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1　こども議会議員名簿及び一般質問一覧表

No. 議　員　名 学　校　名 質　問　事　項

1
いの

猪　野　

ゆうき

悠　希
愛宕中学校 商店街・龍ケ崎市の活性化について

2
せんだ

仙　田　

わかな

若　奈

3
しのつか

篠　塚　

ゆりあ

有梨亜
愛宕中学校 　子育て支援について

4
たなか

田　中　

かいと

海　斗

5
こじま

小　島　

こうだい

広　大
城南中学校 　龍ケ崎市のブランド戦略について

6
こじま

小　島　

ちひろ

千　広

7
せお

瀬　尾　こころ
城南中学校 　ＡＥＴの増員について

8
すずき

鈴　木　

めい

萌　衣

9
やた

矢　田　　 

のぞみ

希
長山中学校 　税金の使い方について

10
ｸﾞﾘｰﾌﾟ ﾆｺﾗｽ 

ともき

友喜

11
やまが

山　賀　

ゆうと

優　斗
長山中学校 　スポーツ推進について

12
きむら

木　村　

はるか

春　香

13
くりやま

栗　山　

たかよし

貴　成
城西中学校 　公共施設老朽化について

14
おおこ

大　古　

みく

未　来

15
なかむら

中　村　

ゆうか

優　花
城西中学校 　防災について

16
しろた

城　田　

りょうへい

僚　平

17
もりた

森　田　

いずみ

和　泉
中根台中学校 龍ケ崎市の放射能対策について

18
ぬまじり

沼　尻　

よしき

佳　樹

19
じょうの

城　野　

せいら

聖　良
中根台中学校 コミュニティバスの交通網について

20
こにし

小　西　

さやか

清　香

21
ひろさわ

廣　澤　

さつき

皐　月
城ノ内中学校

　高齢者の方が楽しく過ごせる環境づくりに

ついて
22

いしい

石　井　

さや

沙　弥

23
ほりこし

堀　越　

たくみ

拓　海
城ノ内中学校 道路の草刈りと横断歩道について

24
くりやま

栗　山　　 

かおる

薫　
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2　こども議会における執行部出席者

　　　　　市　　　　長
なか

中　
やま

山　
かず

一　
お

生

　　　　　副　 市 　長
なが

長　
おか

岡　
かず

一　
み

美

　　　　　教 　育　 長
とう

藤　
ご

後　
しげ

茂　
お

男

　　　　　総 務 部 長
かわ

川　
むら

村　
みつ

光　
お

男

　　　　　総合政策部長
まつ

松　
お

尾　
けん

健　
じ

治

　　　　　健康福祉部長
りゅう

龍 　
ざき

崎　　
たかし

隆

　　　　　市民生活部長
ゆ

油　 
はら

原　　
ただし

正

　　　　　都市環境部長
すが

菅　
わら

原　
やす

安　
お

雄

　　　　　教 育 部 長
あら

荒　
い

井　
く

久
に

仁
お

夫

　　　　　危機管理監
いずみ

出水
だ

田　
まさ

正　
し

志
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3　龍ケ崎市中学生こども議会会議録

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

平成26年 7月 24日（木）午後1時開会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　◎開会の宣言

○山賀優斗議長

　　ただいまから，市政施行 60周年記念事業「龍ケ崎市中

学生こども議会」を開会します。

　　初めに，議長を務めさせていただきます，長山中学校

の山賀優斗です。どうぞよろしく

　お願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　◎市長あいさつ

○山賀優斗議長

　　それでは，ここで日程に入る前に，中山市長からごあいさつをいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

〔中山一生市長　登壇〕

○中山一生市長

　　中学生議員の皆さん，改めまして，こんにちは。

　　龍ケ崎市長の中山一生でございます。

　　ご承知の方もいらっしゃると思いますが，初めて見る

という方は，ぜひお見知りおきいただければと思います。

　　本日は市制施行 60周年記念事業として，今，山賀議長

さんからもご紹介いただきましたが，その記念事業の一

つとして，龍ケ崎市中学生こども議会が開催されるということで，各中学校を代表する

24名の議員の皆さんにご参加をいただきましたことを心から感謝申し上げます。

　　昨年度は小学生こども議会として13小学校を代表する26名の方にご参加をいただきま

した。今回は中学生こども議会ということで，中学生ということになるわけですが，龍ケ

崎市にとって今回が初めてとなります。

　　市制施行を龍ケ崎市が今の形で市になってから60年目を 3月 20日に迎えました。昭和

29年，もしかすると，おじいちゃんおばあちゃんで 29年生まれの方がいるかもしれませ

んが，ちょうど同じ年，60歳，還暦ということになります。その60年間は実は小学生議

会は50周年など何回か行ったんですけれども，実は中学生を迎えての議会は，皆さんが

初めての中学生議員さんということになります。

　　そういうことで，大人の普通のいわゆる市議会議員の人は選挙で選ばれるわけです。市

民の信託を得た方が議員になるわけですが，私もその市民の選挙で選ばれる市長というこ
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とになります。そしてその議員の方々は市役所の仕事の仕方，税金の使い方，さらには，

龍ケ崎のまちをどのように良くしていこうか，この議会で議論等を行っているわけでござ

います。今回は初めての中学生ということでありますので，ぜひ，中学生が様々な勉強を

されてきていると思います。民主主義や，その議会の勉強などもされているんじゃないか

なと思いますが，ぜひ皆さんの意見を，貴重な意見をどんどんこの場で出していただける

有意義な議会にしていただきたいと思っております。この議会制度というのは，国会など

とは違って，二元代表制と言われる代表制民主主義のプロセスとして行われております。

これから皆さんにはこの代表制民主主義を体験していただき，各中学校を代表する議員と

して，この演壇に立っていただいて質問をしていただくわけでございますけれども，皆様

のご質問等については，私を含め，市の職員が皆さんのご質問に精一杯耳を傾けて，また

答弁にあたっては，誠心誠意，龍ケ崎市の考え方を答弁させていただきたいと思っており

ます。そのような中，龍ケ崎市では今日は答弁者として，部長さん，各部の部長さんに答

弁をいただく機会が多くなると思いますけれども，こんな部があって，そしてこんな人達

が働いているんだなとか，どんな想いで市役所の仕事をしてるんだろうなとか，少しでも，

私達の想いを感じていただければなと，そういうふうに思っておりますし，感じていただ

ければこんなに嬉しいことはないと思っております。

　　そして，今回の中学生議会を通じて将来の龍ケ崎を担う皆さんでもございます。この体

験を学校や家庭の中また地域活動の参考としていただいて龍ケ崎市のまちづくりの主人公

の1人になっていただきたいと思います。さらにはなかなかこれから高校，大学や社会に

出てからも若いうちは議会というものに関心を持たない時間が長く続くかもしれません。

しかし，ここにいらっしゃった皆さんは，ぜひ，議会というのを経験したわけでもござい

ますので，常にその政治というものも含めて議会というものがこのように行われているん

だなと龍ケ崎市議会は年に4回，3の倍数の月ですね。3，6，9，12月に行っております。

定例議会ですね，そういうことで，常にこのような形で議論をしながら，龍ケ崎市の政治

を進めているんだなということを心に留めながらこれからの皆さんの人生にそれを良い形

で生かしていただければなと思っております。そしてその皆さんがまちづくりの主人公に

なっていただき，龍ケ崎市がより良い街になるには，龍ケ崎の魅力をさらに向上させてい

くには，やはりそのような皆さんの若い力がこれから必要不可欠になってくるわけでもご

ざいます。ぜひ皆さんの今後の活躍を大いに期待しているところでもございます。

　　最後になりますが，本日のこども議会の開催にあたりまして，骨折りをいただきました

各学校の校長先生をはじめとする先生の皆さん，さらには，保護者の皆様方にご協力いた

だきましたことにもこの場をお借りいたしまして厚く御礼を申し上げます。

　　また今日は，いつもの龍ケ崎市議会とちょっと違うところがあります。両脇に白い線が

ありますね。その白い線の外側に今日は記者さんが入れるようにさせていただいておりま
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す。実は普段の本会議は記者席は2階で 1階には入ってこられません。そういうことでま

た普段の議会よりも，もしかすると緊張する場面もあるかもしれませんけれども，そんな

ものはぜひ振り払っていただければなと思っております。

　　最後の最後になりますが，併せまして，今後とも本市の市政運営に対しまして，皆様の

一層のご支援，またご協力をお願いを申し上げまして，閉会にあたってのごあいさつ，失

礼しました，開会にあたりましてのごあいさつとさせていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　◎開議の宣言

○山賀優斗議長

　　これより日程に入ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　◎会期の決定

○山賀優斗議長

　　日程第 1，会期の決定を議題といたします。

　　お諮りいたします。

　　龍ケ崎市中学生こども議会の会期は本日 1日といたしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○山賀優斗議長

　　ご異議なしと認めます。

　　よって龍ケ崎市中学生こども議会の会期は，本日 1日と決定いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　◎会議録署名議員の指名

○山賀優斗議長

　　日程第 2，会議録署名議員の指名を行います。

　　愛宕中学校　田中海斗議員，城南中学校　小島広大議員，以上 2名を指名いたします。
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　　　◎一般質問

○山賀優斗議長

　　日程第 3，これより一般質問に入ります。

　　発言の通告が議長の手元に提出されておりますので，順次発言を許可いたします。

　　愛宕中学校，猪野悠希議員。

〔愛宕中学校，猪野悠希議員　登壇〕

○猪野悠希議員

　　愛宕中学校の猪野悠希です。商店街・龍ケ崎市の産業

の活性化について質問いたします。

　　龍ケ崎市は歴史が古く，もともと商店街を中心に発展

していたと思います。しかし，現在はシャッターが閉

まっていたりして，とても寂しい状態です。「まいんコ

ロッケ」やゆるキャラの「まいりゅう」など，様々なイベント等を企画しているのは分か

りますが，現状はあまり変わっていないように思います。

　　そこで現在，龍ケ崎市では，どのような取り組みをしているのでしょうか。また，今後，

商店街の活性化のために，どのような施策を実行していこうと考えていますか。さらに，

産業を活性化させるという意味では，龍ケ崎市のつくばの里工業団地にもっと企業を誘致

するのも一つの方法だと思うのですが，今後，誘致を増やす予定はありますか。

　　また，現在の企業を誘致したことに伴って，地元の中小企業への影響はありましたか。

教えてください。

○山賀優斗議長

　　愛宕中学校，猪野悠希議員の質問が終わりました。

　　油原市民生活部長，答弁をお願いします。

〔油原正市民生活部長　登壇〕

○油原正市民生活部長

　　市民生活部長の油原と申します。

　　初めに市民生活部の仕事についてご紹介をいたします。

　　市民生活部では，主に観光や商工業，これを元気にし

て働く場を増やすこと，さらには皆さんが食べてますお

米等の作物が，よく育ってたくさん取れるように水田や

畑の整備をします。地域の皆さんが協力して住みやすいまちづくりができるような仕組み

づくり，これも行っております。そして，安全で安心なまちづくりなど市民の皆さんが毎
7



日生活しやすいよう身近なことを手助けをする仕事を行っているところでございます。

　　それでは，猪野悠希議員のご質問にお答えします。

　　当市の商店街活性化の主な取り組みとしましては，商店街にお客様が足を運んでいただ

くために，まんがや，インターネットが楽しめる県内唯一の公立のまんが図書館「まい

ん」を平成12年 6月に開設しまして毎年約 5万人の方々にご利用いただいておるところ

でございます。

　　「チャレンジ工房どらすて」では，展示・販売ができるレンタルボックスや若者も集ま

れるコミュニティスペースの提供の他，商店街の女性の方々が中心となって作る「まいん

コロッケ」や惣菜，ワンコインランチの販売を行いまして，好評をいただいております。

　　また，各商店で利用できる「プレミアムたつのこ商品券」を販売いたしました。こちら

は1万円で 1万 1000円分の買い物ができると，大変好評でありまして，商店街の活性化

にもつながっていることなどから今年度も販売を予定しているところでございます。

　　その他，八坂神社前「にぎわい広場」では，毎月，各商店や農家の方々のご協力をいた

だきましてまいんバザールや日曜朝市を開催し，多くの方々にご利用いただいているとこ

ろでございます。

　　ぜひ猪野議員におきましても，ご家族やご友人をお誘いの上，まいんバザールにお越し

いただきまして，一緒に商店街を盛り上げていただければと思っております。

　　また，民間活用としまして，ＮＰＯ法人竜ヶ崎駅前コムハウスが商店街大通りをドラゴ

ンロード再生モデル事業として，空き店舗の再生・活用を目指し，定期的にイベントを開

催するなど，現在までに約 10店舗で，語学やパソコン等の教室，あるいは創作品の販売

店を開業し，にぎわいの創出に貢献されているところでございます。

　　今後の商店街活性化の取り組みとしましては，「どらすて」でのワンコインランチや惣

菜の販売日を増やすことや，まいんバザール開催日にあわせた，各商店でのセールの開催

などを働きかけていくと共に，商工会や関係機関と連携をしまして，さらなる商店街活性

化に努めて参りたいと思っております。

　　次に，つくばの里工業団地内への企業誘致につきましては，現在 23の企業が操業して

おります。未利用地がない状況でもあります。しかしながら，当市のふるさと龍ケ崎戦略

プランに掲載しております「元気を生み出す活力ある産業が育つまちづくり」を進めるた

め，周辺環境との調和に配慮しながら，つくばの里工業団地を拡張する計画を検討してい

るところでございます。

　　最後に，つくばの里工業団地内へ企業を誘致したことに伴っての，地元中小企業への影

響につきましては，商業施設などとは違いまして，つくばの里工業団地内に誘致した企業

は，地元中小企業との競合性が低いこともありまして，大きな影響はないと思っていると

ころでございます。以上です。
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○山賀優斗議長

　　愛宕中学校，仙田若奈議員。

〔愛宕中学校，仙田若奈議員　登壇〕

○仙田若奈議員

　　愛宕中学校の仙田若奈です。

　　ご回答ありがとうございました。龍ケ崎市では，商店

街の活性化のため，様々な取り組みをしているというこ

とがよく分かりました。今後は，「まいんバザール」や

「どらすて」などを，一市民としてもっと利用したり，

アピールしていきたいと思いました。

　　また，つくばの里工業団地では，たくさんの企業が操業していることが分かりました。

私にはまだまだ知らなかったことも多く，龍ケ崎市でも産業が多く発展しているというこ

とを実感することができました。

　　これからも，龍ケ崎市の商業・産業について，龍ケ崎市民として調べていくだけでなく，

いつか私達の街龍ケ崎市が発展できるよう，私達ができることを考えていきたいと思いま

す。ありがとうございました。

○山賀優斗議長

　　中山市長。

〔中山一生市長　登壇〕

○中山一生市長

　　ご質問ありがとうございました。

　　私も先ほど，冒頭のあいさつで言い間違いをしてしまったりしましたけれども，やはり

中学生を前にして，私も緊張しておりますが，答弁をしている部長さんも，いつも以上に

緊張してるのかなというような気がいたしますので，ご了承いただければなと思います。

　　商店街の活性化のお話でございましたけれども，商店街が元気がなくなってきていると

いうのは，この龍ケ崎だけではなくて，全国的な問題になっています。

　　商店街が，やはり，活気があった時代というのは，まだまだ自動車社会でなくて，郊外

型の大型店舗等も規制緩和前でもありましたので，そんなにお店もなかった時代でござい

ました。その時はやはり，徒歩なり自転車なり，近くの商店街でお買い物をする方がほと

んどだったんですけれども，今は車でたくさん，それこそ 1週間分買い込んでしまおうと

いうような，その大量消費の時代になって車社会が進展したこともあって，今，商店街が

元気がなくなってきてしまっております。

　　でも，やはり商店街の魅力というのは，いまだに私は衰えていないと思いますし，例え

ばもともと商店街があったところの地域の，その潜在力というのは大いに活かしていかな
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ければならないものであると思っておりますので，今，答弁で申し上げたような内容で

