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議長 吉川 道隆
また︑４月には初の取り組みと

して︑議員が地域で直接皆様に議

会活動を報告し︑意見交換を図る

場として︑議会報告会を市内６か

所の会場で開催いたしました︒

このような中︑本市の議会報で

新緑の候︑市民の皆様には日頃

から︑市議会に対しましてご理解

読んでいただける議会報とすべき

ある﹁議会だより﹂につきまして

先般の指定廃棄物最終処分場候

であるという編集委員の思いから

とご協力を賜り︑心から感謝を申

補地問題につきましては︑市民︑

検討を重ね︑このたび紙面を一新

も︑これまで以上に読みやすく︑

行政︑議会が一体となり建設反対

いたしました︒以前より読みやす

し上げます︒

の強い意思表示により︑事実上の

(第124号)

く︑分かりやすい議会だよりに

議会だよりは︑これまで幾度と

●行政視察を終えて（所感）
今回の視察は、「議会だより」編集に関わるノ
ウハウを出来る限り取得するため、３日で３自治
体を訪問する強行軍の行程で実施しました。

白紙撤回となったことは大きな成

さて︑高萩市議会は︑市民に開

なく改変を重ねてまいりました

山梨県北杜市
長野県千曲市
長野県東御市（写真）

なったと感じていただければ幸い

かれた透明性のある議会をめざし

が︑今回のリニューアルにつきま

●視察場所
１月２９日
３０日
３１日

果であり︑市民力の強さと重要性

て︑議会改革等調査特別委員会を

しても完成形とは考えておらず︑

視察実施日：平成２５年１月２９日〜３１日
●視察目的及び視察内容
現在発行している「議会だより」について、記
事の内容や編集・レイアウトなどいわゆる「マン
ネリ化感」が生じてきている。さらに近年の議会
改革の流れの中で、「市民に開かれた議会」を目
指す上で、議会だよりがこれまで以上により読ん
でもらえる広報紙になることを通じ、議会自体と
市民意識の向上が図られ、さらなる市政発展の契
機になるのではないか。
そうした問題意識のもと、「議会だよりを市民
に読んでもらうためにはどうしたらいいか」を
テーマに視察研修を実施したものである。

でございます︒

設置し︑さまざまな議会改革に取

さらに継続してよりよい広報紙を

議会だより編集特別委員会 視察報告

を感じた次第であります︒

り組んでおります︒

皆様に議会がさらに身近なもの

めざし検討を重ねていきたいと思

災害ＦＭ︵現在はコミュニティＦ

として感じていただけるよう︑議

その一環として︑昨年の９月よ

Ｍ︶での放送を開始いたしまし

員一同努力して参る所存でござい

います︒

た︒インターネット中継は︑ライ

ます︒今後ともご支援・ご協力を

り本会議のインターネット中継と

ブ中継︵生中継︶のほか録画中継

賜りますようお願い申し上げご挨

拶といたします︒

時間いつでも視聴

も取り入れ︑

ができるものとなっております︒
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まず視察先の受入態勢が丁寧でかつ快く迎えて
もらえたことに感謝したいと思います。また視察
先の議会だより編集を担当する特別委員会委員の
方々の、議会だより編集に対する思い入れの強さ
と深さが十分感じ伝わった視察研修でありまし
た。
それは市民の皆さんに、市政発展のため議会を
もっと知っていただこうという議員公職としての
高邁な意識から発しているに違いありません。議
会だより編集に携わる委員は、より一層の公平・
公正感覚が要求されるということを、今回の視察
を通して改めて痛感できました。具体的には、画
像をより多く用いることで親しみやすくわかりや
すい構成になることや、ユニバーサルデザインの
文字を使用することで格段に読みやすくなるこ
と、記事内容とページ編成などなど。まだまだ模
索段階ではありますが、このリニューアル版高萩
市議会だよりをご
覧いただければ、
今回の視察の成果
がご理解いただけ
ると確信するもの
です。

2013年5月3日 （ 2 ）

するためである︒また︑まちづくり
観光課の所轄換えすることについて
は︑地域振興や活性化を含め︑企業
誘致や企業振興等︑関連性があり経
営戦略部に入ることにより︑市政推
進が一層効率的になると考え一つの
部の中とした︒

議案第 号
平成 年度高萩市一般会計予算

岩倉幹良 議員
質問 津波浸水想定エリア内の要援
護者及び福祉施設に︑戸別受信機３
００台を配置する計画だが︑その事
業費は１８９０万円とのこと︒水没
避難区域︵駅東︶に３０００台を配

25

議案第 号 高萩市部設置条例
の一部改正について

大足光司 議員
質問 今回の改正は市長公室を設置
し︑秘書に関する事柄や広報・広聴
に関すること等が掲げられている︒
また︑商工観光に関する課を建設経
済部から経営戦略部に移管されるが︑
その理由について聞く︒
経営戦略部長 市長公室を設置する
理由は︑市長直轄の事務をコンパク
ト化した組織体制として︑市報・週
報・ＦＭ等︑広報的事務を一層強化
25
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議 案 質 疑
議議

議 案 質 疑

備するとなると︑毎年の償還額はい
くらか︒
総務部長 起債償還の２年目以降は
８５０万５０００円で︑年間１００
０万円あれば配備できる︒
質問 戸別受信機３００台を配備す
ることにしたのは︑災害発災時には
やはり戸別受信機に優るものはない
と認識されたからこそである︒コ
ミュニティＦＭに無駄に税金を使う
より︑水没地域に３０００台配備す
る気はないか︒
総務部長 予算の３００台で進める︒
質問 甲状腺超音波検査費用８５０
０円の内︑３０００円は自己負担と
のことであるが︑１００対０の交通
事故でゼロのものに費用負担を求め
るのはおかしい︒
2013年5月3日 （ 3 ）

