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第３回定例会が９月１〜 15 日の会期で開催され、
「平成 28 年度決算」が認定され

ました。また平成30年４月にオープン予定の「地域医療センターかさま」
（市立病院・

健康増進課・地域包括支援センター・病児保育ルームの複合施設）の建設に伴い、
「友部保健センター」を

「地域福祉センターともべ」に、
「岩間保健センター」を「地域福祉センターいわま」とする条例、
「筑波海軍
航空隊記念館」の設置条例、愛宕山中腹にある「老人福祉センター」を廃止する条例、岩間駅前に建設中の

「地域交流センターいわま」の指定管理者の決定、
「市民センターいわま」の改修工事契約（約５億円）などを
議決しました。また、学童保育の待機児童（81 人）を解消するため新しく学童保育を開設、道の駅整備に
向けた基礎調査、
「東京オリンピック・パラリンピック」のキャンプ
誘致事業などの補正予算も決めました。

茨教組から提出された「教育予算の拡充を求める請願」は全会一

致で採択されましたが、
「特措法に基づく旧平安閣の迅速かつ適切な

行政代執行に関する陳情」は趣旨採択（請願の願意は妥当であるが
実現性が不可能である場合、
「趣旨には賛成である」という意味の議

決を「趣旨採択」という）、
「東海第２原発の『20 年延長申請』に反対
する請願」は不採択（詳細は後述）となりました。

もっと実効性のあるイノシシ被害対策を
全国的に、中山間地域におけるイノシシなど野生動物による農林作物被害や住民への危害が、深刻化・

広域化しています。笠間市でも農業を生業とされている方々から、毎年増加するイノシシの被害について

「何とかならないのか」
「議会で取り上げてもらいたい」等々の声を頂いておりましたので、今回一般質問
に取り上げました。

「鳥獣被害防止特措法」
（平成20年２月施行）によって、国が市町村の取り組みを支援するようになりま

した。さらに農水省からは「対策の担い手の確保、捕獲の一層の推進のため『鳥獣被害対策実施隊』の設

置」
（平成 24 年３月）が奨励されています。笠間市でもこれらに基づいて「笠間市鳥獣被害防止計画」を策

定し「鳥獣被害対策実施隊」を組織するなど、農業者や猟友会の方々と連携して被害防止にあたっています。
しかし計画と実状を照らし合わせてみると、平成 28 年度被害面積を 11 . 45 ha に減らす計画に対し、実際
は 39 ha に増えています。被害額も計画 1 , 544 万 4 千円に対し、2 , 600 万円と大幅に増加しています。よ
くよく聞いてみると「『笠間市鳥獣被害防止計画』は『鳥獣被害防止特別措置法』に基づき、県の担当課と

協議して策定した」
（産業経済部長）もので、
「策定協議会やパブリックコメントで、住民の意見は聴収し

ていない」
（農政課長）ということでした。つまり「国から補助金をもらうために作ったようなものなので、
被害に遭っている方や駆除に携わっている方の意見や要望が十分に反映されていない」ところに実効性の
乏しい計画になっている原因があると思われます。

「鳥獣被害対策実施隊」による共同捕獲や電気柵などの購入補助に加え、今年度からわな猟免許取得に

係る受講料 8 , 000 円と申請手数料 5 , 200 円を全額補助、わな免許の取得者に箱わな及びくくりわなの貸
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し出し、狩猟期間内のイノシシ捕獲に対し１頭当たり5,000円の補助を始めています。さらに市長からは

「『鳥獣被害対策実施隊』による捕獲だけでなく、地域で捕獲できるような体制をつくり、民間企業とも

連携して対策を進める制度を構築していく」とも言われました。そこで「その制度をつくるにあたっては、
イノシシ被害を受けている方や被害防止対策に携わっている方の意見や要望が反映されるような体制で
進めていくよう」に求めました。

「笠間市では捕獲したイノシシ1頭当たり5,000円の補助金だが、他市町村では1万〜15,000円報奨金

を出しているところもあり、捕獲数を上げるためには笠間市

でも同様の報奨金制度が必要ではないか」
「イノシシ駆除の
効率化に向けたＩＣＴの導入にあたっては、総務省の地方創
生に資する先進的な情報化事例で地域情報化大賞特別賞をと

