平成28年第3回定例会 行政報告（平成28年第2回定例会以降分）
平成28年8月31日提出
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【市民協働課】
（１）国際交流事業（姉妹都市訪問団受入）
・実施期間：7 月 14 日（水）～7 月 28 日（木）

15 日間

・受入人数：18 人
・目

的：
本市の国際姉妹都市であるアビリンからの，訪問団を受入れすることによ
り，両市の相互理解・交流を深化させ，互いの文化，経済，福祉など各分野
の向上，発展を図ることをねらいとする。

・事業内容：
中学生 1 人，高校生 9 人，市長含む大人 8 人の計 18 人による訪問団を受入
れた。受入れに際し，ホストファミリーとして 20 世帯の協力を得て 2 回の事
前研修を実施した。また，通訳など協力者として「野いばらの会」などの市
民団体や，国際交流ボランティアバンク登録者など，延べ 76 人の協力をいた
だいた。
両市長による今後の交流のあり方について意見交換を行った。

（２）コミュニティ活動活性化事業(第 11 回小美玉市ふるさとふれあいまつり)
・実施日等：前夜祭 8 月 26 日（金），ふるさとふれあいまつり 8 月 27 日（土）
希望ヶ丘公園を会場に開催。
・実施体制：
企画・運営を市民が主体となり実行委員会，企画運営委員会を組織すると
ともに，各行政区・各種団体から運営委員のご協力をいただいた。
実行委員 24 名，企画運営委員 24 名，運営委員 118 名。
・目

的：
市の一体感の醸成と市民相互の心のふれあいや地域文化の高まりを求め
て，ふるさとを愛する心を養い，心豊かなまちづくりに資するものとする。
・スローガン：「みんなの力を一つに！踏み出せ！明日へ！」
・テ ー マ：「明日に向かって、みんなでつくろう

（３）行政区運営事業（区長会県内視察研修）
・実 施 日：平成 28 年 8 月 5 日(金)
-1-

大きな輪」

・参加人数：区長 47 名，事務局 4 名，計 51 名
・視察場所：牛久市
・視察内容：牛久市の住民自治組織（区長制度，市からの支援制度）
牛久市地域コミュニティ事業（通称：たまり場補助金）
牛久市防災会及び防犯灯の LED 化
意見交換

産

業

経

済

部

【空港対策課】
（１）茨城空港の現状
① 国際線の状況
・韓国済州チャーター便，ベトナム・ダナンチャーター便の運航
7 月 16 日（土）に「ジンエアー」による韓国・済州島チャーター便が，7 月
30 日（土）には「ベトナム航空」によるベトナム・ダナンチャーター便がそ
れぞれ運航された。当日は搭乗客に対し，「ゆるキャラ」による賑わいづくり
や県から記念品・市からはヨーグルトの配布等を行った。
② 国内線の状況
・稚内（北海道）チャーター便の運航
フジドリームエアラインズ（FDA）による稚内チャーター便が 6 月 30 日（木），
7 月 3 日（日），7 月 6 日（水）に運航された。当日は，出発客に対して記念品
の配付や茨城空港応援大使によるお見送り等を行った。
③ 来場者の状況
・来場者
開港からの空港来場者数累計は，7 月末日で約 752 万 6,000 人となり，4 月
から 7 月までの前年同時期と比較すると 1 万 8,600 人の増，率にして 4.0％の
増となった。

（２）茨城空港地域活性化事業
小美玉市茨城空港利用促進協議会の活動
① 観光・PR 事業
・茨城空港応援大使による利用促進活動
茨城空港応援大使は，鉾田市で開催された「全国メロンサミット」や茨城町
の「ひぬまあじさいまつり」，「七夕フライト in 茨城空港」などのイベントに
おいて，積極的に茨城空港や小美玉市の PR を行った。
また，7 月 17 日には，北海道千歳市において開催された「スカイ・ビア＆
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YOSAKOI 祭」に参加し，ステージ PR において茨城県や小美玉市の観光資源につ
いて積極的に PR を行った。
② 賑わいづくり事業
・スカイスリーフェスタの開催
5 月 28 日（土）と 29 日（日）の 2 日間，茨城空港で開催した。今回は，小
学生 3 年生から 6 年生を対象にアナウンサー体験や畳づ
くり体験など様々な職業体験を行う「わんぱく教室チャレンジ編」を開催した結
果，2 日間で 11,500 人の来場者があった。

都

市

建

設
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【建設課】
（１） 防衛省補助を活用した道路事業
・調整交付金事業：与沢地内「市道小 30266 号線外１」，飯前地内「市道小 20194
号線外 2」，山野地内「市道小 108 号線外１」においては，道路改良工事の発注
が完了した。
「市道小 108 号線外 1」においては,平成 27 年度に道路の流末排水
路が全て完成し，本線改良工事のみとなった。
下吉影地内「小 30225 号線外 2」，野田地内「小 10371 号線外 1」においては，
道路改良工事の発注準備ができた。また，飯前地内「小 21102 号線歩道整備」
においても今年度分の工事発注の準備ができた。
中延地内「市道小 10742 号線外１」外 1 路線においては，引き続き用地買収を
実施している。
下吉影地内「市道小 30210 号線」においては，用地買収の準備を進めている。
中央線「市道小 10911 号線」においては，道路基金を活用し，用地買収を実施
しながら佐才地区内の一部区間を前年度に引き続き改良工事の準備を進めてい
る。
・再編交付金事業：下吉影地内「市道小 30176 号線外 2」，上合地内「市道小 209
号線」において，道路改良工事の発注が完了した。
外之内地内「小 20284 号線」においては，道路詳細設計を行い地区説明会の準
備を進めている。

