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    市政懇談会でのご意見について（報告） 

 

去る，７月２５日（木），鉢形地区を対象に開催した市政懇談会の中で出たご意見

を下記のとおり報告します。 

 当日は，地区の方３１人が参加されました。まず，始めに市長から，２期目の市

政運営にあたり，公約として掲げたことについての説明があり，その後，懇談会を

開催しました。次に，懇談会で出た主なご意見と回答をご紹介します。 

  

 

 

意見１ 2020 年にオリンピックが開かれ，鹿嶋市のサッカー競技場が会場となり， 

サッカーの試合が行われます。テロ・交通渋滞・環境整備・外国人受入等，対応も 

色々あると思われますが，現時点での行政の対応基本姿勢案を示してほしい。 

 2018 年度は何を実行するのか，2019 年度は具体的な詰め段階として，2020 年度 

のオリンピックの成功に向けて共に取り組みを進めていきましょう。ボランティア 

活動も方向性を一つにし，役割分担し心構えをしておきたい。何をしたらいいのか 

分からないと動けません。2019 年度の国体についても同様です。 

                          【政策企画部】 

 

市長 ⇒昨年度に国体検討委員会を立ち上げ，今年度，オリンピック・パラリンピ 

ック推進協議会を立ち上げました。50人程の団体に参加いただき，協議を進めてい 

ます。現時点では全体の機運醸成を進めている段階であり，細かい具体的な運営や 

ボランティアの募集は市独自でも行う予定としていますが，費用面・安全面などま 

だ決まっておりません。なるべく早く結論が出せるようにしたいと考えております 

のでご協力をお願いします。 

 テロや輸送など具体的な部分については東京オリンピック・パラリンピック競技 

大会組織委員会が中心となり協議を進めているところで，まだ決定していません。 

 



 

ボランティア関係については正式な都市ボランティア等は９月から募集開始され 

る予定となっています。 

 中央公民館において，６月にまちづくり研修会にてオリンピック関連の研修会を 

行いました。今後も年３回程度，関連講座を実施する計画となっています。また， 

今年度のまちづくり市民大会は，オリンピックをテーマとし進めていく予定となっ 

ていますので，ぜひ参加をいただき大会の盛り上げにご協力いただければと考えて 

おります。 

 

担当課から →オリンピック開催に向け，セキュリティや輸送等様々な課題への対 

応に向けて，大会組織委員会及び茨城県と協議を進めているところです。 

  また，本市においては，関係団体や事業者等で組織する推進協議会を設置し，鹿 

嶋らしさを発信するための事業計画策定を行っているところです。 特に今年度はオ 

リンピック・パラリンピック大会の機運醸成に取り組んでいます。今後，ボランテ 

ィアをはじめ，具体的な取り組みについて積極的に情報を発信してまいりますので， 

市民の皆様のご協力，ご参加をお願いいたします。 

 

 

意見２ 鉢形地区の幹線道路拡張について，H27年度の車座懇談会で提案している 

が，鉢形地区の光福寺の北にある鉢形幹線道路の歩道が狭く，人身事故の危険性が 

ある。光福寺に入る鉢形幹線道路（市道 0112号線）の坂になっているところの両 

サイドの歩道が狭い為，拡張してほしい（幅 30～40cm）  【都市整備部】 

 

市長 ⇒検討の指示はしていますが，用地の問題があると聞いています。 

 道路の整備に関しては，用地問題が一番の課題であります。該当の用地は地権者 

が複雑であり，用地交渉が困難な状況となっておりますが，上半分については解決 

していると聞いています。分割して対応が可能か，全ての用地が解決してから整備 

をするのか再度協議をさせていただきます。 

 

担当課から →市道 0112号線については，地域間を結ぶ１級幹線道路であること 

から，地域の生活道路として，さらには，企業等に通勤する方の利用になる交通量 

が多い，道路となっております。 

ご意見のありました，歩道未整備箇所については，坂道でカーブのため，見通し 

も悪く，道路利用者には大変危険な個所となっております。そのため，これまでに

歩行者の安全を確保するため，道路拡幅に伴う歩道の整備を進めてきたところであ

りますが，当該箇所（歩道未整備区間）については，用地の境界が混乱している状

況にあるため整備が進まない状況にあります。市としましては条件が整い次第，整 

備を行ってまいりたいと考えております。拡幅工事を実施するまでは，時間もかか 



   

