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今年も〝とことん発言〟
〝てってい追及〟でがんばります ‼
昨年 12 月９日（投票）の笠間市議会議員選挙で、石松としおは再選（４位 2 , 081 票）を果たすことがで

きました。多くのみなさまのご支援に、心より感謝申し上げます。石松としおは年頭のあいさつで、
「選
挙でいただいた多くのみなさまのご信頼にお応えできるよう、今年も全力で奮闘してまいります」と決意

を述べています。また、12 月 27 日の第１回臨時会では、飯田正憲議長と石田安夫副議長を選出し、石
松としおの所属常任委員会は、教育福祉委員会となりました。

「当選御礼」や「年賀状」は公職選挙法違反です
公職選挙法の第178号に「選挙期日後のあいさつ行為の制限」が規定されています。
①選挙人に対して戸別訪問をすること。②自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答

礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。③新聞紙又は雑誌を利用するこ

と。④放送設備を利用して放送すること。⑤当選祝賀会その他の集会を開催すること。⑥自動車を連
ね又は隊を組んで往来する等によって気勢を張る行為をすること。⑦当選に関する答礼のため当選人
の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。

さらに第147条の２には「あいさつ状の禁止」も定められています。
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者（公職にある者を含む）は、当該選

挙区（選挙区がないときは選挙の行われる区域）内にある者に対し、答礼のための自筆

によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状

（電報その他これに類するものを含む）を出してはならない。

あいさつ状の禁止

「応援したのにお礼がないのは失礼だ」
「新年のあいさつもない」との声にお応えできないのが、公職

選挙法の規定です。石松としおは、公職選挙法に則り活動しています。みなさまのご理解をよろしくお
願いいたします。

選挙のため例年より早い会期（11 月５〜 15 日）で、第４回定例会が開催されました。主な議題は、

①笠間市に進出する企業への優遇措置（固定資産税を３年間免除など）を定めた条例の制定、②茨城中央
工業団地の字名を統合するための条例改正、③指定管理者の指定（「地域交流センターともべ」
「かさま歴

史交流館井筒屋」→ NPO 茨城の魅力を伝える会、
「つつじ公園」→市観光協会）、④台風 24 号の被害に伴

う修繕事業や「道の駅」の完成が１年延期されたことに伴う補正予算—等々でした。上程された全ての議

案は可決されました。尚、茨城中央工業団地の笠間市のエリアに、
「“学生服のトンボ” の物流センター」
と「“タカノフーズ関東” の納豆製造工場と物流センター」の進出が決まり、既に工事が始まっています。
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石松としおの一般質問から

し尿収集・運搬の適正管理は市の責務！（廃棄物処理法第６条）
昨年の 10 月からし尿の収集区域が一本化される予定でしたが、事業者の体制が整っていないという理

由で３ヶ月を限度に延期されることになりました。現在笠間地区から排出されるし尿等は「筑北環境衛

生組合」、友部・岩間地区は「茨城地方広域環境事務組合」と、中間処理施設が２カ所に分かれています。
このまま区域を一本化すると、収集規模拡大によるそれ相当の事業者の負担増（収集区域拡大や処理先

が２ヵ所に増えることによる収集車や人員の増、原価計算及び料金の見直し作業等々）が生じてきます。
議会ではそうした事業者の負担増を考えて「二つに分かれている中間処理場の一本化と収集区域の一本
化を同時に進めていくべきではないか」という意見が出されています。

ちゃんと事業者の意見も聞くべき
石松としおは平成 28 年の３月議会で、
「『一般廃棄物処理基本計画』
（平成 30 年３月）を実効性のある

計画にするには、策定にあたって事業者の意見や要望を聞く必要がある」ことを指摘し、
「計画策定にあ

たり、経営状況を含め許可事業者から意見などを聴取していく」
（市民生活部長）という答弁を得ていま

した。そこで実際の計画策定にあたって「し尿収集区域の一本化は平成 30 年」
「中間処理施設の一本化は

平成 32 年」とズレがあることに対する事業者の意見はどうだったのか聞いたところ、驚くことに「２年

のズレに関する意見は聞いていない」
（市民生活部長）ということでした。さらに「事業者の負担増につ
いてどうするのかが課題であり、そこが解決できなければ３ヶ月延長しても収集区域の一本化は実現で
きないのでは」と質しましたが、
「事業者に丁寧に説明しお願いしながら、営業区域変更の申請があれば

