間で排出量等を基に協議を重ね，各市のバランス

を考慮した上で決定しているものですので，現状況においては収集回数等の変
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更は考えておりません。 

 また，年末年始の収集につきましても，常総環境センターの稼働日を基に各

市協議の上での決定となっておりますことを御理解ください。 

 

３．マナー違反に対する注意喚起強化について 

①犬や猫などペットによる糞害（ペット散歩時や放し飼いの猫による住宅地内

の糞害など）について，行政からも注意喚起をしてほしい。 

【回答 生活環境課 環境グループ】 

  犬や猫などのペットによる糞害については，市としても対応に苦慮している

ところであります。 

原因者が特定できる状況であれば，直接お話をすることもできますが，ほと

んどの場合特定できず，看板設置や広報等で飼い主のマナーについて啓発して

いる状況であります。 

飼い主のマナー啓発看板につきましては，要望がありました自治会や個人へ

配布し，設置を行っていただいているのが現状であります。また，歩道や公園

の糞害がひどい場所については，地域の皆さんの要望や管理面を考慮して看板

設置している箇所もあります。 

  今後も，看板設置や広報等で飼い主マナーの向上について啓発をしていきた

いと考えます。 

 

②幹線道路沿いのポイ捨て（特にメルシー前から両歩道）がひどい。ポイ捨て

されたゴミを定期的に収集してもらえないか。（美園北） 

【回答 生活環境課 廃棄物グループ】 

  幹線道路沿いや公園等などのポイ捨てされたゴミ等については，環境美化等

を通じて地域住民の方に収集をしていただき，回収させていただいております。 

  また，ポイ捨てがひどい地域については，看板設置などの対応をさせていた

だいておりますので，御要望があれば看板設置を行いたいと考えます。 

【回答 建設課 管理グループ】 

  ポイ捨て等により，道路がひどい状況となった場合は，回収等，その都度対

応を行いたいと考えますので，その際は御一報いただければ幸いです。 

 

４．守谷駅周辺の禁煙取締りについて 

 守谷駅改札を出て，喫煙する方を見かけます。 

 最近では取締りを行っている様子を見かけません。 

 喫煙取締りについて以下の質問にお答えください。 

 ・取締りの現状をお聞かせください。 

 ・条例施行から現在までの取締り頻度・検挙数をお聞かせください。（薬師台

五丁目） 
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【回答 生活環境課 環境グループ】 

  取締りの状況については，条例施行当初は指導員 4 名で区域内を週 4 回朝夕

各 90 分程度巡回しておりましたが，現在は指導員 2 名で区域内を週 3 回朝夕

各 90 分程度巡回しております。 

指定場所以外で喫煙者を見かけた際には，指導または過料の徴収（指導に従

わないなど悪質な場合）を行っております。また，条例施行から現在までの取

締り検挙数ですが，過料徴収が 135 件，指導が 287 件となっております。 

 

５．空き地の草刈りについて 

  空き地の草刈りをした草をその場所に置いたままにしておかれると，風が吹

いたときに飛ばされて散らかるので持ち帰るように，市から土地の所有者・業

者に指導するよう要請してください。  （松ケ丘一丁目） 

【回答 生活環境課 環境グループ】 

  草刈りした後，そのまま置いてある状態の場所がある場合，御一報いただけ

れば，現地を確認後，土地所有者に対し通知を差し上げることは可能です。た

だし，草刈業者に対しての指導は，土地所有者との個人契約となっていること

が多く，市では把握できないため直接指導することができません。依頼主であ

ります土地所有者からの指導になることを，あらかじめ御理解の程よろしくお

願いいたします。 

 

６．猫の放し飼いについて 

猫の放し飼いについて罰則（過料）を制定していただきたくお願いします。 

  守谷市ポイ捨て条例 第 3 条，第 9 条に『飼い犬等』についての禁止行為，

責務が制定されていますが，過料の徴収は制定されていません。 

  また，広報で飼い主マナー向上について『猫は屋内で飼育しましょう』のお

知らせが出されていますが，『しましょう』では効果が期待できない。（松ケ丘

三丁目） 

【回答 生活環境課 環境グループ】 

猫の飼い方については，守谷市動物の愛護及び管理に関する条例において，

屋内で飼うことをお願いしており，やむを得ず屋外で飼う場合は，不妊去勢等

の措置を講ずることとしております。猫の飼い方について，広報等で引き続き

マナー向上を図ってまいります。 

  なお，守谷市ポイ捨て等防止に関する条例第 11 条では，ポイ捨て等禁止強

化区域内での飼い犬等のフンの放置も過料の対象となっております。 

 

７．猫の糞尿被害について 

  飼い主に関して，首輪を義務づけ飼い主を特定することはできないか。 

  特定できないと飼い主に注意ができない。（ひがし野町内会） 
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【回答 生活環境課 環境グループ】 