健康福祉部長 不安という方には︑
希望者を対象に応分の負担をいただ
くことにした︒

平 正三 議員
質問 市道１６６１号線測量委託料
の具体的な場所と今後の見通しにつ
いて伺いたい︒
建設経済部長 場所については︑常
陽銀行高萩支店から旧角鈴までの区
間で︑路面及び構造物等の老朽化が
進み︑損傷が著しいため︑平成 年
度に舗装を計画している︒

鈴木英樹 議員
質問 高速バス路線運行支援補助を
毎年しているが︑どのような運行し
ているのか︒
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提出された議案等の一覧
選挙第 １ 号

茨城県後期高齢者医療広域連合議会議員
の一般選挙について
議案第 １ 号 高萩市教育委員会の委員の任命について
議案第 ２ 号 高萩市公平委員会の委員の選任について
報告第 １ 号 専決処分の報告について（損害賠償の額
の決定及び和解について）
報告第 ２ 号 専決処分の報告について（損害賠償の額
の決定及び和解について）
議案第 ３ 号 平成24年度高萩市一般会計補正予算
（第11号）
議案第 ４ 号 平成24年度高萩市国民健康保険事業特別
会計補正予算（第４号）
議案第 ５ 号 平成24年度高萩市霊園事業特別会計補正
予算（第２号）
議案第 ６ 号 高萩市指定地域密着型サービスの事業の
人員、設備及び運営の基準等に関する条
例の制定について
議案第 ７ 号 高萩市指定地域密着型介護予防サービス
の事業の人員、設備及び運営等の基準等
に関する条例の制定について
議案第 ８ 号 高萩市道路の構造の技術的基準等に関す
る条例の制定について
議案第 ９ 号 高萩市河川管理施設等の構造に関する技
術的基準を定める条例の制定について
議案第10号 高萩市移動等円滑化のために必要な特定
公園施設の設置に関する基準を定める条
例の制定について
議案第11号 高萩市都市下水路の構造の技術上の基準
等に関する条例の制定について
議案第12号 高萩市営住宅等整備の基準に関する条例
の制定について
議案第13号 高萩市布設工事監督者の配置基準及び資
格基準並びに水道技術管理者の資格基準
に関する条例の制定について
議案第14号 高萩市廃棄物の処理及び再利用に関する
条例の一部改正について
議案第15号 高萩市都市公園条例の一部改正について
議案第16号 高萩市営住宅管理条例の一部改正について
議案第17号 高萩市心身障害者福祉センターの設置及
び管理に関する条例の廃止について
議案第18号 高萩市特別職の職員で常勤のものの給与
及び旅費に関する条例及び高萩市教育委
員会教育長の給与、勤務時間その他の勤
務条件に関する条例の一部を改正する条
例の制定について
議案第19号 高萩市部設置条例の一部改正について
議案第20号 高萩市集会所設置及び管理に関する条例
の一部改正について
議案第21号 高萩市災害弔慰金の支給等に関する条例
の一部改正について
議案第22号 高萩市障害程度区分認定審査会の委員の
定数等を定める条例の一部改正について
議案第23号 高萩市営住宅設置条例の一部改正について
議案第24号 茨城消防救急無線・指令センター運営協
議会の設置に関する協議について
議案第25号 平成25年度高萩市一般会計予算
議案第26号 平成25年度高萩市国民健康保険事業特別
会計予算
議案第27号 平成25年度高萩市後期高齢者医療事業特
別会計予算
議案第28号 平成25年度高萩市介護保険事業特別会計
予算
議案第29号 平成25年度高萩市霊園事業特別会計予算
議案第30号 平成25年度高萩市水道事業会計予算
議案第31号 平成25年度高萩市工業用水道事業会計予算
【３月18日提出】
平成25年度高萩市一般会計予算に対する修正案
報告第 ３ 号 専決処分の報告について（損害賠償の額
の決定及び和解について）
議案第32号 損害賠償の額の決定及び和解について
議案第33号 高萩市議会委員会条例の一部改正について
意見書案第 １ 号 介護職員処遇改善加算の継続、拡充
を求める意見書の提出について

(第124号)

議 案 質 疑
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再質問 老朽化が進んで市民の方々
から要望があり︑今回整備するとい
うことであるが︑ほかに沢山の要望
があると思う︒その一つは﹁時計塔﹂
の設置要望である︒今回の整備に当
たり︑このことも含めて議論された
のか︒
教育部長 まずは︑危険な状況をな
くすような整備を第一義的に考えて
います︒
再質問 時計塔設置については︑そ
の都度︑議論検討されているという
ことで理解しました︒
作山里美 議員
質問 ごみ処理委託料について不燃
ごみ処理委託料及び可燃ごみ処理委
託料の中身を詳しく説明願いたい︒
市民生活部長 不燃ごみ処理委託料
は︑一般廃棄物の不燃ごみの運搬処
理で１台 万円の月４台で か月分
に消費税を含めて９０７万２０００
円です︒
可燃ごみの委託料は︑中間処理業
者︵株︶カツタ︑運搬業者勝田環境
︵株 ︶ ︑ 最 終 処 分 業 者 ︵ 財 ︶ 茨 城 県
環境保全事業団とトン当たり２万５
２００円で運搬処理契約を単価契約
しています︒
今川敏宏 議員
質問 遊休地利活用推進アドバイ
ザー謝礼３万円の内容を伺う︒

