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そういったもので判断しました。 

 あと原発につきましては、それぞれ考え方はあると思いますが、私どもの脱原発、脱核兵器も

含めまして、大変先進的なところで宣言させていただいておりますので、それは最終的な目標と

いうか理想ということで私どもも認識しながら努力していきたいと考えています。 

○議長（中根光男君） 

 ２番 宮嶋 謙君の一般質問を終わります。 

 続いて、発言を許します。 

 ８番 古橋智樹君。 

［８番 古橋智樹君登壇］ 

○８番（古橋智樹君） 

 平成29年第３回定例会に当たり、通告に従いまして一般質問を行います。 

 第１点目の他市との防災協定を結んだ避難所確保の根拠等について伺います。 

 東日本大震災から６年半が経過し、さきの茨城県知事選挙における原発稼働に関する課題や北

朝鮮国の日本国上空を超える弾道ミサイルの発射など、防災に対する市民の意識は、今や非常に

高いものと察します。当市においては、ことしに入り住民、市民のデータのクラウド化や東海第

二原発に係る災害時の避難協定など順次整備を進めているようですが、その防災整備の進捗につ

いて、市議会への相談は特段ないものと認識しております。 

 そこで、順次伺います。１点目、当該協定初め他市、他機関等との市外協定を市長専決する根

拠。 

 ２点目に、当該協定はどの災害種を何人規模で各施設に受け入れられるのか、その根拠。 

 ３点目、当市が被災してどのように他市へ避難し、どの施設に何人避難できるのか。 

 ４点目、当該市設備には災害避難時に必要な需要を何％満たしているのか。 

 ５点目、当市も被災地となる場合にも他市より避難を受け入れる協定の条件、想定。 

 ６点目、県内の神栖市の防災アリーナ整備事業の需給バランスから学びます当市の防災供給。 

 以上、これら防災に関し６点について伺います。 

 次いで、勤労青少年ホームの老朽化と整備方針について伺います。 

 当市も合併して13年目、市の公共施設整備計画、通称ファシリティーマネジメント計画の再編

が始められてから、特に現在、築年数30年以上となるこの施設で、今後の需要の見込みやコミュ

ニティー地区別バランスや防災機能から費用対効果としてふさわしい具体的な計画が示されても

不思議でない時期であります。 

 さらに、当かすみがうら市の10年後、20年後を見据え、勤労青少年ホームの老朽化による建物

自体の性能低下や、先ほど申し上げた各需要の流れの変化を踏まえ、本体改修工事を計画するの

か、また公共施設として再編されるのか、具体的な答えを求めることから、次に順次伺います。 

 １点目、当該エリア内各施設の耐震等の調査と耐用年数等の状況。 

 ２点目、土地も含めた当該維持年間経費と他同類の市街化施設との比較倍率。 

 ３点目、当該施設関連ソフト事業、運用事業も含めた具体的整備方針。 

 以上、これら勤労青少年ホームと公共施設に関し３点について伺います。 

 次いで、東西幹線道路整備等要望の国・県・他市への市長対応と進捗について伺います。 
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 国道６号バイパス計画後、20年が経過しても部分供用開始に至らぬ千代田石岡バイパス、そし

て土浦市おおつ野に総合病院が移転して１年半が経過し、いまだ安定したライフラインの確保に

向けて進まない、目に見えない状況、この幹線道路整備について、これまでも市長から取り組む

意思とする答弁もまだ具体的な戦略、もっと積極的な市長の強い意思の答弁を私としては、いま

だ受け取っていないものですから、前回に続き進捗を伺うものです。 

 また、当該要望の国道６号バイパス建設促進期成会の活動は、市民の皆さんにもチラシとして

配られるものの活動の20年間、活動の積み重ねの変化が余り伝わっていないことからも、次に順

次伺います。 

 １点目、国道６号千代田石岡バイパス整備は、先般の当該期成会における要望において、どの

決裁権限者とどの部門の実務権限者にどのような回答を得てきたのか。 

 ２点目、新総合病院までの東西幹線整備は、これまで当該議会質問要望について、どの決裁権

限者と関係部門実務権限者にどのような回答を得てきたのか。 

 以上、道路整備に関し２点を加え、質問項目３つ、計11点について１回目の質問とさせていた

だきます。 

○議長（中根光男君） 

 お諮りいたします。 

 昼食休憩に入りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中根光男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 再開は午後１時30分から再開いたします。 

休 憩  午前１１時５１分 

──────────────── 

再 開  午後 １時３０分 

○議長（中根光男君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ここで、保健福祉部長から宮嶋議員の答弁に対して発言の訂正の申し出がありましたので、こ