対応していきたい」
（市民生活部長）という答弁しかありませんでした。このままでは延期の繰り返しで、
市民の要望が一向に実現しない状況に陥ってしまいます。

複数社体制を要望する市民の不満の認識を
浄化槽法によって年１回の浄化槽の清掃が義務付けられています。また各家庭に設置されている浄化

槽の大きさは、家屋の面積によって決められています。家を建てた時はその面積に応じて７人槽や 10 人

槽を設置したけれども、今は２人暮らしになり１年間に溜まる汚泥の量が少ないので、汚泥の汲取りは
１年半〜２年に１回でいいという状況があります。しかし清掃時期が遅くなると汚泥が凝固したり、装
置や附属機器類の汚れもひどくなったりして、洗浄・清掃に手間がかかるため清掃料金が高くなってし
まいます。浄化槽法の定めがあるので難しい部分もありますが、浄化槽管理の在り方について何らかの

対策が必要になっています。さらには、し尿（浄化槽汚泥も含む）汲み取り料金が、笠間地区は10円/㍑、
友部岩間地区は 13 円 / ㍑と差があるなか、浄化槽の清掃料金は笠間地区も友部岩間地区も 15 円 / ㍑です

から、汲み取り料金に比べ友部岩間地区２円/㍑高いのに対し、笠間地区は５円/㍑も高くなっています。
この料金の差による不公平感も解消していかなければなりません。

ところが、
「浄化槽法における浄化槽の保守点検及び清掃に関する権限は市ではなく県にある」
「許可制

の場合は市が処理手数料を条例で定めることができないので、市では料
金を統一することはできない」というのが市の態度です。確かに許可制と

いうのは、利用者と許可事業者間で申し込みや手数料を支払って、許可事
業者がくみ取りを行う制度ですから、市が条例で料金を定めることはでき

ません。しかし一方では、
「し尿汲取り料金は多分に公的要素を含んでいる

ので、業者によって不公平感が生じないようにしなければならない」とい
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う役割が行政にあることも、浄化槽法の解釈の中で説明されています。
「市が料金に関する審議会をつく

って諮問し、その審議会の答申を受けた後に、審議結果を踏まえた意見を市が事業者に通知して、この

意見を基に許可事業者が料金を決めるという方法で、料金に対する市の責務を果たすことができるので

はないか」ということも提案しましたが、
「料金に関する審議会を設置しているところがあるのは知って
いるが、笠間市では考えていない。市において適正に検討していきたい」
（市民生活部長）という答弁し
かありませんでした。

これまで石松としおも「複数社体制にして競争性を高めれば市民の不

満解消につながる」と考えてきましたが、一般廃棄物処理基本計画の策

定過程や今回の質問を通して、市に権限がないことや許可体制であると
いうことを理由にした業者任せにし過ぎる市の姿勢に問題があることが

明らかになりました。し尿収集区域の一本化だけに問題を矮小化するの
でなく、浄化槽管理の在り方や料金の問題に対して、もっと市の積極的

なかかわりを求めていかなければなりません。引き続き議会で取り上げ
ていきます。

委託方式は、あくまで市が実施主体となる方式なので、収集・運搬の方法については委託契約の中で市
町村が定める条件に従わなければならず、市民から徴収する収集料金（手数料）はそのまま市町村の歳

入にしなければならない。代わりに収集・運搬にかかる費用については、市が委託料として業者に支払う。
許可方式は、業者の主体的な企業活動に収集・運搬を委ねる方式で、市民から徴収する手数料は業者
の収入となり、収集・運搬にかかる費用はその手数料収入で賄い、市は収集費用を支払わない。

保護者や地域の意見を取り入れた学校づくりを
「みなみ学園義務教育学校」が開校して１年７カ月が経過しました（昨年 11 月現在）。義務教育９年間

全体を見通して、学年ごとの児童生徒の発達段階に応じた一貫性のある学習指導や生徒指導を実施でき
るのが義務教育学校であり、子どもたちの学習習慣の定着を図り、学力の向上が期待できることや、小

学校から中学校に進学した際に、学習内容や生活のリズムになじむことができない、いわゆる中１ギャ
ップの軽減、いじめや不登校の減少など、メリットがあると言われてきました。しかし７年生のうち７

