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今年は 4年に1度の「笠間の選挙イヤー」です
新型コロナウィルスが、世界中で猛威を振るいはじめて２年が過ぎました。オ
ミクロン株の広がりが心配されますが、石松としおは感染症防止対策を怠らず、
本年もしっかりと議会活動に邁進してまいります。また４月に市長選挙と市議会
議員補欠選挙（議員辞職に伴い現在１名欠員）が、年末には市議会議員の本選挙（12
月 23 日任期満了）が予定されています。残り１年の議長任期を全うし、万全の態
勢で年末の選挙に臨めるよう頑張りますので、本年もよろしくお願いします。
市役所本庁舎の大規模改修が外溝工事の一部を残して
完了しました。３階の議会フロアーも全面改修され、本
会議場は県内唯一の対面式の議場になりました。是非一
度見に来てください。また今回の新型コロナのようなパンデミック（感染症や
伝染病の世界的大流行）を含めた、大規模災害発生時の行動指針である「笠間
市議会 BCP（事業継続計画）」を策定しました。今後は災害発生後直ちに「市
議会災害対策調整会議」を設置し、議員一丸となって災害対策にあたります。
会派制度や一般質問における「一問一答方式」
、タブレットの導入・活用等々、
一定の議会改革を進めてきましたが、今後は SNS（フェイスブック、ツイッ
ター、ライン等）の有効活用や WEB 会議の導入なども検討していかなければ
なりません。
「議会からも予算に対する政策要望を提出しよう」という意見や、
議員定数に関する議論の必要性も提案されているので、それらを個別に議論するのではなく「議会基本
条例の策定」を視野に入れた議論を始めています。
※ ｢ 議会基本条例 ｣ とは、市民と市議会とのあり方や、市議会と行政とのあり方、また議会や議員の責
務などを定める条例。議会改革を進める上で、市議会としての根本を示す規定と言えるもの。

第４回定例会報告
第４回定例会が11月30日〜12月15日の会期で開かれました。①市長給与 10 ％カット継続、②「エコ
フロンティアかさま」と「環境センター」で異なるゴミ処理料金を統一、③市営「荒町駐車場」と「鷹匠
町駐車場」を廃止、④財源確保のため市民球場など総合運動公園や中央公園に有料広告掲示を可能とす
る、⑤水戸市が中核市になったことに伴い県央地域９市町村で構成する「県央地域定住自立圏」を「県
央地域連携中枢都市圏」に変える（詳細は後述）
、⑥国民健康保険税の賦課方式の「平等割」を廃止し、
「所
得割」と「均等割」の２方式にする―など多くの条例改正を行いました。その他にも指定管理者の契約
更新や各会計補正予算など上程された全ての議案が可決しました。

指定管理者の決定内容

▶いこいの家「はなさか」→NPO日本スポーツ振
興協会（つくば市）３年契約

▶クラインガルテン→㈱マイファーム（京都市）
２年契約
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▶つつじ公園→笠間観光協会
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３年契約

▶北山公園→造園建設業協同組合

１年契約

▶あたごフォレストハウス・野外ステージ（あた ▶かさま歴史交流館井筒屋→NPOいばらきの魅力
ご天狗の森、フレンドリーパーク）→笠間観光
を伝える会 ５年契約
協会 ２年契約

「国民健康保険税」が値下げになります
国の「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」
（平成 27
年５月）により、平成 30 年度から国民健康保険の財政運営の責任主体が笠間市から茨城県に変わって
います。県が財政運営の責任主体となって、安定的な財政運営や効率的な事業の確保など国保運営の
中心的な役割を担うことで、制度の安定化をはかるためです。
毎年茨城県が医療給付費等の見込みを立て、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、各市町
村に通知します。同時に市町村ごとの標準保険料率
を算定し公表します。笠間市では、茨城県が示す国
保事業費納付金をもとに、標準保険料率等を参考に
しながら保険料率を定め、保険料を賦課・徴収し、
茨城県に納付金を納めています。
茨城県は「令和４年度から賦課方式を２方式（所
得割・均等割）に統一することをめざす」と決めま
した（令和２年 10 月に「国民健康保険運営方針」を
改定）。それに伴い笠間市でも「平等割」を廃止し、
賦課方式を「所得割」と「均等割」の２方式に変更す
ることになりました。
平等割…国保に加入する全世帯が平等に負担
する金額。高所得者でも低所得者でも、同じ
国保加入者なら同じ金額を負担する。
均等割…世帯あたりの国保加入者の人数に応
じて均等に負担する金額。これも所得の多少に