ることが想定されるため，地区の皆様をはじめ道路利用者には，ご不便をお掛けい

たしますが，ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

意見３ 学校の駐車場について，平井中学校で民間から借りていた駐車場が，売却 

されたことから駐車スペースがなく，平井小学校から歩いてくるような状況であり， 

駐車場の確保が難しいと聞いている。学校で対応するのは予算が無く，難しい。ま 

た，鉢形小学校も，毎年大きなイベントの度に駐車場の確保は大変な状況となって 

おり，身近な問題である。今土地があるうちに確保をするなど，対応が必要だと思 

うが，市としてどうするつもりか聞きたい。     【教育委員会事務局】 

 

市長 ⇒平井中学校の駐車場跡地については新日鐵住金物流の５０戸ほどの社宅 

が建設中となっております。 

 駐車場については，駐車場としてだけの土地の確保の必要性も含め，各学校ごと 

の状況について調査をし，検討させていただきます。 

 

担当課から →学校の駐車場については，通常の学校運営に支障が出ないように確 

保しなければならないと考えています。日常的に不便が生じる等，その必要性につ 

いて再度確認いたします。 

 なお，運動会・体育祭などの特別なイベント時には，臨時駐車場を確保してまい 

ります。 

 

 

意見４ 温浴施設の整備について，近隣で鹿嶋市だけが温浴施設がない為，市外へ 

出なければいけないのが現状だ。フラワーパーク整備に伴ってホテルを建設するの 

であれば，鹿嶋市内に温浴施設をということ市としてはどのように考えているのか。 

                          【政策企画部】 

 

市長 ⇒温浴施設の要望は強いものがあるようです。鹿嶋市では，鹿島ハイツにホ 

テル建設と併せて温泉を含めた整備要望をしています。 

 

担当課から →市長回答のとおりです。 

 

 

意見５ 夜間の二次救急について，内科で受診をしたら外科の担当医で明日来るよ 

うに言われた。三次救急については県知事にも伝えたが，費用がかかると言われた。 

命にかえられない問題であり，鹿嶋市としてはいかにして医師の確保をしていくの 

か。                          【健康福祉部】 



市長 ⇒鹿嶋市には三次救急がない為，旭中央病院・成田赤十字病院・千葉北総病 

院・土浦協同病院など受け入れの要望を継続して出しており，昨年度は 54 件のド 

クターヘリが飛んでいます。 

 二次救急についても，小山記念病院へ受け入れと初期診断をしてくれるよう要望 

しています。救急車がきても病院を探すことに時間がかかっているという状況を減 

らせるようにしていきたいと考えています。 

 鹿行地域の半分以上を小山記念病院が受け入れをしているのが現状でもあり，以 

前より受け入れはされるようになってきました。 

 

担当課から →市長回答のとおり，三次救急の受け入れ要請を市独自で行っている 

ほか，近隣市との協定のもと，初期救急及び二次救急医療体制の整備を図っていま 

す。また，市内の二次救急病院に対しても医師等の人材確保に関する補助を行い， 

受け入れ体制の充実を支援しています。 

 今後も，県や近隣市との緊密な連携，そして情報収集をしながら，引き続き医療 

体制の整備に努めてまいります。 

 

 

意見６ 鉢形小学校の子ども会加入者数は，H25年度は 137名であったが，H30年 

度は 40 名，鉢形小学校の児童全体の 15％まで減少している。4 地区合同のイベン 

トをしたり，ポスターを作成し加入促進を図っているが，存続が危ぶまれている状 

態。役員をやりたくないから子ども会を抜けるという親もいる。他地区の加入率や 

活動状況などの情報を提供してもらいたい。子ども会再生のバックアップをお願い 

したい。 

 子ども会加入者減少の原因は，少子高齢化だけではなく，非正規雇用の増加によ 

り，共働き世帯が増えており，現在の子ども会は親子参加が多いので，共働き世帯 

などは参加ができない。子ども会の運営についても，役員には 124 号沿い花壇の水 

やりなど子ども会以外の仕事があり，負担になっている。 

 子ども会は教育委員会が窓口となって指導者を指導していると思うが，鹿嶋市は 

どうなのか。町内会の加入率が悪いところは，子ども会の活動も活発ではないとい 

う見解もある。                  【教育委員会事務局】 

 