様々な取り組みを行っております。

　　商店街を元気にするにしても，企業誘致をしてこの地域を活性化させるにしても，やは

りたくさんの皆さんの力がなければなりません。

　　おうちの方，商店をやられている方などがいらっしゃったら，また，空き店舗の今使っ

てないお店がある方にお知り合いがいたら，ぜひ，その人達と一緒に力を合わせて，皆で

活性化していきましょうというような，その思いを伝えていただければなというふうにお

願いを申し上げて，終わりにいたします。

○山賀優斗議長

　　愛宕中学校，篠塚有梨亜議員。

〔愛宕中学校，篠塚有梨亜議員　登壇〕

○篠塚有梨亜議員

　　愛宕中学校の篠塚有梨亜です。「子育て支援」につい

て質問いたします。

　　女性が働きながら子どもを育てるには，保育所や学童

保育の充実が不可欠だと考えます。

　　例えば，先日，ニュースで，「横浜市が待機児童ゼロ

になった」ということを聞きました。

　　そこでまず，龍ケ崎市では，現在，待機児童がいるのか，質問します。さらに，待機児

童ゼロに向けて，龍ケ崎市がどのような取り組みをしてきたのか，教えてください。

　　また，私達中学3年生までが「マル福」の制度を使って，医療費が無料になっているの

は，私の母もとても助かると言っています。このような，子育てを支援する制度がもっと

あれば，安心して暮らせると思うのですが，龍ケ崎市で独自に取り組んでいる制度や施策

があれば教えてください。また，これから，取り組んでいこうとしていることがあれば，

お答えください。

○山賀優斗議長

　　愛宕中学校，篠塚有梨亜議員の質問が終わりました。

　　龍崎健康福祉部長，答弁をお願いします。

〔龍崎隆健康福祉部長　登壇〕

○龍崎隆健康福祉部長

　　健康福祉部長の龍崎でございます。

　　篠塚有梨亜議員のご質問にお答えいたします。

　　はじめに市役所の中で健康福祉部が担っております，業務の内容についてお話させてい

ただきます。
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　　まず，健康の分野についてでございますけれども，妊

婦さんをはじめ，小学校に上がるまでの乳幼児，そして

児童，生徒の皆さん，さらに，大人の方や高齢者の皆様

までいろいろな健康診断，様々な健康相談や健康講座等

を行っています。

　　また，同じようにお子さんから高齢の方々まで様々な予防接種を行うとともに，病気に

なった時に，病院やお医者さんに支払う医療費を，少しでも安くするために，医療保険制

度やマル福制度の運営を行っております。

　　次に，福祉の分野におきましては，高齢化が進む中で，日常の生活が1人ではなかなか

できないお年寄りに対して様々なサービスを提供するとともに，障害のある方や生活にお

困りの方へ支援等を行っております。

　　そして，篠塚議員がご質問されました，子育て支援について，担当しているところでご

ざいます。

　　それではまず，保育所入所の申し込みをしていながらも，入所できない，いわゆる保育

所入所待機児童についてお答えいたします。

　　厚生労働省の調査では，昨年 4月 1日時点の全国の待機児童数は，2万 2741人となって

おります。保育所等の整備が進み，定員が増加したことなどで待機児童数はここ数年減少

傾向が続いているとのことでございます。

　　待機児童は篠塚議員が例に挙げられました，横浜市のような大都市部に集中する傾向が

ありますが，そのような中で，現在当市では，公立私立あわせて12の保育所が開所して

おり4月1日時点での待機児童数はゼロとなっております。

　　次に，待機児童ゼロに向けて当市が行って参りました取り組みについて，お話いたしま

す。人口増加や働く女性の増加で，以前は当市でも待機児童が深刻な問題となっておりま

した。保育所入所待機児童の解消を目指し，平成15年に保育所整備計画を策定し，続く

第 2次保育所整備計画では，新たな保育所整備の検討や公立保育所の民営化などを盛り込

むなど，積極的に保育環境の整備を行いました。

　　その結果，平成14年 4月に91人となっておりました待機児童数を平成22年 4月にはゼ

ロとすることができ，それ以降現在まで「待機児童ゼロ」を継続しております。

　　次に当市が独自に取り組んでいる子育て支援策についてお話をいたします。

　　当市では，子育てを支援するために，一つは，子育てにかかります経済的な負担を軽く

すること，もう一つは安心して子どもを預けられる環境を整えること，この二つを大きな

柱としまして，様々な取り組みを展開しております。

　　経済的な負担を軽くする取り組みでは，先ほど篠塚議員が挙げられました「マル福」制

度の中学3年生までの拡充の他に，小学6年生までのお子さんが保育サポーターなどの援
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助を受けた時の費用の一部を助成する「子育てサポート利用助成」，幼稚園の預かり保育

や保育所の一時保育などを利用した時の費用の一部を助成する「たつのこ預かり保育利用

助成事業」，6歳未満のお子さん2人を同乗させる自転車を購入した時の費用の一部を補

助する「幼児 2人同乗用自転車購入費補助」，幼稚園にお子さんを通わせている方に費用

を補助する「私立幼稚園等幼児教育補助金」，さらには，3人以上の兄弟が小中学校に

通っている時に3人目以降のお子さんの「給食費の無料化」等がございます。

　　また，安心して子ども預けられる環境につきましては，先ほど申し上げました待機児童

ゼロに向けての新たな保育所の開設等による保育所定員の確保，自宅で子育てしている親

子の交流の場や親のリフレッシュできる時間を提供するさんさん館の開設，さらには，す

べての学童保育ルームにおける小学6年生までの利用の拡大等がございます。

　　最後になりますけれども，今後の子育て支援に関する取り組みについてでございます。

来年度平成27年 4月から子ども・子育て支援に関します国の制度が大きく変わります。

そこで当市では，その新たな制度に対応するために，「子ども・子育て支援事業計画」と

いう計画を子育てをされている保護者の方をはじめ，保育園や幼稚園の関係者，大学の先

生，医師，民生委員等で構成する「子ども・子育て会議」で議論をしながら作っていると

ころでございます。この計画には今後5年間に幼稚園や保育所等で入所定員がどれだけ必

要になるのか，親の急な仕事や用事の時に，子どもを預けるにはどうすべきなのか等の教

育・保育に関することに加えて，その他の子育て支援に必要な取り組みをまとめ，記載し

ていくことになります。

　　市としましては，篠塚議員からありました，子育て家庭が安心して暮らせるように，こ

の子ども・子育て支援事業計画において，より効果的な子育て支援策を取りまとめ，その

取り組みを展開していく中で，当市が目指しています，子育て環境日本一の実現に邁進し

て参りたいと考えております。以上でございます。

○山賀優斗議長

　　愛宕中学校，田中海斗議員。

〔愛宕中学校，田中海斗議員　登壇〕

○田中海斗議員

　　愛宕中学校の田中海斗です。

　　ご回答ありがとうございました。龍ケ崎市は，待機児

童ゼロが続いていると知り，とても感心しました。「待

機児童ゼロ」というこの偉業の背景には，市民の意見な

どを把握した，龍ケ崎市の素晴らしい仕事のおかげでは

ないかと思います。

　　そして，龍ケ崎市独自で行っている子育て支援策についてですが，これほどたくさんの
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政策があることは本当に驚きました。私達が快適に，そして安全に生活できるのは，市長

をはじめとする龍ケ崎市の職員，議会の皆さんの努力のおかげだと思います。

　　最後に，国の政策にいち早く対応し，計画する龍ケ崎市の活動は，素晴らしいものだと

思います。これからも子育て環境日本一に向けて，頑張ってください。

○山賀優斗議長

　　中山市長。

〔中山一生市長　登壇〕

○中山一生市長

　　篠塚議員，田中議員，ありがとうございました。

　　また高い評価をいただきましたことにも，感謝を申し上げます。

　　龍ケ崎市は市のこれまでの努力というものも当然あったと思います。そして，皆さんも，

龍ケ崎で幼稚園・保育園に行かれた方は民間の私立の保育園・幼稚園に行かれた方もい

らっしゃるかもしれません。龍ケ崎市は60年の歴史の中で公立の幼稚園は1度も造った

ことがございません。それだけ民間の事業者が頑張ってくれている，そういうことで現在

の待機児童ゼロも民間事業者と市が力を合わせて実現しているところでもございます。

　　横浜市が待機児童ゼロなったというのは大きなニュースになっておりますけれども，龍

ケ崎市はそれよりもずっと前に待機児童ゼロですし，さらにはやはり横浜市は無認可保育

所や小規模の保育所，保育施設等を併せて，今，待機児童ゼロになっているわけですので，

認可保育所として，幼稚園，認定こども園等で，きっちりと待機児童ゼロを達成している

龍ケ崎は，横浜市にも負けていないというふうに自負しているところでもございますので，

今後もこの政策は続けて参りたいと思います。

　　その中でやはり，今，日本の国の将来を揺るがすような大きな問題が，この少子化の問

題であります。皆さんよりも，さらに今の小学生ぐらいになると，もっともっと子どもの

少ない時代になってきています。今も少し少子化の傾向で下がってるんですけれども，そ

れでも，合計特殊出生率が2を下回っています。1.4とかいう数値で，茨城県も県南地区

になると，都市部に近いということもあって，もうちょっと低くなっております。という

ことはやはり，夫婦 2人に子どもが2人できても減らない。3人子どもができないと人口

が増えませんので，それが1.4ではどんどんどんどん人口が減っていってしまう，人口減

少社会は日本の国にとっても大変大きな問題となっています。そういうことで子どもをこ

の龍ケ崎でもっともっと産みたいな，2人目，3人目を欲しいなって思ってもらえるよう

な，1人目でもそうですね。龍ケ崎で結婚して子育てをしたいなと思ってもらえるような

龍ケ崎にしていくのが，我々の夢でもありますので，ぜひその点は皆様にもご理解ご協力

をいただいて，将来はぜひ龍ケ崎で結婚して，龍ケ崎で子どもをたくさん作っていただき

たいなとお願いして，終わりにいたします。
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○山賀優斗議長

　　城南中学校，小島広大議員。

〔城南中学校，小島広大議員　登壇〕

○小島広大議員

　　城南中学校の小島広大です。龍ケ崎市のブランド戦略

について質問いたします。龍ケ崎市のブランド品といえ

ば「まいんコロッケ」がすぐに思い浮かびます。

　　まいんコロッケは，10年以上にわたり龍ケ崎市の知名

度アップのために貢献していると思います。昨年は全国

コロッケフェスティバルが開催され，全国からたくさんの種類のコロッケが日本一を目指

して競っていました。数多くの出店が並び，長蛇の列をなしてたくさんの方々がコロッケ

を求めていました。本当に楽しいイベントで，僕も美味しいコロッケをたくさん買ってし

まいました。

　　現在もたくさんの商店やレストランでコロッケが販売されています。また新しい味のも

のも継続的に開発されていて，まいんコロッケは全国に発信できるブランド品として定着

したといえると思います。

　　そこで質問です。これまでどのようなかたちでまいんコロッケを広めていく活動をな

さってきたのでしょうか。また，今後まいんコロッケをさらに広めていくための策は何か

ありますか。さらにまいんコロッケ以外に龍ケ崎ブランドを高めるための商品や農作物な

どは何かありますか。教えていただきたいと思います。

○山賀優斗議長

　　城南中学校，小島広大議員の質問が終わりました。

　　長岡副市長，答弁をお願いします。

〔長岡一美副市長　登壇〕

○長岡一美副市長

　　各議員の皆さんこんにちは。

　　副市長を務めます，長岡でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。

　　それでは小島広大議員のご質問にお答えいたします。

　　最初にまいんコロッケに関してであります。平成12年

6月に中心市街地活性化対策として銀行の空き店舗を活用し，漫画やインターネットが楽

しめる県内唯一の公立のまんが図書館「まいん」を開設いたしました。これにつきまして

は先ほど答弁の中でもふれております。まんが図書館「まいん」に来られる子ども達に，

大人になっても懐かしく思い出に残るものを食べてもらいたいと，そんな想いから龍ケ崎
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市商工会女性部が考案し，「まいんコロッケ」が誕生いたしました。この活動が，予想以

上の反響となりまして，多くの人達に，「まいんコロッケ」が愛されるようになったわけ

でございます。そこで，「まいんコロッケ」による商店街全体の活性化につなげようと平

成13年 7月から毎月第 1日曜日に街おこしイベントといたしまして「まいんバザール」

を開催し，市民にＰＲを行って参りました。

　　また，コロッケを街の活性化の起爆剤にしようと平成15年 1月に組織されました，コ

ロッケクラブ龍ケ崎，現在加盟店舗が11店あります。ここでは，コロッケコンテストの

開催や，新作コロッケの開発など，まいんコロッケのＰＲ活動を展開しているところでも

あります。

　　このような「コロッケで街おこし」の活動がマスコミ等にも多く取り上げられ，市全体

のイメージアップにつながり全国から視察団が訪れたり，市外，県外のイベントにも招待

されるようになりました。

　　さらに，平成21年には同じく「コロッケで街おこし」の活動を行っております，静岡

県三島市，富山県高岡市と「コロッケの国　三国の共同宣言」を締結し，全国にコロッケ

をＰＲするための協力体制を築いており，イベント等で交流を図っているところでありま

す。

　　なお，ヤフージャパンが主催します，日本全国のご当地メシの中から，ネット投票によ

り，日本一を決定する「ご当地メシ決定戦」が開催されております。その中で，龍ケ崎コ

ロッケは茨城県予選を 1位で通過し，茨城県代表として，関東ブロック大会に進出をいた

しました。この関東大会では，全国でも有名な栃木県の宇都宮餃子や，神奈川県の生シラ

ス丼などを振り切り，見事1位通過し，関東ブロック代表として全国大会に進出したとこ

ろであります。全国大会は，8月 20日から投票開始されますので，引き続き小島議員はじ

め，各議員の皆様のご協力と応援をよろしくお願いいたします。

　　今後につきましては，11月に第 2回全国コロッケフェスティバルが静岡県三島市で開催

する予定となっております。昨年コロッケクラブ龍ケ崎で開発いたしました，米粉を利用

したクリームコロッケを目玉にすえ，グランプリの獲得を目指して参りたいと，そのよう

に思っております。

　　また，今年度はコロッケクラブ龍ケ崎が中心となり，まいんバザールの中で，コロッケ

コンテストを開催する予定でもあります。

　　ぜひ，小島議員におかれましても，イベントを支えるボランティアスタッフとして参加

いただき，一緒にイベントを盛り上げていただければと，そのように願っております。

　　続きまして，コロッケ以外に，龍ケ崎ブランドを高めるための商品あるいは農産物につ

いてであります。

　　龍ケ崎市におけるブランドとは，他市町村との競争に勝つための，「龍ケ崎にしかない
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もの」，そして，「龍ケ崎が特に秀でてているもの」こういったものを含んだ商品やサー