れを許します。 

 保健福祉部長 寺田茂孝君。 

○保健福祉部長（寺田茂孝君） 

 先ほどの宮嶋議員の一般質問に対する答弁の訂正をお願いいたします。 

 生活困窮者学習相談支援事業の準要保護者世帯への周知方法につきまして、「学校を通して配

布しています」と答弁いたしましたが、準要保護世帯への周知につきましては、事業を委託して

おります事業者から直接自宅へ案内を郵送しております。 

 おわびして、訂正をお願いいたします。 

○議長（中根光男君） 

 それでは、答弁を求めます。 

 市長 坪井 透君。 
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［市長 坪井 透君登壇］ 

○市長（坪井 透君） 

 古橋議員の質問にお答えいたします。 

 初めの１点目、避難所の確保については総務部長から、２点目１番、施設の耐震等の調査につ

いて、２番、一元化管理と他施設との比較につきましては市民部長から、３番、今後の具体的整

備方針については総務部長からの答弁とさせていただきます。 

 ３点目１番、国道６号千代田石岡バイパス整備についてお答えをいたします。 

 先般８月７日に、石岡市及び小美玉市と３市により構成をされております国道６号バイパス建

設整備促進期成会におけます活動の一環として、中央要望を行ってまいりました。 

 ご質問の決裁権限者ですが、国土交通省大臣室におきまして、国土交通大臣へ３市長及び３議

長がそれぞれ直接要望を行ったところでございます。 

 当市の要望としては、現状の渋滞状況回避のために、早期事業化の決定を要望したところでご

ざいます。大臣からは、「現在整備中の石岡地内の事業がもう少し進捗しないと、次の箇所への

移行は難しい。地元からもお力添えをいただき、もう少し完成型が見え始めてから次へ移行しま

すので、ご理解をいただきたい」との発言がございました。また、「１車線で１日３万台が通過

する国道は、全国でも余りない」との発言もありまして、現状をしっかり理解されていることも

伺えたところであります。 

 次に、実務権限者でございますが、関東地方整備局におきまして、道路部長に大臣同様に要望

を行いまして、「政権交代時における道路予算の減がいまだに回復されず、予算措置が非常に厳

しい状況にあるので、現在の整備箇所に完了の兆しが見えないと、新たな指定や認定は難しい」

との回答をいただいているところであります。 

 次に、２番、新総合病院までの東西幹線整備につきましては、これまで石岡市とともに協議会

において検討してまいりましたが、東西の連絡道路構想も次の段階に入ることになります。詳細

につきましては土木部長から答弁させていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（中根光男君） 

 総務部長 小松塚隆雄君。 

［総務部長 小松塚隆雄君登壇］ 

○総務部長（小松塚隆雄君） 

 １点目、他市との防災協定を結んだ避難所確保の根拠等についてのうち、１番、当該協定をは

じめ、他市、他機関等との市外協定を市長専決する根拠との質問にお答えをいたします。 

 市では、独自では十分な応急対策及び復旧対策が実施できない場合に備え、県内外の市町村と

災害時相互援助協定を結んでおります。 

 協定といたしましては、茨城県内の全市町村で締結をしております相互応援に関する協定のほ

か、東京都板橋区を中心とした近隣県の市町で結ぶ相互援助に関する協定、廃棄物と環境を考え

る協議会の加盟団体で結ぶ相互応援協定、また消防の相互応援協定なども結んでいるところでご

ざいます。 

 さらに、今年度に入りまして、いばらき自治体クラウドを共同利用している市町において、災
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害時の基幹業務システム等の業務継続を確保するため、相互支援協定を締結いたしました。 

 また、物資や労務、資機材についても、民間企業など17機関と応援協定を締結しております。 

 協定につきましては、災害対策基本法第８条、第49条の２こちらは相互応援に当たるものでご

ざいます及び第49条の３、これが民間との協定ということになってまいりますが、これらに基づ

く締結でございまして、市長の決裁事項として処理をしております。 

 それらにつきましては、市の防災会議へ報告を申し上げ、市の地域防災計画へも記載するほか、

重要な案件については議会への報告もさせていただいているところでございます。 

 また、原発事故への対応といたしまして、茨城県及び福島県の広域避難計画では、ひたちなか

市及びいわき市からの住民の避難の受け入れの申し入れがあったところから、打ち合わせを行っ

ているような状況でございます。原発事故が発生をいたしまして、当該市の住民が避難すること

になったときには、当市ほか茨城県内の市町村等の避難所に受け入れることを想定しております。

今後協議が整いました際には、協定等を締結していくことになります。 

 次に、１点目２番、当該協定は、どの災害種を何人規模で各施設に受け入れられるのかとの質

問にお答えをいたします。 

 当市では、先ほど申し上げましたように、現在、原発事故に備え、いわき市からの避難とひた

ちなか市からの避難に係る広域避難計画の受け入れに関する協定の締結に向けた協議を行ってい

るところでございます。 

 当市には、災害対策基本法第49条の４に規定いたします風水害及び震災等を対象とした指定避

難所が19施設ありまして、全施設の収容面積は１万7748平方メートル、収容人員は8,874人とな

っております。 

 茨城県及び福島県の広域避難計画におきましては、当市の施設や茨城県内等の市町村の施設に

避難することとされております。 

 また、当市みずからが被災した場合など複合災害については、計画の中では想定をしていない

ため、協議になるかと思いますが、いずれの市町村でも地元の市民を最優先にしていくものと思

います。 

 協定内容につきましても、発災後、速やかに支援が行える体制となるよう、県や協定自治体間

で詳細に協議をしていきたいと考えております。 

 次に、１点目３番、当市が被災して、どの様に他市へ避難し、どの施設に何人避難できるのか

との質問にお答えをいたします。 

 当市では、先ほど申し上げたましたとおり、現在、原発事故に伴う広域避難としてのいわき市

及びひたちなか市からの受け入れに関する協定の締結に向けた協議を行っているところでござい

ますが、現在、当市から他市への避難については想定をしておりません。 

 当市の地域防災計画の中では、霞ヶ浦が氾濫した場合や地震等によって避難する必要がある場

合には、市内の指定避難所等に避難をする計画としておりまして、他市への広域避難は現在のと

ころ規定をしておりません。 

 原子力災害以外で、利根川と霞ヶ浦、常陸利根川に囲まれた潮来市、稲敷市、神栖市、千葉県

香取市では、大規模水害の緊急時に、連携して広域避難を進めるための協定を締結している例が

ございます。本市におきましては、土砂災害や洪水などにより、交通が分断された場合の対応と
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して検討する価値があるかと思います。 