市長 ⇒それぞれ子ども会は区ごとに活動しています。しかし，昔と比べて子ども 

会の活動が減ってきているとは感じているところです。子ども同士は遊んでいるよ 

うですが，外遊びよりもゲームで遊ぶことが多いようです。親の考え方による部分 

もあるようにも思われますが，情報を収集し提供できるようにします。 

 子ども会については，地域コミュニケーションが大切であると考えています。子 

どもが集れば，親も集まるという雰囲気作りを，どのようにするのがよいか，今後 

検討をさせていただきます。 



   

 

担当課から →鹿嶋市全体で，子ども会の加入率は約７５％となっています（地区 

ごとの詳細については別添資料のとおり）。地区ごとに差はあるものの，スポーツ行 

事やお楽しみ会など様々な事業に取り組んでいます。しかし，一昔前の子ども会活 

動と比較すると活動が縮小化しているという意見も聞こえます。 

 子ども会は，鹿嶋市子ども会育成連合会が中心となり指導者の育成などを行って 

います。市としては補助金による財政的支援や各種情報提供を通して，指導者育成 

の支援を行っています。 

 今後も同連合会と連携し，子ども会事業のＰＲや活性化に向けて，取り組んでま 

いります。 

 

 

意見７ 市道 0102号線の開通に伴い，道路周りに植栽をするとのことだが，「さつ 

き」はやめてほしい。管理・整備のしやすい種類をお願いしたい。 

                          【都市整備部】 

 

市長 ⇒植栽は維持管理のしやすい種類を植栽するよう検討させます。 

 

担当課から →道路植栽は，道路景観を良くするだけでなく危険個所の道路横断の 

防止や真夏の木陰形成などの役割を果たしておりますが，樹木の種類によっては， 

落葉や害虫の発生，さらには場所によっては見通しが悪くなるといった問題もある 

ため，管理者としては剪定や防虫対策，清掃等を定期的に実施する必要が生じ，維 

持管理に大変苦慮していることから，市道 0102号線については，中・低木の植栽を 

予定しています。 

 また，近隣地区から植樹帯に花を植えたい等の申し出があれば，道路の里親制度 

を活用した沿道緑化活動により道路環境の維持が図れることから，道路管理者へご 

相談いだければと思います。 

 

 

意見８ 平井丘共同墓地道路の拡張・整備（市道 8526 号線）について，墓地まで 

は広い道路を整備していただき，感謝しています。 

 その先の墓地から市道 0102 号線につながる部分の整備をお願いしたい。 

                          【都市整備部】 

 

市長 ⇒墓地から市道 0102号線につながる道路については，今回の整備で検討が 

進んでいる箇所であるように思われますが，再度確認をします。 

 

 



 

担当課から →市道 8526号線については，鉢形地区と平井地区を結ぶ生活道路で 

あり，これまでも地元からは拡幅整備の要望が出されていた路線であります。その 

ため昨年度には平井共同墓地付近から西側迄の区間を６ｍに拡幅する道路整備を進 

めてきたところで，本年度（H30）には市道 0102号線までの未舗装区間の整備を 

引き続き実施し，道路の安全確保や地域利便性の向上を図っていく道路改良工事を 

予定しております。 

 

 

意見９ 高松緑地公園のプール新設をお願いしたい。 【教育委員会事務局】 

 

市長 ⇒現在大野地区の建設を進めています。高松緑地公園のプールの補修が必要 

とのことで，まずは，高松緑地公園の体育館を解体し，その後プールの整備をする 

という方向で考えているところです。 

 

担当課から →高松緑地温水プールは，介護予防の拠点施設としてオープンをして 

15年が経過しました。施設内外において老朽化が目立っております。しかし，多く 

の市民の方々にご利用をいただいている施設ですので，今後は今年度に解体される 

高松緑地体育館の跡地に，新たなプールの建設を検討してまいりたいと思います。 

 

 

意見１０ 交流会館の整備について，予算やランニングコストについて具体的に教 

えてほしい。費用などすべてを見せてもらわないと判断できない。歴史館には反対 

だが，鹿嶋市にこのような施設は必要だと思っている。   【政策企画部】 

 

市長 ⇒土日は観光客，平日は地域住民に喜んでもらえるような施設として，効率 

よく活用できるよう考えております。維持管理費については，人件費を除いた管理 

費として参考としているのが，面積 2,700㎡位の大野ふれあいセンターです。現在 

イメージしている交流館は 2,000 ㎡位の規模を想定しているので，それよりは若干 

小さい規模です。大野ふれあいセンターの維持費が年間 2,000万円の管理費に人件 

費となっていますので，交流館については人件費を含めて約 6,000 万円の維持管理 

費を想定しています。ただし，今の時点で計画がはっきりしているわけではないの 

で，大枠での目安として捉えていただきたいと思います。 

 

