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誰もが安全で安心して住みやすい街づくりの一助になるため、みなさまの貴重なご意見をもとに、

今回も、火災予防の観点から、地域公民館街路樹の伐採の処分を、そして、交通事故防止の観点から、
道路の凸凹による、転倒防止や雨水飛散をそれぞれ現状を把握して、区長さんを通じて、各課に提案
して対応をしていただきました。予算の関係上まだまだ、十分ではないかもしれませんが、今後も、
「小さいことからコツコツと」問題について、対応していきたいと思います。何かございましたら、
皆様のご意見・ご要望をどんどんお寄せください。

市民クラブ 会派視察報告
文書の引用文や注目すべき箇所の要約を入
力してください。テキスト ボックスは文書
１１月４日（水）から６日(金)にかけて、２泊３日の日程で富山県南砺市と砺波市を視察してまいりま
のどの位置にも配置できます。抜粋用テキ
した。南砺市は、道の駅「井波」について、
「瑞泉寺」と「いなみ木彫りの里」で有名ですが、国道に面し
スト ボックスの書式を変更するには、[描画
ていないところに、町おこしの目玉として道の駅を取り入れて、活性化に寄与してきました。一方砺波市
ツール] タブを使用します。]
においては、チューリップの球根等で全国的に有名でありますが、特に、古くからペット用の火葬場を設
置したり、年中無休の運営や市営墓地の開発などについて、地域性を生かして共助扶助活動の活動をして
おりました。今後の市政に取り入れられるよう参考にしていきたいと思います。

南砺市
南砺市

砺波市

１２月も引き続き登壇しました。12/1～12/15
12 月定例会は、12 月 1 日（火）から１５日（火）に渡って
おこなわれました。その中で、執行部からの議案は、真岡市税
条例等の一部改正や、指定管理者の指定２件、平成２７年度
真岡市一般会計補正や国民健康保険特別会計補正、後期高齢者
医療特別会計補正など、いずれも原案どおり可決され まし た。
質疑・一般質問には、７日・８日に各５名の議員が登壇し
私は、１日目の７日（火）最後に登壇し、次の 4 件について、
執行部の考えを問いただしました。

1 件目

水害時対応・対策について

（１）緊急連絡体制について
①常総市の水害事例を含め、連絡不明者等の情報開示の考えはあるのか。
②防災無線以外の対応としての情報通信訓練の実態は。
（２）緊急避難場所について
①市庁舎付近の公共施設が開設できていないが、その理由と対応は。
②新庁舎や新芳賀日赤病院の建て替え地は、問題等ないのか。
（３）非常用電源について
①現状の状況と実態は
②今後の対応について
（４）ハザードマップについて
①見直しの周期はどれくらいなのか。
②地域別（町会別）ハザードマップ作製の考えは。

【執行部答弁

井田市長】

＊緊急連絡体制における行方不明者等の情報開示は、個人情報保護から現時点では考えていない。
＊緊急避難場所は、ハザードマップで示すように水害時の安全確保から、市庁舎付近は開設して

水害時の写真
いないが、二宮遊水地の整備等含め、今後、県と連携をとって対応していく。
＊新庁舎含め日赤病院については、出入り口のかさ上げ等で対応していく。
＊非常用電源については、今後計画的に最大 72 時間連続稼働の発電機を整備していく。
＊ハザードマップは、国や県の情報が訂正された時点で修正していく。地域別ハザードマップの
作成は、いまのところ考えていない。

【再質問】
水害時、新庁舎や日赤病院は、陸の孤島になってしまって機能は、維持できるのか。
また、緊急避難場所は、どこに避難していいのか。連絡体制は、どうするのか。
【執行部答弁

井田市長】

＊浸水は、最大１ｍくらいのため機能的には、問題なく対応できると考えている。対策本部も
3 階に設置して対応していく。避難場所については、日常から地域の方と一緒に考えて、 更に
エリアメール，Ｊアラート，Ｌアラートの有効活用で緊急時の連絡が取れるようにしていく。

２件目

雇用確保・向上ついて

（１）現存の工業団地の活性化について
①現時点での撤退や規模縮小等の情報と工業団地管理組合との連携は。
②市としての維持・活性化対策はどのように考えているのか。
（２）第６工業団地構想計画について
①現時点での計画等は、どのように考えているのか。

【執行部答弁

井田市長】

＊本市としては、今のところ徹退や縮小規模の情報等掴んではいない。
＊工業団地管理組合との連携は、３年で８９社を訪れ情報交換や連携をとっている。
＊第６工業団地構想については、今の段階では、考えていない。
当面の間は、第５工業団地（残４％）と大和田工業（残２１％）の完売をめざして取り組んでいく。