守谷市動物の愛護及び管理に関する条例において，飼い主は首輪，マイクロ

チップ等を装着することとなっております。 

  この条例及び飼い主のマナー向上について，広報等で引き続き周知を図って

まいります。 

 

８．ゴミ置き場の利用について 

  町内会にも加入せず，掃除当番もしたくないがゴミ置き場は利用するという

住民が増えてきている。市としては何か対策はあるのか。 （ひがし野町内会） 

【回答 生活環境課 廃棄物グループ】 

ごみ集積所の設置（開設），管理等につきましては，集積所を利用する方々に

お願いしていることから，開設の際，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あり，一部集合住宅等を除き自治会等で管理し

ています。 

したがいまして，自治会未加入者が使用できないとは言えませんが，当該集

積所を管理（ごみ当番や修繕費用の負担）している自治会等と利用者で協議を

して，使用していただくものと考えます。 

個別の事情やケースも異なりますことから一度御相談いただければと存じま

す。 

御理解・御協力をお願いします。 

 

９．空き地の枝の伐採について 

守谷市内にはいくつもの空地が存在します。これらの空地は地権者が近隣に

住んでいない場合が多く，そこに生えている木々の枝が道路にはみ出したり電

線に絡まったりした危険個所となり存在しています。 

  これらのことから，町内会内の対象箇所については今まで何度となく生活環

境課へ連絡して地権者の方へ文書にて伐採依頼の通達を出していただきまし

た。 

  ただ，こちらで要望した箇所に対して伐採を行って頂いた地権者は 1 件もあ

りません。市としても通達を出すまでが業務であり，その後のフォローがなさ

れていないのが現状です。 

  ここで要望ですが，木々の伐採が必要な場所について通達を出した個所につ

いては継続確認を行い，対応が完了するまで見届けて頂くような仕組みはでき

ないでしょうか？現在は地権者が対応されない場合，改めて生活環境課に依頼

することしか我々にはできません。これはあまりにも不合理です。 

  また，条例を制定して強制的に対応可能にするなど，現在より一歩進んだ対

応も含めてご検討をお願いしたいと思います。（北園町内会） 
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【回答 生活環境課 環境グループ】 

  越境している樹木の伐採についてですが，民法第 233 条で 

「１．隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その

枝を切除させることができる。 

２．隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができ

る。」 

と規定されており，基本的には当事者間で解決すべき問題となります。 

したがいまして，道路担当課や電線の管理者において，管理に支障がでた場

合に所有者に対し，剪定等の請求や直接剪定等を行うことは可能であると思わ

れます。 

しかしながら，市といたしましては上記のケースに該当しない場合，住民の

生活環境保全の観点から，現在のところ「近隣住民の方がお困りになっている」

との趣旨で文書を送付し，協力をお願いしているところであります。 

 その後の対応については，所有者から市に連絡がない場合は適宜現地確認を

行い，再度お願い文書を送付しておりますが，現地が何もなされていない状態

ですと結果近隣住民の方から改めて連絡をいただくこととなってしまいます。 

  条例の制定につきましては，上記のとおり個人所有地の利活用という民事的

な案件であることに加え，土地の用途や地域性もありますので，一方的に規制

をかけることは難しいと考えます。 

  今後とも相手方に対し粘り強く窮状を伝え，理解いただけるまで依頼を続け

ますが，地域におかれましても，町内会名で依頼文を送付するなど御協力いた

だければ幸いです。 

御理解の程，お願いいたします。 
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 総合窓口課に関する質問・要望 

 

１．マイナンバーについて 

マイナンバーカードを身分証明書として使うとき，マイナンバーを見られな

いようにすることはできないのか？（美園北） 

【回答 総合窓口課 市民登録グループ】 

  マイナンバーカードは交付時に専用のビニール袋に入れてお渡ししており

ます。 

  その袋は，カード裏面に記載してある個人番号の欄等を目隠し保護する形式

となっております。身分証明書としてお使いいただく際には，袋のまま御提示

いただければよろしいかと存じます。 

 

２．守谷駅での市役所サービスの拡充 

  守谷駅で市役所の一部サービス（住民票交付，印鑑証明書交付など）をお願

いします。仕事帰りに利用しやすいように開庁時間も考慮していただきたい。 

（薬師台五丁目） 

【回答  総合窓口課 市民登録グループ  企画課 企画・統計グループ】…p.3 
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児童福祉課に関する質問・要望 

 

１．市内に病児保育施設がないため，病児保育を誘致していただきたい。（松並

青葉西） 

【回答 児童福祉課 保育グループ】 

御承知のとおり，当市には病児保育施設がありません。しかし，病後児保育

施設は，平成 22 年度から総合守谷第一病院に委託し「すこやかルーム」を設け，

小学校 6 年生まで対応しているところです。 

  今後における病児保育施設の設置については，当該事業を実施するに当たっ

て，児童の安静が確保できる場所や看護師等の人員の確保が必要でありますが，

市内の病院ではこれら人員等の確保が困難な状況であり，速やかに制度を実施

することが現状では難しいと考えております。現在，病後児保育を委託する事

業所において病児保育実施の働きかけを行っております。 

 