った長野県塩尻市の『センサーネットワークによる鳥獣被害

対策』について研究し参考にすべき」
「隣接市町と合同で『鳥

獣被害防止計画』をつくる必要性」についても指摘しました。

塩尻市のセンサーネットワークによる鳥獣被害対策
塩尻市北小野の上田地域では、平成 23 年度耕作面積約 27 ha の 85 ％が鳥獣被害に遭っていた。とくに
イノシシによる被害は深刻で、電気柵の設置などは効果がなかった。そこでICTを導入（水田の周辺に
野生鳥獣の出没を検知するセンサーを設置、イノシシなどがセンサーの近くにあらわれると、サイレンの
音や光で追い払う。さらに地元農家や猟友会に対し、出没時間と場所がメールで配信される）し、有害
鳥獣の動きの見える化を行った。出没の場所に限定して捕獲用のわなとおりを設置し、駆除対策が効率的
に実施できるようになった。センサーはわなとおりにも設置され、動物がわなにかかると農家や猟友会に
メールが届くため、捕獲後の処理も迅速にできる。平成24年度には被害面積が20％に、25年度には被害
ゼロを達成。農業収入は約6.５倍に増えた。

少しでも投票しやすい環境づくりを
昨年の参議院選挙同様、今回の県知事選挙でも 18 歳の投票率（40 . 66 ％）が 19 歳（33 . 05 ％）を上回り

ました。前回 18 歳の方が上回る要因について「大学に進学したり就職したりする際に、住民登録を置い

たまま笠間市を離れ一人暮らしをしているケースが多く、帰省して投票するか遠隔地における不在者投票

するしかない。不在者投票の手続が煩雑であることから投票に結びつかないケースがあると推測される。
19 歳の方が高校の卒業等の理由でそのような状況にある有権者が多かったのが要因ではないか」
（平成 28
年９月議会）と答弁されていたので、今回どのような不在者投票対策をとったのか聞くと「ＳＮＳで呼びか

けを実施した。大学や専門学校などの学生が交流する『Ｕ活プロジェクト』に登録されている人に投票の
啓発をしてきた」
（総務部長）ということでした。

また、昨年の参議院選挙（投票率51.12％、期日前投票１万1,635人）と今回の県知事選挙（投票率49.67％、

期日前投票は１万 2 , 014 人）を比較しても、確実に期日前投票が増えていますので、前回に引き続き期日
前投票所の増設を求めました。
「地域交流センターともべやショッピングセンターなどへの設置について

検討してきたが、選挙システムのネットワークの構築、増設するために必要な人員確保など体制づくり、
選挙費用などの問題があり、今回は設置しないこととした」
（総務部長）ということでしたが、
「早稲田大
学マニフェスト研究所」の調査によると、経費は 8 万〜 824 万円と幅があり、やり方によっては大きく抑
えることが可能です。例えば、派遣社員や大学生を活用することによって人件費を抑える、専用回線を引
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きシステムを構築せずに、携帯電話などで遠隔にある投票人名簿を確認する方法で経費を抑えるなど、全

国では様々な工夫がされています。
「既に委託や大学生にお願いすることで経費削減に努めている。携帯
電話の活用も考えたが、選挙人名簿は個人情報なのでセキュリティ面が検討課題」
（総務部長）とも言われ
ていますので、引き続き期日前投票所の増設を求めていきたいと思います。

今回の県知事選挙で期日前投票が始まっているにもかかわらず、笠間地区と友部地区の一部で入場券が

届いていなかったという事実がありました。もちろん入場券がなくても投票できますが「入場券がないと
投票に行けない」と思っていた方もたくさんいるので、入場券の配付が遅れた原因を聞きました。
「事前に
郵便局と打ち合わせし、告示日の前日に郵便局に入場券を届けたが、選挙期日の翌日が休日であったこと

が原因で配達が遅れた。休日であることを踏まえ１日でも早く郵便局に届けるべきであったと反省してい
る。今後はこのようなことのないよう取り組んでいきたい」
（総務部長）ということでした。また、投票所

での投票の例外として、体が不自由で外出できない方には自宅で投票できる「郵便投票」という制度が用

意されています。その要件は「身体障害者手帳に両下肢、体幹、移動機能の障害にあっては１級もしくは

２級の方」や、
「介護保険法の被保険者証に要介護状態区分が要介護３と記載されている方」など「公職選

挙法」で規定されています。笠間市内に該当する方は約 1 , 200 人いらっしゃいますが、そのうち郵便投票
証明書交付者は 13 名、今回の県知事選挙で投票用紙を請求し郵便による不在者投票を行った方は９名と
いう実態が明らかになりました。改めて「郵便投票制度」の周知徹底を求めました。

「児童発達支援センター」と「５歳児健診」の実現を
今年度「第３期障害者計画・第５期障害者福祉計画」が策定

されます。また平成30年度から「友部保健センター」が「地域
福祉センターともべ」になるのに伴い、その２階で「児童発達
支援事業」をやることが明らかになっています。さらに国は

