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平成28年度市政モニター「モニターの声」提出内容一覧

内　　　容 ページ 備　考

1 スクールバスの表示について 1

2 ごみ袋の価格検討依頼について 1～2

3 ボランティアについて 2～3

4
茨城空港の海外での知名度アップと利用者
増加対策について

3～4

5 資源ゴミの回収について 4～5

6 街路樹の選定について 6

7 四季健康館の下足入れ　について 7

8 矢印信号の設置について 7～8

9 燃えるゴミ専用袋の寸法変更について 8～9

10 犬、猫に関して 9～10

11 樹木、雑草によるカーブミラー等について 10

12 道路水溜りの改善について 11

13 小美玉市の旗艦となる公園について 12

14 図書館について 12～13

15 道路補修について 13



 

Ｎｏ．１   

件 名  スクールバスの表示について 

内 容 

 スクールバスとわかる表示と児童への指導 

美野里地区を走行中一般のバスが止まったので注意しながら前に出ようとしたら

子供が飛び出してきて、急ブレーキで難を逃れました。一般のバスと思っていたらス

クールバスでした。バスの後ろ側にもスクールバスだと分かる表示を付ける様指導お

願いしたいのと、子供達にも親御さん又学校から強く横断時期の注意方法をご指導お

願い致します。 

                 以上  (これは知人からの要望です) 

 

回 答 

 

 この度は、貴重なご意見をいただき誠にありがとうございました。 

まず、「スクールバスとわかる表示」についてお答えします。 

本市におきましては、スクールバスはございません。 

しかしながら、路線バス等で登下校している児童はいます。乗客が児童のみという

時間帯もあるかと思います。 

次に、「児童への指導」についてお答えします。 

危険な思いをさせてしまいまして、大変申し訳ありませんでした。 

児童の交通事故の原因のひとつとして、基本的な交通ルールの教育、訓練の不足が

指摘されています。毎年、市内各小学校では、児童に車社会に順応する知識を身に付

けさせるとともに、児童を通じて各家庭に意識の向上を目指すことを目的とし、交通

安全教室を実施しております。 

さらに、交通安全については、各学級等で繰り返し指導しているところでございます。 

今回のことを踏まえ、バスで通学している児童やその保護者へ交通安全指導を強化

するよう学校に働きかけていきます。 

児童が、安全に登下校できるよう、市としても今後とも配慮してまいりますので、

ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。   

                         【学校教育課】 

 

 

Ｎｏ．２   

件 名  ごみ袋の価格検討依頼について 

内 容 

いつ 現在 

どこで 小美玉市内 

何が ごみ袋が隣の石岡市より高い 

どうな

ってい

るか 

ごみ袋の価格 

石岡市   ４５Ｌ  \１５０  ３０Ｌ  \１２０ 

小美玉市  ４５Ｌ  \２００  ３０Ｌ  \１５０ 

【改善案】 

 ごみ袋の価格改定の検討は出来ないか 

 石岡市の価格に合わせる 



回 答 

この度は、指定ごみ袋の価格につきまして、貴重なご意見をいただきありがとうご

ざいます。 

指定ごみ袋の価格は，可燃ごみを処理するための手数料の一部を徴収するために有

料化しておりますが、これについては市町村ごとに条例で定めており、小美玉市でも

「小美玉市廃棄物の減量及び処理に関する条例」の第１６条に定められております。

この条例は合併時に制定されたものですが、合併後も見直しを行い、市民の方の負担

を軽減するため、料金を石上様のご提案にある様に45ℓ/150円・30ℓ/120円（現在の石

岡市の金額）に改定することも検討いたしました。 

しかし、小美玉市のごみ処理場（茨城美野里環境組合及び霞台厚生施設組合）への

ごみの搬入量は年々増加傾向にあり、それに伴いまして処理費用も同様に年々増加し

てきております。 

具体的には， 

平成２３年度 ごみ搬入量 15,909ｔ/年  処理費用 328,322千円/年 

    ↓ 

平成２６年度 ごみ搬入量 16,347ｔ/年  処理費用 354,255千円/年 

    ↓ 

平成２７年度 ごみ搬入量 16,574ｔ/年  処理費用 370,758千円/年 

となっております。 

この様に、小美玉市のごみ処理費用は年々微増傾向にあり、その財源確保は厳しい

状況が続いております。このことを市民の皆様にご理解いただき、併せて各家庭から

出るごみの排出量を少しでも抑える意識を向上させることを目的として、現行の金額

を設定しております。 

何卒ご理解ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

回答部署【 環境課 】 

 