担当課から →市長回答のとおりです。 

 

 

 



   

意見１１ どきどきセンターの開館日について，平日の日中は空いているが，土日 

は閉館されている。市民についても，観光客についても土日にくるのに見れる状況 

になっていないのは市で改善ができるのではないか。 【教育委員会事務局】 

 

市長 ⇒土日を閉館とした経緯はわかりませんが，市の施設は月曜日の休館が多い 

です。貴重な資料が置かれているので，もっと皆さんに見ていただけるようにして 

いきたいと考えています。 

 

担当課から →現在，夏休みの企画展開催中のみ，土日のいずれかを開館し，対応 

しています。 

 今後につきましては，企画展開催時や市民のみなさんが利用する他の公共施設と 

同様の土日開館について検討していきます。 

 

 

意見１２ 路上駐車について，毎朝犬と散歩しているが，路上駐車が多い。いろい 

ろ話を聞くと難しいところもあるが，警察に話をして車庫証明がないと車を所持で 

きないはず。調査と広報などしてほしい。 

高齢者や子ども達の通学にも危ない。津波などが来た場合にも逃げられなくなる 

恐れがあり，危険だ。                 【都市整備部】 

 

市長 ⇒路上駐車については，警察へ伝え，見回り強化の申し入れをします。 

 

担当課から →交通法規取締りは警察の対応となります。市に対し寄せられたご意 

見は，市から警察へお伝えします。 

 

 

意見１３ 歴史資料館については一度白紙になっているが，今回の案は市民が交流 

する館であるというイメージの中で，2階・3 階が重要だと思う。何か発表をする 

場が少なく，鹿嶋勤労文化会館では大きすぎるという声も多く出ているので，有効 

活用が見込めると思う。必要性もあるので計画をぜひ進めていただきたい。    

【政策企画部】 

 

市長 ⇒鹿嶋市では芸術文化活動をされている方が多くいらっしゃいます。皆さん 

の練習や発表の場が必要であると考えており，ご意見をお伺いし，進めていきたい 

と思っております。 

 

担当課から →市長回答のとおりです。 

 



意見１４ 市の歌について，3 年前に鉢形に引っ越し，地域の方や公民館の方の優 

しさに支えられ感謝している。 

大野村と鹿島町が合併し，鹿嶋の歌がない，かしま市民音頭ができているが，市 

の歌もつくるべきではないか。              【政策企画部】 

 

市長 ⇒参考として伺います。 

 

 

意見１５ 現在各公民館に地域活動支援員が配置されているが，若い職員を配置す 

るべきではないか。若いうちに地域のことを学び，その後に活かすことができると 

考える。                         【総務部】 

 

市長 ⇒当初は若い職員を配置する予定としていましたが，再任用制度の開始に伴 

い，地域の意見をくみ取るには地域のことをよくわかっている人材の方が良いので 

はという考えもあり，現在の配置としています。しばらくはこの体制で様子をみさ 

せていただきたく思います。 

 

担当課から →地域活動支援員は，地域課題解決へのコーディネート及び支援や地 

区まちづくり組織の充実強化，まちづくり委員会事業の検証などを図るため，設置 

しています。このため，行政経験や一定程度，地域の実情に精通している職員を配 

置する必要があると考えています。 

 一方，若い職員には，地域活動に積極的に参加し，地域の実情を把握してもらい 

たいと考えています。 

 

 

意見１６ 鉢形小学校周辺の桜の木が綺麗に咲くのを子供たちと楽しみにしてい 

た。しかし，今月 9日から伐採されている。なぜ切るのか理由が知りたい。 

                         【都市整備部】 

市長 ⇒経緯を確認して回答します。 

 

担当課から →道路の街路樹はあくまで道路の付属物であり，道路本来の目的であ 

る「安全な通行」に支障を及ぼすと見込まれる場合には，伐採せざるを得ないと判 

断しております。 

また，今回の案件につきましては，この市道（8380号線）沿線にお住まいの市民 

から，街路樹の枝が民地に侵入し家屋の壁や窓に接触するとの申入れを受け，個人

の財産に損害を与える可能性があると判断したことから伐採を行ったものですので

ご理解をいただきたいと思います。 

 



   

