平成 24 年度

第1回

市長と語ろう！タウントーキング

開催日時 平成 24 年 9 月 21 日（金）
開催場所 笠間公民館
参 加 者 市民 20 人

議事録

午後 7 時～8 時 45 分

≪フリートーク（意見交換）≫
1 ゴミ袋について
2 赤い羽根募金の袋について
3 区長回覧で使用される袋について
4 農地の基盤整備事業について
5 通学路の安全点検について
6 小学校の統廃合に伴う小学生の通学について
7 法務局跡地の草刈りについて
8 地域ポイント制度について
9 自主防災組織の結成について
10 避難所について
11 クリーン作戦と佐白山について
12 浄化槽の管理について
13 児童館について
14 片庭地区の採石会社について
15 星山地区の残土について
16 いじめについて
17 学校評議員について
18 水戸線沿線の開発について
≪内容≫
1 ゴミ袋について
【意見等】
合併前の旧笠間市のようにゴミ袋を大中小の３つのサイズにしてほしい。また、もち手の間の
部分を縛りやすいようにもう少し長くしてほしい。
【回答】
ゴミ袋については、合併当初のころビニールが薄くなって耐久性がなくなったという意見は多
くいただいたのですが、中サイズが無くなったことについては、意見をいただいた記憶がないの
で、経過について調べます。
2 赤い羽根募金の袋について
【意見等】
赤い羽根募金の依頼が区長回覧で毎年あるが、自分で班ごとに配布する袋を用意している。班
に配布する袋も用意してもらえないだろうか。
【回答】
赤い羽根募金については、社会福祉協議会で行っていますので、今のままでは使いづらいとい
うことを伝えます。
3 区長回覧で使用される袋について
【意見等】
市では、古い封筒をリサイクルしているが、社会福祉協議会などの外郭団体は新しい封筒に印
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刷までしていてもったいない。もっとお金の使い方を工夫してほしい。
【回答】
社会福祉協議会には、意見として伝えます。
4 農地の基盤整備事業について
【意見等】
基盤整備事業の推進について 3 年前から発言しているが、話が前進しないのでどうしたらよい
か。地区農業委員に協力してもらい、農地の基盤整備の推進を図ってもらえないか。
【回答】
土地改良をまだ行っていない地域に対して、市の方から積極的な働きかけをすることは、今は
しておりません。地元の方の意見がまとまり、土地改良をやるということであれば、市は対応し
ていきます。
土地改良をやるかやらないかについてアンケートをとることなら、役所ができると思いますの
で、検討してみます。
5 通学路の安全点検について
【意見等】
大型店舗の進出により、道路が様変わりしてきているので、通学路の危険個所の安全確認をし
てほしい。特に、大型店舗の出入り口などは危険なので、道路を作った時にカーブミラーを新設
してほしい。
【回答】
最近、登下校時の子ども達をまきこんだ交通事故が発生し、報道されたことを受け、文科省か
ら全国的に通学路危険箇所の調査依頼がありました。市でも 8 月に、市と県と警察とＰＴＡで、
危険個所の調査をしたところ、笠間市内で約 60 か所ありました。市では、路面標示などのすぐで
きることについては、9 月議会で予算を取り、対応しているところです。
カーブミラー設置等の必要箇所がありましたら、区長さんを通してご要望いただければ、現地
を確認し、設置の有無を検討します。
6 小学校の統廃合に伴う小学生の通学について
【意見等】
箱田小学校は笠間小学校に統合されるという話だが、子どもたちが学校に通う際にはどういう
方法になるのか。小学 1～3 年生が約 8km もある距離を自転車通学で通うのは心配である。
【回答】
学区審議会の答申が今年 2 月に出され、5 月から 7 月に市内 14 小学校学区で説明会を行いまし
た。説明会での意見等と踏まえ、通学方法等を記載した実施計画書を策定する予定となっていま
す。
小学校の場合の通学方法は、基本的に４km 以上は遠距離通学という扱いになり、スクールバス
を利用する予定で進んでいます。
実施計画書ができたら、合併対象校の地区で説明会を実施する予定です。そして、ご意見やご
要望をお聞きしてさらにその計画書を煮詰めてまいります。
7 法務局跡地の草刈りについて
【意見等】
法務局跡地には、雑草が茂っており、道路に面した所は町内で清掃等をしている。しかし、敷
地内については清掃できないので、敷地内の草刈りをしてほしい。
【回答】
市ではまだ法務局跡地を購入していないので、国の出先機関の管理になっています。管理機関
に草刈りをしてもらうよう話します。
2