２．守谷駅東口の市有地について 

  商業施設は充実していると思うので，必要ないと思います。 

 地理的に電車通勤する市民が多い地域だと思うので，保育所を建設し，通園と

通勤がしやすい環境を整えてはどうでしょうか。 

  また，保育所を建設しても保育士不足が問題となっては意味がないので，市

から手厚い手当を支給するように併せて検討していただきたい。（薬師台五丁

目） 

【回答 企画課 企画・統計グループ  児童福祉課 保育グループ】…p.3 
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 保健センターに関する質問・要望 

１．子育て支援のため，子どもが増加している地区に小児科を誘致していただき

たい。（松並青葉西） 

【回答 保健センター 母子・予防グループ】 

  現在，守谷市には小児科を標榜している病院及び診療所が 13 院あります。

その中で，子どもが増加している黒内小学校区内に 3 院，守谷小学校区内に 1

院が立地している状況です。 

また，診療科目に小児科を持つ病院及び診療所の誘致につきましては，医師

不足等により小児科が全国的に減少傾向にあることから難しい状況ですので，

御理解の程よろしくお願いいたします。 

 

２．市内に産婦人科が 2 カ所しかないため，産婦人科を誘致していただきたい。 

 （松並青葉西） 

【回答 保健センター 母子・予防グループ】 

  御指摘のとおり，守谷市内で診療科目に産婦人科を持つ病院及び診療所数は

2 院であります。産婦人科の誘致につきましては，全国的に医師不足等により

産婦人科が減少している状況であり，また，守谷市の出生数が緩やかに減少し

ていることから非常に難しい状況ですので，御理解の程よろしくお願いいたし

ます。 
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建設課に関する質問・要望 

 

１． 県道 46 号線，県道 58 号線交差点の車整備工場及び販売会社近辺歩道（両

脇）にて，一方にはコーン設置（固定？），他方のゴミ集積所前を駐車場代わ

りに使用しています。この歩道は通学路にもなっており，また畑の出入りにも

大変不便で危険でもあり，近所迷惑でもあります。お願いに行くと 1 回目は対

応してくれますが（26・27 年度会長，土地使用者），2 回目以降は取り合って

くれません。行政，警察等での対応はできないでしょうか？（開店時より苦情

が多数出ていたようです） 

歩道については，私道，市道，県道のいずれでしょうか？毎年要望提出案件

であります。 

写真・地図を参照願います。（新山３） 

【回答 建設課 管理グループ】 

道路は県道ですが，歩道部敷地は県道と市道の残地が接している交差点にな

っております。要望内容については，6 月 29 日に茨城県（竜ヶ崎工事事務所）

に内容の説明をしており，警察のパトロールの実施（p.26 交通防災課回答）に

よる駐車状況を踏まえ，茨城県と対応の協議をしてまいります。  

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】…p.26 

 

２．周辺道路の補修について 

 ・一丁目の 14―16 番地の間の道路に亀裂が入っているが，冬になると水が染

み出してくる時があり凍ると危険。 

 ・その他にも住宅地内道路にできた亀裂が広がっている。 

・常総線南守谷駅周辺に敷設されているタイルがはがれつまずくことがあり危

険。以上の点，補修してほしい。（美園北） 

【回答 建設課 管理グループ】 

  道路の亀裂につきましては，クラック補修材による補修作業を順次行ってい

きたいと思います。具体的な場所がありましたらお手数ですが，建設課管理グ

ループまで，ご連絡いただければ幸いと存じます。 

  南守谷駅周辺のタイル歩道は，経年劣化により，剥離箇所が多く発生してお

ります。取り急ぎ，凹部について補修作業を進めておりますのでお知らせいた

します。 

 

３．美園一丁目の住宅の中の道路の花壇を撤去してほしい。自動車のすれ違い時

など走行しにくく危険。（美園北） 

【回答 建設課 管理グループ】 

  美園地区は，土地区画整理事業により計画的に，まちづくりを行ってきた地
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区であります。 

  ご指摘の花壇は，緑化と車両の速度抑制を目的に美園の二丁目，三丁目，四

丁目にも設置されておりますので，走行しにくいとのことですが，設置の趣旨

をご理解頂きますようお願いいたします。 

 

４．市道 2745 線についてですが，10 軒近い住宅が接道しており，車の往来も多

く轍となり，水たまりができること。また，砂利削られ各種マンホールの角が

浮き上がり自転車で通学等時の事故につながること，車，宅配車が人とすれ違

う際に狭く危険であること，砂煙がまきあがる事象の為，舗装の要望をさせて

いただきます。（※地図参照）（柏崎） 

 

【回答 建設課 道路建設グループ】 
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御要望の路線は，市道 2742 号線で 3.6 メートルの幅員になっております。 