12

リア内の要援護者２４８名︑社会福
祉施設 か所︑郵便局等の公共施設
等を積算し︑３００台としました︒
今後は︑これを第一弾として検討し
ます︒
質問 災害対策本部車購入について
どのような活動を想定しているのか︒
総務部長 災害発生時に出動し︑情
報収集や避難勧告発令時の広報活動
を想定している︒遠方の自治体にお
いて︑大規模の災害が発生した場合︑
先発隊として本市から救援物質を積
載して救援に向かうことを想定︒平
常時は一般の公用車と同様に使用し
ます︒
菊地正芳 議員
質問 高萩協同病院運営経費につい
てこれまでの実績について伺う︒
健康福祉部長 安定した急性期医療
を継続することを理念として︑市民
に安全そして安心な医療サービスを
確保するため︑平成 年度から平成
年度までの５年間で９０００万円
の医師確保補助金を交付します︒
年度は 名・ 年度は 名・ 年度
は 名ということで毎年１名ずつ増
えています︒
質問 高浜運動広場施設整備事業に
ついて伺う︒
教育部長 防球ネットを３・５メー
トル嵩上げする工事とテニスコート
５面全て芝を張り替える工事です︒
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経営戦略部長 グリーンタウンてつ
な粗造成地約 ｈａについては︑団
地の方々から良好な住環境の維持︑
保全の要望をいただいているので︑
住環境に配慮した利活用の検討を行
うため︑必要に応じ専門家の助言を
受けるため謝礼として計上した︒
質問 グリーンタウンてつなの利活
用は大きな事業であり復興事業とし
て捉えられると思う︒アドバイザー
にはいろいろ相談すると思うので３
万円という額は少なすぎる気がする︒
今後の取り組みを伺う︒
市長 まず住環境の保全が大前提と
考えている︒今はまだ具体的なもの
はなく︑整備されるべき案件が決
まったら︑その利活用が最大化され
るような観点で臨んでいきたい︒

13

大足光司 議員
質問 都市農村交流事業費54万１
０００円について︑里山づくり推進
事業の一環として里山交流館を拠点
に都市農村の交流事業の拡大を図り︑
山間地域の活性化に取り組むとのこ
とであるが︑どのような交流事業で
あるのか聞く︒
建設経済部長 都市の小学生を本市
に招き里山の生活︑農作物の収穫や
昆虫観察︑磯遊び等を体験させる２
泊３日の交流事業である︒昨年は埼
玉県の小学５年生が４名︑今年は
名を見込み計上した︒

2013年5月3日 （ 4 ）

(第124号)
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経営戦略部長 高萩駅から東京駅へ
の上り・下りとも３便です︒また︑
乗車場所は高萩駅︑穂積家住宅前が
あります︒
質問 穂積家住宅活用経費の事業目
的︑内容はどのようなものか︒
市長 観光の面から強化する事業で
す︒観て終わりの観光から︑立ち寄
る場所を提供する観光となります︒
質問 花貫物産センター管理運営で
すが︑毎年売上が減っているが︑こ
の要因はなんなのか︒
建設経済部長 夏野菜は平地では収
穫できますが︑山間地では作物自体
が少ないことです︒
質問 高萩ブランドとして︑名刺に
品の推奨品が記されていますが︑
推奨品の基準と市の責任範囲はどう
なのか︒
建設経済部長 市内で生産された原
料で一年以上の販売実績を勘案しま
す︒責任はあくまでも製造者です︒
小宅 誠 議員
質問 防災行政無線の戸別受信機を
３００台沿岸地域の要支援者︑福祉
施設等に設置について︑なぜ︑要援
護者にこだわるのか︒援護者となる
隣組家庭や︑自主防災組織のメン
バー又は︑地域の消防団員等への配
備が必要ではないのか︒沿岸地域全
世帯へ戸別受信機の配備はどうか︒
総務部長 茨城県の津波浸水想定エ
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委員会審査報告

月とするとの回答であった︒増額に
ついては︑前向きに検討するとの回
答であった︒
コミュニティＦＭ放送委託料につ
いては︑積算の根拠について質問が
あったが︑５分間の放送で６０００
円を支払う︑また放送内容について
は︑市内企業の紹介ＰＲ︑消費生活
センターからお知らせ等の情報提供
をするとの回答であった︒
森林機能緊急回復整備事業の減額
の理由については︑国の事業が市を
通さず直接森林組合に渡されるため
であり︑市の事業は ｈａで︑国と
合算して１１０ｈａ超を間伐すると
の説明があった︒
ＪＲ高萩駅ご当地発車メロディー
経費については︑長久保赤水顕彰の
﹁あしたの風とひとつになって﹂を
メロディーにして放送し︑高萩市の
魅力を発信するとの回答であった︒
陳情の審査報告
○市水道管引き込みの陳情について
担当課より︑過去に︑下水道工事
と一体で安価にできた時に︑引き込
みの同意を得られなかったとの説明
を受け︑賛成者なしで不採択となる︒
○平成 年度任期付職員︵児童福祉
専門官︶採用について︑疑惑が持た
れているので事実の解明を求める陳
情
調査検討の期間が必要との委員長

の意向にそって継続審査とする︒
○安全・安心社会を実現するため公
務・公共サービスの体制・機能の充
実を求める陳情書
国に対しての陳情であるが︑陳情
の受理時点と政権がかわっていると
の意見があり不採択となる︒