ビス，生活環境を売り出すことで，地域のイメージ向上につなげること，こういった定義

づけを行っております。その代表的なものといたしまして，先ほどの龍ケ崎のコロッケは

今や龍ケ崎市を代表する特産品となっているわけでございます。

　　この他にも，全国に誇れる農産品や工芸品など，「メイドイン龍ケ崎」の特産品が数多

くございます。いくつかご紹介いたしますと，農林水産省主催のコンテストの農産部門で

年に1団体しか受賞できない天皇杯を平成25年度に受賞いたしました横田農場の「お

米」そして，茨城県青果物銘柄産地に指定され，東京の市場でも評価の高い「トマト」，

茨城県内の醤油の品質を争う大会で平成23年度 1位となり，全国大会でも評価されまし

た，清原醤油醸造店の「醤油」等があります。さらには日本を代表するクリスタルメー

カー「カガミクリスタル」の職人さんが手作業で作る食器は，皇室や外国からの要人を迎

える場においても使用されており，先般オバマ大統領が来日した際に安倍首相がプレゼン

トした「ぐい飲み」というお酒を飲むコップ，これもカガミクリスタルの製品だそうです。

　　また，三日後の7月27日の夕刻に執り行われます「撞舞」，これは国選択・県指定無

形民俗文化財に登録されております。400年以上にわたる歴史を持ち長い間地域の方々に

支えられ龍ケ崎市を代表する伝統芸能としてテレビや旅行雑誌といった多くのマスコミに

も取り上げられております。

　　この撞舞は私達龍ケ崎市民が代々引き継いできたという意味においても，誇るべき，ま

さに「龍ケ崎ブランド」であると思います。

　　小島議員はじめ，皆さんもご存知の龍ケ崎市の公式マスコットキャラクター「まいりゅ

う」は，撞舞の舞男を目指す男の子という設定で，衣装は舞男と同じ「唐草模様」となっ

ております。

　　今後，市としましては，龍ケ崎市の魅力であります，ただいまご説明いたしました地域

資源をはじめ，より多くの地域資源を発掘し，広くＰＲすることにより，市民の方々に対

しましては，龍ケ崎市への誇り，ふるさとを思う気持ちを高めていただくとともに，市外

の方に対しましては，龍ケ崎市をより知ってもらうためのイメージアップを図り，龍ケ崎

市に「行ってみたい」「住んでみたい」と思われるよう龍ケ崎ブランドの確立を目指して，

引き続き頑張って参りたいと考えております。

　　また，小島議員はじめ，各議員の皆さんが，龍ケ崎に愛着を持ち，大人になっても住み

続け，家庭を築いてもらうようにすることもブランド戦略の大切な目標の一つだと思って

おります。そのためには，一人ひとりが龍ケ崎の良いところ見つける努力とＰＲするお手

伝いをぜひお願いしたいと，そのように考えております。

　　引き続き，ご支援ご協力をよろしくお願いをいたしまして答弁いたします。よろしくお

願いいたします。
16



○山賀優斗議長

　　城南中学校，小島千広議員。

〔城南中学校，小島千広議員　登壇〕

○小島千広議員

　　城南中学校の小島千広です。

　　丁寧に説明してくださり，ありがとうございました。

　　私は龍ケ崎ブランドと聞いて，はじめまいんコロッケ

しか思いつかなかったのですが，今のお話を伺って龍ケ

崎市にはたくさんの素晴らしいものがあるということが

よく分かりました。お米やトマト，醤油やクリスタル，そして無形文化財に指定されてい

る撞舞など，どれも自慢できるものです。そのような素晴らしいものにあふれている龍ケ

崎市に住んでいることを誇らしく思いました。また，龍ケ崎ブランドの向上のためにいろ

いろな形で市の皆さんが努力されていることに驚かされました。

　　今後はこの素晴らしいものを市内外の方により深く知っていただくよう，イベントに協

力したり，贈り物として買ったりして龍ケ崎ブランドの宣伝のお役に立てれば，と思って

います。

○山賀優斗議長

　　中山市長。

〔中山一生市長　登壇〕

○中山一生市長

　　両小島議員，ありがとうございます。

　　ぜひ皆さんも，この龍ケ崎ブランドの宣伝マンとしてこれからたくさんの人に龍ケ崎の

良さを伝えていただければなと思っております。

　　今，答弁にもありましたけれども，城南中学校のエリアは龍ケ崎でも有数のお米の産地

でもございます。皆さんも，龍ケ崎を歩くとすぐ分かると思いますが，南半分は本当に広

大な，沃野千里という言葉を良く使うのですけれども，沃野千里の田園地帯が広がって，

そしてさらにはコシヒカリなど美味しい，全国にも自慢できる美味しいさらには品質高い

安全なお米をはじめとした農産物がたくさんございます。

　　そういうことで，コロッケだけではない，たくさん自慢できるものがありますので，龍

ケ崎市としても，ブランド戦略ということで，今強力に推し進めているところでもござい

ますので，また，様々な取り組みをする際には，皆さんの方からも宣伝をしていただけれ

ばなと思います。

　　そして，ちょうど今タイミングがぴったりなので皆さんにもお願いをしますけれども，

先ほど副市長からもありましたけれども，龍ケ崎コロッケ。龍ケ崎コロッケというのは，
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龍ケ崎のコロッケクラブ龍ケ崎に加盟している皆さんが作るコロッケをはじめとして龍ケ

崎でできるコロッケの全体のことを言ってるんだなと思っていただいていいと思うんです

けども，その中に質問にもありました，まいんコロッケも入っているわけでございます。

　　そういうことでまいんコロッケから始まったこの「コロッケによる街おこし」が今日本

の頂点になれるか，なれないかという段階を迎えているわけでございます。

　　ヤフージャパン，皆さんご承知ですね。ヤフー特集で行われている「ご当地メシ決定

戦」これで茨城県でも優勝しました。そして関東ブロックの強豪達とも戦って，勝って，

今，関東ブロック代表として全国大会に行きます。全国大会に行くと，またさらに強豪が

揃っております。広島のお好み焼きとか，高松の讃岐うどんなども確か入っていたと思い

ますけれども，たくさんの有名な全国でも有名な美味しいものと戦わなければなりません

ので，ぜひ中学生の皆さんにも応援をお願いします。8月 20日からおそらく週間に1回投

票できると，今回のシステムと同じシステムだと思いますので，1週間に1回ぜひ投票し

て，龍ケ崎コロッケに投票して全国一を目指して参りましょう。できれば校長会を通して

でも，各小中学校にお願い，学校にもお願いしたいなと思っているところでもありますの

で，中学校の関係者の皆さんにお願いしたいと思います。あとお父さんお母さん，保護者

の皆さんにも自分のパソコン持ってる方いらっしゃると思いますけど，パソコン，スマホ，

あと会社のパソコンと何箇所かでも投票できますので，そういう支持の輪を広げていただ

きますこともお願いを申し上げまして，以上とさせていただきます。

○山賀優斗議長

　　城南中学校，瀬尾こころ議員。

〔城南中学校，瀬尾こころ議員　登壇〕

○瀬尾こころ議員

　　城南中学校の瀬尾こころです。学習指導について質問

いたします。

　　私は英語が好きで，毎週 4時間の授業を楽しみにして

います。私が将来就きたい仕事は英語力を必要とする仕

事なので，楽しく勉強しながらも英語力を高めていきた

いと思っています。私は特に英語を話したり聞いたりする力をつけていきたいと考えてい

て，ＡＥＴの先生との対話をできるだけたくさん持つよう努力しています。しかし，現在

ＡＥＴの先生が私達の教室にくるのは週に1回だけで，十分に話をする時間がとれている

とはいいがたいところです。また，ＡＥＴの先生がいらした時も，生徒 30人に対して先

生1人の状態なので 1人あたりの対話の量に不足を感じています。私はＡＥＴの先生を増

員して授業にきていただく回数を増やしたり，生徒 1人あたりの対話をする量を増やした

りすることができれば，ありがたいと思っています。そのことが実現すれば，私達の英語
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力がより向上するのではないかと考えています。

　　そこで質問です。龍ケ崎市として，ＡＥＴの先生の数を増やす予定はありますか。

○山賀優斗議長

　　城南中学校，瀬尾こころ議員の質問が終わりました。

　　荒井教育部長，答弁をお願いします。

〔荒井久仁夫教育部長　登壇〕

○荒井久仁夫教育部長

　　教育部長の荒井です。

　　教育委員会では児童生徒の皆さんが充実した学校生活

を送れるよう，小中学校の教育環境の整備を行っている

他，生涯学習やスポーツの推進，読書活動の推進，そし

て給食・食育に関する事業を行っております。

　　それでは瀬尾こころ議員の質問にお答えいたします。

　　まず，瀬尾議員が，将来就きたい職業を見据えて，日頃より英語力を高める努力をして

いることに感銘を受けました。とても素晴らしいと思います。

　　現代社会は，国際化，グローバル化が急速に進展しております。今後，中学生が外国の

方々と接し，外国語でコミュニケーションを図る機会が増えてくると思いますので，話し

たり聞いたりする力を高めていくことはますます大切になってくると考えております。そ

のためにも，ＡＥＴの本物の英語に触れる機会や授業での対話は重要な学習となります。

　　本市では，英語の授業の充実のために，市内19校の小中学校に6人のＡＥＴを配置し

ています。限られた時間の中で学習内容を充実させるため，ＡＥＴと英語担当の先生が作

成する「レッスンプラン」を用いて授業を行っております。しかしながら，議員が今，Ａ

ＥＴとの対話が少ないと感じていることは大変申し訳なく思っております。

　　今後さらに学習を充実させていくため，学校間の調整により，ＡＥＴによる授業を，可

能な限り確保できるようにしたいと考えております。また，こちらから議員の皆さんへの

お願いになりますが，授業だけではなく，休み時間や放課後の時間にも，ＡＥＴに積極的

に話しかけるなど，対話の時間を増やす活動にも取り組んでみてください。

　　今年度から龍ケ崎市では学校生活や日常生活において英会話力の向上を目指す「クラス

ルームイングリッシュ」をスタートしました。これは，他の市町村にはない，本市独自の

取り組みです。龍ケ崎版のテキストも作成しましたので，それらを活用しながら積極的に

取り組み，学校内に英語があふれるそのような学校にしていただきたいと思います。

　　教育委員会も，英語教育の充実に向けて，なお一層取り組んで参りたいと考えておりま

す。ＡＥＴの増員についても，前向きに検討していきたいと考えております。以上です。
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○山賀優斗議長

　　城南中学校，鈴木萌衣議員。

〔城南中学校，鈴木萌衣議員　登壇〕

○鈴木萌衣議員

　　城南中学校の鈴木萌衣です。

　　ご回答ありがとうございました。

　　私達の英語力向上のために，限られた時間の中で様々

な工夫をしてくださっていることが分かりました。あり

がとうございます。

　　確かにＡＥＴの先生との授業は週に1回程度ですが，私の学校ではＡＥＴの先生が休み

時間や放課後などに私達に英語で話しかけてくださいます。そのようなわずかな時間でも

英語力をつけるよいチャンスとして恥ずかしがらずに会話に参加していきたいです。

　　また，普段の授業の中でも英語の先生と英語で対話することが大切だということに改め

て気づきました。これからはクラスみんなで気軽に英語での対話ができるような雰囲気が

つくれるよう，進んで対話活動に参加していきたいと思っています。

○山賀優斗議長

　　藤後教育長。

〔藤後茂男教育長　登壇〕

○藤後茂男教育長

　　教育長をしております，藤後といいます。

　　よろしくお願いします。

　　瀬尾議員，そして鈴木議員が英語の学習について真剣

に考え，英語力の向上を目指し，熱心に取り組もうとし

ていることに大変感心をいたしました。

　　これからは皆さんが世界，いわゆる国際社会で活躍する時代です。英語は，そういった

世界で活躍する場合，国際的な共通語として最も中心的なものであり，今後英語でコミュ

ニケーションを図る機会がますます増えてくるかというふうに思います。

　　コミュニケーションを図るというと，どうしても話すということだけにとらわれがちで

すけれども，現代は，皆さんご存知のように，メールでのコミュニケーションを図る場合

もありますので，書くということも大事になってくるのかなっていうふうに思っておりま

す。ＡＥＴとの対話，交流を通じて英語力を向上させることはもちろんですけれども，話

す・聞く・読む・書くという四つの技能を，ぜひバランスよく身につけられるように取り

組んでいただきたいなというふうに思っております。

　　瀬尾議員，鈴木議員，そして本日参加をされている皆さんにお願いです。先ほども荒井
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教育部長の方からお答えさせていただきましたけれども，授業の時だけでなく，学校の行

事，あるいはスピーチコンテストの練習などの時にＡＥＴが協力してくれるという時もあ

るかというふうに思います。いろんな機会を利用していただいて，積極的にコミュニケー

ションを図っていただきたいというふうに思います。

　　また，「クラスルームイングリッシュ」につきましても，全員で取り組めるように皆さ

んが中心になって活動していただければなというふうに願っているところです。

　　そして，今後ですね，英語の力を身につけるためには，学校の授業だけ，週 4時間の授

業だけではなくて，それに向かっての毎日の予習復習だったり，自分で計画を立てて，目

標を持って勉強することも大事だろうというふうに思いますので，ぜひこれからも継続し

て努力をしていただきたいなっていうふうに思います。

　　皆さんの英語力の一層の向上と，夢の実現に向けて精一杯努力されますことを期待して

いるところです。

○山賀優斗議長

　　休憩いたします。休憩中に議長を交代いたします。

　　ここまでの進行にご協力いただきありがとうございました。

　　この後の会議は午後2時 25分に再開の予定です。
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○田中海斗議長

　　会議を再開いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○田中海斗議長

　　続いて議長を務めさせていただきます，愛宕中学校の

田中海斗です。どうぞよろしくお願いいたします。

　　それでは，一般質問を継続いたします。

　　長山中学校，矢田希議員。

〔長山中学校，矢田希議員　登壇〕

○矢田希議員

　　長山中学校の矢田希です。私は，小学生の頃から友人

などと市が企画している様々な生涯学習に参加してきま

した。環境について学ぶ講習や外国人の先生とのコミュ

ニケーションを楽しむ企画，日本の伝統的な文化にふれ

ることのできる講習など，種類が豊富で，「行ってみた

い。」と思えるものがたくさんあります。

　　また，市内にある公共施設を活用していて，とても素晴らしい取り組みだと思います。

しかし，私が体験した講習会は，ほとんどが母から聞いて知ったものです。募集をかける

際，龍ケ崎市の広報紙である「りゅうほー」に企画の詳細が掲載されていますが，この広

報紙を子どもが読むという機会は少なく，子ども自身が興味のある学習会を見つけるとい

うのは，難しいと思います。そこで提案として，市が行っている企画などを掲載した子ど

も向け情報誌があればいいなと思います。その情報誌を学校で配付することにより，自分

で学びたいものを見つけ，積極的に参加することができます。また，参加した講習の分野

に興味を持ち，それが夢や目標にもつながっていくのではないでしょうか。

　　他にも，子ども向けの情報誌に，地域活性化のための政策や税金の使い道など，子ども

が社会の仕組みを知り，興味を持つきっかけとなるような内容を取り入れるとよいと思い

ます。

　　このような情報誌を作るためには，市のお金を使うことになります。そこで質問です。

現在の予算の中に，新しく子ども向け情報誌を作るための予算を組むことは可能なので

しょうか。また，こうした企画の予定はあるのでしょうか。教えていただきたいと思いま

す。
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○田中海斗議長

　　長山中学校，矢田希議員の質問が終わりました。

　　川村総務部長，答弁をお願いします。

〔川村光男総務部長　登壇〕

○川村光男総務部長

　　総務部を担当しております，川村と申します。

　　はじめに，総務部の仕事の内容を簡単にご説明をさせ

ていただきます。

　　総務部ではただいまご質問のありました税金を扱って

いる税務課や，税金の納入を扱っている納税課，そして，

毎年の予算を作ったり，市の財政をコントロールをしております財政課。その他に職員を

採用したり，職員の研修を行ったり選挙等を担当する人事行政課。工事や物品の購入等の

契約を担当する契約検査課がございまして，これらを担当しております。

　　それでは矢田希議員のご質問にお答えいたします。

　　新しく子ども向け情報誌を作るための予算を組むことは可能なのかというご質問であり

ます。市の予算につきましては4月から翌年 3月までを 1年間として作られます。この予

算を作っていく作業や過程のことを予算編成といいます。

　　予算編成は前の年の9月頃から始まりまして，市の様々な事業を行っている，各担当課

から財政課に予算要求書が提出されます。そして，予算編成を担当する財政課では，収入

と支出のバランスを考えまして，どのような事業にどれだけの金額を配分するかを取りま

とめ，最終的には市長と相談して決定していきます。

　　しかし，これだけでは予算は使えません。

　　予算案を予算執行前の市議会，予算執行が毎年 4月からですから，3月の定例市議会で

す。これに予算案を提案して，この市議会の議決を受けて，正式に予算として決定され，

事業に使うことができるようになります。

　　財政課では予算案を作るために，担当課からの予算の要求を精査する作業を行います。

これを予算の査定と言いますが，予算は市民の皆さんからお預かりしている大切な税金を

財源としていることから，福祉や教育など市民のために進めなければならないたくさんの

施策を見極めたり，できるだけ少ない費用で事業の効果が上がることを考えて，査定を

行っているところであります。

　　ご提案がありました「子ども向け情報誌の発行」につきましては，まず一つ目として小

中学生への情報の発信方法として新たな情報誌の発行は果たしてどれだけ効果があるのか。

　　二つ目として，小中学校の皆さんにどれだけ見ていただけるのか。

　　三つ目として，市の講座やイベントへの参加にどれだけ結びつくのか，などといったこ
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とが査定のポイントとなります。