関わらず、均等に負担しなくてはならない。
※平等割・所得割の各金額は自治体ごとに違う。
所得割…前年の所得金額に応じて負担する金
額。高所得者ほど多くの保険料を納めること
になる。

さらに国が「子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国・地方の取り組み」として「令和４年度４
月から未就学児にかかる国民健康保険料均等割額の５割を軽減する」ことを決めました。笠間市はそれ
に加え市の単独事業として「18歳未満の子どもまで、５割軽減の対象範囲を広げる」ことを決めました。
約1,200万円かかりますが、茨城県からの特別交付金を活用して実施します。
笠間市の国保加入世帯は 11 , 444（令和２年末現在）ですが、そのうちの 47 . 5 ％が年間所得 100 万円未
満の世帯です。今回の「平等割」の廃止と、18 歳未満の子どもへの５割軽減措置によって、例えば年収
100 万円の 40 代夫婦・子ども２人の世帯だと、△３万 700 円／年、65 歳以上夫婦２人の世帯でも△１万
9,400円の減額となります。
茨城県からの特別交付金…２方式を実現した市町村に対して、総額５億円を 20 歳未満の被保険者
数で按分した額が県から補助額として交付される（笠間市は約 1 , 260 万円交付される見込み）
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ゴミ処理体制の統一に向けて
現在ゴミ処理体制は、笠間地区が「エコフロンティアかさま」で、友部・岩間地区は「環境センター」
の２処理体制です。今後「『エコフロンティアかさま』の埋め立て完了に伴う施設運営終了（令和７年度
予定）が見込まれていることから、ゴミ処理体制の統一を図る」
（笠間市一般廃棄物処理基本計画）こと
になっています。
「環境センター」へ笠間地区のゴミ処理体制を集約するために、分別区分・収集方法を段階的に友部・
岩間地区と同じになるように変更することになります。
「エコフロンティアかさま」へ直接持ち込む受
付日についても、
「環境センター」の受付日と同じになります。さらに、ゴミの排出を抑制（再資源化の
推進・ゴミの減量化）するため、ゴミ処理施設に直接持ち込むゴミ（家庭系・事業系の両方）の無料区
分を廃止し、手数料も家庭系は100円／10㎏、事業系は 200 円／ 10 ㎏に改定されます。
令和４年４月から１年間は、笠間地区、友部・岩間地区とも現行の分別区分（笠間 16 分別，友部・
岩間地 15 分別）及び収集方法は同じですが、笠間地区の個人、事業所及び市許可業者（事業所との契約
業者）の持ち込みごみは、
「環境センター」で処理されます。令和５年４月からは、笠間地区の家庭から
収集されるゴミも「環境センター」へ搬入することになります。
一昨年の 12 月議会で石松としおは、
「新ゴミ
処理施設の建設時期と公民連携の導入」につい
て一般質問をしています。その際建設時期や
財源については明確に示されませんでしたが、
今回の条例改正の提案に当たって、令和４年
から３年かけて新処理施設の「整備計画」が策
定され、その後令和７年から設計・建設に入り、
令和 10 年からの稼働をめざすという予定が示
されました。また、今回の処理手数料の改定
（値上げ）によって、今後 10 年で約４億円の歳
入が見込まれるということ、それを新処理施
水戸市の新清掃工場「えこみっと」