◇文教厚生委員会◇
委員会に付託された議案は︑平成
年度 高萩市一般会計補正予算 関
係３件︑高萩市指定地域密着型サー
ビスの事業の人員︑設備及び運営の
基準等に関する条例改正等７件︑平
成 年度高萩市一般会計予算︑平成
年度高萩市国民健康保険事業特別
会計等︑関連４件︒これらの議案に
ついて執行部に説明を求め︑慎重に
審査した結果︑議案 第 号 平成
年度一般会計予算及び︑議案第 号
から議案第 号︑平成 年度特別会
計予算案関連３件については賛成多
数︑平成 年度一般会計補正予算及
び︑平成 年度特別会計補正予算関
係４件︑条例改正等７件は全会一致
をもって原案どおり可決すべきとの
審査結果であった︒
総合福祉センターの浴場のダクト
改修工事の内容等︑福祉センターの
浴場の利用について︑現在週３日間
運営しているが︑浴室天井裏のダク
ト配管が腐食している箇所があるた
28
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め早急に工事改修を行う説明があり︑
早急に取り組むよう各委員より要望
された︒また︑御座敷休憩室のカラ
オケの使用はできるのかとの質問に
対し︑４月より利用ができるとの回
答であった︒
陳情の審査報告
継続審査中であった陳情第９号は︑
介護職員処遇改善加算の継続︑拡充
を求めるものであり︑超高齢社会を
迎える昨今︑介護を担う介護職員の
不足は深刻であり離職者が依然とし
て多い状況︑介護者は介護職員の確
保に苦慮しており︑介護職員の確保
に向け︑賃金の改善も必要と認めた
ことから﹁採択﹂すべきとの審査結
果である︒
その他の所管事務
平成 年の市政方針にて﹁暮らし
やすく︑安全安心なまちづくり﹂と
して通学路等の安全確保が上げられ
ており︑震災からの復旧を第一とし
ため遅れていた市道の整備について︑
浜野町踏切や市道１１１号線など︑
通学路への歩道の設置及び歩行者へ
の安全確保対する整備を進めるとあ
る︒しかし所管する委員会は総務建
設経済委員会であり︑教育委員会に
おいても子供たちの通学路の安全確
保を図るためには保護者の意見も含
めて検討をしていただきたいと議員
より要望があった︒
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◇総務建設経済委員会◇
３月 日︑当委員会に付託された
議案 件︑陳情３件の審査と所管事
務調査を行った︒
○平成 年度高萩市一般会計補正予
算︵第 号︶について
歳入については︑市民税︑固定資
産税︑市たばこ税の市税合計で２億
５５００万円余の増額の理由は︑個
人所得︑企業業績が当初見込みより
良かったためとの回答であった︒
平成 年度からの繰越明許事業に
ついては︑赤浜田園都市センター改
築事業︑津波避難東西連絡道路︵浜
野町踏切︶整備事業︑津波避難シ
ミュレーション等計画策定経費等が
あるが︑いずれも 年度半ばには完
了するとの回答であった︒
○議案第 号の茨城消防救急無線・
指令センター運営協議会に日立市が
加入しないことについては︑従来の
消防相互応援協定に基づく連絡体制
があるので︑これを継続して︑市民
が困らないようにするとの回答で
あった︒
○平成 年度高萩市一般会計予算に
ついて
商工費のうち︑復興支援プレミア
ム商品券発行業務については︑１万
１０００円分を３０００セット︑９
月を目途に発行し︑有効期間を６か
25
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議案第 号
平成 年度高萩市一般会計予算