 １点目４番、当該市施設には、災害避難時に必要な様々な需要を何％満たしているのかとの質

問にお答えをいたします。 

 当市施設の災害用備蓄品といたしましては、千代田庁舎及び霞ヶ浦庁舎、やまゆり館に、主に

保存食や飲料水、毛布、土のうなどを保管しております。 

 また、19カ所の指定避難所には防災倉庫を整備しておりまして、主に生活用品として発電機１

台、投光器２台、暖房機３台、扇風機３台、ラジオ２台、ＬＥＤライト10台、簡易式トイレ200

セットなどを備えております。また、災害時の飲料水を確保するため、自家発電装置などを取り

つけ、水をくみ上げることができる井戸を５カ所、これは霞ヶ浦中学校、下稲吉小学校、下稲吉

中学校、千代田中学校、そして霞ヶ浦北小学校になりますが、こちらに設置をしております。 

 ご指摘の需要率についてでございますが、食料品の備蓄量といたしましては、市の地域防災計

画における想定罹災人口3,375人の３日分を目安に食料の備蓄に努めております。具体的な数値

といたしましては、当市の目標食料備蓄量としましては、購入備蓄量５％として計算をいたしま

すと1518食となります。現在、6,500食分を備蓄しておりますので、目標量の４倍は備えている

という計算になっております。 

 ただ、いかなる災害にも対応できるよう、目標設定も含め備蓄量については検討していく必要

があろうかと思いますので、今後、県の備蓄計画などを参考に見直しを行っていきたいと考えて

おります。 

 また、市民の皆さんにも、いつ災害が発生しても慌てないように、日ごろから防災への意識を

高め、家庭での備蓄を行うなど、ご自身の防災対策を講じてもらうようお願いをしているところ

でございます。 

 次に、１点目５番、当市も被災地となる場合にも他市より避難を受け入れる協定の条件、想定

との質問にお答えをいたします。 

 ２番目にもご回答させていただきましたとおり、地震等により、当市も被災する複合災害とな

るような場合につきましては、両市の計画案では想定しておりません。当市も被災地となり、さ

らに要請により、いわき市及びひたちなか市からの住民を受け入れるというような場合におきま

しては、その際協議になるかとは思われますが、本市の市民を最優先することで考えております。

その上で、避難所に余裕があり、受け入れ態勢が整った際には、市外の被災地からの住民につい

ても受け入れを行いたいと考えております。 

 次いで、１点目６番、神栖市防災アリーナ整備事業の需給バランスから学ぶ当市の防災供給に

ついてとの質問にお答えをいたします。 

 神栖市におけます防災機能を備えた神栖中央公園に位置する防災アリーナにつきましては、平

成27年度から設計、建設を開始し、平成31年度開業に向け現在整備が進められ、19ヘクタールの

広大な敷地の中に、市の備蓄の中心となる備蓄倉庫、飲料水を確保する耐震性貯水槽、防災トイ

レ、かまどベンチなどが整備をされるという計画でございまして、災害時に一時避難の１万人の

避難場所を確保し、中長期避難時の収容人員も2,000人を想定していると伺っております。 

 平時には、安全・安心な環境の中で、スポーツ等を通じた市民の健康づくりに寄与し、各種イ

ベントの開催により多くの人が集い、市の中心部にふさわしい賑わいを演出することとされてお
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ります。 

 また、災害時の公園機能との連携が容易な施設構成とするとともに、平常時の施設の利用がそ

のまま地域防災拠点の利用へとスムーズに転換できる施設構成とするとのことでございます。 

 当市におきましては、現在、避難場所として、体育館など最も近くの市の施設へ避難する分散

型の避難方法をとっているところではございますが、施設が老朽化しているところもありまして、

大災害により全ての施設を利用することになると、飲料水やトイレなど、インフラが十分でない

施設もございますことから、今後、機能が充実した施設に集中的に避難させる考え方につきまし

ても検討を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、２点目３番、勤労青少年ホームの整備方針に関するご質問にお答えをいたします。 

 当市では、公共施設等マネジメント基本計画に基づきまして、公共施設の最適化を進めること

としており、その中の方針として、機能の複合化やまちづくりとの連動などを掲げております。 

 これまでの施設整備は、例えば、ご質問をいただきました勤労青少年ホームは勤労者福祉の向

上、また公民館は社会教育の振興といったソフト面の目的に応じて進められたため、同じような

機能、ハードを持った複数の施設が整備をされた状況となっております。 

 中でも、市中心部付近には、働く女性の家や大塚ふれあいセンターのように、似たような機能

を持つ施設が点在をしておりますので、まずは各施設を有機的に結びつけ、市民ニーズに対応し

てまいりたいと考えておりますが、特に勤労青少年ホームにつきましては、借地に加え、建物の

老朽化といった実情もございますので、現在の位置に立地し続けることが適切なのか、市の土地

利用構想を踏まえた判断も必要であると考えております。 

 このようなことから、施設がないとできない行政サービスであるのか、あるいは今後どのよう

な施設サービスが求められているのかといった関連ソフト事業の方向性を踏まえまして、ハード

としての機能や量の最適化を目指してまいります。 

 具体的に申し上げますと、当面の対応といたしましては、現在の施設について、借地の解消も

踏まえた機能の再配置パターンを整理いたしまして、適正配置に向けた取り組みを推進するとと

もに、こうした施設が建てかえ時期を迎える将来に向けた対応といたしましては、コンパクトシ

ティの実現に向けて、市の中心部にふさわしい新たな施設整備も視野に入れ、必要なソフトを充

足するためのハード整備を進めていく必要があると認識をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（中根光男君） 

 市民部長 櫻井 清君。 

［市民部長 櫻井 清君登壇］ 

○市民部長（櫻井 清君） 

 それでは、２点目１番、施設の耐震等の調査についてのご質問にお答えいたします。 

 これについては、今、総務部長のほうから最終的な目標ということで、ファシリティマネジメ

ント関係のそういう答弁があったかと思いますけれども、現況について、その答弁をさせていた

だきたいと思います。 

 建築物の耐震基準につきましては、法令の定めにより、昭和56年５月31日以前の旧耐震基準で

建築されたものと、それ以降の新耐震基準で建築されたものに区分されます。 
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 市民課で所管しております昭和58年建築の勤労青少年ホーム及び昭和62年建築の働く女性の家