設の建設・維持費の財源とするという説明も
ありました。

「連携中枢都市圏」ってなに？
前述しているように、県央地域９市町村（笠間市、水戸市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、大洗町、
茨城町、城里町、東海村）は、平成 28 年度に「県央地域定住自立圏」を形成し、県央地域のめざすべき
将来像や定住を推進するため分野ごとに連携事業などを定めた「定住自立圏共生ビジョン（平成 29 年度
〜令和３年度）」を策定しました。それに基づき、医療・福祉・地域公共交通など各分野における広域
連携事業に取り組んできましたが、令和２年４月に定住自立圏中心市の水戸市が中核市に移行したこ
とに伴い、これまでの定住自立圏の取り組みを一層深化させ、より広範な分野での連携が可能となる「連
携中枢都市圏」へ移行することになりました。
「定住自立圏」構想は、どちらかというと生活機能の確保に力点を置いたものですが、
「連携中枢都市
圏」構想は、人口 20 万以上の中核市を中心都市とする大規模なもので、
「定住自立圏」の中心市よりも
高次なかつ広範な機能をもつので、国からの交付金額も大きくなります。
新たな雇用の創出や高次的都市機能の集積、子育て環境の更なる充実、交通弱者対応策の実施、大
都市圏に向けた情報発信など、少子高齢化・人口減少社会に対応した「人の流れを変える」ための様々
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10月７日 ＰＣサークル
11日 友部駅頭チラシ配布行動
12日 岩間駅頭チラシ配布行動
14日 議会運営委員会
ＰＣサークル
17日 茨城台湾総会
21日 全員協議会
ＰＣサークル
22日 県市議会議長会定例会
23日 菊まつり開場式
26日 諏訪クリーンパーク安全祈願
28日 ＰＣサークル
11月４日 ＰＣサークル
11日 県西議長会定例会
19日 全員協議会
20日 ふるさとまつり
23日 ダイバーシティシンポジウム
24日 議会運営委員会
25日 ＰＣサークル
26日 未来ビジョンセミナー
大井川知事激励会
30日 本会議
12月２日 本会議
３日 ＳＣ・ＳＳＷ学習会
４日 岩間ライオンズクラブ50周年
９日 本会議
10日 本会議
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な事業について検討が進められ、中心市である水戸市が昨年 11
月15 日に「連携中枢都市宣言」をしました。
12 月定例会で「水戸市との連携中枢都市圏に係る連携協約締
結に関する協議」に入る条例を議決したので、今後−①連携協
約の締結…連携中枢都市圏構想における連携協約は、連携中枢
都市と連携市町村が、圏域全体の方向性・連携する分野・役割
分担等を規定し、それぞれの市町村議会の議決に基づき締結す
る。②「連携中枢都市圏ビジョン」の策定…連携協約締結によ
り形成された圏域全体を対象に、圏域の将来像や連携協約に基
づき推進する具体的取り組みを記載した「連携中枢都市圏ビジ
ョン」を策定する。③連携中枢都市圏の事業実施…「連携中枢
都市圏ビジョン」に基づき事業を開始。−という手順で進めら
れます。
市町村ごとの連携協約や事業予算は議会に上程されますが、
議会として「連携中枢都市圏ビジョン」全体の議論をする場が
ないので、県央地域議長懇話会座長の須田水戸市議会議長に会
議の開催をお願いしたところ、２月 25 日に第７回の懇話会が
開催されることになりました。連携中枢都市圏構想の課題は―
①コンパクト化…圏域内の住民がアクセスしやすく利用しやす
い場所に集約すること。②ネットワーク化…圏域内の拠点とな
るエリアや周辺の集落を公共交通や情報通信網等でつなげるこ
と。③経済成長の牽引と高次都市機能の強化充実…雇用創出や
経済活性化。−と言われています。超高齢社会と人口減少に伴
うダウンサイジングやコンパクトシティ化に関する合意形成は
簡単ではありません。これまでの拡大型のまちづくりの常識は
通用しません。今後「連携中枢都市圏構想」の仕組みをうまく
活用して、超高齢・人口減少社会に対応できるまちづくりを進
めていけるかどうかが鍵です。

13日 本会議
15日 本会議
16日 市長会派予算懇談会
ＰＣサークル
19日 陶芸の里ハーフマラソン大会
20日 小美玉市議会議長葬儀
21日 議会基本条例勉強会
22日 年末特別警戒パト出発式
23日 2022年政策課題研究会
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31日 未来へ歩く会

石松としお

Email：isimatu@poplar.ocn.ne.jp
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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
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