修正案反対討論
大足光司 議員

局﹂を開局することは非常に有意義

ば︑市において﹁コミュニティＦＭ
えいただきご賛同賜りたい︒

の判断です︒議員の皆さんよくお考

健康を守るためにより踏み込むのか

けるべきです︒予算を審議するうえ

民の命と暮らしを守るために振り向

ミュニティＦＭの予算を削減し︑市

限りない税金の無駄遣いであるコ

寺岡七郎 議員

であり︑必要と考える︒
このようなことにより︑コミュニ
ティＦＭに関する委託料及び︑補助
金を減額するような修正案には賛成
できない︒

修正案賛成討論

で私は三つの物差しで判断します︒
１ 事業の必要性があるかどうか︒

民に分かりやすい 開かれた議会﹂

議会をＦＭで配信することは﹁市

Ｍは必要の観点で討論する︒

の修正案について︑コミュニティＦ

年度 高萩市一般会計予算

ます︒大分議会が改革されてきたな

出されたこと私は大変うれしく思い

定例議会最終日にすばらしい案件が

に対し賛成の討論を行います︒３月

いるコミュニティＦＭ予算の修正案

岩倉︑小宅両議員より提案されて

事務ではありません︒したがって︑

コミュニティＦＭは市町村固有の

かどうか︒

かの予算に対して優先される事業

３ 取り組もうとしている事業がほ

作山里美 議員

のためには︑有効な手段である︒

と思いますし︑市民も評価してくれ

交付税の対象ではありません︒財政

２ 事業の必要性があったとしても

さらに︑個人経営者や商店︑飲食

ると思います︒本案件は市民が求め

事情が厳しい中で︑コミュニティＦ

平成

店等にも︑新たな広報手段として︑

ていないＦＭ放送をやめ︑その予算

費用対効果が期待できるかどうか︒

大きな費用をかけなくても︑宣伝と

これらのことは︑防災行政無線や

を取り戻すことにも期待される︒

た ち の 賑 わ い と 活 気﹁ ま ち の 元 気﹂

取得はもちろんのこと︑そして︑若者

情報や話題等︑多くの情報の発信と

ラジオを通じて︑市内の各地域の

ＦＭは市民に対する押し売りです︒

なければなりません︒コミュニティ

政治は主権在民です︒民意を尊重し

の皆さんよく考えていただきたい︒

送ってくれていると思います︒議員

民はこの修正案に限りない拍手を

わめて価値ある提案です︒多くの市

に振り替えようとの議論ですからき

せん︒いうならば市長の趣味の世界

とができるのか私は到底理解できま

うして血の出るような税金を使うこ

るのか︒視聴率３・２％の内容にど

かです︒市民の税金を何と考えてい

どちらを市民が求めているのか明ら

に戸別受信機かコミュニティＦＭか

ティＦＭは許可が出ません︒災害時

せん︒そもそも行政体にはコミュニ

Ｍに手を出すなど私には考えられま

戸別受信機では到底︑行うことはで

今回の議論は限りない税金の無駄遣

を満足させるために市民が犠牲にな

を市民の命と健康を守るための予算

市からの委託料や︑運営費の支援

いを早く食い止めるか︑それとも継

ることは許されません︒

ＰＲができる︒

費用はかかるが﹁ＦＭラジオの活用

続するのか︑この機会に市民の命と

きない︒

法﹂そのメリットを総合的に考えれ

2013年5月3日 （ 6 ）

(第124号)

25

25

25

論
討

議 案 等 審 議 結 果

議案第１号から議案第24号まで、並びに議案第29号、議案第31号について、全員賛成により同意また
は可決されました。議案第25号については、議員から提出された修正案は否決となり、議案第26号、議
案第27号、議案第28号、議案第30号とともに賛成者多数により原案のとおり可決されました。
議案第33号については、議員から提出があり原案のとおり可決されました。
意見書案第１号については、国の機関並びに県に意見書を提出しました。

請願・陳情の審議結果

介護職員処遇改善加算の継続、拡充を求める陳情書
安全・安心社会を実現するため公務・公共サービスの体制・機能の充実を求める陳情書
市水道管引き込みの陳情書

採 択
不 採 択
不 採 択

平成２３年度任期付職員（児童福祉専門官）採用について、疑惑が持たれているので事実の解明
を求める陳情

継続審査

一 般 質 問

岩倉幹良 議員

る時期でもあったことを考えると︑
なおさら不明瞭な職員の採用であっ
たと考えざるを得ない︒児童福祉専
門官の採用に合たっては︑職員採用
試験委員会も開かずに採用する者を

寺岡七郎 議員

た︒その時︑時間を見て高萩市に挨

拶に行きたいと返事がありました︒

その後も白紙撤回のことについて要

望を申し入れした時に同じ言葉をい

ただきました︒しかしながら前政権

の理由を福島第一原発の事故を受け

の専決処分によって制定された︒そ

質問 任期付職員採用条例は︑市長

利用して採用に及んだと言われても

専決までした任期付職員採用条例を

を任用するために制定した︑それも

験資格を設定し︑放射線対策専門官

委託費４６８億円を計上していま

合わせて１５９億円︑処理費や保管

定廃棄物の最終処分場の建設費５県

質問 国は２０１３年度の予算で指

ん︒また︑今後とも当該地が指定さ

とで︑内容についてではありませ

姿勢に対して評価をすると言ったこ

て２度来ているということで︑国の

時来ただけです︒一方新政権になっ

がかわるまで誰一人こちらに来てい

て放射線に係る相談業務を行うた
言い逃れはできない︒

す︒新しい政権になってこれまでの

れた場合断固反対していきたいと考

予め決め︑それにあった非常識な受

め︑放射線対策専門官を任用する必

市長 当該職員とは︑法人は一緒で

取り組みを検証すると言っておりま

えております︒今後どのような形で

任期付職員採用について

要があったので︑その任用条件等を

したけれども同じ職場になったこと

す︒今回の指定廃棄物の最終処分場

進んでいくのかはいまだに詳細の説

会で職場を共にしたことがあり︑ま

補佐とは︑過去に社会福祉法人同仁

童福祉専門官として採用された課長

質問 聞くところによると市長と児

ありませんでした︒

ものでなかったので︑特に違和感は

専決処分の理由そのものに影響する

門官の募集を行うことになったが︑

たため︒２月下旬になり児童福祉専

るための条例制定を行う必要があっ

の時点で放射線対策専門官を任用す

総務部長 専決処分の理由は︑１月

かったか︒

るとなった時︑何の違和感も覚えな

です︒昨年 月の頭に環境省に出向

はなく新政権を評価したということ

すが︑国の姿勢︑すなわち前政権で

市長 評価するという言葉の意味で

賛成︑各論反対になる︒

筋ではないか︒市長の考え方は総論

調査には反対である︒これが本来の

だとすれば︑高萩市を含めてこの再

定されたら反対と言っております︒

し︑市長は再調査の結果高萩市が選

ざるを得ないのではないか︒しか

すれば︑調査結果については尊重せ

をすることになっております︒だと

かし︑これは高萩市を含めて再調査

価すると市長は述べております︒し

明は受けておりません︒

ませんでした︒極端に言えば伝達の

早急に整備しておくべきであると考

はない︒私が同仁会の職員だった︑

の候補地見直し方針転換について評

指定廃棄物の
最終処分場について

えたと言っていながら︑この条例を
たった２年間です︒

してや直前の５年間市の家庭児童相

いて白紙撤回を申し入れをしまし

処分場候補地となっていた国有林
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根拠として児童福祉専門官を採用す

談員として勤務し︑その任期が切れ

10

一 般 質 問

大森要二 議員
里山地区の振興について

応援

について︑こころの里シティづく
り補助と元気な高萩づくり
プロジェクト補助であります︒観
光振興につきましては小山ダム︑
花貫ダム︑松岩寺の山桜︑花貫渓
谷︑汐見滝︑つり橋︑土岳等︑里