Ｎｏ．３   

件 名  ボランティアについて 

【現 状】 

近くの知り合いの方とゴミ拾いの話しをしているとき、その方が少し前の事だった

けど、しかる部署にゴミ拾いのボランティアをやりたいのでゴミ袋を支給してくれな

いかと言ったらあっさり断られてがっかりして、それっきりやっていないと言われて

いました。少々残念に思ったことと、こういう場合はどのような手続きをすればいい

のでしょうか。私の継続者としていい話だと思いますので宜しくお願いします。 

  

回 答 

日頃から、大変お世話になっております 

この度は、貴重なご意見をありがとうございます。 

櫻井様のお知り合いの方がごみ袋の支給を受けたく相談したところ、あっさりと断

られてしまい、お知り合いの方のみならず櫻井様まで残念な思いをされてしまわれた

との事、対応の不届きを改めてお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。 

また、ごみ袋の支給（無料配布）を受けるための手続きについてですが、現在環境

課では、指定ごみ袋の支給は実施しておりません事をご理解いただきたく存じます。 

代わりに、小美玉市には「環境保全小美玉市民会議」という組織がございまして、

環境課が事務局となっております。この組織は、市の環境保全に賛同する市内の団体

により構成され、区長会や不法投棄監視員も加盟しております。 



 

 この組織では、市の指定ごみ袋とは別にごみ袋を作成しており、事務局の環境課か

ら構成団体の代表者に、その団体が行う環境美化活動に必要な枚数のごみ袋を配布し

ております。 

従いまして、櫻井様やお知り合いの方へ直接ごみ袋を支給することは出来ません

が、市の環境保全のためごみ拾いのボランティア活動を実施したい旨を区長さんや地

区の不法投棄監視員さんにご相談いただければ、その方を通して小美玉市民会議の袋

をお配りすることは可能です。 

併せて、どの様な団体が環境保全小美玉市民会議に加盟しているのか、環境課へお

問い合せいただければご紹介することも可能です。 

櫻井様の環境美化へお心遣いやその活動に対し、感謝申し上げます。今後ともご協

力の程、よろしくお願いいたします。  

 回答部署【環境課】 

 

Ｎｏ．４   

件 名  茨城空港の海外での知名度アップと利用者増加対策 について 

内 容 

  

い つ 現在 

どこで 茨城空港 

誰 が 空港の利用者 

どうな

ってい

るか 

需要予測（81万人）を大幅に下回っている。 

特に国際線は就航路線が少なく国際線旅客者数は減少しており、将来

が心配される。 

  

空港が開港して 7年半が経過（2010年 3月開港）した。旅客数は年々増加してい

るものの、年間 61万人程度で目標とする 81万人には及ばない状況にある。特に国

際線はソウル便や台湾便などの定期路線が廃止され、現在は上海便のみとなってお

り、そのことが国際線の利用者減少につながっている。東京に近い空港ながら知名

度の低さ、交通アクセスの悪さも定期路線の新規参入が少ない要因とも考えます。 

2～3年後には茨城空港から石岡小美玉スマートインターまでのアクセス道路が

整備される予定で、これを利用することによって渋滞もなく東京方面に行く時間も

かなり短縮されます。東京に近い空港であることをアピールし知名度アップを図

り、多くの航空会社が就航するよう働きかけていく。最近「訪日誘客支援空港」と

して国から分類され、補助金等の支援が得られることも追い風になるのではない

か。 

①知名度アップ対策として、空港の名称を東京北空港（仮称）等に変更し、海外 

に東京に近い空港であることを全面に打ち出す。 

（例）成田国際空港は当初新東京国際空港としており、他にも千葉県にありな 

 がら東京ディズニーランド、東京ドイツ村等で東京に近いことをアピール 

している。 

②東京オリンピックは多くの外国人が来日するので、知名度をアップし多くの旅

行者に利用してもらう千載一遇のチャンスである。 

③市が管理する空港ではないので、市として県、国に名称変更について地元とし

て要望していく。 



④名称変更時期は、アクセス道路開通時に合わせる。 

⑤利用者増によって市の経済、知名度アップにもつながる。                      

 