市町村に「平成 32 年度末までに『児童発達支援センター』を

少なくとも一個所以上設置すること」を求めています。現在
笠間市では「佐白の館」
（笠間市大渕）の中にある「基幹相談支

援センター」で発達障がい児の相談事業が行われていますが、
この際「地域福祉センターともべ」
（現友部保健センター）に

「児童発達支援センター」を設置できないかと考え質問しまし

た。
「『地域福祉センターともべ』では、乳幼児期から学校卒業

までライフステージに応じた切れ目のない支援と保健・医療・福祉・教育などの関係部署と連携した地域

支援体制の確立を図っていきたい」
「『児童発達支援センター』を設置するかどうかという議論はもう過ぎ
ており、遅くとも平成 32 年度末までに設置する計画で進めている。そのセンターは近くの最寄りの発達

障害支援事業の拠点としていきたい」
（福祉部長）と、場所は名言されませんでしたが設置には前向きな
答弁がありました。

また３歳までの健診では集団行動における問題点が明らかにされにくいのですが、ほとんどの５歳児が

保育所・幼稚園で集団生活しているため、それまで明らかにならなかった軽度の発達上の問題、社会性の
発達における問題が明らかになるということで、
「５歳児健診」を導入する市町村が増えています。笠間市

でも「５歳児健診」を実施する考えはないか質しましたが、
「３歳を過ぎ集団生活の場で発達面の問題が

見えてくる場合もあることから、保健師・臨床発達心理士による『５歳児発達相談』を実施している」

「対象者にチェックリストを送付し保護者に記入してもらい、保護者の気づきから保健師・心理専門員が
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個別相談を受け、必要に応じ発達検査を実施するとともに関係機関
７月３日

会派視察研修

６日

ＰＣサークル
社民党県連三役会議

10日

友部駅頭チラシ配布行動

11日

岩間駅頭チラシ配布行動

12日

自治研センター理事会

20日

こども食堂「たんぽぽ」オープン

21日

全員協議会

22日

いばらき自治フォーラム

26日

JTたばこ組合懇談会

27日

ＰＣサークル

28日

社民党笠間支部会議

30日

橋本まさる決起集会in笠間

８月２日

茨教組推薦議員懇談会

３日

平和の火リレー市役所前集会

17日

ＰＣサークル

21日

全員協議会

22日

社民党北関東Ｂ幹事長会議

24日

ＰＣサークル

26日

原発いらない茨城アクション

29日

社民党県連常任幹事会

30日

国体実行委員会常任委員会

31日

ＰＣサークル

９月１日

本会議

２日

ヤマハ吹奏楽団特別公演

４日

本会議

５日

教育福祉委員会

７日

ＰＣサークル

９日

友二中体育祭

12日

本会議

13日

本会議

14日

本会議

15日

本会議

16日

友二小運動会

17日

笠間公民館リニューアルオープン

20日

茨交労組大会

21日

社民党笠間支部会議

22日

全農林茨城分会大会

26日

社民党県連常任幹事会

28日

県西議長会臨時会

29日

自治労県本部大会

石松としお

と連携して適切な支援につないでいる。幼稚園・保育所等に巡回相
談を実施し、早期に子どもや保護者へのサポートを開始することに

より、その後のスムーズな就学へつないでいる」
（福祉部長）という
ことでした。つまり「悉皆健診」
（すべての子どもが受ける健診）で
はなく、保育所や幼稚園からの勧めや、保護者の不安や心配によっ
て受診する「相談」しかやっていないということです。乳幼児健診

には、保健師・医師の外にも心理士・管理栄養士・視能訓練士・衛

生検査技師・歯科衛生士・看護師・保育士等が必要ですが、発達障

害に関しては、更に指導保育士・ＬＤ等専門員等の多職種が必要で、
このマンパワー不足が「５歳児健診」ができない原因と言われてい

ます。しかし「相談」だけでは、親が拒否してしまうと支援につな
がらない問題が残ってしまいますので、今後も「５歳児健診」の実
施を求めていきます。

「東海第二原発の『20年延長申請』に反対する請願」
不採択の理由について

笠間市議会は、平成24年に衆・参議長と内閣総理大臣はじめ国の

関係大臣、そして茨城県知事宛に「東海第二原子力発電所の再稼

動中止を求める意見書」提出し、
「東海第二原発再稼働反対」の意思
表示をしています。また本年３月には茨城県知事に対し「東海第

二原発の周辺５市（水戸市、日立市、ひたちなか市、那珂市、常
陸太田市）に立地自治体（東海村）と同等の権限を認めるよう速やか

に安全協定を見直すことを日本原子力発電株式会社に要請するよう
求める意見書」を提出しました。

今回の請願は、内容以前の問題として意見書の提出先が「日本原

子力発電株式会社」となっていました。地方自治法第 99 条に基づ
いて「意見書を国会又は関係行政庁に提出する」ことはできます
が、民間事業者への提出は適当でありません。したがって地方自治

法を遵守する立場から石松としおは「不採択」の意思表示をしま
した。

あなたも『石松としおニュースレター』の読者登録しませんか
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