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ふるさと２1 大谷たかしの議会かわらばん 

http://www.ohtani-takashi.com 

◎市政相談は、ふるさと２1 大谷たかしまでご連絡ください。 

<経済建設委員会副委員長・決算委員会委員・議会広報委員会委員> 

〒３12-００２５ 茨城県ひたちなか市武田８８５-２  TEL：０２９-271-1７３２ / FAX：029-271-1780 

3月 

本会議（開会）・予算委員会（補正） 

本会議（補正予算採決）・新年度予算説明会 

新年度予算説明会  

本会議（代表質問・一般質問 他） 

予算委員会  

常任委員会  

本会議（閉会）  

～ Column ～ 
代          表 打越        浩 

編集責任者 大谷 たかし 

お  お    た  に 

一般会計・特別会計の予算を補正しました。  

・国の制度改正による難病対策疾患の拡大に合わせ、市の見舞金を増額 

・地域密着型特別養護老人ホームへ、国の補助単価改正による補助額を加算 

・Ｈ27年度より行う中学生の外来診療無償化のための必要な事務経費を追加 

・生活保護法の改正により創設された就労自立給付金を措置 

・文化会館の慢性的駐車場不足解消のため、東側隣接地の取得費用を手当 

・水道事業会計における人事異動に伴って確定した人件費の過不足の補正 ほか 

地域主権一括法による条例の制定を行いました。  

地域包括支援センター事業の基本方針、介護予防支援事業者の指定基準及び事業の基本方針等に

ついての条例を定めました。 

中学生の外来診療を無料化するために条例を改正しました。  

9月の一般質問で確約を得た中学生の外来診療を無料化するため、関連する条例を改正し、Ｈ27年

度から実施される運びとなりました。（子育て支援として、これで0歳から義務教育終了までの入院と外来

診療の無料化が実現します。） 

出産育児一時金の水準を極力維持するようにしました。  

産科医療保障制度の見直しで出産育児一時金の加算額が引き下げとなりますが、ひたちなか市国民

健康保険条例の一部を改正して、現行水準に近い状況まで（40万4千円）引き戻します。 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 2015年未年の幕が上がりま

したが、さて本年はどのよう

な一年となるのでしょうか。 

 「羊」という字は「大」を

足すと「美」になります。

「美」は、大きくなって成熟

したひつじの美しさ、完成形

（成獣）を表しているようで

す。 

 これに対して「未」と書い

て「ひつじ」と読む方は、未

熟、未明、未満のように使わ

れ、「いまだ」とも読みま

す。「未」と言う字が「一」

と「木」からなるように、盛

んに成長する途上で木が茂り

すぎて暗くならない様、手を入れて行かねば本来の生気を得ないとの教訓もそこにはあるよ

うです。もともと「未」の字に動物の「羊」を当てたのは、実はあとづけのようですが、い

ずれにしても大きく美しく成長する過程ではしっかりした対応が必要と言うことでしょう

か。また、未年はその後の流れに大きく係ることが起こる年のようです。12年前の2003年に

は日本郵政公社が発足したり、ノンアルコールビールが発売されたりしています。また、モ

ンゴル人として初めて朝青龍が横綱になったり、SARS（重症急性呼吸器症候群）が集団発

生したりしています。そして更にその12年前にはガンジーが暗殺され、 ソビエト連邦も消

滅しました。オートマチック限定免許や携帯電話「mova」が出たのもこの年ですし、牛

肉・オレンジの輸入自由化が始まったのもこの年です。この一年は平和・平穏な流れがつく

られる起点の年となることを願うばかりです。   

 ひたちなか市議会12月定例会は9日招集となり、会期は24日までの16日間に決定されました。専

決処分2件、条例制定5件、補正予算2件ほかが付議されました。 

 議案の説明がなされ、12・13日の一般質問の後、各委員会に付託され、17日に持たれた常任委員

会で審議して、最終日19日に本会議で採決を行って閉会となりました。  

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

２日 

３日 

４日 

１０･１１･１２日 

１６･１７･１８･１９･２０日 

２３日 

２５日 

佐野中学校のグランドを拡張します。  

県下最大規模となっている同校で、不足しているグランド面積を補うため、隣接する土地を取得し、拡

張を行います。 

その他   請願・陳情 ４件  

2015年元旦(阿字ヶ浦海岸) 
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特 集 

新春賀詞交歓会  ひたちなか市消防出初式  

ワイワイふれあい館 ワーホイ  二中学区の輪をつくる会 

青少年部会 新春もちつき大会  

区画整理事業について (部長答弁の要旨) 

通学路の安全確保、現道活用と家屋移転の削減、雨水排水・公共施設整備等の優先

など、（地区に依るが）概ねＨ46年度に事業計画完了予定。 

 

武田地区 は進捗率57.6％事業計画変更手続きに2年程度要するが、地元との調整が

完了すれば概ね15年程度（工事：Ｈ29～Ｈ41、清算期間：Ｈ41～Ｈ44）での完了を

目指す。大きな地区では難しいが、小さな範囲で考え方が纏まるような所があれ

ば、地区計画や単買方式も検討する。 
 

東部第1地区 は進捗率92.1％で、主に地区南西部沿線の傾斜地が課題となっていた

が、中学校予定地としての利用の可能性が無くなったグランドの一部を見直す計

画。関係地権者と個別調整し完成を目指す。 
 

東部第2地区 は進捗率30.7％で、公共性の高い部分とその他の地区に区分して、現

道を活かし、家屋移転を削減する見直し案を進めている。平面計画はほぼまとまっ

たが、雨水排水計画の見直しが最大の課題となっている。関係部局と協議中で、概

ね20年程度での完了を目指す。 
 

佐和駅東地区 の進捗率は9.2％で、駅前広場及び幹線道路の整備は公共性が高く早

期に行う必要性があるので、その周辺の先行している区域とそのほかの区域を分け

て進める。現在この地区の整備に欠かせない高場雨水幹線への排水管の接続につい

て検討を加えている。今年度内に地元と調整に入れるようしたい。概ね20年位で整

備を予定。 
 

阿字ヶ浦地区 の進捗率は28.9％で、集落地区の整備が課題となっており、極力現

道を活用し家屋移転を減らす方向で平面計画案を作成。湊線延伸計画との調整と併

せ、全体で概ね20年をメドに完了を予定しているが、地元からの要望の高い阿字ヶ

浦中央通り線と和田町常陸海浜公園線との接続部分の整備は早期に実施したい。 
 

船窪地区 の進捗率は6.8％で、骨格を成す和田町常陸海浜公園線の整備が課題。湊

線とは平面交差に基づいた計画案で進める。津波の避難道路でもあるので、早期

（Ｈ31年度メド）の開通を目指す。 

 

Ｓ46年当初よりこれまで市街化区域は区画整理を中心に進めてきている。完全では

ないが現段階では線引きの見直しは考えていない。 

少子高齢化や今後の人口減少など、これまでのような旺盛な宅地需要は見込めず、

地価の下げ止まり感もないため、現在進められている区画整理については手法を変

えて早期完結を目指す。 

幹線道路は概ね完成しつつあるので、それらと結ぶ地区内の補助的な道路の整備や

公共交通などの移動手段の確保で、高齢者の生活維持のため、コンパクトに機能が

整った中心部との連携で利便性の高い街を考えて行く。 
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