　　いずれにいたしましても，新たに子ども向け情報誌を発行することや，現在発行してい

る「りゅうほー」をより分かりやすくしまして発行部数を増やすことなどについて，広報

担当課とも協議を重ねて予算編成を行って参りたいと考えております。以上です。

○田中海斗議長

　　松尾総合政策部長，答弁をお願いします。

〔松尾健治総合政策部長　登壇〕

○松尾健治総合政策部長

　　総合政策部の松尾です。

　　初めに，総合政策部のご紹介をいたします。

　　総合政策部には四つの課があります。一つは企画課で

ございます。龍ケ崎市の重要な政策や重点事業の企画・

立案・計画作りを担当しております。また行政改革の中

心的な役割も担っております。二つ目が情報政策課です。情報政策課，ただいまご質問の

広報紙や政策情報誌を編集・発行して，重要な情報を市民の皆さんにお知らせしておりま

す。また，市の業務で使っております，コンピュータシステムの構築，それからネットワ

ーク管理も担当しております。三つ目は資産管理課でございます。龍ケ崎が保有する土地

や建物，こういった財産の適正管理をはじめ，有効活用，さらには市の建物の設計・工事

の監督などを担当しています。四つ目，シティセールス課でございます。この4月にでき

た課でございます。龍ケ崎市のブランド戦略づくりや龍ケ崎市の魅力を掘り起こす。ある

いは磨きをかけてそうした情報を効果的に発信して，龍ケ崎市のイメージアップを図るな

どといったシティプロモーション活動。それからテレビや映画の撮影の手伝いをするフィ

ルムコミッション活動。こういったものを担当しております。

　　いずれの課も重要な業務を担っておりますけれども，今後の人口減少社会の進行を踏ま

えまして，地域間競争，都市間競争の激化が激しくなることが予想されておりますけれど

も，それぞれの課がこういった活動を展開して，龍ケ崎市はより魅力のある地域にしてい

くということで日夜頑張っております。

　　前置きが長くなりましたけれども，矢田議員のご質問にお答えします。

　　私からは，情報誌の発行ということに関してお答えいたします。

　　市では現在，広報紙「りゅうほー」を月2回発行しております。行政情報をはじめ，講

座やイベントの開催などのお知らせも掲載しております。

　　「りゅうほー」に掲載しております市民の皆さんが参加できる講座，イベントの情報に

つきましては，分野ごとに見やすく，そして簡素にまとめて掲載しております。

　　しかし，残念なことでありますけれども，なかなか見てもらえないという現実もござい
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ます。やはり広報紙を見る習慣も大切で，少し関心を持って見ていただければ，小中学生

でも必要な情報を探すことができるのではないかというように考えております。

　　現在，「りゅうほー」の編集は，3名の職員で行っております。できるだけ見やすく，

読みやすく，分かりやすくということを工夫を凝らしております。これからも，その努力

を続けて参りまして，大人の読書ばかりではなくて，小学生，中学生にも読者として毎回

読んでいただけるようにということで工夫をしております。

　　ご質問の「子ども向け情報誌の企画」についてでありますけれども，自分で学びたいも

の見つけたり，積極的に参加するのには非常に有効であろうと考えております。そうは申

しましても，やはり見てもらわないことには宝の持ち腐れとなってしまいますので，まず

は広報紙を見ていただくことについて取り組んでいきたいというふうに考えております。

　　したがいまして，現在発行しております，「りゅうほー」の編集にあたっては，これま

で以上に小学生，中学生にも理解しやすいような紙面づくりに心がけていきたいと思って

おります。

　　さらに，各小学校，中学校に配布しております「りゅうほー」につきましても今後は配

布部数を増やし，さらにより多くの皆さんに見ていただける機会を増やすなどのことにつ

いては，先生方とも相談をしていきたいと考えております。

　　また，地域活性化のための政策や税金の使い道などの内容を，子ども向けの情報誌に掲

載してはというご提案でございますけれども，今年度，すでに市の公式ホームページ内の

キッズページというものをリニューアルしております。その中に，市長，さらには市の職

員から龍ケ崎市の子ども達へのメッセージを発信しております。

　　今後，このキッズページの中で，ご提案のありました地域活性化のための政策や税金の

使い道など，子ども達が興味を持つきっかけとなるような内容を，より分かりやすく掲載

し，地域のことについてより理解を深めていただけるように取り組んで参りたいと思いま

す。以上です。

○田中海斗議長

　　長山中学校，グリープニコラス友喜議員。

〔長山中学校，グリープニコラス友喜議員　登壇〕

○グリープニコラス友喜議員

　　長山中学校のグリープニコラス友喜です。

　　ご回答ありがとうございました。

　　私達中学生にはまだ先のことのようですが，社会に出

た後も，生涯を通じて様々な教育や学習の機会を得られ

ることは，大変ありがたいことです。

　　身近な市町村で事業内容が企画立案され，よく精査した上でさらに予算との折り合いを
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つけていくという綿密な過程を経ること，そして私達がそれを情報として得るためには，

より良い情報誌を提供しようと，日々努力する担当の方達がいることがよく分かりました。

　　また，今後キッズページを通して，地域活性化のための政策や税金の使い道などを分か

りやすく掲載していただけるとのこと，より地域について知りこの龍ケ崎市全体が活性化

する良い一歩になると思いました。

○田中海斗議長

　　中山市長。

〔中山一生市長　登壇〕

○中山一生市長

　　矢田議員，グリープ議員，ありがとうございました。

　　子ども向けの情報誌ということでございましたけれど

も，龍ケ崎市のホームページでキッズページというもの

を設けまして，皆さんに見ていただいて，分かりやすく

市政の情報を発信できればいいなという思いもございま

すので，もう，すでにご覧になってる方もいらっしゃるとも思いますが，ぜひまたホーム

ページを開いていただいて，何か思うところがある時は，ぜひそちらからも入っていただ

ければなと思います。

　　子ども向けの情報誌と言いますけれども，やはり実現に向けては，予算の問題というの

も今，グリープ議員からもありましたが，難しい部分もありますけれども，どのように実

現するかというのは，やはりかなり難しいのかなと思います。というのはやはり小学生向

けに簡単すぎると，中学生は読んでもらえなくなっちゃうのかなと。かといって中学生位

のレベルで書いちゃうと，今度は小学生以下の子ども達が分かりづらくなってしまう。ま

た，中学生のレベルですと，おそらく今，「りゅうほー」の内容は，大体は理解できるん

じゃないかなと思います。

　　そういうことで今はとりあえずキッズページでの情報発信ということですけれども，今

後は，またさらに中学生小学生に向けて，龍ケ崎市政をもっともっと分かってもらうよう

努力はしていかなければならないと思っています。

　　あとは政策情報誌「未来へ」というものもございます。これは中学生であればおそらく

内容は分かる内容もあると思いますし，興味を持っていただけるものもあると思いますの

で，これも，手元にお宅に届いた時には，ぜひ見ていただければと。これはかなり詳しく

龍ケ崎市政の情報も発信しておりますので，そちらもぜひ，中学生には目を通していただ

きたいなと思います。

　　今，答弁の人が2人になりましたね。これは質問の内容で所管課，所管のするところが

二つに分かれる場合は2人の担当の部長さんが答弁します。これは実際の議会でもやはり
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質問者1人でも二つの所管に跨る時は，2人，3人と答弁者が増える場合がございます。

　　このあとも1回ありますけれども，その点ご理解いただければなと思います。

　　所管というのは，管は，管理の管ですね。所は場所の所。管轄する所という意味なんで

しょうか。そういう字の所管でございます。以上です。

○田中海斗議長

　　長山中学校，山賀優斗議員。

〔長山中学校，山賀優斗議員　登壇〕

○山賀優斗議員

　　長山中学校の山賀優斗です。

　　龍ケ崎市はスポーツ施設がとても充実しており，市全

体がスポーツに対する関心が高く，意欲的に活動してい

ると思います。中でも，毎年行われる「市民ウォークラ

リー大会」や「市民スポーツフェスティバル」は参加者

も多く，とても盛り上がる行事です。僕も何度か参加させていただいたことがあるのです

が，市民が一つになり，自然に人の輪が生まれる。そんな一体感がとてもいいと感じてい

ます。

　　そして昨年，56年ぶりに東京でオリンピックを開催することが決定しました。この

ニュースが発表された時には，日本中に喜びの声があふれ，今や誰もが東京オリンピック

の開催を心待ちにしています。その中で，メインとなる新しいスタジアムの構想，来月か

ら始まる国立競技場の解体など，6年後に向けて早くも準備が始まっています。そして6

年後，日本を代表して世界と戦う選手は，私達の世代です。はじめに申し上げたとおり，

ここ龍ケ崎には様々な競技に幅広く利用することのできる総合運動公園があり，スポーツ

クラブなども多く，非常に恵まれた環境です。この恵まれた環境を利用して，我が校の稀

勢の里先輩のように全国で戦う選手，そして東京オリンピック，世界へと羽ばたく選手を

生み出すことは，地域の活性化につながります。私達も，今打ち込んでいる競技にさらに

意欲的に取り組み，夢を持って頑張ることができると思います。

　　そこで，市では東京オリンピックを 6年後に控え，若い選手の育成・強化や，スポーツ

施設のさらなる活用法など，今後どのように取り組み，どのような計画がなされていくの

か教えていただきたいと思います。

　　また，オリンピックが終わっても市民が生涯にわたってスポーツに親しむ環境も大切で

す。その点も合わせて考えをお聞かせください。
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○田中海斗議長

　　長山中学校，山賀優斗議員の質問が終わりました。

　　荒井教育部長，答弁をお願いします。

〔荒井久仁夫教育部長　登壇〕

○荒井久仁夫教育部長

　　山賀優斗議員の質問にお答えいたします。

　　はじめに，2020年の東京オリンピックに向けた，市と

しての今後の取り組み等についてでございます。

　　山賀議員のお話のとおり，6年後となる東京オリン

ピックにおいて，日本代表として活躍が期待されている

世代は，まさしく山賀議員の世代であると思っております。

　　オリンピックで活躍する，いわゆるトップアスリートと言われる方は，各々の素質はも

ちろんのこと，並々ならぬ努力をして競技力の向上に努めているものと思われます。

　　そして，競技力の向上を図るためには，ジュニア期からトップレベルに至るまで，一貫

した指導理念に基づき，トップアスリートへと育成されるシステムが重要であり，個人の

特性等に応じた最適な指導を受けることができる仕組みづくりが求められています。

　　しかしながら，市が直接関わりを持ち，トップアスリートを生み出すということに主眼

をおいて，スポーツ行政を進めていくことは，現実的に難しい面もございます。

　　このような中，市といたしましては，トップアスリートが生まれ育ちやすい環境を整え

ていくといった，各スポーツ団体・クラブ，学校の部活動等に対する側面的支援が必要で

あると考えております。

　　そのような考えのもと，スポーツ指導者の養成・資質向上のための講習会や，流通経済

大学と連携したセミナー等の開催，スポーツ活動を行う上で根幹となるスポーツ施設の整

備・充実とその有効活用，学校の部活動へ専門指導者を派遣しているスポーツ指導者バン

クの充実，そしてスポーツへの関心を高めていただくためのトップアスリートの技術に触

れる機会の充実など，市の果たすべき役割として，スポーツを取り巻く環境の土台づくり

を進めて参りたいと考えております。

　　次にオリンピック終了後の，スポーツ環境についてでございます。

　　東京オリンピックの開催は，日本スポーツ界の盛り上がり，そして本市のスポーツ推進

の強い追い風になる，良い機会であるととらえております。

　　このような状況のもと，2020年の東京オリンピックを「点」で終わらせるのではなく，

オリンピック終了後においても，継続してスポーツが活性化するよう，「スポーツ健康都

市宣言」を行っております，当市としてふさわしく，「誰もが健康で楽しめる生涯スポー

ツ社会の実現」を基本理念としながら，市民一人ひとりの趣向やライフスタイルに対応し
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た，スポーツ環境の実現に向け，様々なスポーツ振興施策を推進して参りたいと考えてお

ります。

○田中海斗議長

　　長山中学校，木村春香議員。

〔長山中学校，木村春香議員　登壇〕

○木村春香議員

　　長山中学校の木村春香です。

　　ご回答ありがとうございました。

　　2020年に行われる東京オリンピックに向け，スポーツ

指導者のためのセミナーの開催や施設の整備が行われて

いると分かりました。スポーツを取り巻く環境整備を進

めていかれると聞いて，そのように市でスポーツを推進していったら，選手にとってス

ポーツに打ち込みやすい，非常によい環境になるのではないかと思います。また環境だけ

でなく，各校から選抜選手を集めた強化練習など，より直接的な計画が実施されれば，市

全体のレベルも上がり，活動が活発になると思います。

　　オリンピック終了後のスポーツの振興については，継続してスポーツが活性化するよう

大会を「点」で終わらせないという考えにとても共感しました。これから私も，龍ケ崎の

一市民としてスポーツ振興のためにできることを考えていきたいと思います。

○田中海斗議長

　　藤後教育長。

〔藤後茂男教育長　登壇〕

○藤後茂男教育長

　　ただいま，木村春香議員からご意見をいただきました。

　　私の方から少し昔の話をさせていただきたいと思いま

す。今から50年ほど前になります。1964年，アジアで

初めてのオリンピックが東京で開催されました。国家的

な行事として，とても華やかに開催されました。

　　そして，その東京オリンピックの柔道中量級において，当市の名誉市民でスポーツマス

ターでもあられる地元出身の岡野功選手が世界の強豪を次々と打ち破りまして，見事優勝，

ゴールド，金メダルを獲得したのです。このことは，龍ケ崎市にとってはもちろんのこと，

日本中が歓喜に沸いたものでした。また，岡野選手の栄誉を称え，その数日後に行われた

市内祝賀パレードではオープンカーに乗った，私達の街の金メダリストを一目見ようと，

多くの市民が沿道を埋め尽くし，街中が祝賀ムードに包まれました。

　　このように，オリンピックをはじめとする，国際競技大会などにおいて，日本人選手が
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活躍した時には，私達に，大きな夢と感動を与え，明るく活力のある社会の形成に寄与す