4 メートル未満で舗装をした場合，舗装片が雨水の流れや車の通行により掘れ

てしまいます。そのため，最低でも 4 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お願いします。現在でも舗

装要望が多く，整備が追い付かない状況であることを御理解願います。 

他の補修箇所もあり，補修時期はお示しできませんが，取り急ぎ，轍等の砕

石補修は手配させていただきましたのでよろしくお願いします。 

 

５．下新田公園に遊具施設の設置について 

  下新田地区は最近，小学校入学前の小さい子供が増えております。近くには

「つばき公園」がありますが，公園に行くまでが交通事情などで大変です。ま

た，隣接の計画道路では大きい子供たちが野球に興じており危ないです。 

  ついては，下新田公園に遊具施設を設置していただければ小さい子どもたち

が安全に遊ぶことができ，お母さんたちも安心できます。 

  過去には遊具施設があった場所ですがいつの間にかなくなってしまいまし

た。 

  また，公園内の雑木を伐採していただきますと「蚊」対策にもなりありがた

いです。（※地図参照）（下新田） 
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【回答 建設課 管理グループ】 

  公園内の樹木につきましては，植栽経緯や植生状況を確認し伐採または剪定を実施

いたします。また，遊具の設置についても検討いたします。 

 

６．草木の道路への張り出し 

  街路樹や草木が生い茂り，道路に張り出し，見通しも悪く，その張り出した

草木を避けるために，自動車のすれ違いが困難な箇所があります。 

  特に気になっているのが，石神神社西交差点から高野小学校方面に行く県道

58 号線沿いです。自動車の交通量も多く，危険なため早急な対策をお願いいた

します。（美園南自治会） 

【回答 建設課 管理グループ】 

  市が管理する街路樹につきましては，ローテーションにより剪定を行ってい

ますが，お気付きの箇所がございましたら，建設課管理グループまで連絡を頂

ければ幸いです。 

  県道 58 号線沿いは，道路管理者である茨城県（竜ケ崎工事事務所）に 6 月

29 日に対応をお願いしました。現地を調査し，所有者を調べ，通知するとのこ

とでしたので，お知らせいたします。 
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７．松並木通りから開智望小学校へ抜ける道の歩道，および街灯を整備していた

だきたい。（松並青葉西） 

【回答 建設課 道路建設グループ】 

道路の整備及び拡幅事業につきましては，各地区から御要望をいただいた路

線も含め，計画的に進めている状況でありますが，多数の箇所についてお待ち

いただいており，早急な整備は難しい状況にあります。御理解のほどよろしく

お願いします。 
【回答 交通防災課 交通・防災グループ】…p.24 

 

８．南守谷駅ロータリーの道路の修正 

南守谷駅ロータリー周辺の道路に敷没されているタイルが各所ではがれ，凹

凸ができている。多くの方が通行するところであり危険なので修理をお願いし

ます。（けやき台四丁目自治会） 

【回答 建設課 管理グループ】 

  南守谷駅周辺のタイル歩道は，経年劣化により，剥離箇所が多く発生してお

ります。取り急ぎ，凹部について補修作業を進めておりますのでお知らせいた

します。 

 

９．一般住宅地の害虫駆除をお願いいたします。 

  市で実施していただいている公園，遊歩道の害虫駆除の時期に併せて，一般

住宅地内の樹木も害虫駆除をお願いするものです。 

  要する費用は，当然個人負担です。（松ケ丘三丁目） 

【回答 建設課 管理グループ】 

公園や遊歩道等の管理は市内を 13 工区に分けて発注しており，現在，12 の

業者が請け負っております。 

樹木の消毒については，1 工区あたり 2 日程度を要しており，一般家庭の樹

木消毒も併せて実施となると，相当の日数を要し，除草作業等その他の管理作

業にも遅れが生じてしまいますので，各自で御対応していただきますようお願

いいたします。 

  

１０．プロムナード水路周辺の放射線量について 

  未だに立ち入り禁止区域があり不安である。 

  何か対策は立てているのか。（ひがし野町内会） 

【回答 建設課 管理グループ】 

  プロムナード水路の除染方法についは，国においても明確なものがない状況

で，公園等他の施設で行ったような現地埋設はできず，また，土砂の処分先も

確保できない状況で，現在も継続して立ち入り禁止措置をとっている状況です。 

  当初の線量と比べますと高いところでも毎時 1 マイクロシーベルト以下には
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なっておりますが，国の基準の毎時 0.23 マイクロシーベルト以上を示す箇所が

存在しますので，引き続き，立ち入り禁止としております。 

今後，注意喚起看板の再設置や立ち入り禁止ロープ等の交換を実施してまい

りますので御理解ください。 

１１．県道 46 号線（つくばみらい市～守谷市間）の道路整備について 

   県道 46 号線の整備が完了していないため，法花坊の交差点が危険となって

いることは承知のとおり。早急の整備を茨城県に要請してほしい。（ひがし野

町内会） 

【回答 建設課 道路建設グループ】 

  県道 46 号線のご要望の区間は暫定整備の 2 車線で供用をしています。現在，

小貝川橋梁の整備を進めておりますが 4 車線が完了するまでには，多額な費用

と時間を要します。 

  今後，市としましても茨城県に対し，整備促進されるよう近隣市と連携して

要望を進めてまいります。 

 