回 答 

 

この度は、「茨城空港の海外での知名度アップと利用者増加対策」について、貴重

なご意見をいただき誠にありがとうございます。ご指摘のとおり、茨城空港の航空機

搭乗者数は年々増加しており、昨年度は61万2千人余りと過去最高を記録しておりま

すが、国が開港5年後の需要予測とした80.7万人には到達しておりません。 

名称の変更につきましては、茨城空港が公募により決定した愛称でありますので、

現時点では茨城空港の名称を使用していくと聞いておりますが、茨城空港の就航対策

を担当している茨城県は、首都圏に所在し東京に近い空港であることを生かして海外

航空会社等に新規就航の働きかけを行っているところです。 

これらの方策として、茨城県では以前から、東京至近の空港であることが分かるよ

う英語表記の検討をしており、上海便を運航している春秋航空につきましては「IBAR

AKI（TOKYO）」とするように県が要請し、既に表記済みとなっているところです。 

また、ご意見のとおり、平成31年度に開催される「いきいき茨城ゆめ国体」や、平

成32年度の「東京オリンピック・パラリンピック」を見据え、空港から石岡小美玉ス

マートインターまでのアクセス道路の整備により、東京方面との更なる需要の拡大

や、新たな海外路線の就航などが期待されております。  

「訪日誘客支援空港」の認定につきましては、国際線の着陸料が最大3年間減免さ

れるなど、海外航空会社が茨城空港に新規就航しやすい材料となっております。 

いただきました貴重なご意見は県にお伝えさせていただくとともに、引き続き、更

なる茨城空港の利用促進に繋がるよう、各種施策の要望等を検討してまいりますの

で、ご理解くださいますようお願います。 

今後も県と連携し、茨城空港が皆様にとって利用しやすい空港となりますように、

また空港周辺の地域振興が図れますよう努めてまいりますので、ご支援・ご協力を賜

りますようお願い申し上げます。            回答部署【空港対策課】 

 

Ｎｏ．５   

件 名  資源ゴミの回収 について 

内 容 

  

い つ 現 在 

どこで 市 内 

何 が 市のゴミ回収で 

どうなっているか 資源ゴミがどのように処理されているのかわからない。 

 

市では、燃えるゴミ、ペットボトル、空き缶、空き瓶、陶磁器、粗大ゴミ等に分類

し回収しているが、中には資源ゴミとして売却しているものもあると思いますが、ど

のようなものが資源ゴミとして売却できるものなのか。年間の売却益はどの位になる

のか一般市民は良くわからないと思います。（私だけが無知なのかもしれませんが…） 

 私は空き缶やペットボトルは、ゴミの減量化をするため、資源ゴミとして回収して

いるスーパーの回収箱まで運んでいます。 



  

市としても空き缶やペットボトルを資源ゴミとして売却しているのであれば、広く

一般市民にも知らせて欲しいと思います。一般ゴミとして出されている中にも数多く

ペットボトルが混入されているのを見かけます。市の財源に寄与することがわかれ

ば、一般ゴミとして出される量も少なくなるのではと期待しています。 

また、雑誌、段ボール、新聞紙等も資源ゴミとして月1回位回収日があっても良いの

ではないかと思いますが検討をお願いします。 

 

 

回 答 

 この度は、貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。 

資源化可能なゴミは、カン・金属類，無色のびん、茶色のびん、その他のびん、ガ

ラス・陶磁器類、古紙類（新聞紙，段ボール，雑誌）、ペットボトルがございます。

ほかに粗大ゴミからも選別し、可能なものは資源化されています。 

小美玉市のごみは、現在お住まいの地区により、霞台厚生施設組合、茨城美野里環

境組合でそれぞれ中間処理され、その後民間委託され資源化されています。 

平成２８年度の資源ごみ売却額は、霞台厚生施設組合が約966万円、茨城美野里環

境組合が約553万円になります。 

スーパー独自の回収箱による資源ゴミの回収も、環境への取組として非常に素晴らし

いもので、ゴミの減量化や資源化率の向上にも繋がりますので、今後も有効に活用し

ていただければと思います。 

ゴミの資源化という言葉は知られていても、リサイクルのしくみや流れは、まだま

だ広く一般にはなじみが薄いものだと感じています。これからも広く周知し、認知度

の向上に努めて参りたいと思います。 

また、雑誌、段ボール、新聞紙等（古紙類）につきましては、現在月1～2回の回収

日を設けており、回収したものは資源化を行っておりますので、ぜひご活用ください

ますようお願いします。 

 