るものだというふうに考えております。

　　また，それが岡野選手のように，地元出身であればなおさらのこと，スポーツを通じて

市全体の活性化にもつながっていくものと考えているところです。

　　先ほど木村議員から龍ケ崎の一市民として私もスポーツ振興のためにできることを考え

ていきたいという心強いお話がありました。

　　スポーツにおいては，する・見る・支えるの三つの側面があるかというふうに思います。

スポーツをするためには，それを見る人が必要であり，そして，支える人も必要です。市

といたしましても生涯スポーツ社会の実現に向けて，この三つの活動をバランスよく推進

して参りますので，木村議員におかれましても，今後ぜひとも様々な場面でご活躍，そし

てご協力いただけますようお願い申し上げて，答弁とさせていただきます。

○田中海斗議長

　　城西中学校，栗山貴成議員。

〔城西中学校，栗山貴成議員　登壇〕

○栗山貴成議員

　　龍ケ崎市立城西中学校の栗山貴成です。

　　公共施設の老朽化の問題について質問いたします。

　　3年前に起きた東日本大震災。僕はまだ，馴柴小学校

の5年生でした。地震のその瞬間，僕は改築したばかり

の馴柴小の体育館の中にいたのです。

　　揺れが始まった時，そこにいたみんながみんな，一斉に不安に駆り立てられ，建物の外

へと避難しました。しかし，その混乱の中で，当時の校長先生は全く焦ることなく，揺れ

が収まった時も，体育館の中にいらっしゃいました。僕の目に映るすべての人々が恐怖を

感じて震える中，校長先生の落ち着きある様子・態度は，僕の心の中にとても印象深く

残っています。後に先生は，「この校舎は岩盤の上に立てられている上，改築したばかり

だから絶対大丈夫」とおっしゃったことをよく覚えています。もし今また地震が起こって

も，龍ケ崎市に住むすべての人々がこのような安心感に包まれることができたらいいなと

思いました。

　　昨年度，僕の通う城西中学校は大規模な校舎の改築工事を行いました。おかげさまで校

舎内はとてもきれいになり，太陽光発電も取り入れた最先端の校舎で学ぶことができてい

ます。入学当初と比べても，随分勉強しやすい環境となりました。僕達は恵まれた環境に

いると思います。しかし，市内にあるすべての公共の建物がこのように新しくされたわけ

ではないでしょう。

　　そこで，二つお尋ねしたいと思います。現在特に老朽化が問題となっている公共の建物
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はどれくらいあるのか，教えていただきたいと思います。また，その建物の改築や改装の

計画，それにかかる期間なども教えていただきたいと思います。

○田中海斗議長

　　城西中学校，栗山貴成議員の質問が終わりました。

　　松尾総合政策部長，答弁をお願いします。

〔松尾健治総合政策部長　登壇〕

○松尾健治総合政策部長

　　はじめに，建物の老朽化についてでございます。

　　建物は一般的に建築から30年を過ぎますと，雨漏りや

壁のひび割れ，配管のつまりや漏水など様々なところで

不具合が発生してくるようになり，何らかの処置をしな

いと建物を使用するのに支障が出てきます。このように

年数が経つにつれて不具合が発生して来ることを，老朽化と言っております。

　　一つ目の質問の老朽化の問題となっている公共施設の建物の数は，どのくらいあるのか

ということでございますけれども，現在龍ケ崎市には，公共の建物，公園にあるような小

さな建物を除きまして，83の施設がございます。この83の施設のうち，老朽化が問題と

なりつつあると思われる建築後30年を経過してる建物が22あります。床面積にすると全

体の約 3割という状況で，この割合は今後増えていくというふうに思っております。

　　次に二つ目の質問の老朽化してる建物の改築や，改装の計画，それにかかる期間につい

てでございます。

　　市ではこのような公共施設の老朽化への対策としまして，公共施設再編成の基本方針と

いう計画を平成25年 2月に作成しました。これが現物です。公共施設の再編成の基本方

針というものです。これは皆さんが大人になった将来のことも考えまして，必要な公共施

設をきちんとしたカタチで引き継ぎ，残していけるようにするための取り組みの基本とな

る考えをまとめた計画でございます。

　　この基本方針では，計画の期間を 40年としております。40年って非常に長いと思うか

もしれませんけれども，建物というのは鉄筋コンクリートのものですと大体 60年程度使

います。鉄骨のものでも50年程度使える。そういったことで 40年という長い期間になっ

ておりますけれども，老朽化の進み度合い・進み具合や公共施設の必要性などを考えまし

て，優先順位をつけて順番に実行していかなければならない，と考えまして，40年間と

いう非常に長い期間の計画となっております。

　　また，この基本方針では，公共施設を将来，どのようにしていくかといった方向性，考

え方についても示しております。主なものを紹介しますと，一つ目は，公共施設の量を削

減していくということ。具体的には計画期間の40年間で 83の公共施設の床面積を，3割
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減らすということを目標としております。これは今後の少子化・高齢化が進行して，人口

減少社会が本格化するということから，今あるすべての施設を将来において現状のまま維

持していくことは困難であるというふうに考えたからです。

　　そしてこのような考え方に基づいた取り組みとして，建物を計画的に維持・補修するこ

とで，建物の寿命を延ばし，より長く使用していくこと，それから，一つの建物で二つ以

上の機能を持たせた複合的な建物を作ること。あるいは，民間の施設建物を借りるなどし

て公共施設として活用していくこと。あるいは，今ある建物があまり使われていない状態

にあるならば，より使ってもらえるように使い道・用途を変えていくといった有効活用の

取り組み等でございます。これらにつきましては，現在，優先度が高いものから順番に具

体的な計画づくりを進めております。

　　公共施設の老朽化対策は，避けては通れない問題であります。しかし，これを進めてい

くためには，やはり，公共施設の利用者であります市民の皆さん，それから中学生・小学

生，次世代を担う皆さんにも理解と協力をしていただかなければなかなか先に進めること

ができません。そうしたことから，この現世代から次世代へときちんとしたカタチで公共

施設を引き継いで残していけるように，そして龍ケ崎市がよりよい街になるためにも市民

の皆さんと一緒に考えて行動していきたいと思っております。

　　こういった公共施設の問題を分かりやすくお知らせするために，実は漫画を作ってあり

ます。ホームページに載ってるんですが，漫画を二つ作りました。まさか，こんな漫画を

市の方で作ろうと思ったことはなかったんですけれども，やっぱりよく知っていただかな

いと物の本質が見えないということを考えまして，漫画を二つ作りました。

　　それから，先ほど広報紙の話をしたんですが，市では広報紙りゅうほーの他に年 4回ほ

ど政策情報誌「未来へ」という物を発行しています。この中でもこの公共施設の問題を特

集しております。

　　できれば皆さん帰ってからホームページ等でご覧になれますので，よく見ていただきた

いと思います。以上です。

○田中海斗議長

　　城西中学校，大古未来議員。

〔城西中学校，大古未来議員　登壇〕

○大古未来議員

　　城西中学校の大古です。

　　ご回答ありがとうございました。

　　まず，龍ケ崎市に老朽化が問題となる建物が22施設も

あるということに驚きました。将来的に私達が大人にな

った時に大きな問題となってくること，そして市でも積
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極的にこの問題に関わっていることを理解しました。

　　解決の方法が「公共施設の削減」ということになるとは残念ですが，今後の少子高齢化

社会においてやらなければならない課題であることが分かりました。また，複合的な建物

の建設や，今ある施設の有効利用によって公共施設の量の削減を図るなど，市は私達の将

来に向けて，しっかりと考えてくれているという印象を受けました。

　　私達中学生も，公共施設の老朽化という問題について，もっと理解と協力をしていかな

ければならないと感じました。本日はありがとうございました。

○田中海斗議長

　　中山市長。

〔中山一生市長　登壇〕

○中山一生市長

　　栗山議員，大古議員，ありがとうございました。

　　今も紹介ありましたが，この公共施設再編成の取り組みをはじめる時に，また途中で漫

画を作成して皆さんに広く知らしめようとしたところでございます。この漫画はもちろん

大人の人が見ても分かりやすく，そしておそらく，中学生の皆さんが見ると，なおさら分

かりやすいんじゃないかなと私は思うんですけれども，ぜひインターネット等でご覧にな

っていただければなと思います。どうしても欲しいという方は，資産管理課の方に言って

いただければと思います。

　　そういうことで，日本は皆さんが生まれる前ですけれども，40年前，50年前は高度成長

という，大変日本の景気がよかった時代がございました。その時に，一気に公共施設を箱

物ですね，箱物をたくさん作った時代があって，今，日本では全国的にその当時造った建

物が老朽化して一気に更新の時期を迎えてしまっているという大変深刻な問題を抱えてい

るという地域がたくさんもう出てきてしまっているところであります。

　　その中で，龍ケ崎市は，例えばニュータウンの小中学校などは30年前から開発が始まっ

ていますので，その高度成長期の建物よりはちょっと，少しタイミングがズレれている，

少し遅れているということもあるんですけれども，それでもなおさらですが，公共施設再

編成のこの取り組みに関しては他市に先駆けてトップリーダーとしてトップランナーとし

て，スタートしているところでございます。

　　これは先見性のある職員の努力もあって，今，トップランナーとして走っているわけで

ございますが，それらの皆さんの努力もあって，私も今度この公共施設再編成に係る，茨

城県の審議会の委員になりました。これも先進的に取り組んでいる自治体の長であるとい

うことで指名をされたところでもございます。

　　この問題は今後，市民の皆さんが使う公共施設でありますので，市民の皆さんにもご理

解いただけなければなりませんし，やはり，市民の皆さんと一緒に将来，龍ケ崎市におい
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ての公共施設がどんなカタチであるべきか，また，その求めるカタチにするには，市民と

行政がどのように協力していくかということを考えていく，やはり一つの課題になってい

くと思いますので，ぜひ，これから皆さんにも直接関わってくる問題でありますので，ま

たさらに研究，勉強していただいていろいろなご提言をいただければなと思います。

○田中海斗議長

　　城西中学校，中村優花議員。

〔城西中学校，中村優花議員　登壇〕

○中村優花議員

　　龍ケ崎市立城西中学校の中村優花です。防災について

質問いたします。

　　私は，市内の川原代町に住んでいます。近くには小貝

川が流れていて，その河岸にはしっかりとした堤防が建

設されています。私は30年以上前に起こった，小貝川の

氾濫のことを聞いたことがあります。1981年，昭和56年に小貝川の堤防が決壊し，近隣

の家屋への浸水・田畑への冠水など，当時の龍ケ崎市は多くの被害を受けたということで

す。私が生まれてから，川の決壊や洪水などという災害が起こったということは，聞いた

ことがありません。しかし，今まで大丈夫だったからこれからも大丈夫ということはない，

と思います。今後豪雨などにより，様々な水害が起こる可能性は十分にあると思います。

　　そこで質問があります。河川の氾濫のような水害が起きた場合，市としてどのような対

応をお考えになっているか，お聞かせください。

　　次に移ります。3年前，私達は東日本大震災という未曾有の大災害を体験しました。そ

の時，市内は停電したり，断水したりしました。私の住んでいる川原代町は，その日のう

ちに電気は回復しましたが，場所によって復旧に差があったようです。水道に関しては，

3日間回復しませんでした。龍ケ崎市ではこの体験を踏まえ，様々な地震対策をお考えに

なっていることと思います。

　　そこで，二つ目の質問です。例えば，何日も避難所で生活しなければならなくなった時，

食糧や生活に必要な物資の補給についてどのように備えがあるのでしょうか。教えてくだ

さい。

○田中海斗議長

　　城西中学校，中村優花議員の質問が終わりました。

　　出水田危機管理監，答弁をお願いします。

〔出水田正志危機管理監　登壇〕
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○出水田正志危機管理監

　　危機管理監の出水田です。

　　危機管理監の業務について，まず説明いたします。

　　危機管理監は，危機管理室と一緒に行動しておりまし

て，中山市長直轄として危機管理について，市長を直接

補佐しております。

　　危機管理事象とは市民の皆様に及ぼす危機についてすべてでありますが，主に風水害や

地震等の自然災害，市役所全体として対応しなければならない緊急事態や大事故や大事件，

あるいは新型インフルエンザ等の感染症等でございます。

　　危機管理はリスクマネジメント，クライスマネジメントとも言われますが，

　　こうした危機事象が発生することを想定して，いかに発生を未然防止するかの予防対策，

危機が発生した時に，いかに効果的に対応するかの応急対策，そして，被害が発生した場

合に元の状態に早く復帰，あるいはそれ以上に復興させる復旧復興対策等についてであり

ます。こういった業務を実施をしております。

　　それでは，中村優花議員のご質問にお答えいたします。　

　　はじめに，水害対応についてです。

　　中村議員のご質問にありますように，龍ケ崎市は，昭和56年 8月 24日に発生した小貝

川の堤防決壊による水害では，家屋半壊 42棟，床上床下浸水 1215棟，浸水面積は市の面

積の4分の1及び，負傷者2名の被害が生じました。この水害や小貝川の洪水の歴史を教

訓にして，様々な水害対応を行っているところです。

　　まず，水害の予防の主なものとしまして，国が主体となって小貝川の堤防の補強工事が

行われ，決壊前に比べて大幅に堤防が強化されています。

　　昭和57年からは，8月 24日を市民防災の日とし，警察，消防，自衛隊や，電気，ガス，

水道事業者などの皆さんと，災害に備えた総合防災訓練を実施しており，災害対応能力の

向上と，市民の防災意識を高めることに努めています。

　　さらに，避難誘導などの情報伝達手段として，昭和58年から3年間をかけて防災行政

無線の整備を行いました。防災行政無線の放送は中村議員もよく聞かれていると思います。

　　そして，市では，地震や水害等の大きな災害が起きた時はどうすればよいかを考えて，

龍ケ崎市地域防災計画を作成しており，様々な災害への対応を記載しております。その中

で大雨などにより水害が発生する可能性が高まった場合は，市の通常の仕事を縮小して災

害に対する非常体制を取り，避難所を開設して危険区域の住民には避難をお願いすること

としています。

　　しかし，不幸にも水害が発生してしまった場合は，市では市民の生命財産を守ることを

第一に，警察，消防，自衛隊と連携して，取り残されている方の救出や避難誘導，区や自
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治会，町内会などの住民自治組織や，自主防災組織等の地域住民の皆さんと協力して避難

所の開設や炊き出し等の対応を取ることとしております。

　　次に，災害用物資の補給についてです。

　　市では，龍ケ崎市における最も大きな災害は，大規模な地震の発生であると考えて，小

中学校などに防災コンテナを設置し，食糧や救助資機材，避難所関連備品を備蓄していま

す。大規模な地震の際の被災者を 4,900人と想定し，3日分の食糧として市全体で約 5万

食の備蓄をしており，最近では，アレルギー対応食品や乳幼児対応の粉ミルクなど備蓄に

力をいれています。

　　さらに，茨城県内の各市町村，県外では静岡県裾野市，群馬県館林市，福島県相馬市，

千葉県茂原市，民間事業者では大型スーパーマーケットなどと災害時に協力していただく

ための，災害協定を締結しており，災害時には食糧など支援物資を提供していただくこと

となっています。

　　このように様々な災害への備えを行っていますが，大きな災害が発生すると，広い範囲

で，同時に被害が発生しますので，市，消防，警察などの防災関係機関の災害対応，これ

を「公助」といいますが，「公助」だけでの対応は困難となります。

　　このような時，大事なことは，市民の皆さん一人ひとりが自分と家族を守る「自助」，

住民自治組織や自主防災組織等の地域の皆さんで助け合う「共助」の取り組みが重要とな

ります。

　　今後も，「自助」，「共助」の意識を高めるための防災訓練の実施や，「公助」の強化

のため，災害用物資の備蓄や災害協定を充実させて，市民の安心安全の確保に努力して参

りますので，皆様の若い力のご協力をお願いします。

○田中海斗議長

　　城西中学校，城田僚平議員。

　〔城西中学校，城田僚平議員　登壇〕

○城田僚平議員

　　城西中学校の城田です。

　　ご回答ありがとうございました。

　　僕は小貝川の氾濫のことは知っていましたが，それ以

来，川の堤防が強化されたことを知り驚きました。そし

て市民が協力して防災意識を高め，災害に対応する能力

を向上させてきたことを知り，より防災に関心を持ちました。防災無線のように当たり前

に行われている取り組みに対しても，これからもっと意識し耳を傾けたいと思いました。

　　また，水害に備えて非常態勢の整備や警察，消防，自衛隊との協力の想定を行い，市民

の「生命財産」を守ることを第一に考えていることを知り，市の行政が市民を守っている
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ことを理解しました。

