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昨年 12 月２日から 13 日の会期で開かれた第４回定例会は、提案された全ての議案が可決しました。

主な議題と決まったことは次の通りです。

12月議会ではつぎのことを決めました

１、人事院勧告に基づき笠間市職員の給与が改定され、一般職員で給与月額 0 . 1 ％増・ボー
ナス0.05ヶ月増となりました。
２、
「会計年度任用職員制度」導入に伴う各条例を改正しました。
「会計年度任用職員」は、図のように

フルタイムと短時間勤務（パートタイ
ム）に分類されますが、笠間市はこれま

での「一般職非常勤職員制度」を踏まえ

て、パートタイム任用職員を基本としま

す。 この制度の導入によりパートタイ
ム職員にも期末手当が支払われるよう

になります。 さらに正規職員と会計年
度任用職員の恒常的業務を見直し、 そ

れぞれの業務内容が明確化されました。
これにより令和２年度約 6 , 400 万円、3

年度には約 9 , 700 万円支出が増えます

が、12 月の記者会見で総務大臣が「地方財政計画において 1 , 700 億円程度を増額計上し、必要となる一

般財源を確保している」と発言していることから、国おいて地方交付税措置されるので、市の財源から
の支出増はないものと思われます。

市議会議員は年賀状を出せません
【公職選挙法第147条の2】
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・残暑見舞状

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。

３、あたご天狗の森スカイロッジの
公民連携事業を進めるため
「設置管理条例」を廃止しました。
スカイロッジの施設及び敷地を総額

1 , 400 万円で 10 年 116 日間民間事業者に
貸し付けます。民間のノウハウや資金力を
活用して民間事業者が施設を運営するこ

とにより、観光客やインバウンド誘客によ

る観光交流人口の増大や観光振興を図り、
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老朽化した施設を民間事業者が適切に維持管理することにより市の財政負担が軽減されます。

４、次の指定管理者を新たに決めました（指定期間は令和２〜６年度）。
①地域交流センターいわま「あたご」→ ( 株 ) セイウン

②笠間駅北口駐輪場と駐車場→笠間観光協会

③稲田駅前駐輪場と駐車場及び福原駅前駐車場→ JROB 会 ④笠間市児童館→（株）シダックス大新東ヒ
ューマンサービス

５、笠間・水戸環境組合の解散を決めました。
水戸市（旧内原町）が今年度末で組合を脱退するので、環境組合の解散を決めました。今後は友部・岩

間地区のごみ処理及び「ゆかいふれあいセンター」の管理運営は、笠間市の事業となります。組合解散と
同時に組合議会もなくなるので、予算・決算の審査や議決、管理運営のチェック等は笠間市議会で行う
ことになります。

石松としおの一般質問から

当事者や保護者のニーズに合った「児童発達支援センター」の設置を
「発達障害」については、平成26年９月議会で「国の法律で、精神障害以外に発達障害についても障害

として正式に位置づけられ、発達障害を持つ市民が弱点をカバーして社会生活できるように支援するこ
とが市の責務として『発達障害支援法』に定められたにもかかわらず、当時の『笠間市障害者計画』や『障

害者福祉計画』に発達障害について明記されていない」
「発達障害を生得的なものとして捉えきれていな
い市の不十分さ」について指摘しました。さらに平成 29 年９月議会では「『児童発達支援センター』の必
要性と ､ 当事者や保護者が相談しやすい身近な場所にセンターの設置」を求めました。そして国が「令和

２年度末までに児童発達支援センターを市町村に１カ所以上設置」という基本方針を掲げたこともあっ
て、
「旧友部保健センター」の建物を使って「笠間市児童発達支援センター」
（４月開設予定）が設置され
ることになりました。

相談事業で約 150 人・育成事業で約 120 人

の利用が想定されていますが、１歳半と３歳
の乳幼児健診で疑いも含めた発達障害の出現

率は 14 〜 15 ％ですから、潜在的利用対象者
はもっといると思われます。潜在的利用者の
数とそのニーズの把握に努めるよう求めまし

た。またセンターの事業内容については、図

のように「①支援コーディネート機能、②相
談支援機能、③育成支援機能、④教育支援機

能—４つの機能を軸に、総合的に支援する」
と説明されました。それらに加えて「保育園
や幼稚園、こども園で、発達障害のある幼児

が特別なものとして扱われるのではなく、障害のない幼児と一緒に園の中で生活できる環境の整備が大

事である。そのためには訪問支援や巡回相談だけでなく、保育士や幼稚園教諭を発達障害コーディネー

ターとして育成する事業」
「発達障害に関する情報収集と提供機能、それに伴う情報管理のルールづくり」

「民間事業所やＮＰＯの育成支援体制と『児童発達支援ガイドライン』の作成」も検討するよう求めました。
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なんとしても「５歳児健診」の実現を！
日本の乳幼児健診は世界一と言われていますから、１歳半及び３歳児健診で発達面での所見があった

場合は、ほぼ確実にフォローアップ（療育支援）につながっています。しかし５歳児は健診ではなく「発

達相談」なので、
「悉皆健診」
（すべての子どもが受ける健診）ではありません。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。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歳児が保育園や幼稚園、こど
も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、国も「５歳
児健診」を推奨していますし、導入する市町村が増