は、いずれも新耐震基準に基づき設計、建築されているため、耐震調査は実施していない状況で

あります。 

 次に、施設の耐用状況に関してのご質問ですが、耐用年数は施設の構造や用途によって異なり、

この施設は鉄骨鉄筋コンクリートづくりのいわゆるＲＣ構造で、事務所用のもので50年と言われ

ております。現在、勤労青少年ホームは34年、それから働く女性の家は30年が建築より経過して

いる状況であります。 

 ２点目２番、土地も含めた当該維持年間経費についてのご質問にお答えいたします。 

 勤労青少年ホームの年間維持経費ですが、事業費ベースでは、平成28年度決算額で972万円と

なっております。 

 次に、ほかの市街化施設との比較に関しての質問ですが、市民課で所管しております働く女性

の家との比較では、働く女性の家の年間維持経費が約738万円で、事業費ベースでは勤労青少年

ホームの年間維持経費は、働く女性の家と比較しますと約1.32倍となっております。これは、土

地借上料と施設管理委託料の合わさったその差が主な要因であると考えるところであります。 

 また、年間の利用状況及び稼働率で、会議室等で約30％、体育室は約85％が利用状況になって

おります。その稼働率ですが、ここ数年来横ばい傾向にありますが、昨年の貸し出し件数は、勤

労青少年ホームが1,704件、働く女性の家が2,557件であり、年間経費を貸し出し件数で割った１

件当たりに対する経費は、勤労青少年ホームが5,704円、働く女性の家が2,886円となり、倍率に

すると、勤労青少年ホームが約２倍経費がかかっているという状況であります。 

 以上です。 

○議長（中根光男君） 

 土木部長 渡辺泰二君。 

［土木部長 渡辺泰二君登壇］ 

○土木部長（渡辺泰二君） 

 ３点目２番、土浦協同病院までの東西幹線道路整備についてご質問をいただきましたので、順

次お答えをさせていただきます。 

 初めに、これまでの質問、要望でございますが、さきの定例会にて、川村議員から、広域連携

が必要な本市の新設道路整備に対する考え、今後の取り組みについて、古橋議員からは、遠くな

った緊急搬送路の対応と東西幹線道路の広域的責任について、設楽議員からは、公共交通網の整

備について、さらには矢口議員からは、交通体系を踏まえた道路整備についてでございます。 

 次に、決裁権限者と関係部門実務権限者にどのような回答結果を得たのかとのことでございま

すけれども、さきの定例会で川村議員に答弁したとおり、本整備のかなめとなります石岡・かす

みがうら河川広域道路整備促進協議会総会が、両市市長、議長、担当常任委員会委員長の出席に

より去る８月23日に開催をされ、東西幹線道路の整備目的は、１つ目として、大規模な災害等に

おける緊急時の輸送道路としての機能。茨城県が指定している災害拠点病院への連絡道路の整備

は、救急医療施設までの時間短縮や、高度総合医療機関へのアクセス性の向上等、市民の生活に

直結すること。 

 ２つ目は、国道６号や県道等を補完し、市街地の渋滞緩和が期待されることから、千代田大橋
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からの延伸といたしまして、広域道路の整備計画スケジュールが承認をされてございます。 

 その内容といたしましては、平成30年度、両市において事業化に向けた調査測量費予算を計上

し、現地調査に着手、基本計画・概略ルートの決定。住民・地権者説明会を開催し、事業推進の

合意や概略ルートにおける測量立ち入りの同意を得、整備計画ルートを決定するとのことでござ

います。 

 あわせて、補助制度の活用について県と協議を進めてまいりますが、議員からご提案をいただ

きました国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所職員の顧問委嘱につきましては、技術的

支援、事業認可、補助事業予算の配分等、県の役割が大きいことから、これまでどおり土浦土木

事務所道路整備第２課長、河川課長にお願いするとのことでございますので、ご理解をいただき

たいと存じます。 

 以上です。 

○議長（中根光男君） 

 ８番 古橋智樹君。 

○８番（古橋智樹君） 

 それでは、順次再質問させていただきます。 

 まず、防災に関して10項目出させていただき、お答えをいただきましたけれども、一括で再質

問を幾つかさせていただきたいと存じます。 

 まず、市内の19カ所に避難所指定とともに防災倉庫があるということでご説明をいただいたん

ですけれども、まず、我が市のさらなる防災パフォーマンス、処理能力を高めるために、まずは

姿勢をいろいろ私なりに幾つか見まして、その中で、防災倉庫の管理を私はもっとめり張りをつ

けてやっていただきたいというものを見ました。 

 とある学校の防災倉庫のフェンスがもう完全にツタで覆われている状況でございまして、人の

生命、財産を守る大事な道具でありますから、やはり一時の生い茂る時期もありますから多少の

伸びる時期はいたし方ないと思うところではありますが、私、幾度か、夏休みが終わるころまで

にはそのツタが全部枯れるようにメンテナンスしていただきたい、そういうことを申し上げさせ

ていただきましたが、一向に対処していただく様子もありませんでした。 

 そういうことですから、先ほどの答弁の中で発電機という備品もあるということですが、それ

がガソリンなのか灯油で回るのかガスで回るのか存じませんけれども、ガソリンも腐るものです

から、そういうものがちゃんと管理されているのかなと疑ってしまうんですけれども、実際のと

ころ、その定期的な管理というのは決まっていないんですか。 

○議長（中根光男君） 

 総務部長 小松塚隆雄君。 

○総務部長（小松塚隆雄君） 

 防災倉庫19カ所に設置をしてあります倉庫のガソリンにつきましては、長期保存が可能な缶詰

めのガソリンを使っておりまして、期限が来るころに公用車の燃料にするなど対処をして、更新

を図っているところでございます。 

 また、点検に当たりましては、毎年の防災訓練の際には避難所の開設の訓練を行いますので、

そのときには倉庫の中もあわせて点検をするような形で取り組んでおります。定期的にと申しま
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すと、その年１回ではございますが、その際の点検が当たろうかと思います。 

○議長（中根光男君） 

 ８番 古橋智樹君。 

○８番（古橋智樹君） 

 先ほどの答弁で、ひたちなか市、いわき市と防災協定を県の指導により結ぶということで進め

ているという内容でありますけれども、皆さんもご承知のとおり、ひたちなか市は我が市の３倍、

15万人、いわき市は35万人、計50万人ですね。そのうち、先ほどの答弁の１万人にも満たない19

カ所もの体育館等にお迎えするとしたって、合計50万人のうち１％、２％ぐらいで対応としては

限界だと思うんですけれども、ほかの方がこの防災協定を聞いて、対応できるキャパの一、二パ

ーセント以外は実際どういうふうになっているんだろうかということで、この質問をお聞きにな

って不思議に思われた方がいらっしゃると思いますけれども、原発に近い、なおかつ人口の密集

地、そういったところの避難の受け皿の一部ということなんですけれども、我が市と直のひたち

なか市、いわき市との関係だけではなくて、実態としてはどういう協定なのかというのをもう少

しご説明いただいてよろしいでしょうか。 

○議長（中根光男君） 

 総務部長 小松塚隆雄君。 

○総務部長（小松塚隆雄君） 

 ご指摘のひたちなか市からの避難ということでございますが、これは、国の防災基本計画に基

づきまして、東海第二原発からおおむね30キロ圏内、これをＵＰＺという言い方をするようでご

ざいますけれども、この圏内の住民が圏外への広域避難をするという計画を茨城県が策定をした

ものでございます。 

 その中で、本市におきましては、ひたちなか市民、約14万2000人いらっしゃるということです

けれども、その一部の市民8,000人、先ほど申し上げましたキャパ、定員でございますけれども、

約8,000人を避難先として受け入れるという計画となってございます。 

 そのほかに、ひたちなか市民を受け入れることとなります市町村につきましては、土浦市、石

岡市、龍ケ崎市、牛久市、こういった県南の市でございます。本市も含めまして12市町村、また、

そこで足りない分は県外へも避難をするということで、これにつきましては茨城県が隣接県と協

議をするということになっております。このような内訳において、本市においては本市の19カ所

の定員がその一部として割り当てられていると、このようなこととなってございます。 

○議長（中根光男君） 

 ８番 古橋智樹君。 

○８番（古橋智樹君） 

 有事の際は、さまざまな困難な状況がある中で、それが実際的には５％でも１割でも、しっか

り確保してあげられることができればこの上ないのかなとは思うんですが、やはり実務的な協定

を、より20％30％の当市のパフォーマンス能力があるように目指すようにやること、イコール当

市の市民の生命、財産を守ることでもあろうかと思いますので、今のところ防災協定、各業界団

体とも結ばれているようですが、私も察するに、一言で端的に言うと、努力規定というような表

現がふさわしいかと思うんですが、やはり防災に関しては果てしない、切りがない実態ではあり
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ますけれども、それをいかに実務規定という部分を生み出すか、そういった努力が必要かと思う