意見１７ 鉢形小学校の通学路の生垣はボランティアの方の手できれいにしてい 

ただいている。児童公園の除草・伐採作業についてもボランティアで年 3 回ほど実 

施している。しかし，年 3 回では除草が追いつかない。ボランティア頼りが現状で 

あり，市としても年 1 度くらいは整備をしてほしい。   【都市整備部】 

 

市長 ⇒市の道路や公園など公共の部分については市が，その他の部分については 

所有者が管理をするべきだと考えております。しかし，通学路の除草等については 

安全面から市が責任をもってやるべき部分もあると考えています。ご指摘の箇所に 

ついても，状況に応じて対応が必要であれば検討をしたいと思います。 

 

担当課から →公園美化ボランティア制度は，市民の行政参加の一環として，みん 

なの共有の財産，生活空間である公園等への愛着を深め，美しく住みよいまちづく 

りを推進することを目的に創出されたものでありますので，趣旨をご理解の上，今 

後もご協力いただければと考えております。 

 また，ボランティア活動で対応できない部分につきましては，市で対応いたしま 

すのでご相談いただければと思います。 

 

 

質問事項書による質問１  

宮中大橋の塗装について，駅から来る道に出来た宮中大橋が塗装されていないの 

はなぜか。なにか不具合（横ずれや不同沈下等）があり，仮設で経過をみているの

か。                         【都市整備部】 

 

担当課から →管理者である茨城県（潮来土木事務所）に確認しましたところ，塗 

装がされていない理由としましてはライフサイクルコストを考慮して塗装を行う必 

要がないように表面へ保護性錆を形成する耐候性鋼材を使用していると伺っており 

ます。 

  

 

質問事項書による質問２  

御園生橋の交差点の設計について 

 御園生橋のたもとの T 字路及び旧国道 124 号交差点のカーブの設計が人間工学を 

無視した設計ではないか。 

①駅方面からイオン方面に左折する際，カーブが鋭角で走行しづらい。（特に対 

 向車が右寄りに停車している場合）本来は左折時のふくらみを考慮して路側を 

左に曲げてありますが，白線の引き方を間違えたのか。 

②旧国道 124 号の左折時はさらに曲がりにくい。    【都市整備部】 

 



担当課から →①交差点形状につきましては，道路法に基づく道路構造令に沿って 

設計され，茨城県（潮来土木事務所）と警察により協議を行い，決定しております。 

②管理者である茨城県（潮来土木事務所）に確認しましたところ，宮中大橋から旧 

国道 124号までは暫定供用であり，交差点部についても暫定形となっているため， 

完成へ向け工事を進めていると伺っております。 

県道等に関する要望につきまして，ご意見ご要望等ございましたら引き続き市にお 

いて，各管理者（国・県）へ問い合わせをし対応してまいります。 

 

質問事項書による質問３  

道路のへこみについて，イオン方面から御園生橋に向かう道路に大きいへこみ箇

所があり，弾んだ後，対向車線側車に振られ危険だった。 

①なぜ，このようなへこみが出来たのか 

②安全（命に関わる）問題でありながら長期間放置され，なぜ仮修理までに時間 

がかかったのか。突発修理予算はないのか。また，安全以上に優先させること 

が他にあるのか。記憶違いでなければ 1 年以上放置されていたように思う。    

【都市整備部】 

 

担当課から →①沈下の原因でございますが，専門の業者に委託し調査を行った結 

果，地下埋設管の破損によるものと判明いたしました。 

②これまでの経過でございますが，道路の沈下状況を確認し，舗装の仮補修や注意 

喚起看板の設置等により通行の安全性を確保しつつ，沈下の原因究明に取り組んで 

まいりました。 

 調査結果を踏まえ補修方法が決定したことから，現在，工事を行い８月中には完 

了する予定です。 

 

質問事項書による質問４ 

 街路樹の下草が伸び，交差点での確認に支障が出ている。 

①交差点付近のみでも早めに処置してもらえないか。 

②店への出入口付近は，経営者に除草義務を負わせるような条例をつくっては 

どうか。                     【都市整備部】 

 

担当課から →①除草につきましては，道路パトロールや市民要請により現場確認 

を行い，危険箇所を優先して順次対応を行ってまいります。 

②ご意見として伺います。 

                              

◆ 懇談会で出されたご意見は，各担当部署へ報告させていただきました。 

 ◇ 問い合わせ先  鹿嶋市市民生活部 市民活動支援課 

            電話 0299－82－2911 