回答部署【 環境課 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ｎｏ．６   

件 名  街路樹の選定 について 

内 容 

  

いつ 現在 

どこで 羽鳥地区いちょう通り 

何が 

(誰が) 

銀杏の街路樹 

 

どうな

ってい

るか 

いちょう通りは、けやき通りと違い道幅も狭い。歩道も狭いう

え銀杏の木が大木となり歩行のさまたげになっている。根が舗

装部分を持ち上げて壊れてしまい、凹凸になっていて危ないし、

車いすの方は通行できない。秋には大量の落葉で近隣住宅も迷

惑している。 

 

【改善案】 

① 植栽には賛成であるが、樹木の選定を検討する余地があるのではないか。 

特に狭い道路の場合、成育が遅く大木とならないような街路樹を選定する。 

例えば 

  アメリカ花水木---低木樹で成育も遅く大木にならず花も美しい。葉も繁茂 

          しない。 

  山紅葉-----------上記のように成育も遅く紅葉が美しい。 

② 低木樹であれば、手入れも容易で金がかからない。 

 

回 答 

 

 この度は、街路樹の件につきまして貴重なご意見をいただき、誠にありがとうござ

います。 

脇山地区の都市計画道路のいちょう通りには、現在83本の街路樹が植栽されている

ところでございます。 

当該道路につきましては、市街地の美観の向上、道路環境の保全、あるいは歩行者

等の日陰の確保等を目的として、昭和60年代に植栽され、地元の皆様のご協力により

育成管理をし、いちょう通りの名称で親しまれる道路となり、夏の緑、秋の黄色と四

季折々に道路に色合いを添える存在となりました。 

一方で、植樹されてから30年が経過し大きく育ってきたため、浅野様ご指摘の通り、

歩道部分の凹凸や落葉などで近隣の皆様にはご迷惑をおかけしておりますのも事実

でございます。 

 このため、道路周辺で生活されている皆様のご負担を少しでも軽減するべく、本年

4月には、業者に委託し枝の剪定を実施したところでございます。 

 歩道部の凹凸につきましても、現地確認のうえ根切等の適正時期を勘案し、対応し

てまいりたいと存じます。 

今後も、定期的に維持管理をしていく所存でございますが、樹種変更による植替え

につきましては、浅野様のご意見を参考にさせていただくと共に、さまざまな方の意

見を集約し、方針を決めてまいりたいと存じますので、ご理解の程よろしくお願いい

たします。                       回答部署【管理課】 



Ｎｏ．７   

件 名  四季健康館の下足入れ について 

内 容 

【現 状】 

  

いつ 現在 

どこで 四季健康館 

何が(誰が) 利用者 

どうなっているか 下足入れに入れておいた靴がたびたび無くなる。 

 

毎月1回（第2土曜日）に、四季健康館の調理室を利用して開催されている市内の男

だけを対象にした「男の健康料理」の調理実習に参加している。昨年下足入れに靴を

入れておいたところ、帰りには無くなっていて、やむなくスリッパで帰宅した。今年

になっても同じ調理実習に参加した方が同じような経験をしてスリッパで帰宅した

と言っていた。これ以降調理室に下足を袋に入れ持ち込むように申し合わせている

が、食物を扱う場所でもあり衛生上好ましいとは言えない。 

 他に利用者といえば入浴施設利用者がほとんどであることから、入浴利用者とは別

にして管理できる下足入れを設置できないか。 

 

回 答 

 

 

この度は、四季健康館の下足入れの件で大変ご迷惑をおかけいたしました。 

来館者の下足が紛失してしまうことを防ぐために、従来の下足入れの一部を撤去

し、新たに「リターン式コインロッカー」を設置しました。このコインロッカーは、

100円を入れて施錠していただくと、開錠する時に100円が戻る方式となっておりま

す。 

今後とも、男の料理教室等四季健康館のご利用をお待ちしております。 

                    回答部署【健康増進課・社会福祉協議会】 

 