名が、部活（自分の入りたい部活動がない）を理由に笠間中学校に進んでいるという現実があります。こ
れについては「今後の部活動のあり方等の検討の中で考えていく」
（教育長）ということでしたが、
「学校
の垣根を超えた部活動のあり方や外部指導員制度の早期の導入等々、みなみ学園にいても自分のやりた
い部活動ができる環境づくり」を求めました。

また義務教育学校発足にあたって、保護者はもとより地域の方々と学校の在り方について話し合いな

がら進めてきたという経過から、コミニティースクールの導入の可能性について尋ねたところ、
「コミニ

ティースクールの導入に向けて取り組みを進めている」ことが教育長の答弁のなかで明らかにされまし

た。これにより学校運営協議会制度が導入され、保護者や地域の方々の意見が学校運営に取り入れられ
やすくなります。

旧南中学校校舎を増築し、平成 33 年４月から施設一体型の義務教育学校となることが決まっています

が、旧南小学校校舎の利活用について尋ねたところ、
「まだ検討は始まってないが、地域の意向を踏まえ

ながら、公有財産利活用検討委員会で検討していきたい」
（教育長）という答弁がありました。できるだ
け早いうちに地域の方々が意見を言える場や機会を設けて利活用の検討を始めるように求めました。
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コミニティースクール（学校運営協議会）
保護者や地域が学校の様々な課題解決に参画し、それ
ぞれの立場で主体的に子どもたちの成長を支えていく

ための仕組み。コミニティースクールを導入し、放課
後関係者が学校運営協議会の委員になることなどによ

り、学校関係者と放課後関係者が情報や課題を共有し
たり、教育目標や目指すべき子ども像につい協議をし

たりするなど、学校・家庭・地域の連携・協働体制を
構築することができる。

10月２日 県西議長会臨時会
４日 菊まつり図画コンクール審査
６日 敬老会
労大まなぶ全国交流
７日 消防ポンプ操法競技大会
10日 連合中央地協政策懇談会
15日 友部駅頭チラシ配布行動
16日 岩間駅頭チラシ配布行動
18日 筑波山ジオパーク議連
20日 ふるさとまつり
菊まつり開会式
23日 全員協議会
24日 筑波山ジオパーク議連総会
27日 防災訓練
30日 連合茨城大会
11月１日 矢板市政60周年記念式典
４日 菊まつり図画コンクール表彰式
５日 本会議
７日 本会議
８日 教育福祉委員会
12日 本会議
13日 本会議
15日 本会議
17日 笠間市長旗杯少年野球大会
20日 連合中央地協大会
12月２日 市議会議員選挙告示
９日 市議会議員選挙投票日
13日 ＰＣサークル
16日 社民党北関東Ｂ総会
19日 自治研センター理事会
20日 ＰＣサークル
22日 石岡市新庁舎竣工式
25日 社民党県政要望提出
26日 全員協議会
27日 臨時議会
29日 社民党笠間支部会議

石松としお

正念場を迎える東海第二原発
再稼働反対の運動
原子力規制委員会による東海第２原発の「設置変更申請」の許可

と「工事計画」の認可、そして「運転期間延長」の認可により、再稼
働阻止の闘いはいよいよ正念場を迎えます。茨城県と周辺６市村が
再稼働に同意するかどうかが大きな焦点となります。これからはま
すます一部の政党や団体に限られた運動ではなく、主義主張を超え

た多くの市民が反対の意思表示をできるような運動の展開が求め
られています。

石松としおは「東海第二原発差止訴訟団」の原告の一人として裁

判に参加していますが、昨年12月25日に東海第二原発に対する「設

置変更許可処分」
「工事計画認可処分」
「運転期間延長認可処分」
「保
安規定変更認可処分」への「行政不服審査請求」を行いました。東

海第二原発再稼働阻止に向け、一人でも多くのみなさまのご協力を
よろしくお願いいたします。

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
読者登録していただくと『石松としおニュースレター』を毎号（年４回）
無料で郵送させていただきます。是非下記までお申し込みください。

ＴＥＬ／ＦＡＸ ０２９６−７８−３７３９
（留守の場合はFAXか留守電にお名前とご連絡先をお入れください）

Email：isimatu@poplar.ocn.ne.jp

検索

石松としおのホームページはYahooやGoogle
などで検索できます。

石松としおの活動公開中
http://www.t-ishimatsu.com/
facebookやtwitterもご覧ください。