んですけれども、そういったところで根拠をやはり市長が、消極的な意味で、市長として人目を

引く仕事ぶりも見せることも必要ですので、そういったことでいろいろ協定を他市と結んだりし

ている。やはり実務規定にするために、処理能力を高めるために、議会にこういったことを今後

やるんだということで、先ほどの答弁だと議会に示しているということで、具体的にはデータの

クラウド化とか、ひたちなか市、いわき市との防災協定、私は全員協議会で余り記憶はないんで

すけれども、ご説明されたんですか。 

○議長（中根光男君） 

 総務部長 小松塚隆雄君。 

○総務部長（小松塚隆雄君） 

 お答え申し上げます。 

 ひたちなか市からの受け入れに係る茨城県の広域避難計画につきましては、一般質問等や施政

方針等でお尋ねがありましてお答えをしておりますが、こちらが具体的に進展をしていない状況

下でございましたので、それを取り上げて全員協議会等でご説明申し上げたというような経過は

特にございません。その点についてはご指摘のとおりでございます。 

 クラウド化につきましては、市長公室のほうでお答えしたいと思います。 

○議長（中根光男君） 

 市長公室長 木村義雄君。 

○市長公室長（木村義雄君） 

 基幹系システムのクラウド化の共同利用、そろそろ関係自治体の中で協定を締結をしながら、

まず当初の取り組みとすれば、基幹系システムをいかに安価な金額で同様のシステムが図れるか

というような形で進めてまいったところでもあります。 

 その延長線上においては、やはり同じシステムだということでもありますので、災害時の応援

の協定、いかに被災した場合、被災していない市町村からの応援を受けながら速やかな事務処理

ができるかということで進んできたわけでありますが、今、ご指摘がありましたように、後段の

部分についてのご説明というのはしてはいなかったというふうに考えております。 

 当初の計画の中では、そういうことも踏まえた中でということの一つの延長線上にあるという

私のほうの理解の中で進めてきたものですから、あえて説明してこなかった部分はありますが、

今後新たな協定なりがあった場合には、再度議会のほうにもお伝えをしながら方向性を定めてい

きたいというふうに思っております。 

○議長（中根光男君） 

 ８番 古橋智樹君。 

○８番（古橋智樹君） 

 やはり常任委員会もあるわけですので、最低限は総務委員会にご相談いただいて、速やかな整

備に努めていただきたいと思うんですが、いろいろな観光交流とか産業経済にかかわることに限

らず、福祉の部分とかもあるんですが、基本的、原則的には、我が市の予算の発生を伴うもの、

さらには市民及び市民の生命、財産に負担を伴うもの、これについてはやはり議決相当の相談を

議会にいただきたいと思う次第であります。 
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 防災のほう、実務的な処理能力を上げるためにも人的支援と物的支援、先ほど物的支援は随時