３件目

教育行政について

（１）小・中学校のいじめ問題について
①現状および、対応・対策は
②いじめ防止基本条例の策定について
（２）不登校問題について

ライブリー教室とは、学校に
行かない・行けない児童や

①不登校の定義及び現状そして、対応・対策は

生徒を扱っている教室。

②今後の見通しについて

（真岡市青年女性会館内）

③フリースクールの現状とライブリー教室の関連は、

【執行部答弁

酒井教育長】

＊いじめは年々増加傾向で、Ｈ２６年度は小学校で１５３件・中学校で５２件あった。
いじめ防止基本条例の策定については、いじめ基本方針をもとに調整・研究して行く。
＊不登校の定義は、年間３０日以上、学校を休んだものを定義している。不登校も、年々
増えているため、今後とも家庭や専門家との連携を密にして対応する。また個別表を作成
して、いじめとの因果関係を調査している。本市のフリースクールは、１か所を把握して
いるが、中身は、把握していない。ライブリー教室には、現在１７人が利用している。

４件目

福祉行政について

（１）多世帯住居について
①３世代以上の住居に対する補助について
（２）根本山老人憩いの家について
①施設利用状況について
②建て替えを含めた今後の活用について

【執行部答弁

菅健康福祉部長】

根本山老人憩いの家

＊３世代以上の住居に対する補助に関しては、国の新築に関する補助があり、本市独自で
の考えはない。
*老人憩いの家年間利用日及び利用者は、平成２６年度は、年間約１２０日開設で
延べ２４３９名であり、無料である。ほとんどが老人団体、５市４町で利用している。
＊建て替えの考えはなく、現状のできる範囲で修繕をして今後も活用を 継続していく。

井田市長から建議要望回答を会派に！！
11 月 30 日(月)に、私の所属する会派『市民クラブ』
では、市長から建議要望書回答をいただきました。
30 件の建議要望を提出しましたが、執行部から要望
どおりの回答は、得られませんでした。その中での
前向きな回答をお知らせします。
（１）１８歳以上の新規選挙人に対して、特に高校
生にパンフレット等の配布で啓発していく
（２）障がい者自立支援体制の拡大と支援について
は、真岡市単独で設置し、利用しやすい体制に
（３）廃校跡地は、執行部検討から全庁的に検討を
するように対応していく。

池上まさみ活動日誌

これからも、諦めずにどしどし要望してまいります。

１０月
1 日 市政功労者表彰式典
3 日 日産労組政治研修会

月一勉強会

（マイナンバーについて）

4 日 第 32 回井頭ﾏﾗｿﾝ大会

21 日 政策・制度要求会議

日産しらさぎ祭り
８日

質問？教えて！！

16 日

ひいらぎ集会 （壬生小）
24・25 日 東沼区研修視察

地域座談会

11 日

アジア学院見学

28 日 市施設見学（１期生）

14 日

議会活性化勉強会

31 日 労組定期大会

15 日

地域交流政策研究会

17 日

東沼区敬老会

もおか人・夢・未来フェスタ
4.5.6 日 会派視察研修(富山県)

芳賀地協定期大会
市教育祭

23 日

大産業祭

連合栃木定期大会

24 日

議員協議会

市民ゴルフ

27 日

接見

12.13 日芳賀郡市町村議員研修

29 日

山前地区公民館祭り

9日
11 日
15 日

真岡市駅伝大会

ＳＬフェスタ
二宮公民館祭り

１２月
1日

定例議会開会

11 日 年末交通安全指導

2日

民生文教委員会視察

12 日 関東ブロック会議

4日

運営委員長会議

13 日 東沼町会長・顧問会議

6日

ＢＳ隊集会

14 日 叙勲祝賀会

7日

一般質問

１日目

15 日 定例議会閉会

8日

一般質問

２日目

19 日 鴫舞花鳥ゴルフ大会

10 日 民生文教常任委員会

年金から自動的に天引きされる
介護保険料が、２０１５年６月に
改訂されました。そして真岡市は、
保険料が高いとの声が聞こえてき
ましたので、調査しました。

お答えいたします！！

１１月
1日

真岡市の介護保険は、高いのか？

22 日 上三川町議事務所開き

第６期（Ｈ２７～Ｈ２９）
第１号被保険者（６５歳以上）
全国平均は、５，５１４円/月
県平均は、 ４，９８８円/月
真岡市の基準額は、

４，９６８円/月
２ ０ １ ５ 年 ５ 月 ま で は 、
４，５６１円/円
４０７円/月の増加（９%増）で
栃 木 県 内１ ４ 市中 上位 か ら
第 １ ０ 位で 決 して 高く は あ
りません。
皆さんの疑問や質問に、今後も
対応させていただきます。