（２）その他の道路事業等
・農道・かんがい排水整備事業：羽鳥地内「金谷久保地区農道整備事業」におい
て，延長約３４０ｍの工事が完了し，残りについて用地買収を実施している。
・社会資本整備総合交付金事業：高崎地内「市道玉 793 号線」において引き続き
用地買収を実施しており，工事発注の準備をしている。
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・防災安全交付金事業：羽鳥地内「市道美 2-9 号線」外 3 路線において用地買収
を実施し，工事を発注した。小川地内「市道小 107 号線」においては，道路詳
細設計業務を実施している。
・道整備交付金事業：柴高・西郷地地内の「市道美 1-8 号線」において，第 1 工
区の用地買収及び第 2 工区の道路詳細設計業務を実施しており，第１工区の工
事発注の準備をしている。
・市単独事業：西郷地地内「市道美 327 号線」外 1 路線において用地買収を実施
し，工事を発注した。

【幹線道路推進課】
（１）国土交通省補助等及び合併特例債を活用した道路事業
・羽鳥宿張星線：全線開通に向けて引続き用地買収を進めている。
・栗又四ケ線：上馬場地内交差点部の道路改良舗装工事が完成。小井戸地内につ
いては引き続き用地買収を進め，栗又四ケ地内の国道 355 号接続部については，
測量設計を進める。
・市道美 1627 号線：納場地内の道路改良舗装工事，延長約 210ｍが 5 月末に完成
した。張星地内の道路改良舗装工事，延長約 320ｍ区間は 2 月に契約し工事中
であり，延長約 300ｍ区間は 6 月に契約し工事中である。引続き用地買収と併
せて事業の進捗を図る。
・市道小 10916 号線：平成 28 年度は用地買収及び一部工事を実施した。引き続
き県と協力し事業の進捗を図る。

（２）防衛省補助を活用した道路事業
・民生安定事業：下吉影地内の「市道小 21114 号線」は延長約 310ｍが 5 月末に
完成した。

【下水道課】
（１）公共下水道事業
・整備概要
管渠整備事業については，これまでに花野井・小曽納・栗又四ケ地区等の管渠
埋設工事 10 件及び実施設計委託 5 件を発注した。すべての箇所において，工期
内完成を目指して順調に進捗している。

（２）農業集落排水事業
・整備概要
巴中部Ⅱ期地区（上吉影及び飯前地区の一部）において管路埋設工事 8 件、舗
装復旧工事 3 件を発注し、工期内完成を目指して順調に進捗している。今後も
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引き続き，管路埋設工事及びマンホールポンプ設置工事の発注を予定しており、
年度内完成を目指していく。

（３）戸別浄化槽事業
・整備概要
これまでに 3 件の工事を発注し、6 基の浄化槽の設置を進めている。工期内完
成を目指し順調に進捗している。
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【施設整備課】
（１）旧小川高校改修工事について
①工事概要
校舎改修工事
鉄筋コンクリート造 4階建て 5,048.34㎡
鉄骨造（EV増築）
鉄骨造 4階建て 272.75㎡
体育館改修工事
鉄筋コンクリート造 2階建て 2,804.74㎡
外構工事
駐輪場改修，駐車場・歩道改修，浄化槽解体など
②請負業者
鈴木良・内藤特定建設工事共同企業体
③契約金額
753,840,000円
④工期

平成28年6月18日から平成29年3月24日

280日間

⑤進捗状況（7月末現在）
・準備工事として，現場調査や施工図の作成を行った。仮設工事では，現場事
務所設置や電気・給排水接続及び内部廊下と床面養生を実施した。
また，解体工事では，鉄筋コンクリート躯体解体部仕上げ撤去及び校舎3・4
階内装解体を実施した他，増築部壁や2階間仕切り部の鉄筋コンクリート壁の
解体などに着手した。
・これらの工程を経て，現時点での旧小川高校改修工事全体の進捗率は6.5％
である。

（２）小中学校規模配置適正化実施計画について
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①（仮称）小川・橘統合小学校
・6月に第6回の統合準備委員会を開催した。主たる内容としては，年度スケジ
ュールや統合小学校の校名の選定方法などについて協議した。
その後，7月の第7回統合準備委員会にて，校名募集に関する対象者の範囲や
募集方法を決定し，7月20日(水)から9月1日(木)の期間で校名募集を開始した。
②玉里地区小中一貫校
・6月に第5回の建設準備委員会を開催した。年度スケジュールの他，前年度末
に実施した小中一貫校のソフト・ハード面などに関するアンケート結果につい
て意見を交わした。
第6回は，7月11日(月)に小中一貫校先進校視察として，千葉県成田市の下総
みどり学園を視察した。
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【水道課】
（１）防衛省補助を活用した事業
○民生安定施設整備助成事業
委

託

・小美玉市内において，老朽管路更新計画書作成業務委託を実施して
いる。
・野田地内において，配水管更新工事実施設計業務委託を実施してい
る。

（２）その他の水道事業等
○単独事業
委

託

・山野・飯前・与沢地内において，配水管布設工事実施設計業務委託
を実施している。
・上吉影・大谷地内において，配水管布設工事実施設計業務委託を実
施している。
・柴高・小曽納地内において，配水管布設工事実施設計業務委託を実
施している。
工

事

・小川地内において，配水管布設替工事を実施している。
・飯前地内において，農業集楽排水整備事業に伴う配水管布設替工事
２件を附帯工事により実施している。
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・張星地内において，道路改良舗装工事に伴う配水管布設工事を付帯
工事により実施している。
・中野谷地内において，美野里浄水場中央監視装置改修工事を実施し
ている。
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