少︑半数近くが高齢者︑私の大先

や畜産業で栄え︑現在は人口減

質問

に対する今後の対策についてイノ

ろでございます︒イノシシの被害

沿いに紅葉の植栽を実施したとこ

の観光スポットがあり︑花貫渓谷

山には四季を通して楽しめる多く

輩が厳しい状況がんばっていま
シシは市町村境を越えて山間地を

イノシシの被害対策について

す︒イノシシの被害がひどく︑耕

広域で移動しており︑現在県内７

里山地区は︑かつては林業

作放棄地がふえ︑これまでの対策

補助費用などについて︑県に対し

自治体で実施している猟友会への

市長

て助成要望をしてまいりたいと思

についてお伺いしたい︒
も認識してございます︒里山地区
います︒

地域力が低下していると私

の基本的スタンスは豊かな自然に
代表される地域資源の保全︑活
用︑観光振興︑さらには都市と農
村の交流事業ではないかと︑こう
主立った事業の一

いうふうに認識してございます︒
建設経済部長

つであるボーイスカウトのフィー
ルド整備事業︑ボーイスカウト活
動の全国的な拠点づくりのための
整備計画作成や先行的なインフラ
等の整備が予定され︑市としても
支援してまいります︒都市農村交
流事業︑内容は上君田の豊かな自
然に触れ︑地元住民や児童との交
流を図る事業です︒次に補助事業

作山里美 議員
農地保全について

質 問 ﹁農 業 政 策 を 軽 視 す れ ば 国 は
滅びる︒﹂これは私の持論です︒
今日の地区内農業の実情を見ると
き働き手の高齢化に加え︑担い手
の農業離れが年々加速する中︑農
地をいかにして健全に保全する
か︑これは重要な課題です︒そこ
で提案しますが︑高萩市独自の政
策として受託耕作者つまり利用権
設定農業者に対し︑面積に応じて
の奨励金制度を設けるべきと思い
ますが市長はいかがお考えでしょ
うか︒
市長 受託耕作奨励金について
は︑そういう独自の手法があると
いうことは認識してとらえてまい
りたいと考えております︒基本的
には農政は国の専管事項でありま
す︒今後国の情勢を見守りたいと
思いますのでご理解を賜りたいと
思います︒

ごみ処理について

質問 行政体自前のごみ処理場を
広域化で建設する︑これは市長の
公約です︒しかし市長２期目の任
期を１年しか残していないのに広

域化の準備は全く進んでいない︒
ごみ処理の広域化に対する市長の
熱意をお伺いします︒
市長 ごみ処理の広域化について
の協議は全く進んでおりません︒
震災の復旧復興でとてもやれる状
況にないということです︒今一番
大事なことは高萩市から出された
ごみが適正に処理されているかと
いうことです︒
現在は民間事業者への委託ある
いはリサイクルセンターでの処理
等で︑高萩市のごみは適正に処理
されています︒市民から困った声
は聞いてございません︒広域の協
議は必要な時にやってまいりたい
と考えております︒

2013年5月3日 （ 8 ）
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一 般 質 問

平

正三 議員

子育て支援について
質問 県が行っている子供の医療
費助成制度に上乗せをして実施し
ている自治体が増えている︒子育
て支援策として︑県の医療費助成
に上乗せして実施する考えがある
のかどうか︑市長の見解を伺いた
い︒
市長 対象年齢を拡大するかどう
かについて︑全く異論がありませ
ん︒子育て支援の施策として大変
重要と認識している︒茨城県に補
助対象の拡大を要望するととも
に︑近隣の状況を踏まえ︑本市と
しても検討していきたい︒

道︑柔道の部がないのでつくる計
画はない︒
教育長 不登校については︑学校
で定期的に担当者会議をもって協
議している︒いじめについては︑
毎月行われている校長会におい
て︑いじめは人間として絶対に許
されないという毅然たる態度で子
供に臨むように指導している︒体
罰については︑市独自に教職員の
体罰禁止の通知を再三行ってい
る︒体罰をした教師に対して︑保
護者と本人に謝罪させるととも
に︑教育委員会に呼んで指導さら
には誓約書を書かせている︒今後
とも子供の人権を尊重して指導が
されるよう努力していきたい︒

今川敏宏 議員
復興について

新市庁舎︑防災計画の進捗状況
質問① 新市庁舎の建設につい
て︑どういうイメージで計画して
ゆくかという根本的段階である基
本構想がとても重要な段階です︒
いつ提示されますか︒
質問② 防災計画について︑災害
は毎回同じではなくそのたびに対
応が変わりますので︑現状最善の
上にどんどん上塗りする計画にす
るべきです︒見解を伺います︒
市長 庁舎建設や防災計画は指摘
を踏まえて議論しながら市民のた
めに進めたいと思います︒
経営戦略部長 復興に関しては震
災復興等対策特別委員会で随時説
明し意見をいただきながら進めて
いきます︒

市民の健康について

歩くことが健康と負担軽減に
質問 生涯現役のためと医療費介
護費軽減にはまず健康です︒そこ
で大きな効果があるウォーキング
の奨励︑普及啓発をすすめ︑グリ
ーンタウンてつなの遊休地に安全
に歩けるコースと子どもたちのグ

ランドを整備し防災機能を有する
運動公園を提案し見解を伺いま
す︒
健康福祉部長 市内４コースある
ヘルスロードの周知を図るととも
に︑セミナーの開催︑施設整備等
関係各課と協議していきます︒

交通安全対策について

歩行者優先の安全対策
質問 団地内や通学路など危険の
一番の要因は自動車であり︑歩行
者優先の安全対策を進めるべきで
す︒見解を伺います︒
総務部長 当然のことながら歩行
者の安全に配慮した施策を今後展
開したいと考えています︒