 

Ｎｏ．８   

件 名  矢印信号の設置について 

 

【現 状】 

 位置: 6号線竪倉中央の信号 

内容: 国道6線竪倉中央の信号にみのーれの方からと小川の方からセイミヤ、コメ

リの前を通って竪倉中央の信号に当たりますが、どちらからもこの信号にで

て右に行く信号がありません。 

市役所に行くときなんか一台も曲がることが出来ない場合があります。 

この信号機に右折が出来る矢印の信号を増設していただきたい。 

(国道線がらみでむつかしいところがあるかもしれませんが)宜しく検討下

さい。(6号線からの右折の矢印の信号はあります)みのーれの通りも結構大

きい幹線だと思いますが。 



回 答 

 

 この度は、道路の円滑な交通についてご意見をいただき、誠にありがとうございま

す。 

交差点等において車両や歩行者が円滑・安全に道路を通行するための信号機等の設

置につきましては、その道路の種類、交通量、道路周辺環境や使用状況（通学路・歩

行者の通行量が多い）など、諸々の条件によって茨城県公安委員会が判断し設置して

おります。 

信号機等（右折用信号機を含む）の設置までの流れといたしましては 

① 信号機等設置要望 

行政区長等の要望を受けて、管轄する警察署（石岡警察署）と協議し、要望を 

申請いたします。 

   ↓ 

② 管轄する警察署（石岡警察署） 

交通事故発生状況や渋滞状況、交差点・道路の条件などを総合的に判断して、 

設置の必要性があれば茨城県警察本部へ上申します。 

↓ 

③ 城県警察本部 

茨城県警察本部では、上申された内容を検討します。 

   ↓ 

④ 城県公安委員会 

最終的に茨城県公安委員会が設置を決定することになります。 

   

この度のご意見については、まず市役所秘書広聴課から地元大曲区の区長さんに、

当該交差点に市政モニターさんから右折用信号設置についてのご要望があった旨を

お伝えいたします。 

 

今後ともお気付きの点がありましたら、ご意見をお送りくださいますようお願いい

たします。 

                        回答部署【 防災管理課 】 

 

 

Ｎｏ．９   

件 名  燃えるゴミ専用袋の寸法変更 について 

内 容 

 

いつ 現在 

どこで 小美玉市内 

何が 

(誰が) 

燃えるゴミ専用袋 

 

どうな

ってい

るか 

下記略図のＡの部分で燃えるごみを入れたらはみ出さないよう

に縛るわけですが寸法が短くチョット入れ過ぎると縛りずら

い。 

３０Ｌも４５Ｌも同じです 

 



                        Ａ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【改善案】 

Ａの部分の寸法を現在３５ｍｍあるのを０にすることにより片側３５ｍｍ両方で

７０ｍｍ長くなるので縛りやすくなると思います。 

 

回 答 

 

この度は、貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。 

改善案でご提案をいただいたように、ごみ袋の真ん中を長く作る事ができれば、袋

を縛りやすくなります。しかし、ご提案をいただいたような形状に作成するためには、

型抜きの刃や一部の加工用機械を特注にする必要があります。 

現在は、業界標準的な規格の機械等で作成をしておりますが、機械が特注になると

作成可能な業者も限られ、また、ごみ袋を作成するためのコストも増えるため、販売

価格への影響も懸念されます。 

今後、利便性とコストのバランスを考慮しながら検討をして参りたいと存じますの

で、ご了承くださいますようお願いいたします。 

回答部署【環境課】 

 

 

Ｎｏ．１０   

件 名  犬、猫に関して 

内 容 

 野良及び飼い犬、猫について 

最近特に多くなったように思います犬猫ですが、野良か飼いものか分かりません

が、道路上とか畑花壇などに糞尿がそのままになっているのを多く見かけます。地区

内でも皆さん困っています。畑花壇内ですと作物花等が枯れてしまいます。犬の散歩

も多く周りに人影がないようだと知らぬ顔して糞はそのままになっています。広報誌

でもよく注意等が出ますが、まったく飼い主さんには届いていないようです(見てい

ない)。又そういう家は常会(区会)に入会していない方が多いようです。区長も困っ

て区内のいたるところに注意紙を貼っていますが一向に改善されません。犬を飼って

いる家には市から直接注意書を配布していただけたらと思います。又野良犬、猫に関

しては野犬狩り等をやって頂きたい。又隣の犬が朝早くから吠えてうるさくこっちの

方がおかしくなります(もう20年近く我慢していますが)。又区内の飼い犬が近くを通

るたびに誰彼ナシに吠えまくります。何とかならないものでしょうか。飼い犬の家に

はそれなりの機関から厳しく通達していただけたらと思います。 



回 答 

 