１２．県道 46 号線守谷トンネルの騒音について 

  車がトンネルに入る際，急に加速するための騒音がする。（ひがし野町内会） 

【回答 建設課 管理グループ】 

  自動車やバイク等の排気音，又は，タイヤ音がトンネル壁に反射した反響音

かと思われます。道路管理者であります茨城県（竜ケ崎工事事務所）に 6 月 29

日に現状を説明し対応ができるか検討をして頂くようお願いしました。 

 

１３．子供の道路でのボール遊びについて 

  多くの公園がボール遊びを禁止しているため，道路でボール遊びをする子供

が増えている。自家用車にボールが当たり迷惑なうえ，子供たちにとっても車

が往来して危険である。何か対策をとってほしい。  （ひがし野町内会） 

【回答 建設課 管理グループ】 

道路でのボール遊びは，交通事故も考えられ大変危険です。 

道路パトロール等により注意喚起できれば良いところですが，なかなか全て

を見渡すことが難しいのが現状です。お願いごとになってしまいますが，子供

の安全を守るためには，地域の方の目も大切となりますので，町内会として子

供たちを危険から守る声掛けなどをしてくだされば大変助かります。 

また，公園等では野球のバットや硬式・軟式ボールを使用した遊びやサッカ

ーの試合などが禁止となっていますが，小さな子供が遊ぶゴムボール程度のも

のであれば可能です。そのような，遊びを見かけた場合も公園で遊ぶよう子供

たちに一声かけていただければ幸いです。 
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１４． 

・道路に枝が伸び出ています。（※地図内②③） 

・信号機に枝が覆いかぶさっています。 

【回答 建設課 管理グループ】 

御指摘のさくらの枝は，剪定の手続きを進めておりますのでお知らせします。 

 

 ・信号機の下に縁石が 6 ケ所凸凹になっています。（※地図内④） 

【回答 建設課 管理グループ】 

  御指摘の縁石は，放置されたものなので回収しましたのでお知らせします。 

 

・歩道に桜の木の根が盛り上がっています。 

  特に 294 号側から 3 本目，5 本目，8 本目（※地図内⑤）（原本町） 

【回答 建設課 管理グループ】 

御指摘のさくらの根上による歩道の凹凸については，補修工事の手続きを進

めておりますのでお知らせします。 
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１５．くわがた公園の柵について 

  設置された柵では，ボールが道路に転がり出てしまうリスクがある。人の飛

び出しだけでなく，小さなボールの飛び出しにも配慮する必要があったのでは

ないか。（薬師台二丁目） 

【回答 建設課 管理グループ】 

御指摘の柵の設置は，子どもの道路への飛び出し防止を目的に設置しました。 

また，この柵の設置に当たり，公園内の見通しを考慮して樹木を間伐してお

ります。柵の上については，この樹木の枝が伸びることでボール等の飛び越え

防止効果を期待して剪定しておりますので御理解をお願いいたします。 

  

１６．花びら広場の掲示板 

  6 月 10 日付の文書を掲示した「公園，遊歩道の樹木消毒の実施」に関する掲

示板が花びら広場に掲示されたが，実施日は 13－15 日と直前である。 

  広報車による連絡をやめた理由も記載がなく，気づかない人も多いのではな

いか。水害時の広報対応でも不十分であったとの声が多いが，受け手である市

民側の目線に立った広報活動の重要性についての認識が十分ではないのでは

ないか。（薬師台二丁目） 

【回答 建設課 管理グループ】 

 樹木消毒は害虫等の発生時期に合わせ実施していることから，梅雨の季節と

重なることが多く，天候を見ながら実施日を決定し周知しているため，散布間

近となることを御理解願います。また，広報車による周知は，広報実施時間帯

の不在や住宅の高防音化により聞き取れない等の意見が多く寄せられたことか

ら，平成 25 年度からポスティングによる周知に変更いたしました。 

 周知方法の変更については，平成 25 年以降，毎年 5 月 25 日の広報配布に併

せて「樹木の消毒について」の文書中に記載し，地区毎に回覧させていただい

ていると共に，守谷市ホームページにも掲載し，周知を図っているところです

ので，御理解をお願いします。 

 

１７．路面の整備・補修依頼 

  南守谷駅南側のロータリーの路面の整備・補修をお願いいたします。タイル

（正確な材質はわかりませんが）等がはがれており，ところどころ穴が開いた

状態で通行する際つまずいたりする可能性があり大変危険な状況と考えます。

通学，通勤，高齢者等の弱者を守る観点からも，その点を考慮の上，対応をお

願いいたします。（※写真参照）（けやき台一丁目） 
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【回答 建設課 管理グループ】 