8 地域ポイント制度について
【意見等】
地域ポイント制度の社会実験を行っているということだが、現在登録者数はどれくらいか。ま
た、今後の見通しはどうか。
【回答】
地域ポイント制度は平成 24 年 1 月から社会実験を行っており、現在の登録者は約 1,200 人です。
また、7 月から 10 ポイント以上の方は順次 IC カードへの切り替えを行っており、IC カードへ切
り替えた登録者は 250 人です。現在は、社会実験ということで、どういった事業を該当させるか
の検討をしているところです。今月中には地域ポイント制度のホームページを立ち上げ、最終的
にはホームページから自分のポイントを確認できるようにしたいと思っています。制度設計を進
めて、平成 25 年 4 月から本格導入したいと思っています。
9 自主防災組織の結成について
【意見等】
自主防災組織を結成しようとしているが、アパートの人は区に加入してくれない。市では、転
入者などに区に加入するように話しているのか。
【回答】
引越しされた方には、区長を紹介して区に加入してもらうように勧めていますが、強制はでき
ません。区に加入していないからといって、有事の際に助けないわけにはいかないので、難しい
問題となっています。
自主防災組織については、協力してもらえる方だけで組織を立ち上げる方がスムーズだと思い
ます。また、地区の民生委員は高齢者の方など要援護者の情報を持っていますので、民生委員と
情報交換をしていただきたいと思います。組織の立ち上げは大変だと思いますが、よろしくお願
いします。
10 避難所について
【意見等】
東日本大震災の時に、避難所ではない みなみ公民館に来て、中に入れてほしいという人がいた
が、どこが避難所になっているか指示を出せなかった。笠間市として大きな避難所を作ったり、
避難所マップを作ったりする必要があると思う。
【回答】
第 1 段階として市内に 6 か所の拠点避難所を設定しました。この避難所には、井戸や発電機、
投光機などを配備しています。そして、第 2 段階として 30 か所の地区避難所を設定しています。
さらに、地域の自主防災組織を設立していただき、この 3 段階で避難所を設置します。市として
も、マップ作成を含めて、避難所について広報していきたいと思います。
11 クリーン作戦と佐白山について
【意見等 1】
市で定期的に行っているクリーン作戦の参加率はどのくらいか。また、クリーン作戦で怪我を
した場合、保険はどうなっているのか。
【回答 1】
参加率については、地区によって参加率は大きく違っているので、今はわかりません。怪我を
した場合については、市で総合保険に入っています。
【意見等 2】
クリーン作戦の参加率の報告をしても、それについてまとめた結果がわからない。結果を公表
し、参加率の低いところは、参加を促すなどするべきではないか。
【回答 2】
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ご意見のとおりですので、全体の参加率等を報告していきたいと思います。
【意見等 3】
佐白山の清掃をしているか。また、笠間城跡は、今も立ち入り禁止となっているのか。
【回答 3】
佐白山の清掃は、以前、市民憲章推進協議会で行っていましたが、今は行っていません。今後
は実施していきたいと思います。笠間城跡については、現在、立ち入り禁止にはなっていません。
12 浄化槽の管理について
【意見等 1】
河川にアオコが出ている。市で浄化槽の集中管理はできないか。
【回答 1】
市で集中した浄化槽管理は行っておらず、戸別浄化槽での対応となっています。市では高度処
理浄化槽の補助を行っていて、年間 150 から 170 基の補助をしています。5 人槽で補助金が 66 万
4 千円となっていますので、申請してほしいと思います。
【意見等 2】
公共下水道と合併浄化槽では一人当たりの経済負担額はいくらか。
【回答 2】
一人当たりの単価は、浄化槽の方が安いです。下水道事業については、整備しても加入率が低
いのが実情であるため、新規の事業化にブレーキをかけています。
13 児童館について
【意見等】
友部地区に児童館が開設したが、笠間・岩間にも児童館を設置する予定はあるか。
【回答】
笠間・岩間では子育て支援センターを開設しておりますが、専用の施設ではありませんので、
友部のように新しい施設も必要と感じています。充実していくことは必要だと思います。
14 片庭地区の採石会社について
【意見等】
今年 7 月から 8 月、片庭地区から七会へ通じる道路沿いの砕石会社 2 社に、夜間、ダンプがた
くさん入っていった。何を搬入しているか不安なので、市でチェックしてほしい。
【回答】
砕石会社の指導権は県にありますが、業者の話を聞くなど、よく調べてみます。
15 星山地区の残土について
【意見等】
星山地区の水路を土砂が堰き止めてできた、溜まった水はどうなっているか。
【回答】
茨城県、警察と協力して残土条例の見直しを考えています。溜まった水の処理については、排
水整備がなされたことを地元区長に説明します。
16 いじめについて
【意見等】
いじめについて、笠間市ではどうなっているのか。
【回答】
笠間市では現在 2 件のいじめがあり、解決に向けて進めているところです。いじめについては、
学校ですべて把握するのは難しいと思います。学校の責任もありますが、保護者の皆さんには、
自分の子どもの変化を見抜いて相談いただければと思います。
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17 学校評議員について
【意見等】
学校評議員は、学校・家庭・地域が一体となることを目的にできたと思うが、評議員の選任は
どうなっているのか。また、活動内容やどういう目的で会議を行っていて、地域にどう活かされ
ているのか。
【回答】
学校評議員の選任については、学校長が推薦し、教育委員会が任命しています。学校評議員が、
機能しているところとそうでないところがあるのは事実です。地域との交流が必要であるという
ことは教育委員会に伝えておきます。
18 水戸線沿線の開発について
【意見等】
水戸線が衰退しないようにする必要がある。枕木のコンクリート化やロングレール化により単
線のままでも快速は可能とのことだ。駅利用を促すために駅周辺の整備開発が必要である。
【回答】
JR とタイアップして駅の整備等を行っていますが、水戸線沿線の開発は難しいと思います。
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