　　さらに災害用物資についても，アレルギーへの対応がなされているなど，一人ひとりを

考えた対応になっていることに驚きました。

　　防災に関して僕もしっかりと考えを持っていこうと思います。ありがとうございました。

○田中海斗議長

　　中山市長。

〔中山一生市長　登壇〕

○中山一生市長

　　中村議員，城田議員，ありがとうございました。

　　つい先日ですけれども，大変大きな台風 8号という台風が沖縄を襲いました。この時に

は台風としては初めての特別警戒，特別警報ですか，という警報が発令されました。やは

り，それだけ今までにないような雨量の豪雨になったり，ゲリラ豪雨などという新しい言

葉もできていますが，今までの考え方では対応できないような災害が起こる時代になって

しまっております。

　　昨年の龍ケ崎市においても昨年の秋の台風では，土砂災害が起こりました。

　　ということで，やはり今後，そのような考えられないような，災害があった場合には，

龍ケ崎市ではこの台風 8号の時の長野県で起こった土石流のような激しい災害が幸い起こ

る可能性が低い地域でもございます。

　　そういうことで，やはり犠牲者をゼロにしよう，もう何が起こっても，犠牲者はゼロに

しなければいけないという思いで，今，危機管理監をはじめ危機管理室のスタッフは，そ

の対策を練っているところです。ということで，今後大きな災害が起こるかもしれない可

能性が高まってきたという時には，皆さんに避難をお願いしたりすることがあるかもしれ

ません。これは空振りを恐れない，昨年の伊豆大島の災害でも大変大きな犠牲が出ました

が，空振りを恐れず，なければそれで良かったと。あった時には犠牲者を出さない，その

ような取り組みを進めていこうというふうな考えで，今，対応を進めております。

　　ということで，皆さんには一つだけお願いをしたいのは，やはり水害からももう30年

以上の年数が経ってますし，震災からも3年の年月が経ってだんだんだんだん喉もと過ぎ

れば熱さ忘れるという言葉もありますけれども，災害は忘れた頃にやってくるという言葉

もあります。だんだんと遠ざかっていくにつれて，意識が薄くなっていってしまう。意識

を薄くしないようにできるだけ自分の中で災害に対して，どのように自分がしたらいいの

か，自分の家族はどうしたら良いか，この地域でどのように皆さんで助け合っていったら

良いのか，ということを考え続けて欲しいということ。そしてそのための防災訓練を，こ

れは繰り返し繰り返し行うことになるかもしれません。面倒くさいな，またやるのかって

いうこともあるかもしれません。でも，その時もやはり，一人ひとりまず自分自身，そし
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て自分のクラスメイトだったり，家族だったりの生命・身体を守るための取り組みである

ということをしっかりと胸に刻んで，ぜひ真剣に参加をしていただきたい，これをお願い

して答弁とします。

○田中海斗議長

　　休憩いたします。休憩中に議長を交代いたします。

　　ここまでの進行にご協力いただきありがとうございました。

　　この後の会議は午後3時 40分に再開予定です。
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○小島広大議長

　　会議を再開いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○小島広大議長

　　続いて，議長を務めさせていただきます，城南中学校

の小島広大です。

　　どうぞよろしくお願いいたします。

　　それでは，一般質問を継続いたします。

　　中根台中学校，森田和泉議員。

〔中根台中学校，森田和泉議員　登壇〕

○森田和泉議員

　　中根台中学校の森田和泉です。

　　放射能対策について質問いたします。

　　2011年 3月 11日に起きた震災によって，福島原発で事

故が発生し，周辺の地域では今も除染作業に追われてい

ます。龍ケ崎市にも福島から避難してきた方々がいらっ

しゃいました。屋外で土に触れて大丈夫なのか，自分が口にしている食事が安全なのか心

配になることもありました。

　　今後原発が再稼働する可能性も高まっています。万が一事故が起こったら，自分達はど

うなるのだろうかと，不安を覚えます。同じような事故が起こることも想定して，私達は

備えていかなくてはならないと考えます。

　　そこで，原発事故が県内で起こった際の放射能対策について2点質問があります。

　　まず，市としてどのような安全対策の準備をしていらっしゃいますか。

　　また，市民の避難方法や避難勧告を出す基準を決めていらっしゃいますか。

　　私以外にも漠然とした不安や心配を抱いている人達はたくさんいると思うので，ご回答

をお願いいたします。

○小島広大議長

　中根台中学校，森田和泉議員の質問が終わりました。

　出水田危機管理監，答弁をお願いします。

〔出水田正志危機管理監　登壇〕

○出水田正志危機管理監

　　森田和泉議員のご質問にお答えします。

　　平成23年 3月 11日の東日本大震災に伴い，福島第一原発事故が発生し，今なお，広い
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地域の皆さんが避難をされています。原子力災害による被害は，環境汚染だけではなく，

放射線の影響による健康上の不安を引き起こすととともに，目に見えない放射線は風評被

害などの経済活動にも大きな影響を与えました。

　　龍ケ崎市においても，放射線プルーム，放射性雲の通

過によると思われる放射性物質の拡散により放射線量が

高くなり，市でも除染作業に追われたり，マスコミ報道

やインターネット等による様々な情報が不安や混乱を招

くなど，市民の生活に大きな影響がありました。

　　このような中，市では，いち早く放射線の測定機器を購入したり，計画的な除染活動を

行うとともに，市民への正確な情報の提供などにより，市民の安心安全の確保を行って参

りました。

　　小中学校の給食につきましても，使用する食材を 2から4種類と1日分の給食全部の放

射性物質測定を毎回行い，安全を確認していますので，安心して，美味しく給食を召上っ

てください。

　　現在，市内の609点の空間放射線量は，平成25年 12月現在，基準値である毎時 0.23マ

イクロシーベルト以下を大きく下回る，毎時 0.08マイクロシーベルトであり，健康への

影響を心配するレベルではありませんが，引き続き，空間放射線量を定期的に測定すると

ともに農産畜産物の放射性物質の測定結果等をホームページで公表するなどして，引き続

き，市民の皆様の安心安全の確保に努めて参りたいと思います。

　　さて，森田議員の一つ目の質問の「原発事故が県内で起こった際の安全対策の準備につ

いて」です。

　　市で想定している原発事故は，当市から約 70キロメートル離れている東海原子力第二

発電所の大規模な事故です。原発事故への対応は，なんといっても国や県等と連携した対

応が基本でありますが，国の防災基本計画・原子力対策編や茨城県の地域防災計画・原子

力災害対策計画編などに基づき，市でも龍ケ崎市地域防災計画・原子力災害対策計画編を

本年 3月策定して安全対策の方針を定め，準備をしております。

　　計画の内容は，原子力災害事前対策，緊急事態応急対策，そして原子力災害中長期対策

です。この中では，福島の原発事故の際の市民の皆様への情報提供や，空間放射線測定な

どの経験などを生かしています。

　　次に二つ目のご質問の市の避難方法や避難勧告を出す基準についてです。

　　国や県の避難計画は，ＰＡＺ，予防的防護措置を準備する区域として5キロメートル圏

内と，ＵＰＺ，緊急時防護措置を準備する区域として30キロメートル圏内を対象に計画

されています。

　　龍ケ崎市は原子力対策に重点的に取り組まなければならない区域である，原発から30
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キロメートル圏内の市町村ではありませんが，福島原発事故で放射線プルーム通過による

と思われる放射性物質の拡散により放射線量が高くなり，大きな影響を受けたことを教訓

に計画を策定しました。

　　したがいまして，現段階において，龍ケ崎市では国・県の原子力安全対策の考え方に基

づき，30キロメートル圏内の市町村のように市外に避難する計画ではなく，万が一，原

発から70キロメートル離れた当市においても，放射性物質が飛散してきたことを想定し，

基本的には屋内への避難で対応する計画としています。

　　その屋内避難等の実施基準は，原子力災害対策指針に基づいた防護措置の実施を判断す

る基準である，運用介入レベル（ＯＩＬ）の数値基準を超えた場合，又は超える恐れがあ

る場合に，屋内への避難を行うこととしています。

○小島広大議長

　　中根台中学校，沼尻佳樹議員。

　〔中根台中学校，沼尻佳樹議員　登壇〕

○沼尻佳樹議員

　　ご回答ありがとうございます。

　　中根台中学校の沼尻佳樹です。

　　龍ケ崎市では，震災直後から放射能に関する様々な情

報があり，とても不安を感じていました。龍ケ崎市では，

いち早く放射線測定器等を購入していたということを知

り，とても安心しました。今後も市から正確な情報をいただければと思います。私達が毎

日食べている給食についても，学校から配布される献立に前の月の放射線量検査が数値で

示されていることに初めて気がつきました。より一層安心し，美味しく給食を食べていき

たいです。また，原発事故が起こった際の安全対策については福島原発事故を教訓に作っ

ているそうなので，迅速かつ慎重に行動してもらえるのではないかと思います。避難する

時の具体的な数値はお話にはありませんでしたが，原発事故が起きた時は，基本的に屋内

へ避難することが分かりました。避難の際には放送や携帯端末へのメール配信などの情報

発信をしてくださることを期待します。

○小島広大議長

　　中山市長。

〔中山一生市長　登壇〕

○中山一生市長　

　　森田議員，そして，沼尻議員ありがとうございました。

　　何て言っても目に見えない放射線ということで大変不安が広がったこの原発事故でござ

いました。龍ケ崎においては，皆さんが普段日常生活している上で心配するようなことは
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もうその放射線の皆さんの健康に対する影響はなくなったと考えていいと思っております。

ただ，やはり先ほど申し上げましたように目に見えないものでもありますので，そして，

皆さんもお感じになったと思いますけれども，当時テレビ等で専門的と言われる解説者が

出てくる人ごとにそれぞれ違うこと言ってたりするということもありました。そういうこ

とですので，油断するのではなくて，今後も測定を続けながら，皆さんの不安の払拭に努

めて参りたいと思っております。

　　このプルームという話，今，危機管理監からございま

したけれども，茨城県のこの地域は福島第一原発から一

番遠い地域にもかかわらず，一番放射線量が高くなって

しまいました。ということで，このプルーム通過の場所

というのは，おそらく予測することはできないのではな

いかなと思っております。

　　先ほどＵＰＺという話がありました。ちょっとこれ，アルファベットの分かりづらい言

葉で申し訳ないんですけれども，30キロ圏内の住民の皆さんに関しては，この茨城県の

場合は，東海第二原発ですけれども，その30キロ圏内から避難をするということになる

と思います。今後方針が確定してくると，その地域の避難する人を龍ケ崎は受け入れる側

になると思います。これも今後の県の方の方針が決まれば，どこの地域の皆さんを受け入

れるのかというのが新聞報道等されるかもしれませんので，その報道を見た時は，このこ

とだったんだなと思っていただければいいと思います。ということで，直接この龍ケ崎，

70キロメートル離れてる龍ケ崎がすぐ避難しなければいけないという事態は，私はない

と思いますし，そもそも原発事故が起こってもらっては困るわけでもございます。

　　ただし，やはり，万が一のことを考えて備えをする。例えばヨウ素を放射性ヨウ素 131

の汚染，これは半減期が8日間，8日で放射性が半減するというものですけれども，短期

間に例えば，飲み物や食べ物で摂取してしまうと甲状腺に被害を及ぼすというものですけ

れども，それを防ぐためのヨウ素剤などは，やはり備蓄する等の対策をとるということが，

例えば，原発のある原発立地県は全体でそのような対応するなどという形で，国・県に対

応をしていただくように今後要望していこうということも市長会の中では話し合っている

ところでもございます。

　　やはり，この辺も龍ケ崎市としてもしっかりと対応をどのようにしていくか，検討しな

ければならないところだと考えております。

○小島広大議長

　　中根台中学校，城野聖良議員。

〔中根台中学校，城野聖良議員　登壇〕
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○城野聖良議員

　　中根台中学校の城野聖良です。

　　コミュニティバスについていくつかお伺いします。

　　まずバスは，私達生徒や車の免許を持っていない人，

お年寄りの方など様々な人にとって便利な交通手段です。

特に，100円という低賃金で移動できる龍ぐうバスはと

ても便利です。私もよく図書館に行く時に利用しています。

　　そこで，コミュニティバスについて質問が二点あります。

　　一つ目は停留所についてです。佐貫駅方面や下町方面に停留所が少ないと感じます。ま

た，牛久市などの近くの市と連携して運営すればもっと便利になるのでは思っています。

今後，停留所やルートを見直す予定はありますか。お聞かせください。

　　二つ目は，運賃収入についてです。コミュニティバスは運賃収入が少なく，市の負担額

が年々増えていることをホームページで知りました。また，今後も負担額が増えるとした

ら，どのようにその費用を捻出していく予定ですか。また，負担額軽減のために，何か考

えていらっしゃる対策があれば教えてください。

○小島広大議長

　　中根台中学校，城野聖良議員の質問が終わりました。

　　油原市民生活部長，答弁をお願いします。

〔油原正市民生活部長　登壇〕

○油原正市民生活部長

　　城野聖良議員のご質問にお答えします。

　　当市のコミュニティバスにつきましは，地域間相互の

連携強化や交流促進，また，公共交通サービスが不十分

な地域にお住まいの方など，いわゆる交通弱者の移動手

段として，平成14年 7月に運行をスタートしております。

　　現在，竜ヶ崎駅や龍ケ崎済生会病院等，主要な公共施設を経由し，各地区間を循環する

循環ルートの内回り・外回りに加え，竜ケ崎駅を中心に各地区間をピストン運行するＡＢ

ＣＤＥルートで構成され，合計 7ルート，全 51便が日々運行し，市民の足として利用さ

れております。

　　はじめに，コミュニティバスの停留所についてでございますが，佐貫駅方面や下町方面

といった，住宅密度が高い地域には約 200メートル，密度が低い地域には，約 400メート

ルを目安に配置しておりますので，概ね整備されていると考えているところでございます。

　　また，コミュニティバスや路線バスが運行していない公共交通空白地域の対応としまし

て，自宅から目的地までを運行する新たな交通システム「龍ケ崎市乗合タクシー」を平成
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24年 7月から運行し，移動手段の確保に努めております。