(第124号)
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教育問題について
質問 武道が必修科目なので︑個
人負担を避けるべきである︒高萩
中学校に武道場があるが︑他の学
校への整備についての考えを伺
う︒不登校︑いじめ︑体罰問題に
どのように取り組んでいるのか伺
いたい︒
教 育 部 長 用 具 の 整 備 に つ い て は︑
どのくらいの人が個人で買い求め
ているのか調査していきたい︒武
道場については︑他の学校に剣

高萩中学校武道場

穂積家住宅駐車場のヘルスロード看板

一 般 質 問

誠 議員

大足光司 議員
暮らしやすい快適な
まちづくりについて

て参る︒
質問 庁舎建設計画に関わる市民
の意見をどのように反映していく
のか伺う︒
経営戦略部長 より多くの方々か
ら意見をいただくために︑学識経
験者や市内の各種団体及び一般市
民で構成する市民懇話会を行い︑
市民アンケートを実施し︑意見を
取り寄せて行きたいと考える︒
質問 高
萩停車場
線３・５
・２号線
について
地権者と
の交渉に
ついて聞
く︒また︑
震災時の
避難経路としても︑市はどのよう
に考えているのか伺う︒
建設経済部長 地権者との交渉は
現在も応じてもらえない状況にあ
る︒この路線は高萩市都市計画マ
スタープランにて︑高萩駅へのア
クセスを強化する路線として主要
幹線道路と位置づけをしている︒
また︑高萩高校が避難施設と指定
しており︑避難道路としても重要
な路線と認識しており︑引き続き
交渉に応じていただけるよう努力
する︒

2013年5月3日 （ 10 ）
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小宅

景観条例について
質問 市民憲章の前文にある︑太
平洋の海原を望む景色と阿武隈の
山並みを仰ぎ見る自然がたくさん
あります︒この美しい街に住んで
いることに誇りを持つ市民が大勢
います︒この自然景観を︑次の世
代に引き継いで行くために﹁高萩
市景観条例﹂の制定を検討しては
いかがですか︒
建設経済部長 現在のところ景観
条例を制定する考えはありませ
ん︒平成９年に地域の賛同を得
て︑松岡まちなみ整備景観ガイド
ラインを制定し︑景観形成地区︑
景観重点整備地区を設定し︑この
地区の建築物等の建設について協
議をしながら進めています︒

質問 東日本大震災からの復興後
の本市における﹁暮らしやすい快
適なまちづくりについて﹂今後ど
のように取り組んでいくのか具体
的な施策について市長の考えを聞
く︒
市長 ハード整備における暮らし
やすいまちづくりについて︑防災
対策及び通学路の安全確保に取り
組んで参る︒平成 年度の最優先
事業としては︑浜野町踏切の整備
事業を計
画してお
り︑沿岸
部地域と
高台を連
結する道
路整備を
行うこと
により津
波からの
避難通路を確保する︒また︑都市
計画道路 ３ ・ ３・９号線︑石滝赤
浜線の国道４６１号から南進の整
備についても早急な整備が図れる
よう茨城県や日立市と協議を進め
25

﹁誇りの創出﹂
景観を誇れる街について
﹁誇りの創出﹂
質問 市長は 年度施政方針で︑
災害復旧からの復興へをキーワー
ドとして﹁誇りの創出﹂と︑暮ら
しやすく安心安全な街づくりを重
点に市政を取り組んでいく︒震災
から復興に全力で２年間取り組
み︑復旧もおおむね完了したと︑
誇らしげに強調していますが﹁誇
りの創出﹂の原点とはなんです
か︒
市長 就任当時︑市民がこの街に
対して誇りを持っていないことを
感じました︒このことが原点で市
民が一体となって郷土愛と誇りを
呼び覚まそうと呼び掛けてきまし
た︒人生においても︑行政におい
ても︑自慢できるものをたくさん
持っている人と持っていない人︑
どちらがその人にとって誇りが高
まるか︑生きがいを感じるか︑た
くさん持っていたほうがよいに決
まっています︒物理的な面・精神
的な面においてたくさん高萩の自
慢できるものを作っていきます︒
25

赤浜海岸・ささき浜

浜野町踏切

高萩停車場線

一 般 質 問

菊地正芳 議員

障害者優先調達
推進について

質問 この法律は︑国と独立行政
法人等に対して︑障がい者が就労
施設で作った製品の購入や︑清掃
などの業務委託を優先的に行うよ
う義務付けるとともに︑地方公共
団体に対しても︑障がい者施設の
受注機会の増大を図るよう努める
ことを求めている︑本市の果たす
役割と計画を伺う︒
健康福祉部長 国や県の基本方針
などに基づき︑法の趣旨を踏まえ
て対処していきます︒

高次脳機能障害者への
支援について

質問 これは︑脳血管障害などで
脳を損傷した結果でてくる後遺障
害である︒この障害は外見からで
は分かりにくく自覚症状も薄いた
め隠れた障害と言われている︒障
害を知らない人から誤解を受ける
など︑社会復帰が難しい事例が多
くある︒それをなくすには障害に
対する認知度を高めていくこと︑
そしてその症状に応じた対応やサ
ービスの普及が大事である︒見解

を伺う︒
健 康 福 祉 部 長 議 員 提 案 を 踏 ま え︑
支援可能な医療機関等の情報をホ
ームページにアップし︑また︑担
当職員のスキルアップのため積極
的に研修会にも参加してまいりま
す︒