補充、整備しているというご答弁でありましたけれども、やはり人的支援というのは、市長がか

ねがね施政方針でも言われる自助、共助、公助という論理がありますけれども、さらには福祉の

部門なんかでも取り上げられています、その３つに加えて互助ですね。お互いに助け合える、そ

ういうパフォーマンスも必要でありまして、私は、それらの論理を一つ一つ、ことしはこの部分

については予算化をして実現可能なものにするという、そういうことで防災計画も組み立ててい

ただきたいというふうに思う次第であります。 

 防災井戸も東日本大震災を経て整備して、さらには水道のほうも企業局の管轄をリンクさせる

等の整備は進めてきたことは十分評価できるわけなんですが、それを、井戸等がさらに性能を上

げるためにも、飲料水としても使用できるように何か工夫できるものかどうか、そういう検討を

しているとか、そういう防災計画に基づいて進めるなどを、私は、震災から大分時期もたってお

りますので、市民の皆さんの安心をさらに高めるためにやっていただきたいというふうに思う次

第です。 

 とにかく処理能力を上げるためには、19カ所もの施設、これを１日で回るということで本当に

大変な作業になるわけでございます。やはりキャパもある程度高めた形で、ファシリティマネジ

メントではございませんけれども、統合していって、その19カ所のうち２つ３つは非常に防災力

がある、そういった施設を10年後20年後、いや、もしかしたらいろいろな外国からのミサイルの

被害など最悪のケースも想定して、大地震も想定して、そういうことをやはりさまざまな予算の

中で、しっかり計画に基づいて着実に毎年毎年１つずつ実行していただくということで、私とし

ては余り防災計画が予算上に、もちろんやっていなくはないんですけれども、もっと大きな東日

本大震災のような災害が来ても、そのときの反省点を生かしてこれをクリアしましたということ

で、やはり市長がこれだけはまずことしは対応しましたと、そういう形で議員のみならず市民の

皆さんに安心を与えていただきたいというふうに思うんですけれども、市長、今の防災部門のほ

うも仕事はしています。しかしながら、防災の需要、安心・安全なまちづくりをやるためには、

切りがないところではあるんですけれども、これだけはやりたいということを、市長も今期３年

がたっているわけでございます。その中で何か市長自身としてこれはやったというもの、何か私

はちょっと思いつかないんですが、ございますか。 

○議長（中根光男君） 

 市長 坪井 透君。 

○市長（坪井 透君） 

 市民の皆さんが一番願うことは地域の安心・安全であります。ご案内のとおり地震を初め、い

つ起こるかわからない。昔は「忘れたころにやって来る」という話でありましたが、最近は本当

に頻繁にいろいろな地域でいろいろな災害が起きています。そのための対応というのは大変必要

だというふうに考えております。 

 現在、具体的には先ほど総務部長から答弁があったような状況で対応しておりますが、より大

きな災害も想定した研究もしなくてはならないと思いますので、そういった面ではいろいろご助

言等をいただきながら、ご心配をおかけしていますので、取り組んでいきたいというふうに考え

ています。 
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○議長（中根光男君） 

 ８番 古橋智樹君。 

○８番（古橋智樹君） 

 市長、ありがとうございました。 

 タイトルには「根拠等について」ということで伺ったんですが、市長がかねてから座右の銘に

しておられます「飲水思源」ですね、基本に立ち返るという、そしてその基本を大事にするとい

うことでございますので、データのクラウド化も、突き詰めていけば当市の個人情報保護条例な

ども改正する余地もあるかもしれません。 

 答弁の中では、市長が専決されたという根拠を災害基本法を引用しておられますけれども、果

たしてその第８条と第49条ですか、それが市長権限を与えるというような、そういう文言の条文

ではないと思います。 

 いずれにしましても、ここに来て北朝鮮の動きが非常に我が国を脅かしているわけでございま

す。当市として自助、共助、互助、そして公の助け、公助ですね、そういった論理を一つ一つ予

算化して実行されるということをさらにお願いしたいと存じます。 

 続きまして、勤労青少年ホームに関して再質問させていただきます。 

 そもそも勤労青少年ホームは、先ほど市民部長から答弁がありましたけれども、厚生労働省が

厚生省と労働省が合併する前からの事業であろうかと思いますが、その屋号のとおり、勤労青少

年ホームという名前のとおり、青少年を対象にした厚生労働省の事業であったという目標がある

わけですけれども、今、その厚生労働省の勤労青少年ホームの事業のほうも大分縮小傾向にある

というふうに捉えるところでありますけれども、実際のところ15歳から35歳という在住、在勤の

方を対象としたものでありますけれども、先ほど利用状況等がありましたけれども、その15歳か

ら35歳、国が補助してくれたそういう施設、実際のところそういう年齢の利用別はどの程度まで

認識されていますか。 

○議長（中根光男君） 

 市民部長 櫻井 清君。 

○市民部長（櫻井 清君） 

 今の15歳から35歳の利用状況ということなんですけれども、ただ、統計上は人員しかカウント

していなかったので、年齢構成についてはちょっと承知はしておりませんが、恐らく若年層の方

のほうが少ないんじゃないかというふうにも思われます。 

 この施設については、若年層の方を対象にということなんですけれども、若年層の方が使って

いないときにはその他の方々も十分使えるということでその目的に入っておりますので、それに

ついては問題ないかと思います。 

 以上です。 

○議長（中根光男君） 

 ８番 古橋智樹君。 

○８番（古橋智樹君） 

 15歳から35歳ということで私は調べているんですけれども、そういう厚生労働省のほうの補助

が入っているわけでございまして、それを廃止している先例はあるんですが、その廃止要件を緩
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和されているというふうに私は見たんですが、どういうふうに緩和されているか、その要件を把

握されていますか。 

○議長（中根光男君） 

 市民部長 櫻井 清君。 

○市民部長（櫻井 清君） 

 大分ここのところ弾力化ということで、国庫補助事業の施設についても、当初から10年経過し

たものについては目的外利用も非常に可能であるということであります。 

 それから、これは施設の処分ということになってきますけれども、これについてはそれほどそ

ういう結果はなかったようなんですけれども、県のほうに問い合わせしたところについては、撤

去して、その分の恐らく耐用年数、残存価格がある分について返還しろとか何かという話につい

ては、これまではまだ出ていないということで確認はしております。 

 以上です。 

○議長（中根光男君） 

 ８番 古橋智樹君。 

○８番（古橋智樹君） 

 それから、市民部長のほうから建築基準法改定後の建物だということで、法定の耐震検査は必

要なかった、実施していないということなんですが、実際のところ、素人も含めた見た目、それ

からご利用の皆様方の評判等々を勘案しますと、執行部でも承知しているとおり、働く女性の家

に比べれば大分傷みも露出が多いということなんですが、これをしっかり耐震性を図るというこ

とに準拠した検査というものは、でき得るならば費用をそうかけずに、法定の耐震調査のように

かけずに、勤労青少年ホームを近々廃止されるという市長のお考えならば、やる必要があると思

うんですが、感覚、それから利用稼働率のことではなくて、まず、建物がＲＣ構造とありました

けれども、震度幾つまで耐えられる経年劣化なのか、その辺はご用意というか中期的な測定のご

計画はあるんですか。 

○議長（中根光男君） 

 市民部長 櫻井 清君。 

○市民部長（櫻井 清君） 

 今のご質問ですけれども、その調査等について、今のところ計画等はございません。 

 総体的には、勤労青少年ホームについてはファシリティマネジメントの中の一つということで、

いろいろ今後さまざまな計画が立てられていこうかというふうに思われます。 

 以上です。 

○議長（中根光男君） 

 ８番 古橋智樹君。 

○８番（古橋智樹君） 

 答弁を市民部長と総務部長からいただいたんですけれども、再編に向けて検証する必要性はあ

るというような感じで私は受け取ったんですけれども、具体的には、これは市長でも結構なんで

すが、追加整備して寿命を延命化するのか、それとも縮小なのか、きょう、この場ではっきりす

ることは難しいですか。 
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○議長（中根光男君） 

 市長 坪井 透君。 

○市長（坪井 透君） 

 先ほど部長からもお話がありましたように、公共施設全体をいろいろな角度で見直しをし始め

ているところでございます。そういう中の一つとして捉えております。 

 一つは人口の減少もありますし、公共施設の老朽化もありますし、逆にまた地域コミュニティ

という視点もありますから、そういったもので利活用も含めまして検討していきたいと思ってい

ます。 

 この場で、あの施設をどうこうという答弁については、まだ結論に至っておりませんので、控

えさせていただきたいと思います。 

○議長（中根光男君） 

 ８番 古橋智樹君。 

○８番（古橋智樹君） 

 そのファシリティマネジメントの対象施設の優先順位のどことも言えないものなんですか。そ

ういうことを私は忖度して質問しているんですけれども、私が質問した意味がなくなってしまう。

全部横並び、一列だというような感じに今の市長の答弁からは聞いたんですけれども、いかがで

しょうか。 

［「暫時休憩」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中根光男君）  

 暫時休憩といたします。 

 10分間の休憩といたします。 

休 憩  午後 ２時２３分 

──────────────── 

再 開  午後 ２時３４分 

○議長（中根光男君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 市長 坪井 透君。 

○市長（坪井 透君） 

 まず、公共施設につきましては現在作業中でございまして、同じような基準で判断をしなけれ

ばならないと思っております。 

 そういう中で、勤労青少年ホームにつきましては、議員ご指摘のとおり、一つは借地でござい

ます。それから老朽化しています。 

 そういったものの中で我々としては判断をしなくてはならないというふうに考えておりますの

で、ご理解をいただきいと考えています。 

○議長（中根光男君） 

 ８番 古橋智樹君。 

○８番（古橋智樹君） 

 具体的にこの勤労青少年ホームをどう取り扱うかということは明言できないということかと思
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いますけれども、今、土地のことがありましたけれども、神立駅から５分の、土地としては大変