　　次に，牛久市などの近隣市との連携によるコミュニティバスの運行についてでございま

すが，より利便性・安全性の高い公共交通とするためには，検討しなければならない課題

であると受け止めております。

　　次に，コミュニティバス運行費用の負担軽減策についてでございますが，平成25年度

の実績では，運行費用が6,337万 5,829円，運賃収入が1,558万 5,447円，市負担額が

4,779万 382円となっており，市負担額につきましては，ここ数年，4,000万円台後半を

推移している状況となっております。

　　コミュニティバス運行費用のうち，市負担額が増える原因の一つに，コミュニティバス

の運賃がございます。

　　コミュニティバスの運賃は，日中における市民の足として気軽に利用できる料金設定と

したことから，運行当初から現在に至るまで，一人一乗車ワンコイン「100円」を継続し

ております。しかしながら，平成14年の運行開始から11年が経過し，運行計画の見直し

や燃料等の高騰により運行費用が年々増加することがあげられます。

　　また，コミュニティバスの利用者数は，平成20年度の年間 19万 9,000人をピークに横

ばいといった状態が続いており，収入が増加しない状況になっております。

　　コミュニティバスの利用者は，60歳以上の方が6割を占めており高齢の利用者が多い反

面，60歳未満，特に10代から30代といった若年層の利用が少ない傾向にあります。

　　こうした状況を踏まえ，今後は若年層にスポットを当てた利用促進策を検討するなど，

利用者の拡大を図ることで，市が負担する費用の軽減を図っていきたいと考えているとこ

ろです。

　　最後になりますが，城野議員にお願いがあります。

　　コミュニティバスをはじめとする路線バスや鉄道などの公共交通を利用することは，地

球環境の保全につながりますので，ぜひ，友人を誘って公共交通を積極的に利用していた

だければと思います。

○小島広大議長

　　中根台中学校，小西清香議員。

　〔中根台中学校，小西清香議員　登壇〕

○小西清香議員

　　ご回答ありがとうございました。

　　中根台中学校の小西清香です。

　　コミュニティバスは運賃収入が少なく市の負担額が

年々増えているとのことですが，それが原因でコミュニ

ティバスがなくなってしまったら，バスを必要としてい
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る多くの人達は大変困ってしまうと思います。コミュニティバスが引き続き運行されるた

めに私達ができることは，コミュニティバスを積極的に利用することだとお話を聞いて改

めて思いました。コミュニティバスは私達中学生にとっても便利な交通手段なので，今後

も積極的に利用していこうと思います。

○小島広大議長

　　中山市長。

〔中山一生市長　登壇〕

○中山一生市長　

　　城野議員，小西議員ありがとうございました。

　　皆さんはもう自転車でどこまででも行ってしまうのか

もしれませんけれども，100円というのは決して皆さん

にとっては軽い負担ではないと思いますが，ぜひ，コ

ミュニティバスを利用していただければなと思います。

例えば，1回乗り継いで往復しても400円ですので，乗り継ぐと意外といろんなところに

行けます。そういうこともあって利用いただければなと思います。

　　先ほど商店街の時にも話しましたけれども，自動車社会が今，一家に一台じゃなくて，

一人一台の時代になっています。そういうことで，かつては民間の路線バスですね。今，

龍ケ崎では関鉄さんの路線バスがありますけれども，路線バスがほんとに網の目のように

走っていた時代がありました。ただ民間事業者は運賃収益で利益を上げなければいけない。

利益が上がらなくなってしまうと路線を廃止してしまう。その原因がやはりこの自動車社

会も大きな原因の一つだと思います。自分のマイカーで自由にどこでも行けてしまうとい

う時代に路線バスが利益が上がらなくなってしまった。

　　それが一つの原因で，そうなると一方では車を運転しない人もそうですけども，公共交

通弱者という人達が生まれてしまう，そういうエリアができてしまうそれをどのようにし

て弱者を作らないようにするか，そのそういう人達にも出歩くための交通手段をいかにし

て作るかということで，コミュニティバスが始まったという経緯がございます。

　　そういうことで利益を上げるためのものではありませんので，やはり多少は皆さんから

いただいた税金を使いながら，これからも運用を続けていかなければならないわけですけ

れども，実は，龍ケ崎市のコミュニティバス，昨日か一昨日も大分県の議会の方がこのコ

ミュニティバスを視察に来てくださいました。

　　というのは全国的にもコミュニティバスが成功してる例として，比較的有名な龍ケ崎の

コミュニティバスです。

　　今後もこのような視察がもっと来てくれるように，そしてなんと言っても住民の人達の

利便性がもっともっと上がるようにしていきたいと思いますので，そのためにも，ぜひ皆
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さんも1度利用してみて，また利用をして感じたことを，また私達に伝えていただければ

なと思います。

○小島広大議長

　　城ノ内中学校，廣澤皐月議員。

〔城ノ内中学校，廣澤皐月議員　登壇〕

○廣澤皐月議員

　　城ノ内中学校の廣澤です。

　　高齢者の方が子ども達とふれあうことができる環境づ

くりについて質問いたします。

　　龍ケ崎市の65歳以上の高齢の方の人口は，1万 8千人

を越え，市の人口の約 2割にあたると聞きました。

　　高齢社会と言われる現在，「龍ケ崎市の高齢者福祉サービス～住み慣れた家庭や地域で

暮らすために～」という冊子を見ると，龍ケ崎市では，高齢者の方へのサービスがいろい

ろあることが分かりました。

　　その中で私が注目したのは，高齢者向けの講座があったり，高齢者の方が気軽に集まっ

て楽しめる場所があったりすることです。

　　特に，松葉小学校にある「元気サロン松葉館」は，様々な行事を小学生と共に活動する

ことができるそうで，高齢者の方にとっては，とても元気が出る場所になっていると思い

ます。自分の孫にあたる年齢の子ども達とふれあう機会がたくさんあることは，自分達の

祖父母を見ていても，すごく嬉しいことなのだなと思います。　

　　このような場所がたくさん増えると，私達も高齢になった時に，自分の力を生かしたり，

楽しい毎日を過ごしたりすることができそうで，安心できます。

　　中学校でも，福祉について学習しますが，高齢者の方とふれあう機会が充実していない

ように思います。

　　そこでお聞きしたいことがあります。今後，龍ケ崎市では，「元気サロン松葉館」のよ

うな施設を中学校も含めて増やす計画はあるのでしょうか。また，小学生の頃だけの一過

性のふれあいにしないためにも，私達中学生や高校生・大学生が，高齢者の方とふれあう

企画などもあるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

○小島広大議長

　　城ノ内中学校，廣澤皐月議員の質問が終わりました。

　　龍崎健康福祉部長，答弁をお願いします。

〔龍崎隆健康福祉部長　登壇〕
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○龍崎隆健康福祉部長

　　廣澤皐月議員のご質問にお答えします。

　　総人口に占める65歳以上の高齢者の割合を高齢化率と

言いますが，今年の4月1日時点で，龍ケ崎市の65歳以

上の高齢者人口は，1万 8,099人となっています。高齢

化率は22.9％という状況にあり，龍ケ崎市においても高

齢化が進んでいるということが言えます。

　　これまで，高齢者の皆さんが果たしてきた役割や功績を考えると，これからも生きがい

を持って元気に暮らせる社会づくりを進めていくことが重要でございます。

　　「元気サロン松葉館」は，太極拳や手芸，いきいきヘルス体操など，多くの高齢者の皆

さんが趣味や健康づくりに励んでおり，昨年度は，延べ 2万 10人の方が利用しています。

1日平均にすると，80人を超える利用ということになります。

　　「元気サロン松葉館」のような施設を増やしていく計画は，とのご質問ですが，龍ケ崎

市では，高齢者のための施設として，川原代町の旧小貝川に隣接して，「龍ケ崎市総合福

祉センター」がございます。

　　福祉センターでは，詩吟クラブや民謡クラブ，フォークダンスクラブ，カラオケクラブ

など，数多くのクラブや団体の皆さんが利用しています。昨年度の利用人数は，2万 4852

人という状況です。

　　また，平成23年 8月に福祉のまちづくりを推進するため，竜ケ崎二高入口のバス停付

近に「交流サロンりゅう」が開設され，趣味や生きがい活動をはじめ，高齢者から子ども

まで利用できる施設として人気があります。

　　新たな施設を増やすという具体的な計画は，現在はありませんが，今後の高齢化の進展

の中で既存公共施設を有効利用する形で時代のニーズにあったメニューを作り上げていく

ことに加え，高齢者の皆さんの各地区コミュニティセンターでの活動や長寿会活動などの

支援に努めていきたいと考えています。

　　次に，中学生・高校生・大学生と高齢者のふれあいの企画についてのお答えします。社

会福祉協議会では，毎年，ジュニアボランティア・高校生ボランティアを募集し，高齢者

の皆さんや障がいをお持ちの皆さんとのふれあい事業を行っています。

　　ジュニアボランティアは，小学校3年生から中学校3年生を対象としていまして，昨年

度は65人の参加がありました。活動内容としましては，障がいのある皆さんとの「ふれ

愛キャンプ」や，特別養護老人ホームでの「親子施設体験」，「認知症サポーター養成講

座」などを行っています。

　　また，高校生ボランティアとして，昨年度は，58人の参加をいただき，宿泊による「ふ

れ愛キャンプ」や特別養護老人ホームでの「介護体験」などを行っています。
47



　　さらに，龍ケ崎市では，流通経済大学と様々な「龍・流連携」事業を展開しております。

高齢者の皆さんとのふれあいの一例としては，「健康ウォーキング講座」を行っています。

この事業は，流通経済大学スポーツ健康科学部の先生や学生の皆さんのお手伝いを受けな

がら，「てくてくロード」や「ヘルスロード」をウォーキングし，健康維持を図っていく

事業で，春と秋にそれぞれ 5回行っています。今後も様々な事業を行っていきたいと考え

ています。

　　最後になりますけれども，廣澤皐月議員をはじめ，中学生の皆さんには，これからも

「高齢者の皆さん」や「高齢者福祉」への関心を持ってていただきたいと思います。高齢

者の皆さんとの交流やボランティア活動を通じて関わりを深めることにより，高齢者の皆

さんへの理解や高齢社会へのイメージがより肯定的に変化し，明るく安心して暮らせるま

ちづくりへとつながっていくことになると思いますので，よろしくお願いします。

○小島広大議長

　　城ノ内中学校，石井沙弥議員。

〔城ノ内中学校，石井沙弥議員　登壇〕

○石井沙弥議員

　　城ノ内中学校の石井沙弥です。

　　ご回答ありがとうございました。

　　龍ケ崎市には，高齢者の皆さんが気軽に利用できる施

設がたくさんあり，趣味や健康づくりに積極的に励むこ

とができているということが分かりました。今ある公共

施設を有効利用することで，子どもも高齢者の皆さんも元気に暮らせる社会を目指してい

けると思います。

　　また，中学生でも参加できるボランティア活動があるということも分かりました。私達

でも高齢者の皆さんの役に立てるということを知り，とても嬉しくなりました。よって，

これからは，積極的にいろいろなボランティア活動に取り組み，龍ケ崎市をもっともっと

良い町にできるようにしていきたいです。

○小島広大議長

　　中山市長。

〔中山一生市長　登壇〕

○中山一生市長　

　　廣澤議員，石井議員，ありがとうございました。

　　今日，お越しの議員さんのおじいちゃん，おばあちゃんはまだまだ元気な世代だと思い

ますけれども，今は長寿社会と言われているように，そのまたひいじいちゃんぐらいにな

るのかな，80歳，90歳で元気で生活・活躍をされている方がたくさんいらっしゃいます。
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　　ただ，その中で，やはり80歳，90歳で今問題になってるのは一人暮らしをされていた

り，あとは80歳代同士の夫婦，養老世帯といいますけども，お年寄り同士で 2人で暮ら

していたりと，そのような世帯が増えております。

　　その中でやはり一番心配になってしまうのは，引きこもってしまう，家の中に閉じこ

もってあんまり出なくなってしまうと，やっぱり周りの人の目も届かなくなりますし，何

か病気が起こったりした時に発見が遅れるとかいうことも心配されております。

　そういうことで，元気サロン松葉館のような施設が，ご近所にあるのが一番いいわけです。

　歩いていける距離にある，そのようなきめ細やかな施設が本当はもっともっとあった方が

いいと私も思います。

　　私はよく茶飲み場という言葉を使うのですけれども，ちょっとふらっとお茶を飲みに

行ってそこにいる人と一緒に雑談をして，将棋や囲碁をさしたりとか，テレビがあればテ

レビを見たりとか，そんな時間を過ごせる場所がきめ細かにあればいい，理想的だという

ことを考えると，まだまだやっぱり施設の数が足りないかな，それが施設であるかどうか

また別なんですけれども，やはりこれからもきめ細やかに元気なった高齢者が引きこもら

ないで外に出てきてくれるような，そういう施策がこれからも大切だと思います。

　　そういうことでも今，見回りネットワークという住民の方，事業者の方に協力いただき，

みんなで見守りをする取り組みをやっていますけれども，ぜひ皆さんにもその中に入って

いただいて，自分達の家族の高齢者はもちろんですけれども，地域に暮らしている高齢者

の皆さんにも，ぜひお友達になっていただいて声をかけていただければ，お年寄りの皆さ

んも大変喜んでもっともっと元気になるんじゃないかなと思いますので，ボランティアへ

の参加も含めて，ぜひ皆さんもそういうところにも，気を遣っていただければと思います。

○小島広大議長

　　城ノ内中学校，堀越拓海議員。

〔城ノ内中学校，堀越拓海議員　登壇〕

○堀越拓海議員

　　城ノ内中学校の堀越です。

　　道路の草刈りの頻度と横断歩道の使い方について質問

させていただきます。

　　まず，道路の草刈りの頻度についてです。今の季節，

歩道を歩いていると街路樹の枝が伸びたり，草がたくさ

ん生えていたりするのをよく目にします。普段はあまり気にならないのですが，部活の練

習試合で他校に自転車で移動する時，草が伸びていると，通りにくく感じることがありま

す。また，歩道のない道路では，枝が伸びていると，車道側に自転車を寄せる必要がある

ため，車とすれ違う時に危険を感じることがあります。
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　　市の職員や民間事業者の方々で市内の歩道の草刈りや街路樹の伸びた枝を切って整備す

るのは，大変なことだと思います。そこで質問ですが，歩道の草刈りや街路樹の剪定は，

どのくらいの頻度で行っているのでしょうか。また，何人ぐらいのスタッフでこの仕事を

行っているのでしょうか。ボランティアの人の助けを借りることなどはできないのでしょ

うか。

　　二つ目の質問は，交差点の横断歩道についてです。私達の学区には，歩車分離式の交差

点があります。歩行者や自転車の人が横断歩道を渡る時は，自動車がすべて停止する交差

点です。これは歩行者にとって安全で良いと思います。ただ，スクランブル交差点のよう

な斜めの横断歩道の線は引かれていません。学校でも，斜め横断は禁止されています。自

動車が停止しているのならば，斜め横断をした方が，早く渡れて便利だと思います。自転

車の人や足の不自由な人にも優しいと思います。そこで質問ですが，今後，斜め横断を認

め，斜めの横断歩道を設置する予定はありますか。歩車分離式の交差点を導入した理由と

あわせて，教えてくださるとありがたいです。

○小島広大議長

　　城ノ内中学校，堀越拓海議員の質問が終わりました。

　　菅原都市環境部長，答弁をお願いします。

〔菅原安雄都市環境部長　登壇〕

○菅原安雄都市環境部長

　　私は都市環境部長の菅原です。

　　はじめに都市環境部の紹介をさせていただきます。

　　都市環境部は都市計画課，施設整備課，下水道課，環

境対策課で構成され，安全で快適な美しいまちづくりの

計画や管理を行う仕事をしております。

　　具体的には龍ケ崎市を住みやすい街にするための計画を立てたり，建物を建てる時の

様々な確認や市営住宅の管理，また，道路や公園，下水道などを作ったり，きれいに管理

したり，そして，ごみの収集処理やリサイクル，放射線対策といった私達の生活に密着し

たことを担当しております。道路パトロールなどで生活道路や通学路を管理しているとこ

ろですが，学校に通学する時や，出かけた時に，道路や公園がいつもと違うように感じた

時には，ぜひご一報ください。いつも安全安心なまちづくりを心がけております。

　　なお，台風や地震などの災害により，道路の浸水や破損，街路樹の倒木が発生した時な

どについても緊急的に対応しております。

　　それでは，堀越拓海議員のご質問にお答えいたします。

　　道路の草刈りにつきましては，ニュータウン地区，佐貫地区及び幹線道路を 9ブロック

に分けて，民間事業者と委託契約を結んでおります。その他の地区に関しましては，市役
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所の施設管理事務所の職員が，草刈りを行っているところです。実施の延長でございます