 本市環境行政の推進につきましては、平素より格別のご理解とご協力を賜り、厚く

お礼申し上げます。 

櫻井様におかれましては、犬猫に大変お困りのことと存じます。 

さて、飼主の適正管理についてですが、小美玉市では市報での周知や、4月・5月・

10月に実施される狂犬病集合注射時に、飼主にマナーチラシを配布し注意を促してお

ります。 

直接動物病院で狂犬病注射を接種した飼主にも、市役所窓口に接種済票を取りに来

庁する際にチラシを配布しております。 

マナーの悪い飼主についてのご相談は、飼主の住所、氏名等をご連絡いただけまし

たら、茨城県動物指導センターと連携し、合同で飼主に指導しております。 

犬・猫の駆除の件ですが、野犬につきましては狂犬病予防法により巡回と捕獲器等

での保護を行っております。猫につきましては、飼い猫か野良猫かの判断が難しい等

の理由により保護を行っておりませんが、本年4月より県による地域猫活動が始まっ

ております。野良猫を地域で飼うことで、無料での不妊・去勢手術により将来的に野

良猫を減らす対策を行っております。 

今後とも、お気付きの点がございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたし

ます。                          回答部署【環境課】 

 

Ｎｏ．１１   

件 名  樹木、雑草によるカーブミラー等について 

内 容 

【現 状】 

 樹木によりカーブミラーが見えなくなっている 

① 355線より(JAのガソリンスタンドのところから)栗又四ケに向けて行くとすぐ 

「居酒屋はつ」の前のミラーと途中の標識 

② 三東宝の「たまり施設」に行くミラー 

③ 355線よりバス専用道路を渡って今度新しく出来た道路の突き当りのミラー 

木や草で見えづらくなっていますので早急に切って頂きたい。広報「おみたま」7

月号のトップページにも「道路へ張り出している樹木・・・・・・」の切って下さい

と記事がでていますが、一向に切る様子は見えません。私も切れる所は多少切りまし

たが、切りづらい、高いとかで出来ませんので何とか手配をお願いします。石岡市に

も電話しましたがいまだにそのままになっています。歩道の雑草刈はわりと早くやっ

て頂きました。広報誌は見ない地主さんか、地元 にいない方とかの所だとも思いま

すが。 

回 答 

日頃より、市政につきましては深いご理解ご協力を賜り誠にありがとうございま

す。 

ご意見をいただきました「樹木によりカーブミラーが見えなくなっている」件でご

ざいますが、ご指摘の箇所の枝払いを実施いたしました。 

また見えにくくなった場合には、お手数をお掛けいたしますが都市建設部管理課まで

連絡をいただけますようお願い申し上げます。 

この度は、貴重なご意見ご要望をいただき誠にありがとうございました。 

今後とも市行政につきまして、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

回答部署【 管理課 】 



 

Ｎｏ．１２   

件 名  道路水溜りの改善 について 

内 容 

【現 状】 

 

いつ 29年 8月 

どこで 江戸区の「げんこつラーメン屋」の裏道り（高田方面） 

何が 

(誰が) 

雨が降ると水はけがないため、すぐに水溜りになる。 

写真参照。 

どうな

ってい

るか 

排水がなく雨が降るとすぐに水溜りができ歩くことがきつい。

深いところでは１５ｃｍ以上にもなる。雨がやんでも排水路が

ないから中々水がはけない。またこの道路は近くに小学生がお

り、通学路にもなっています。 

 

【改善案】 

 現状を確認して、早急に改善を希望します。 

  
 平成29年8月15日11時  撮影 

 

回 答 

 
 日頃より、市行政につきましては深いご理解ご協力を賜り、誠にありがとうござい

ます。 

ご指摘いただきました市道美2-1号線の「水溜りについて」でございますが、現況

はご指摘のとおり降雨の後暫く大きな水溜りとなっている状況であります。大変ご迷

惑をお掛けしております。 

現在、対応策といたしまして、雨水を飲み込む桝を設置し排水施設を整備する方向

で検討いたしております。 

今後、工事の実施に向けての計画や地元との調整及び予算の確保を進めてまいりま

すので、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。 

 

