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市議会議員として早いもので２年目に入りました。住みよい街づくりの一助になれるよう、皆様の

に！！なところ

貴重なご意見を市政に反映し、今後も初心を忘れずに「小さいことからコツコツと」緒問題について、
対応していきたいと思いますので、何かありましたら、皆様のご意見・ご要望をどんどんお寄せくだ
さい。

に！！

今回は、身近なところの歩道のごみ拾いを ９月 3 日（土）９：００から、久保講堂駐車場付近の国道
２９４号において、連合芳賀地協の家族を含めた約５０名の皆様と、道路の清掃を行いました。そして、
ゴミ量の多さとマナーの悪さを感じました。ポイ捨てが以外と多く見られ、小さい時からの教育（しつけ）
が必要であるのではないだろうかと感じとれました。身近なところを観察してみるとこのように課題は見
つかるにちがいありません。そのままにしないで、そして、できることから今後も定期的実施していきた
いと思います。今回参加された多くの皆さまに、感謝を申し上げます。

民生・文教委員会視察報告
７月 12 日（火）から 14 日(木)にかけて、２泊３日の日程で福井県敦賀市と越前市を視察してまいりま
した。敦賀市は、学力向上について、教育長を中心に行政・家庭・そして地域を巻き込み、特に行政とし
ての活きた指針をわかりやすく示して取り組んでおり、越前市においては、子育て・教育環境日本一につ
いて、「越前市子ども条例」の制定をはじめ、「夢をはぐくむはじめの一歩事業」や「赤ちゃんだっこ市内
全中学校での実施」事業の展開など活動しておりました。今後の市政に提案していきたいと思います。

敦賀市

越前市

登壇しました。

９/１～９/２３

９月定例会は、９月１日（木）から 23 日（金）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及び国民健康保険税条例の一部改正や、平成 27 年度真岡市一般会計
決算及び国民

健康保険特別会計決算、平成 28 年度一般会計補正

予算・国民健康保険特別会

計補正予算など、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 日において計８名の議員が
登壇し 7 日（水）に４人が登壇し、私は初日の最後に、
4 件について、執行部の考えを問いただしました。
再質問につきましては、紙面の関係で割愛しております。

1 件目

安全快適なまちつくりについて

（１）上水道（飲料水）について ・地下水の検査はどのようになっているか
・災害時の井戸の家に対して検査料の補助は

（２）下水道について
・公共下水道水洗化率を上げる方策は
（３）臭気について
・苦情に対しての対応と報告は
（４）定住自立圏構想について ・現時点の構想は
【執行部答弁】

井田市長

成毛産業環境部長・関水道部長

*地下水の利用世帯は、市として把握できていない。その中で地下水の検査は、市内を
概ね２キロ平方メートル４方に区切って、３２か所の半分の１6 ヵ所を 1 年毎に検査し
ている。災害時の井戸の家（６７１戸）に対しての水質検査の補助等は、考えていない。
＊公共水道水洗化率を上げる方策としては、広報車による宣伝活動・水処理センターの
一般開放・小中学校へのコンクール募集など今後も理解と関心を深めてもらうように
して、さらに水洗トイレへの移行への融資斡旋に周知していく。
＊臭気問題は、近年２倍の２１件の苦情があり、悪臭防止法に基づき臭気測定を
しており、発生源を特定し、原因追及・改善指導を行い、苦情相談者に説明している。
＊定住自立圏構想については、芳賀地区として現時点は、考えていない。
芳賀地区以外との具体的な計画は今のところ計画はない。ただし、今後本市にメリット
がある事業があれば、国の地方創成推進交付金の活用を含め研究・検討していく。

２件目

定住・移住の促進について
（１）空き家対策について

・ 空き家対策特別措置法後の現状の空き家状況と対応は
・ 空き家バンクにかかる現状は

（２）空き公共施設について

・ 太田山市営住宅団地の管理状況と体制は
・ 県移譲の県東保健所施設と芳賀教育事務所跡地計画は
・ 団体等に払い下げの考えは

【執行部答弁】

野澤市民生活部長・関建設部長

＊平成２８年８月末現在の空き家は、４１２件である。指導件数は８月末で、２０件あり
その中での行政代執行による強制撤去はない。

空き家バンクの現状は、９月１日から

登録受付を開始したところで、今後、広報誌やパンフレット及びホームページ等でＰＲし
ていく。
＊大田山市営住宅は、今年度１０月中に解体工事を発注してその後、普通財産として管理
していく。
＊県東保険福祉センター及び芳賀教育事務所の跡地は、平成３０年１１月に更地の状態で
引き渡しの予定であり、今後の利用については保健・福祉・介護施設を基本に検討する。
売却を含めた再料利用計画については、今後関係機関や市民と検討及び協議していく。
＊団体等への払い下げについては、市単独による活用が図れない場合は、公共団体への
払下げ，及び、貸し付けによる有効活用も検討していく。