学校に お け る
アレルギー対策について

質問 昨年︑調布市の小学校で食
物アレルギーに伴う死亡事故が起
きている︒本市ではエピペン持参
の対象者がいないから研修に取り
組んでいないというのは︑あまり
にも消極的である︑正しい知識を
全ての教職員に持たせ︑対応でき
る先生を増やすべきである︒
教育長 早急にマニュアルを整備
し︑エピペンの使用の研修会につ
いても実施に向けて計画していき
ます︒

特別委員会報告
安全、安心のまちづくりに向けて
震災復興等対策特別委員会
３.11東日本大震災より２年が過ぎた。当委員会は
震災から一日も早く安全、安心のまちづくりに向け、
復旧・復興を促進するため、議会としての意見等を
集約する目的で設置しているものであるが、この２
年間で、市議会改選前に９回、改選後に17回、通算
26回開催してきた。
この間議論された案件は数多いが、主なものとし
て危機管理、津波対策、放射線対策、避難所機能、
学校耐震化、災害情報伝達方法、地域産業・文化振
興、観光対策、地域コミュニティ、市庁舎などであ
り、その成果に貢献してきた。
３月議会中３月13日に開催した当委員会において
執行部から報告された復旧率は、被災件数479件のう
ち472件が復旧され98.5％である。（あくまで行政関
連施設の被災であって単に件数での率である）
今後はまさに復興に向けての取り組みが比重を増
してゆくが、中でも新高萩市地域防災計画の原案と
市本庁舎基本構想が示され議論の中心になっている。
４月には地域防災計画の集中審査と本庁舎建設のた
めの視察研修を行い、当委員会の目的を果たすため
今後もさらに議論を重ねてまいりたい。
2013年5月3日 （ 11 ）

市民に開かれた議会を目指して
議会改革等調査特別委員会
平成23年12月定例議会で、議会改革等調査特別委
員会が設置され、市民に開かれた議会、わかりやす
い議会、市民参加のできる議会を目指して、これま
で14回の議会改革等調査特別委員会を開催してきま
した。
議会の憲法と言われる議会基本条例の検討を行い
ながら、今すぐできる改革を実行しつつ、慎重に審
議を重ねています。
これまで新たに議会改革として実行されたのは、
本会議のインターネット配信・議事録の検索及び災
害ＦＭ（現在はコミュニティＦＭ）による放送、ま
だ試行的段階でありますが、４月に市内６か所で３
月定例会の議会報告
会を行いました。
これからも「市民
に開かれた議会を目
指して」さらなる改
革を行えるよう、議
会の総意をあげた検
討を行っていきます。
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議会報告会に参加して

裕伸

高浜町婦人グループ

４月。新しい年度が始まったある日、新聞折り
込みに市報に混じり、黄色の用紙で「議会報告会
のご案内」に目を留めた。日ごろ、行政または議
会等にまったく無縁な私であるが、市民に開かれ
た議会・わかりやすい議会・市民参加のできる議
会等の文字に「どのような報告会なのか」
「市民の
関心度はどのくらいあるのか」等、気になり14日
（日）
に総合福祉センターで開催された報告会に参
加しました。
報告会では、議長より平成25年３月議会で承
認された案件が説明され、その後、委員会ごとの
代表者より主な内容の説明がありました。その
後、質疑応答になり、駅前商店街・企業誘致・指
定廃棄物最終処分場について等のやりとりがあり
ました。
今回の報告会は、議員の方々も積極的に参加さ
れ、私はよい試みであると思います。

議員の皆さんいつもご苦労さまです。私は、東
地区に住んでいます。もっと市民目線で分かりや
すい言葉で説明していただけるとありがたかった
です。
３月11日の震災から３年目になりますが、君
田地区の皆さんが水不足で苦労したお話がありま
した。本当に大変でしたね。浜地区には高台がな
いためグラウンドに避難タワーはどうか？市営住
宅への階段はどうなっているのか？予想では津波
の高さは７メートル位で、23分位で到達するか
ら早く高台に逃げるように恐怖で過ごしている私
たちは、お話が聞けて少し安心しました。
議会の内容はわかりませんが、学ぶ心をもっ
て、各地区で開催される議会報告会に参加してみ
ましょうよ、皆さん。

議会のホームページ
をご覧ください。
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今 回 の﹁議 会 だ よ り﹂
のリニューアルも開かれ
た議会を目指しての取り
組みであります︒リニュー
ア ル に あ た っ て は︑編 集
特別委員会を幾度となく
開 催 を し︑委 員 長 を 中 心
に編集委員が一丸となり
取り組んでまいりました︒
今後もわかりやすい﹁議
会 だ よ り﹂を 目 指 し︑一
人でも多くの市民の方に
読 ん で い た だ け る よ う︑
編集に努めてまいりたい
と思います︒
︵我妻康伸 記︶

小

田

康

議会だより
編集特別委員会

委 員 長

副委員長

員

飯

妻

発行責任者
高萩市議会
議会だより編集特別委員会

６月７日（金） 本会議 議案上程
10日（月） 本会議 一般質問
11日（火） 本会議 一般質問
13日（木） 本会議 議案質疑
14日（金） 文教厚生委員会
17日（月） 総務建設経済委員会
18日（火） 震災復興等対策特別委員会
19日（水） 議会改革等調査特別委員会
21日（金） 本会議 採決

日
※程等が変更になることがありま
す︒詳しいことは︑議会事務局ま
でお問い合わせください︒

傍聴においでください
次回定例会予定

○議会本会議をインターネットで生中
継します。また、録画を見ることがで
きます。
［たかはぎFM（76.8MHz）でも放送を
予定しています］
○会議録の閲覧・検索ができます。平
成21年からの会議録が対象となりま
す。第１回定例会の会議録は、５月下
旬に閲覧可能となります。
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