えています。改めて「５歳児健診」の実施を求めま
したが、
「専門医の確保が困難であることや、健診
後のフォローが課題とされていることから、市とし

ては『児童発達支援センター』を構築して、相談体

制の充実を図ることで関係機関との支援体制を強化

していくので、
『５歳児健診』の実施は考えていない」
という答えでした。それでも「専門医の確保につい
ては努力する」と言われたので、諦めずに引き続き

「５歳児健診」の実施を求めていきたいと思います。

常に防災対策や避難計画の実行性の検証を
原子力災害広域避難計画の実行性の検証については、
「周辺14市町村の計画が出そろってないなか、総

合的な検証については非常に難しい。市独自で実施できる訓練を行って実行性を高めていきたい」とい
うことでした。また複合災害については「単独災害時における課題を洗い出して、整理した後に複合災
害の検討をしていく」ということでした。
「東海第二原発は稼働していなくても、使用済み核燃料含め放

射性物質は貯蔵されている。災害は待ってくれないし、単独災害よりも複合災害の可能性の方が高いと
いうなか、市としてどう対応するのか考えておく必要があるのではないか」と詰めたところ、
「原子力と

自然災害の複合、自然災害同士の複合など全ての複合を想定
した訓練やシミュレーションは難しいが、自然災害と原子力
災害の複合は起こり得る可能性が最も高いものなので、シミ
ュレーションをした上でどんな活動が必要なのか十分備えて
いきたい」という答弁がありました。

また先回の質問で「安定ヨウ素剤について、ＵＰＺ圏外の市

民の分も確保すべき」と指摘したところ、
「県と協議をしなが
ら増やすことを考えていきたい」と答弁されたので、その結果

の確認をとったところ「市民全員に配布可能な量（約10万人分）
の備蓄が完了している」ということでした。

12 月 21 日に旧笠間市役所跡地で行われた「原子力災害対応

訓練」を見学しました。今回の訓練は県や日本原子力研究開発
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機構など関係機関と初めての合同訓練で、大原小学校と旧東中学校が一時集合場所になっている７地区

の住民 29 人が参加しました。バスや自家用車に分乗し、放射性物質の付着を調べる中継所「避難退域時

検査場」で原子力機構の職員による放射線物質の測定と除染の訓練が行われました。今回は人数が少な

かったので比較的スムーズでしたが、実際の事故時はかなりの人数になり、大混乱になると思われます。
また除染を行った人の記録や被曝への対応が行われませんでした。この訓練の結果が広域避難計画の実
行性の検証にどのように活かされるのか見極めなければなりません。

笠間市には、30 の指定避難所と５カ所の福祉避難所がありますが、今回の台風 19 号の際、市として

は指定避難所のうち４カ所を開設しましたが、それ以外にも地区や自主防災組織により、寺崎・上加賀

田の各公民館や日沢地区の集会所に自主的な避難所が開設されました。指定避難所については運営マニ

ュアルがありますが、自主的な避難所にはありません。マニュアルや制度的なものの整備を求めたところ、
「避難所マニュアル」の公開と「届出地区避難所登録制度」
（災害時

10月２日
３日
４日
５日
９日
15日
16日
17日
21日
24日
27日
28日
29日
31日
11月２日
６日
７日
12日
20日
21日
22日
25日
26日
27日
28日
12月２日
４日
５日
９日
10日
11日
12日
13日
15日
16日
19日
21日
23日
29日

社民党２区支部連合会議
ＰＣサークル
国体野球大会観戦
敬老会
教育福祉委員会視察研修
友部駅頭チラシ配布行動
岩間駅頭チラシ配布行動
ＰＣサークル
臨時議会
連合中央地協政策懇談会
日赤労組茨城県本部大会
高萩市議選・いわき県議選激励訪問
連合茨城大会
ＰＣサークル
社民党女性局介護医療学習会
笠間市地方自治研究講演会
ＰＣサークル
会派視察研修
自治研水戸市調査
全員協議会
社民党北関東Ｂ総会
議運
社民党県連常任幹事会
みなみ学園ＩＣＴ教育研究発表会
ＰＣサークル
本会議
本会議
教育福祉委員会
本会議
本会議
本会議
ＰＣサークル
本会議
福島みずほ政治スクールin水戸
会派市長予算要望懇談会
自治研センター理事会
広域避難訓練見学
社民党県政策要望提出
社民党笠間支部忘年会
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に地域の集会所等を自主的に開設する「届出地区避難所」の登録制
度）が創設されることになりました。

◇「東海第二原発再稼働に反対する意見書提出を求める
請願」
（南友部地区）不採択に

この請願が議会に提出される前に「意見書の提出先に問題がある

ため不採択となる」
（詳細は「石松としおのニュースレター」№78参

照）ことを請願提出者に話し、さらに継続審査中には「一度請願を
取り下げて、意見書の提出先を書き換えて再提出していただけない

か」代表の方にお願いしましたが、聞き入れて頂けませんでした。
その結果今定例会で賛成少数（賛成７・反対14）の否決となりました。

◇市内全小中学校のトイレが改修される

議員の連名で「市内小中学校トイレ改修要望書」を市長に提出し

ていましたが、未改修だった友部小学校・北川根小学校・岩間第二

小学校のトイレ改修工事への国からの補助事業が内定しましたの
で、３月議会で補正予算を議決の後、夏休み期間中に３校のトイレ
改修工事が行われる予定です。これにより市内小中学校全てのトイ
レ改修が完了します。
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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。