３件目

子育て支援の充実について

（１）保育環境について

・保育士の構成割合について
・賃金改定について
・職員の今後の体制について

【執行部答弁】

増山総務部長

＊保育士は、真岡・中村・西田井・物部の４保育所で合計５７名であり、正規職員は２０名、
嘱託３５名、臨時２名で、平均年齢は、４１．６歳で、約６５％は非正規職員である。
＊保育士の賃金改定については、人事院勧告に基づいて決定し.嘱託職員は１９７，３００円
で県内では上位である。臨時職員は日給７，８３０円で、県内９市中７番目と低い賃金であ
る。
＊職員の今後の体制については、国の基準に基づいた定員と障害のある児童等に対応を継続
し学級数や児童の年齢構成に応じて正規・嘱託及び臨時職員を配置していく。そして、保育
士の指導体制と運営が確保できるよう、正規職員に採用や配置を考えていく。

４件目

教育のまちづくりについて

（１）奨学金について

・奨学金の利用状況について
・募集時期について

（２）英語キャンプについて
【執行部答弁】

田上教育長

・募集人員 と募集方法について
・反省点と今後の課題

【
＊奨学金の現在の利用者は、修学資金が１０６人、入学資金が１名であり、平成２７年度
修学金利用者は１５人で、平成２８年度は、６人である。
＊募集時期は、２月から３月中旬までを募集期間として、４月に審査をし、４月下旬から
５月になって貸付の振り込みを行っている。
＊英語キャンプは、今回初めての事業で、１学級と同じ４０名で募集し、くじ引きで抽選
を行った。１０５名の応募があったことから、今後募集人員の増員の見直しを検討する。

市民クラブから、建議要望書を井田市長に！
9 月定例議会の最終日である、23 日(金)に、私の
所属する会派『市民クラブ』では、平成 29 年度の
予算編成にむけて、井田市長に対して 27 件の建議
要望を提出しました。その中での主な要望は、
（１）投票に関する経費の見直し
（２）新斎場の早期建設
（３）井頭温泉の更なる有効活用
（４）第 6 工業団地の造成・開発と市遊休地の活用
（５）給食費の小学生無料化
（６）廃校跡地の地域要望取り入れの有効的活用

池上まさみ活動日誌
7月
1日

叙勲受章者祝賀会

15 日

3日

安全セミナー

19 日 北海道視察研修打合せ

5日

市民会館運営審議会

21 日

栃木県市議会研修会

参議院選挙投票立ち合い 22 日~25 日

11 日

議員協議会

空き家の有効活用と定住促進による

夏まつり

人口減少対策のために、県宅地建物取

真岡花火大会

12 日~14 日民生文教常任委員会 29 日地域政策研究会
視察研修

足利市

30 日 東沼区役員研修会

福井県

＊ 真岡市空き家バンク制度とは！

連合栃木定例会

10 日

23 日

〖教えて！！新制度〗

引協会と協定を締結し、物件登録をし、
平成２８年９月１日から受け付開始し
た制度

真岡市の平成 27 年度決算額は 、

８月
1日

20 日

高田専修寺祭り

真岡木綿踊り

収入済額は、一般会計 332 億 3848 万 4

2 日～4 日北海道視察（県議同伴）21 日 鬼怒川河川ごみ拾い

千円、特別会計 225 億 5931 万 7 千円で

8日

県南６市議員研修会

25 日

議員協議会

あり、合計収入済額で、 557 億 9780

9日

第２回連合講演会

26 日

コラボでランチ会

万 1 千円 でした。

10 日

子ども議会傍聴

29 日

尊徳夏祭り

支出済額は、一般会計 311 億 9734 万 5

お盆回り

30 日

接見

千円、特別会計は、189 億 3487 万 6 千

灯ろう流し

30 日

地協役員との懇談会

円で合計支出済金額は、

13～16 日
15 日

501 億 3222 万 1 千円
9月
1 日 ９月定例議会開会

12 日~13 民生文教常任委員会

3 日 連合クリーンキャンペン 17 日 山前地区小学校運動会
5 日 本田労組意見交換会

20 日 決算特別委員会

7日

一般質問

１日目

21 日 秋の交通安全立哨指導

8日

一般質問

2 日目

23 日 ９月定例議会閉会

9 日

最終ごみ処理場視察

10 日

山前中学校運動会

27 日 グランドゴルフ大会
29 日 交通安全立哨指導

結果として、56 億 6558 万円が平成
28 年度に繰越額となりました。

市の財政力指数は 、 0．822 で 市債
の残高 は、一般会計の 245 億円と特別
会計 151 億円を合わせて、 ３９７億
２百万円(約４９万円/１人あたり)
であり、前年より総額で約６億円
減少し ました。