価値の高いところでもありますし、そういう状況ですから、それなりの土地の借り上げのお金も

かかるわけでございます。 

 さらには、かつて合併前には私の記憶では牛渡馬場山線、県道141号が土浦方面から線路に並

行して真っすぐ来まして、今、日立建機、日立製作所へ渡る跨線橋の前でＴ字路になっているわ

けでございまして、あそこが真っすぐ勤労青少年ホームのところまで抜けまして、踏切の名称は

「缶詰工場前踏切」ですが、そこに緩やかに道路を結ぶようなイメージがあったかと思います。 

 そういうこともありますので、土地としては、仮に当市が公共施設の利用をしなくとも、土地

そのものは非常に可能性があるところでございますので、それらも含めて、あとは中で運用して

いる事業も、関連ということで直接の勤労青少年ホームの建物内ではありませんけれども、稲吉

児童館の建物等もそれなりの経年劣化はあるかと思いますし、もっと児童館として利用しやすい、

下稲吉東小学校区として利用しやすい場所がもっとあるはずでございます。やまゆり館の稼働率

が悪い部分を利用して稲吉児童館を新しく組み込む、さらには下稲吉東小学校の空き教室のほう

を活用して児童館をビルトインさせる、いずれかの方法で、もっと子どもたちも安心して児童館

に通えるような条件も整備する要件だろうというふうに思う次第であります。 

 私としては、きょう、勤労青少年ホームを使い続けるのか、また５年後、10年後には閉じて、

中学校区のコミュニティ施設の再編として、ほかの議員さん方からも質問があるとおりに、下稲

吉中学校区にはコミュニティ施設がありませんので、どうしても勤労青少年ホームがある地区は、

働く女性の家等、施設に恵まれている地区であります。その辺を再編し直すということを要望し

まして、次の３つ目の質問に移りたいと存じます。 

 道路整備のことで、私もしつこいように質問しまして執行部にもご迷惑をおかけしているかと

存じますけれども、まず、私がこれまで質問した中では、東西幹線道路ということで、おおつ野

までの道路を申し上げてきたんですが、正確に地図上で見ると南北というのが本当は実態ではあ

るんですけれども、先ほどの答弁で、調査費も組み込んで、平成30年度に向けて石岡市と協力し

て整備するということでありがたいご答弁をいただいたのですが、その幹線道路整備を我が市は

どういった計画の中に盛り込んでいるのか、私はいま一つ認識が深まっておりません。 

 総合計画の中には抽象的な表現はあるものの、具体的な、この私が今回申し上げているような

東西幹線道路があったかないのか、ちょっと記憶が定かではありませんので、その通称名を今後

どうされるのか、それと、この道路がどの事業計画に組み込まれているのか、いま一度確認させ

ていただきたいんですが。よろしくお願いします。 

○議長（中根光男君） 

 土木部長 渡辺泰二君。 

○土木部長（渡辺泰二君） 

 計画につきましては、総合計画の位置づけといたしましては安全で快適に暮らせるまちづくり、

都市基盤の整備、道路・交通で、広域的な道路体系の確立ということで位置づけを考えてござい

ます。 

○議長（中根光男君） 

 ８番 古橋智樹君。 
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○８番（古橋智樹君） 

 私は具体的な内容が総合計画の下のランクの計画にあるものかなと期待したいところなんです

が、今のところは、これから具体性を持たせて、平成30年度の施政方針として発表なさるという

ことで認識してよろしいのでしょうか。 

○議長（中根光男君） 

 市長 坪井 透君。 

○市長（坪井 透君） 

 かすみがうら市におきましては、ご案内のとおり、横軸線が大変弱いまちということでかすみ

がうらのあった環境がございまして、そういうものを課題にしておりました。 

 今回、石岡市と基本的な合意ができまして、そういったルートを決定するということで決まり

ましたので、名称はこれから考えることになろうかと思いますけれども、そういったことで具体

的に構想をつくり、路線を調査費をつけて整備のほうに向けてかじを切っていきたいというふう

に思っています。 

○議長（中根光男君） 

 ８番 古橋智樹君。 

○８番（古橋智樹君） 

 常陸河川国道事務所の識見をお持ちになった方にも顧問になっていただきたいということでお

願いはしたんですけれども、先ほど土木部長からお返事がありました。いかんせん国にとっては

千代田石岡バイパスのほうが優先事項でありますから、それをさておいて、ほかの幹線道路のと

ころに力を加えることもなかなか難しいのだろうとお察しするところであります。 

 国道６号、千代田石岡バイパスについては非常に、石井大臣からもこの千代田区間9.9キロの

ほうに力を注いでいただくお言葉はなかった。中根議長も、大変お立場がありながらご相談をか

ねがね努められておりますけれども、どうしても先ほどの答弁でありましたとおり、政権交代の

ときに、道路特定財源ということでこれまであったものが通常の一般財源化されたということで、

国土交通省のほうもこれまであった制度もできなかったように私は認識するところなんですが、

ただ、土浦市がなぜ拡張、複線化、４車線化に成功したかということを私なりに調べると、もう

平成20年、当市が合併して間もないころ、国土交通省に対して特定財源関連の制度をうまく利用

されまして、国交省に意見書として提出した過去もあったかに、インターネットでも見ることは

できるんですが、私は見るんですが、それは旧町時代、もしくは合併してから、通称「道路Ｉ

Ｒ」、このＩＲというのは、Ｉは「インベスター」という「投資家」という意味、Ｒのほうは

「リレーション」ということ、「関係」ですね、通称「道路ＩＲ」という事業で、土浦市もいろ

いろな国道６号線に限らず国道354号線等、そういった制度で基礎固めをして、なおかつ中央に

要望を言って事業化を最後まで完成することができたというふうに思うんですが、やはり今現在、

国土交通省もその特定財源の制度はなくなったにせよ、いろいろな市民参画型まちづくり制度な

ど等、利用できるかできないかわかりませんけれども、そういう制度があるんですが、じゃ、も

しその道路局長や石井大臣のような方が千代田石岡区間を難しいということであれば、じゃどう

すれば、何かすべはないんですかというご相談方法があれば、こういう制度があるから、かすみ

がうら市の要望として進められたらどうですか、相談してみたらどうですかというそのぐらいは、
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私は国の方もお慈悲を与えていただきたいと思うんですけれども、そういう制度を全くもう皆目、