回答部署【 管理課 】 

 

 

 



Ｎｏ．１３   

件 名  小美玉市の旗艦となる公園 について 

内 容 

【現 状】 

いつ 常時 

どこで  

何が(誰が) 子どもたちが遊べる公園 

どうなっているか 運動公園は多数あるが、遊具のある公園が少ない。 

【改善案】 

○アスレチックなどの遊具 

○水戸や笠間に遊びに行っているので、小美玉にあると便利。  

 

回 答 

この度は、貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。 

お申し出のとおり、小美玉市内にある公園については遊具のある公園が少ない状況

となっております。 

新しく公園を設置するには、適正な場所の選定や整備のための財源確保が必要とな

りますが、社会経済情勢の動向や市民の皆様のご要望などを踏まえつつ、子どもたち

の遊べる公園整備について検討してまいりますので、ご理解いただきますようよろし

くお願いいたします。 

回答部署【都市整備課】 

 

 

Ｎｏ．１４   

件 名  図書館 について 

内 容 

いつ 常時 

どこで  

何が 

(誰が) 

 

 

どうなっているか 蔵書が少ない。 

図書室レベル。 

 

【改善案】 

○オシャレな図書館を整備してほしい。 

 

 

回 答 

 日頃より、小美玉市図書館をご利用いただきありがとうございます。 

また、この度は貴重なご意見をいただきありがとうございました。 

市内には、小川・玉里の図書館2館と、美野里公民館、羽鳥ふれあいセンターに図書

室2室があり、この4施設で図書館運営をしております。 



 

 蔵書数につきましては、10月末現在ですが、 

小川図書館が、一般書44,606冊、児童書27,105冊、雑誌510冊、AV資料3,641点 

 玉里図書館が、一般書34,099冊、児童書15,377冊、雑誌657冊、AV資1,297点 

美野里公民館が、一般書15,106冊、児童書7,708冊、雑誌177冊、AV資料147点 

羽鳥ふれあいセンターが、一般書3,845冊、児童書1,661冊、雑誌26冊となっており

ます。 

全体としては、一般書97,647冊、児童書51,851冊、雑誌1370冊、AV資料5,085点と

なります。 

現在、図書館の運営は、各館を同じ図書館システムで連携して運営しておりますの

で、本などをお探しの時には、職員にお尋ねいただき、ご利用の図書館に無い場合で

も、他の館などで所蔵している資料でしたら、ご利用の図書館まで取り寄せることが

できますので、どうぞお気軽に職員に声をおかけ下さい。 

建物のスペース、レイアウトなどの問題もあり、多くの本を書架に所蔵しておけな

いところもありますが、市内の図書館で連携して、サービスを提供させていただきま

す｡ 

最近では、あらたに開館する図書館などでは､飲食スペースの設置や講演等ができ

るホール、無料WiFiスポットの設置など、多様な施設を併設した図書館が増えてきて

おります。ご提案いただきましたような｢オシャレな図書館｣を目指して、市民に愛さ

れ、利用しやすいよう、工夫を凝らした運営に努めてまいりますので、ご理解くださ

るようお願いいたします。 

回答部署【生涯学習課】 

 

Ｎｏ．１５   

件 名  道路補修 について  

内 容 

いつ 常時 

どこで 長砂 

何が(誰が)  

どうなっているか 大型トラック等の通行による道路の凹凸化。 

 

【改善案】  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



 

回 答 

日頃より、市行政につきましては、深いご理解ご協力を賜り誠にありがとうござい

ます。 

ご指摘いただきました市道美2-5号線、1184号線、1185号線の道路につきましては、

現在まで幾度となく補修を行っておりますが、大型ダンプ等の通行により傷んだり凸

凹になっている状況にあります。 

大変ご迷惑をお掛けしております。 

今後、市といたしましても、こまめにパトロールを行い道路補修をしてまいります

ので、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。 

※開発事業が終了しましたら、施工業者が修復をすることになっております。 

 

回答部署【 管理課 】 

 

 

 

 

 