   南守谷駅周辺のタイル歩道は，経年劣化により，剥離箇所が多く発生してお

ります。取り急ぎ，凹部について補修作業を進めておりますのでお知らせいた

します。 

  また，乗り上げブロックは，撤去しましたのでお知らせいたします。 

 

１８．ベンチ補修依頼 

  南守谷駅南口側に設置されておりますベンチとベンチ周りが大変危険な状

態です。関東鉄道様にお聞きしましたところ，管理は守谷市役所だと聞きまし

た。至急，何らかの処置，ご対応をお願いいたします。（※写真参照）（けやき

台一丁目） 



45 

 

 

 

【回答 建設課 管理グループ】 

  御指摘のベンチにつきましては，修繕工事の手続きを進めております。 

 また，ベンチまわりのボルトは，撤去しましたのでお知らせいたします。 

 

１９．ガードレールの設置依頼 

  南守谷駅南口側線路沿いは，現状ガードレールがないため子どもが誤って線

路内へ入る可能性が考えられます。ガードレールの設置検討をお願いいたしま

す。（※写真，地図参照）（けやき台一丁目） 
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【回答 建設課  管理グループ】 

  ガードレールの設置要望箇所は，関東鉄道常総線の鉄道敷地内でありますの

で，6 月 27 日に設置可能か関東鉄道（株）に確認したところ，設置可能との回

答を得ましたので，設置を進めてまいります。 

 

２０．側溝の清掃 

   美園 4丁目のゴミ集積所（Ｔ0042）の前の，アパート側にある側溝に土砂や

枯葉等の堆積物がたまっています。そこから雑草も生えてきます。昨年は，雑

草を取り除いてもらいましたが堆積物の掃除を定期的にお願いします。（美園

南） 

【回答 建設課 管理グループ】 
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  現地を確認してきたところ，花壇脇の小舗石タイル部に土砂及び雑草が見受

けられましたので撤去しました。道路パトロールの際に確認してまいります。 

 

２１．道路補修整備のお願いについて 

  西林寺東側の畑に隣接する当地区は簡易塗装で塗装が壊れ，随所に窪地が発

生し，通行に不便をきしております。特に，雨の日は，道路端の境に段差があ

るのがよく分からず歩行，自転車の走行は危険な状態です。 

  是非補修をお願いします。また，定期的なパトロールを併せてお願いします。

（※地図参照）（下新田） 

 

【回答 建設課 管理グループ】 

  現地を確認しました。窪みや破損について，合材補充により補修対応してま

いります。また，道路パトロール時に確認した場合は補修いたしますが，お気

付きになられた場合には，建設課管理グループまで御連絡をいただければ幸い

です。 

 

２２．幹線道路沿いのポイ捨て（特にメルシー前から両歩道）がひどい。ポイ

捨てされたゴミを定期的に収集してもらえないか。（美園北） 

【回答 建設課 管理グループ】 

  ポイ捨て等により，道路がひどい状況となった場合は，回収等，その都度対

応を行いたいと考えますので，その際は御一報いただければ幸いです。 

【回答 生活環境課 廃棄物グループ】…p.28 
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都市計画課に関する質問・要望 

 

１．倒壊の危機のある廃屋対策について 

  当地区には「特定空き家」に該当するのではないかと思われる廃屋がありま

す。町内にある空き家 10 数軒の中の一軒です。その敷地には樹木・雑草が生

い茂り，倒壊寸前の廃屋で，今にも隣家に覆いかぶさるような状態です。 

  市では，隣家に垂れ下がる枝などについては所有者に連絡し伐採の処置を取

らせたり，先日は都市整備部長が現調に来るなど，空き家対策に前向きに取り

込もうという姿勢が見えますが，現状は逼迫しております。 

  昨年 5 月「空き家対策特別措置法」が施行されその後，国土交通省では「特

定空き家」の判断基準 6 例が出されました。私ども一市民からみますと，あの

廃屋は解体の対象になるのではないかと考えます。 

  隣家の危険防止，市民の安全・安心のため是非至急に必要な措置を取ってい

ただきたいと思います。 

  この内容については，先日の区長説明会でも要望しております。また 27 年

度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】 

  空家対策につきましては，6 月議会において「守谷市空家等対策協議会設置

条例」が可決を頂き制定されました。現在，協議会の設置準備を進めておりま

す。そして，市内全域を対象として空家等の実態調査を予定しております。「空

家等対策特別措置法」に基づき，協議会や実態調査において特定空家に該当す
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るかを調査し，仮に特定空家と認定された場合は，所有者に対し適正に管理を

行うように，指導や勧告等を行っていきたいと考えております。また，当該地

については，引き続き所有者に連絡し隣家に垂れ下がる枝等について是正指導

するとともに，法に基づく調査対象としてまいります。 

  