私も国道６号千代田石岡バイパスの再評価が、きのう私もわかったことなんですが、去年の８月

に再評価しているんですよね。２年とか３年とかというスパンで。結局、茨城空港までの高規格

道路ということで変わりない。その再評価の中には全くこちらの千代田石岡区間9.9キロのこと

が一言たりとも触れていなくて、もう難しいかなと思うところでありまして、今、実施している

高浜までの区間も完成の見込みも平成40年度ということで、図表までその再評価の中であらわれ

ているわけでございまして、これを見ると、いかに根拠を探して陳情できるかということも果て

しない難しさを感じるところなので、やはり私も前回申し上げたとおり、でき得るならば若手の

ある程度経験を積んだ行動力でもって、そういった相談の仕方を対策できるような陣形をとって

いただきたいなと願うところなんですよね。 

 市長からはその件に関してはご答弁がありましたけれども、ただ、今すぐに何かできるものが

あれば、さきの県知事選挙で新しい知事に変わるということになりました。これもチャンスの一

つであろうと私は思う次第であります。 

 その千代田石岡バイパスの再編の説明書の中に、関連自治体等の意見ということで茨城県の意

見が書いてあるんですけれども、この中も全く千代田石岡区間9.9キロには触らずに、茨城空港

までのアクセス向上、石岡市内の交通渋滞の緩和ということで、当市にとりましては喜ぶような

文言が一つもないわけでございまして、改めてここ、知事も変わられるということであれば、現

職はまだ任期は９月下旬までありますけれども、ここでもう一度当市の必要性を根拠を持ってお

伝えすることが、次の見直し、再編のときにもしその根拠が認められれば何か働くかもしれない

んですけれども、そのあたりの執行部としての意気込みはいかがですか。ございますでしょうか。 

○議長（中根光男君） 

 市長 坪井 透君。 

○市長（坪井 透君） 

 国道６号千代田石岡バイパスにつきましては、ご承知のように、東京、千葉、茨城、福島とつ

ながっているわけでありますが、そういう中で特に茨城県の４車線化は大変おくれております。

これは１桁の国道としては最低だと言われております。そういう中で、この千代田石岡バイパス

のみならず、茨城県全体で取り組もうということで、その協議会をつくって同じような形で陳情

をしています。そういう中で、私もこの千代田石岡区間9.9キロにつきましては、都市計画はし

てあっても事業化しておりませんので、いろんな機会を見て、皆さんのご協力をいただきながら、

粘り強いお願い、陳情をしていきたいというふうに考えておりますので、ご支援、ご協力等を賜

りたいというふうに考えております。 

○議長（中根光男君） 

 ８番 古橋智樹君。 

○８番（古橋智樹君） 

 坪井市長、力強いご答弁ありがとうございます。私も希望を見失うことなく、坪井市長の期待

についていきたいというふうに思った次第であります。 

 市長から今ご答弁ありましたとおり、国道６号の複線化が進んでいないという証拠も、あわせ

て先ほどの国道６号千代田石岡バイパスの見直し事業表を、個票を見たときに、直轄国道の交通
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状況ランキング、平成28年、年間合計、お盆期間、ゴールデンウイークというふうに分かれてい

るんですが、国道１号から国道20号まで載っているんですが、特段の指標はなく、渋滞損失時間

ということで比較値があるんですけれども、これを私がさっと見る限りで、国道６号は合計値も

アベレージも非常に高いんですよ。やはりこういうところに相談の糸口を見出していく。これま

でいろいろご経験を積まれた方の技術も必要ですが、新たな力もそういった見出しのためには必

要かと思いますので、ご一考いただければと存じます。 

 私が今回、勤労青少年ホームと防災に関してお尋ねした意図には、先ほど答弁の中で、公共施

設の複合化ということで合理化を図るというふうに解釈したんですが、そのためには、ほかの議

員の皆さんからもご質問があるとおり、市街化区域に、先ほども質問ありましたけれども、図書

館がないとかコミュニティー施設がないとか、これまでご質問あります。そういったものと防災

の供給パフォーマンス能力を上げるためにも、そういった要素を含めて、私は今限りある土地の

状況の中で、教育にしてもコミュニティーにしても防災にしても、複合化して効率的に合理的に

取り組めるような場所は、私の見ている限りの中ではある。そして、我が市はまだ健全財政の値

を維持しておりますので、そういった中で、この今、低金利の中で、どう事業を組み立てていく

チャンスか。それに、３問目で申し上げた国道６号千代田石岡バイパスは難しいにしても、東西

幹線道路はそういうことで動き出す。救急車も、石岡市、小美玉市の救急車も、毎日のようにと

は言いたくないんですが、国道６号片側１車線をよけながら中貫の交差点まで走っていって、お

おつ野まで目がけて救急車が走っている。こういう根拠を複合的に、事業も複合的に考えていけ

ば、いろいろ国に協力をもらえる糸口はあると。 

 そういうことで私は、いろいろ地方創生これまで成果は上げてきたと十分承知するところでは

ありますが、やはり北朝鮮などのミサイルが飛んでくる、そういう状況もあります。やはり市民

の生命、財産の安全を守るためにも、しっかり根拠を持って、さまざまな要件をそろえて事業整

備に当たっていただきたいということを最後に申し上げさせていただきまして、私の一般質問は

終わります。ありがとうございました。 

○議長（中根光男君） 

 ８番 古橋智樹君の一般質問を終わります。 

 続いて、発言を許します。 

 ７番 田谷文子君。 

［７番 田谷文子君登壇］ 

○７番（田谷文子君） 

 皆さん、こんにちは。 

 お足元の悪い中にもかかわりませず、最後までおつき合いいただきましてありがとうございま

す。 

 吹く風は小さな秋を感じる日和になってまいりました。秋はまさしくおめでたい結婚式の便り

が寄せられる時期でもあります。宮内庁は、去る３日に、秋篠宮家の長女眞子様と法律事務所勤

務の小室 圭さんのご婚約を内定したとの発表がありました。まことにおめでたく、お似合いの

カップル誕生に相なったわけでございます。心から末永いお幸せをお祈りしていきたいと思って

おります。 