が，民間事業者委託分は約 98キロメートル，施設管理事務所分が約 55キロメートルと

なっております。

　　草刈りの頻度については，民間事業者委託しております9地区の道路は，年 2回，施設

管理事務所で行っている道路は，年 2,3回の頻度で行っております。

　　街路樹の剪定につきましても，草刈りと同様に，民間事業者と委託契約を結んでおり，

剪定の頻度は，低木の場合，年 1,2回，中木・高木に関しましては，概ね 2,3年に一回の

頻度で，剪定を行っております。車道や歩道に張り出してきた下枝につきましては，施設

管理事務所でその都度，剪定している状況です。

　　スタッフの人数でございますが，草刈り・剪定ともに，一現場あたり，約 5名から8名

程度で作業を行っております。

　　続きまして，ボランティア団体の協力ですが，龍ケ崎市では，公共施設の里親制度とい

うものがございます。これは公共施設を「我が子」にみたて，地域の方々に「里親」に

なっていただき，道路の環境美化に協力をいただいているところです。道路につきまして

は，現在，15の団体の方々に里親になっていただき，歩道の草刈りや街路樹の剪定作業

などの環境美化活動を行っていただいております。以上でございます。

○小島広大議長

　　油原市民生活部長，答弁をお願いします。

〔油原正市民生活部長　登壇〕

○油原正市民生活部長

　　堀越拓海議員のご質問にお答えします。　　

　　現在，龍ケ岡中央交差点に設置されている歩車分離式

信号機は，すべての方向の信号を赤にして車両を停止さ

せ，すべての歩行者信号を青にして横断させる方式で，

歩行者専用現示方式と言われるものですが，斜め方向へ

の横断歩道は表示がされていないので，歩行者は斜め横断ができない信号機です。

　　一方，歩車分離式信号機にはスクランブル方式と言われる信号機がございます。この場

合は，すべての方向の信号を赤にして車両を停止させ，すべての歩行者を横断させること

ができることは歩行者専用現示方式と同様のシステムですが，歩行者が斜め横断できるこ

とが大きな特徴となります。

　　現在，茨城県内でスクランブル方式信号機が稼働している交差点は，水戸市に1箇所，

日立市に1箇所，鹿嶋市に1箇所，つくば市に1箇所，牛久市に1箇所，県内全体で 5箇

所あります。

　　歩車分離式信号機の良い点は，歩行者と車両双方が信号を守っている限り，歩行者と車
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両が交差点内で交錯することがないため，車両が右左折することによる歩行者の巻き込み

事故を防げることにあります。

　　悪い点としては，歩行者用信号だけが青信号となる時間が発生するため，車両が交差点

を通過するのに時間がかかってしまい，交通渋滞を発生させてしまうことや，それを嫌う

運転者が脇道へそれて走行することにより，生活道路が危険な道路となる場合があります。

　　龍ケ岡中央交差点の信号機が歩車分離式信号機に改良された理由は，平成19年 2月に

同交差点において小学生が左折する大型トラックに巻き込まれて死亡した，大変痛ましい

交通事故が契機となっています。

　　現在の歩車分離式信号機を歩行者専用現示方式からスクランブル方式にして斜め横断を

可能にしてはとの提案についてですが，龍ケ岡中央交差点で斜め横断を行うには，直線横

断に対して，横断距離が25メートル延びることから，歩行者信号の青時間を現在の28秒

から36秒伸ばして64秒としなければ，歩行者，特に高齢者の方や足に障がいのある方の

安全な横断が十分に確保できないこと，青信号の時間を伸ばすことにより，先ほどお話し

たとおり，さらなる交通渋滞や生活道路への迂回車両が一層増えることが課題としてあげ

られます。

　　また，スクランブル方式にするには，斜め横断用の横断歩道と歩行者用信号機を新たに

設置しなければならないため多額な費用が必要になります。

　　いずれにしましても，信号機の設置や改良等については，茨城県公安委員会において審

議が行われ，設置が決定されますので，今回のご提案については，竜ケ崎警察署へお知ら

せしたいと思います。

○小島広大議長

　　城ノ内中学校，栗山薫議員。

　〔城ノ内中学校，栗山薫議員　登壇〕

○栗山薫議員

　　城ノ内中学校の栗山薫です。

　　ご回答ありがとうございました。

　　出かける時に，道路の草刈りをしているのを見かけた

ことがあります。民間事業者の方々が作業していると

思っていましたが，そこにボランティア団体の協力があ

ることに驚きました。

　　お話を聞いて，初めて里親制度というものの内容を聞き，素晴らしい制度だと思いまし

た。この制度がもっと広がって，環境がよりよくなったり，地域の絆が深まったりしてほ

しいです。

　　歩車分離式の横断歩道については，やはり歩行者の安全が確保できるので良い仕組みだ
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と思いますが，歩行者の側からすると，2回に分けて渡ると，待ち時間が長くなることに

不満を感じたことがあります。しかし，それは，単なる歩行者側の意見なので，お話を聞

いて，もっと広い視点から見ることが大切だと分かりました。

○小島広大議長

　　中山市長。

〔中山一生市長　登壇〕

○中山一生市長　

　　堀越議員そして栗山議員，ありがとうございました。

　　歩車分離の信号の方から先に申し上げさせていただき

ますけれども，先ほどの答弁，最後にありましたように，

信号機の設置や改良等の交通規制は茨城県警が担当して

おるところでもございますので，今までも実はスクラン

ブルにならないかという話は，ございまして，その話も県警の方にも伝えているところで

もございますが，この話も，もちろんお伝えさせていただきますけれども，スクランブル

も含めて，もっともっと利用者の皆さんに安心でなおかつ利便性を感じられるような交差

点にできないか協議をして参りたいと思います。

　　いずれにしても，やはり不幸な事故があって，中根台4丁目の交差点の次に，できたと

いう経緯もございますので，そういうことも含めて，皆さんもぜひ，交差点を渡るという

時には信号を渡る時は歩車分離だといって油断をしないで安全を確認して事故のないよう

に横断していただきたいと思います。

　　草刈の方でございますけれども，昨年皆さんも覚えていらっしゃると思いますが，龍ケ

崎市の6号国道沿いで，6号国道，大変交通量が多いところですが，その横，やはり雑草

が生い茂っているところで，小学5年生の少女が殴打事件の被害に遭ってしまうという残

念な事件がございました。

　　そういうことで，学校等とも皆さんとも協議しながら，通学路などの安全確保のための

草刈等はＰＴＡの皆さんの努力もさながら学校関係者のご尽力で行っているところでもご

ざいます。

　　今先ほどのお話にも，里親の制度の話がございました。

　　この里親制度は市民の皆さんが行政の力を頼らずに自分達で自分達の住む場所の環境を

良くしようという取り組みでもあります。

　　今日は皆さんたくさんのご質問いただきましたけれども，共通する課題としてやはりこ

の市民の力，地域力がこれから重要になってくるというのが共通のテーマなんではないか

なと思います。

　　市民協働課という課がございますけれども，今，協働によるまちづくりという言葉が定
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着して参りました。これはともに協力の協に働くですね，協働という言葉がございます。

これは力を合わせて，行政だけでなくて市民の皆さんも一緒にこの地域づくり，まちづく

り，龍ケ崎のまちづくりを考えていこうという考え方でございます。

　　これは行政が皆さんからお預かりした大切な税金を，効率的に使うためにも，やはりコ

ストを抑えるためにも，皆さんのご協力が必要ですが，やはり今は行政の力だけでは，い

ろいろな問題が多岐多様にわたって，またさらに，大きく増大している時代でもあります

ので，行政の力だけではなかなかすべてを解決することができない，やはり市民の皆さん

と一緒に協力をしていかなければならないという時代であることを，ぜひ今日議会に出て

出席していただいた議員の皆さんには，そういう時代認識をしっかりと持っていただいて，

これからもボランティアもそうですけれども，これからの生活の中で，何が自分達にでき

るのかということも考えていく，この議会がきっかけになればいいなというふうに期待を

しているところでございます。以上です。

○小島広大議長

　　以上で一般質問を終結いたします。
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　　　　◎閉会の宣言

○小島広大議長

　　これをもって，市制施行 60周年記念事業「龍ケ崎市中学生こども議会」を閉会いたし

ます。

　　最後になりましたが，本日の「こども議会」は，私達議員にとりまして，大変，貴重な

体験であり，市制施行 60周年を迎え，素晴らしい思い出となりました。

　　中山市長をはじめ，執行部の皆様ありがとうございました。

　　また，議員の皆様，どうもご苦労様でした。（拍手）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　◎市長あいさつ

○小島広大議長

　　長時間にわたしまして，大変お疲れ様でございました。

　　ただいま無事に，市制施行 60周年記念事業「龍ケ崎市中学生こども議会」を閉会した

わけですが，ここで中山市長から，議員の皆様に御礼のごあいさつがあります。

　　中山市長お願いしたします。

〔中山一生市長　登壇〕

○中山一生市長

　　皆さん，本当にお疲れ様でございました。

　　そして，長時間ということもございましたけれども，

ちょっと疲労感も見られますが，終わったことでほっと

してるのかなと思います。

　　また，長時間にわたりまして傍聴をしていただいた皆

様にも，感謝を申し上げます。時間も15分程おしておりますので，あまり長くは話せな

いですけれども，いくつかお話をしたいことを述べさせていただきたいと思います。

　　普段の議会の時には，こんなに長時間にわたって傍聴してくれる人は残念ながらおりま

せん。ただ，もし興味があれば，今後，傍聴していただければいいなと思います。実際に

は，龍ケ崎市の議会の場合，一般質問は午前中から，もしかすると午後6時ぐらいまで

やってることもありますので，全部傍聴するのは大変ですので，事前にやはり皆さんが

行ったように，例えば一般質問であれば事前に通告をします。

　　例えば，ブランド戦略について質問しますという通告をして，その内容に限った質問と

答弁を我々はすることになります。そういうことで興味のあること，もしくは議員さんで，

この議員さんの質問を聞いてみたいなというようなことがあれば，ある程度の時間帯は，

議会事務局に聞いてもらえば大体何時頃なるんじゃないですかって分かりますので，傍聴
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もしていただければなと思います。

　　このように，本会議場というのは，民主主義のプロセスの中でも非常に形式的，形式

ばった，ある意味堅苦しいぐらいの場所でもございます。それだけ格式が重んじられる場

所と思います。そういうことで私も毎回答弁する時は議長さんにあいさつをして，そして

また皆さんが居たら毎回皆さんにもあいさつをして，それから答弁をはじめる。これも，

こんなこと省略したっていいんじゃないかという確かにご意見もあります。ただいま，現

在はこういうものも省略しないで，ちゃんと形式通りきちっとやりましょうというふうな

ことでやっている。これは時代によってもしかすると変わるかもしれません。

　　テレビでよく，本会議，国会の本会議場の中継を良くやってますけども，あれも形式的

には，同じです。形式ばった通告をした上での質問・答弁ということになっています。

　　ということで，あちらは先日問題になりました，ヤジがうるさいですけどね。龍ケ崎市

議会はそんなにヤジはないですね。安心して傍聴していただけると思います。

　　そういうことで，なんでこんな形式的ばったことをするかというと，やはり質問する側

も責任をもって質問するわけですけれども，質問を受けた答弁する側も，ちゃんときちっ

と答弁しないといけないという，やはり義務がありますので，その義務を果たすためには，

やはり通告をしていただけなければいけない。でも，そんなのそんな形式ばっていたら，

議論にならないんじゃないかと思ってる方もいらっしゃると思います。そういうのは，常

任委員会とか特別委員会などもある場合もあるんですけど，委員会では基本的に通告なし

で様々な議論が行われています。

　　龍ケ崎市議会も議会改革でいろいろやっておりますが，その中で例えば本会議場の一般

質問も今は一問一答，最初にまとめて質問してそれに対して答弁をするという形ではなく

て，一問一答でこれについてはどうですかってそれはそうですよ，では次のこれに関して

はどうですかと一問一答でできるようになってます。そういうことで，議会改革も進んで，

もしかして傍聴に来てくれるとそういう改革した部分はいいなと思ってもらえるかもしれ

ませんので，今後いろんな形でネット配信もしております。録画配信もしておりますので，

興味のあるところだけ見ることも可能なのかなと思います。

　　そういうことで今後もぜひこの議会，市政，龍ケ崎市政，そして県政，国政とあるわけ

ですけれども，今日来ていただいた方には常に関心を持っていただければなと思います。

　　今日の答弁者は，副市長，教育長はじめ各部長さんそして危機管理監が答弁をしました

が，これはいつもの議会と同じでございます。私は出番もなく終わってしまう日もあるぐ

らいで，私はあまり答弁に立たないこともございます。

　　そういうことで龍ケ崎市がどんな仕事しているか，少しは理解していただけたのかなと

期待をしておりますし，また，今日いただいた意見は我々も真摯に受け止めて，今後の市

政運営の大きなヒントとさせていただきたいと思いますし，また今後とも，皆さんは今日，
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またそういう意味で，鋭敏な感性をこの場で持ち帰っていただけると思いますので，今後

何かありましたら，ぜひ先生を通してでも結構でございますので，何か伝えたいことが

あったら市の方に意見をいただければなと思います。

　　そしてまた今日感じたこと，いろいろな体験をしたこともございますし，学んだことも

あったかもしれません。それをぜひ，周りの人にシェアをしていただきたいなと思います。

　　この冒頭にも申し上げましたけれども，例えばスポーツの話題もございました。2020年

のオリンピックの時には，何かまだ先のような話ですけれども，皆さんはいくつになって

いるのでしょうか。おそらく日本代表で金メダルを争う選手達は皆さんの世代だと思いま

す。やはり，これからは皆さんの世代がこの龍ケ崎そして，茨城県，日本を担っていくわ

けでもございますので，ぜひ今日，この感受性の高い皆さん，感じたことをシェアしなが

ら，そして自分自身の中でも感じたことをまた育てながら，これからも市政運営などにも

興味を持ってもらって，そしてまたさらには，ボランティアなどにも参加していただけれ

ばと思います。また，ボランティアだけでなくて様々な活動で積極的に参加をしていただ

ける，力を合わせていっていただける市民になっていただきたいと思います。

　　最後になりますけれども，この「こども議会」を実現をさせていただいた中には，教育

委員会，保護者の皆さん，そして学校の先生達のご協力がなくてはならないものでござい

ました。今日の議員さんの皆さんからもぜひ，感謝の言葉を機会があったら述べていただ

きたいと思いますし，私も改めてこのような素晴らしい議会を作ることができたことに，

関係者，ご尽力いただいた，骨折りいただいた皆さんに感謝を申し上げまして，議員の皆

様への御礼の言葉と代えさせていただきます。

　　本日は，本当にありがとうございました。（拍手）

　　　　議　員　署　名

　　　地方自治法第 123条第 2項の規定により署名する。

　　　　　　　　　議　　　　　長　　　　　山　　　賀　　　優　　　斗

　　　　　　　　　議　　　　　長　　　　　田　　　中　　　海　　　斗

　　　　　　　　　議　　　　　長　　　　　小　　　島　　　広　　　大
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