２．守谷市発展のため，駅前に商業施設を誘致していただきたい。（松並青葉西） 

【回答 都市計画課 まちづくりグループ】 

  守谷駅周辺につきましては，つくばエクスプレスの計画と併せ，公共施設の

整備改善及び既成市街地の再編を目的とし，良好な市街地の形成を図るため，

公共施行により守谷市が土地区画整理事業で整備を行った地域であります。 

守谷駅前の市所有地は，医療施設と飲食店等の複合施設の「アワーズもりや」

と「駐車場用地等」です。また，駅東口の 1.2ha については，協議会を設立し

公共的な施設を計画しているところです。 

駅周辺の大半は民有地であるため，土地利用については権利者の協力が必要

になります。区画整理施行中には，誘致計画等もありましたが，計画で終わっ

た経緯があります。よって，商業施設の誘致につきましては，未利用地の大街

区がないこと，個人所有者の利用計画等があることから難しい状況です。 

 

３．守谷市には建築主事は配置されておらず，各種建造物に関する個別具体的事

項を問い合わせるのに不便です。今後も発展を続ける守谷市にぜひ建築主事

を配置していただきたい。（ひがし野四丁目） 

【回答 都市計画課 開発指導グループ】 

  建築主事につきましては，建築基準法第 4 条第 2 項では，人口 25 万人未満

の人口の市町村は，その長の指揮監督の下に確認に関する事務をつかさどらせ

るために，建築主事を任意で置くことができると解釈できます。 

茨城県内では，つくば市，日立市，土浦市，古河市，取手市，北茨城市，ひ

たちなか市，高萩市及び人口 25 万人以上の水戸市を含む 9 市が建築主事を置い

ております。それ以外の市町村は，茨城県の出先機関である県民センターで行

っているのが実情です。守谷市に建築主事を置くことで県南県民センター（土

浦市）まで相談に行かなくてよくなるでしょうし，守谷市のまちづくりについ

て守谷市の考え方を進める上で有効と考えられます。 

しかし，建築職の職員やその事務職員の配置をしなければなりません。建築

主事になるためには，建築基準適合判定資格検定という国家資格を得なければ

ならず，その受験をするには，一級建築士の資格が必要です。その上，合格率

も 2～4 割程度と決して高くはなく難関の試験です。また，職員配置につきまし

ても仮に建築担当職を数人，その管理職を 1 人増員しても職員がなかなか資格

を取得できなかったり，資格を取得したとしてもその後の育成に時間がかかっ

たりと人材面や財政面において，小さい市では課題も多いのが現状です。併せ
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て訴訟問題への対応が必要となります。この問題に対しても人材面や財政面の

問題が生じます。以上のような課題等から，市には建築主事を配置せず茨城県

を建築主事とする現在のままと考えております。なお，現在は，民間の確認検

査機関にもおいて建築確認ができるようになっておりますし相談等もできるよ

うになっています。建築計画等がある場合には，建築士の方と話し合いをした

上で御相談いただければと思います。 

 

４．守谷市都市マスタープランにおいて守谷駅周辺地区を市の中心拠点として位

置付けていますが，その具体的な開発誘導として，次のことを要望いたします。 

今後，高齢化社会が進展すると，車を使用しなくても，徒歩で生活できるま

ちづくりが必要かと思います。そのためには守谷駅を中心として半径 1.5km 以

内に行政施設，商業施設，医療施設，金融機関，郵便局などを集積し高齢者用

の集合住宅を誘致すれば，高齢者が安心して住める街になると思います。高齢

者が住みやすいコンパクト・シティを実現していただきたいと思います。（つ

くし野） 

【回答  都市計画課 まちづくりグループ】 

  守谷市都市計画マスタープランで，都市中心拠点として守谷駅周辺地区を位

置づけしておりますが，そのほかマスタープランでは，市役所・図書館周辺地

区を行政文化拠点に位置付け，各住宅団地のセンター地区を地域生活拠点に位

置付け，商業サービスや地域保健福祉施設等を整備誘導すると位置付け，それ

ぞれの拠点を結ぶ幹線道路について歩行空間の充実を含め整備の促進を図ると

なっております。 

  市としては，モコバスをはじめとする公共交通機関の充実や利用促進，歩行

空間の整備促進を図っていきたいと考えております。 

また，実際に行政施設等を移転するには多額の費用がかかり，用地確保も困

難な状況であります。よって，現存する公共施設等を活用しながら，住みやす

い街を築いて参ります。 
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生涯学習課に関する質問・要望 

 

１．「学びの里」校庭に，幼児用の滑り台付の遊具を作ってください。公団の中

の公園までは遠いので，小さめで良いのでお願いします。（東坪） 

【回答 生涯学習課 生涯学習グループ】 

貴重な御意見ありがとうございます。 

 今回の御提案について，学びの里は生涯学習施設としての利用を目的として

おり，現在ある遊具は，大井沢小学校から引き継いだもので，古くなって安全

に支障が生じた時点で撤去する方針です。 

  また，学びの里は県道の歩道拡幅の予定があり，駐車場が少なくなることか

ら，（敷地も小さくなる），駐車場を整備し直すことが必要となります。このた

め，現時点で新たな遊具を校庭に設置することは考えておりません。 

公団の中の公園は遠いとのことですが，児童センター（キ・ターレ）や多く

の公園があり，小さな子どもが安心して遊べる環境もありますので，これらの

施設を御利用いただきますようお願いいたします。 

 

２．市民の健康増進のため，市が運営するスポーツジムが付属する体育館の設立

を要望します。（松並青葉西） 

【回答 生涯学習課 スポーツグループ  企画課 企画・統計グループ】…p.4 
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上下水道課に関する質問・要望 

 

１．水道代，市民税について 

  高額である。安くしてほしい。（美園北） 

【回答 上下水道課 業務グループ】 

  守谷市の水道料金は，平成 22 年 3 月分から値下げ（消費税率見直しに伴う

料金改定を除く）をし，現在の料金となっています。 

水道料金は，施設の整備時期や地理的要因による整備内容，運営方法の違い

より，水道事業体（都県・市町村等）ごとに異なっております。 

例として，東京都等の早くから水道整備を行った先進事業体と，昭和 46 年に

事業を開始した守谷市では，整備時期によるコストの開きがあります。 

また，独自水源を保有している東京都等と，独自水源を持たずに茨城県が行

う水道用水供給事業の水を購入（供給水量の 8 割）している守谷市とでは，供

給コストに差が生じてしまい，さらに，人口密度の高い大都市と比べて，人口

密度の低い守谷市では，水道の利用件数・利用者数が少ないため，1 件又は 1

人当たりの負担割合，負担額が高くなります。 

なお，料金が高いという御意見の中には，比較する事業体との料金の請求方

法の違いによるものも含まれております。 

守谷市では，水道料金と下水道使用料を一本化し，「上下水道料金」として 2

か月ごとに料金の請求・徴収を行っています。事業体によっては，同一の事業

体でも水道料金と下水道使用料を別々に請求するケースがあり，さらには，水

道と下水道を運営する事業体が別で，それぞれが個別に請求するケースもあり

ます。これらの事業体の水道料金と守谷市の上下水道料金との比較による御意

見をいただいた場合は，上記内容を説明し，御理解いただいております。 

  水道事業の安定持続のため，浄水・配水施設や管路の老朽化対策（改築更新）

や耐震化を順次進めていかなければならず，今後，多額の費用が必要となる試

算となっております。市では，施設等の長寿命化や費用の平準化を図ることで，

料金への影響を抑えながら安定した事業運営に取り組んで行きたいと考えて

おりますので，御理解と御協力をお願いいたします。 

【回答 税務課 市民税グループ】…p.7 

 

２．松前台七丁目の鬼怒川に接する地域は，（松前台七丁目 13，24，25）既設消

火栓及びホース保管箱からの距離があり，火災発生時対応できません。つきま

しては，適切な場所に消火栓及びホース保管箱の増設をお願いします。（松前

台七丁目） 

【回答 上下水道課  事業グループ】 

  消火栓の設置は，消防法第 20 条第 1 項の規定により総務省消防庁が定めた
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消防水利の基準に準じて行い，防火対象物から消防水利（消火栓や防火水槽等）

までの距離は，年間平均風速が毎秒 4 メートル未満の地域の場合，近隣商業地

域・商業地域・工業地域・工業専用地域では 100 メートル以下，その他の用途

地域及び用途地域の定めがない地域では 120メートル以下となるように設置し

なければならないと定められています。 

  設置要望のあった松前台七丁目 13，24，25 は，第一種低層住居専用地域と

なり，家屋等から半径 120 メートル以下の範囲内に設置することとなります。

しかしながら，七丁目 13 の一部において，既設の消火栓から半径 120 メート

ル以上離れている敷地が確認され，消防署や関係課と調整し，予算を確保して

年度内に設置できるように対応したいと考えておりますので，御理解と御協力

をお願いします。 

【回答 交通防災課 交通・防災グループ】…p.25 
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各課メールアドレス 

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 

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

文化会館 bunka@city.moriya.ibaraki.jp 

生活環境課 kankyou@city.moriya.ibaraki.jp 

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

交通防災課 bousai@city.moriya.ibaraki.jp 

経済課 keizai@city.moriya.ibaraki.jp 

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

国保年金課 kokuho@city.moriya.ibaraki.jp 

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

地域子育て支援 kosodate@city.moriya.ibaraki.jp 

北園保育所 hokuen@city.moriya.ibaraki.jp 

土塔中央保育所 dotou@city.moriya.ibaraki.jp 

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

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

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

保健センター hoken@city.moriya.ibaraki.jp 

建設課 kensetsu@city.moriya.ibaraki.jp 

都市計画課 toshikei@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 

中央図書館 library@city.moriya.ibaraki.jp 

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

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

会計課 kaikei@city.moriya.ibaraki.jp 

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


