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■
案上程

３日間の予算特別委員会、

建設の各常任委員会を行い

案を可決し

会計

億

成立し

18

案に賛成しました。
 

請願では、

抑制と再使用を促進するための法律制定を求

める意見書の採択を求める請願」、

者を介護予防給付から切り離すことに反対の

請願」、

の存続を求める請願」の内、

択、

私は、全請願に賛成を致しました。
 

■平成２６年度予算の主な事業
 

 

●
町ホームページ再構築事業

〒300-1152

海野隆
メール：sougousenryaku@gmail.com

平成

予算特別委員会での質疑

■平成２６年
案上程・質疑

日間の予算特別委員会、

建設の各常任委員会を行い

案を可決し、一般会計

会計（6 会計）

億 8,672 万円、総額

成立し閉会しました。

18 億 1,770

案に賛成しました。

請願では、1

抑制と再使用を促進するための法律制定を求

める意見書の採択を求める請願」、

者を介護予防給付から切り離すことに反対の

請願」、3、「オーケストラと歌おう

の存続を求める請願」の内、

択、2 と 3 は賛成少数で採択されませんでした。

私は、全請願に賛成を致しました。

■平成２６年度予算の主な事業

●総務部関係
町ホームページ再構築事業

1152 阿見町荒川本郷

海野隆
sougousenryaku@gmail.com

平成２６

予算特別委員会での質疑

年３月議会
・質疑、４・５日に一般質問、

日間の予算特別委員会、

建設の各常任委員会を行い

一般会計 145

会計）115 億 700

万円、総額 277

閉会しました。平成

1,770 万円の増です。

案に賛成しました。 

1、「容器リサイクル法改正し発生

抑制と再使用を促進するための法律制定を求

める意見書の採択を求める請願」、

者を介護予防給付から切り離すことに反対の

「オーケストラと歌おう

の存続を求める請願」の内、

は賛成少数で採択されませんでした。

私は、全請願に賛成を致しました。

■平成２６年度予算の主な事業

総務部関係 
町ホームページ再構築事業

阿見町荒川本郷 1338

海野隆まい
sougousenryaku@gmail.com

２６年度

 

予算特別委員会での質疑
 

 

月議会は、３月３

日に一般質問、

日間の予算特別委員会、総務・民生教育・産業

建設の各常任委員会を行い１８日にすべての議

145 億 5,700

700 万円、水道事業会計

277 億 5,072

平成２５年度に比較すると

万円の増です。私はすべての予算

「容器リサイクル法改正し発生

抑制と再使用を促進するための法律制定を求

める意見書の採択を求める請願」、

者を介護予防給付から切り離すことに反対の

「オーケストラと歌おう

の存続を求める請願」の内、1 は

は賛成少数で採択されませんでした。

私は、全請願に賛成を致しました。

■平成２６年度予算の主な事業

町ホームページ再構築事業（587 万円）、

1338-15 C

まい
sougousenryaku@gmail.com  

年度阿見町予算

予算特別委員会での質疑 

３月３日に開会し議

日に一般質問、全議員による

総務・民生教育・産業

日にすべての議

5,700 万円、特別

万円、水道事業会計

万円の予算が

年度に比較すると

私はすべての予算

「容器リサイクル法改正し発生

抑制と再使用を促進するための法律制定を求

める意見書の採択を求める請願」、2、「要支援

者を介護予防給付から切り離すことに反対の

「オーケストラと歌おう in Ami

賛成多数で採

は賛成少数で採択されませんでした。

私は、全請願に賛成を致しました。 

■平成２６年度予算の主な事業

万円）、町勢要覧作

C-2 tel&fax

まいあみ
  ホームページ

 

阿見町予算
 

開会し議

全議員による

総務・民生教育・産業

日にすべての議

万円、特別

万円、水道事業会計 16

万円の予算が

年度に比較すると

私はすべての予算

「容器リサイクル法改正し発生

抑制と再使用を促進するための法律制定を求

「要支援

者を介護予防給付から切り離すことに反対の

Ami

賛成多数で採

は賛成少数で採択されませんでした。

■平成２６年度予算の主な事業 

町勢要覧作

成事業

万円）、防災行政無線事業（

駅基本計画策定委託事業（
 

 

●町民部関係
集会施設整備事業（

事業（
 

 

●生活産業部関係
農業後継者等支援対策事業（

促進事業（

万円）、

業（
 

 

●都市整備部関係
阿見吉原土地区画整理事業（

新設改良事業（

（3

万円）、公共賃貸住宅マスタープラン策定事業（

万円）、公共下水道整備事業（
 

 

●水道事業会計
老朽管敷設替事業（

億 3,707
 

●教育委員会関係
新設小学校整備事業（

業（

万円）、零戦模型製作及び掩体壕建設（
 

 

●消防本部関係
消防・救急無線デジタル化整備事業負担金（

万円）、消防機械力整備事業（
 

●保健福祉部関係

小屋新設工事（

tel&fax： 895-

あみ希望通信
ホームページ： 海野隆

阿見町予算
成事業（216 万円）、防犯灯ＬＥＤ化事業（

万円）、防災行政無線事業（

駅基本計画策定委託事業（

町民部関係
集会施設整備事業（

事業（68 万円）

生活産業部関係
農業後継者等支援対策事業（

促進事業（813

万円）、住宅用太陽光発電システム設置補助金交付事

業（900 万円）、廃棄物対策強化事業（

都市整備部関係
阿見吉原土地区画整理事業（

新設改良事業（

3億2,155万円）、道路橋梁維持補修事業（

万円）、公共賃貸住宅マスタープラン策定事業（

万円）、公共下水道整備事業（

水道事業会計
老朽管敷設替事業（

3,707 万円）

教育委員会関係
新設小学校整備事業（

業（5,892 万円）

万円）、零戦模型製作及び掩体壕建設（

消防本部関係
消防・救急無線デジタル化整備事業負担金（

万円）、消防機械力整備事業（

保健福祉部関係

小屋新設工事（

-0340  携帯

希望通信
海野隆 阿見町で検索

阿見町予算
万円）、防犯灯ＬＥＤ化事業（

万円）、防災行政無線事業（

駅基本計画策定委託事業（

町民部関係 
集会施設整備事業（5,226

万円） 

生活産業部関係 
農業後継者等支援対策事業（

813 万円）、湖まちづくり推進事業（

住宅用太陽光発電システム設置補助金交付事

万円）、廃棄物対策強化事業（

都市整備部関係 
阿見吉原土地区画整理事業（

新設改良事業（2 億 5,218

万円）、道路橋梁維持補修事業（

万円）、公共賃貸住宅マスタープラン策定事業（

万円）、公共下水道整備事業（

水道事業会計 

老朽管敷設替事業（3,670 万円）、第三次拡張事業（

万円） 

教育委員会関係 
新設小学校整備事業（2,560

万円）、ふれあい地区館活動事業（

万円）、零戦模型製作及び掩体壕建設（

消防本部関係 

消防・救急無線デジタル化整備事業負担金（

万円）、消防機械力整備事業（

保健福祉部関係 

小屋新設工事（665 万円）

携帯： 090

希望通信
阿見町で検索

阿見町予算議決
万円）、防犯灯ＬＥＤ化事業（

万円）、防災行政無線事業（5 億 9,065

駅基本計画策定委託事業（345 万円）

5,226 万円）、男女共同参画推進

農業後継者等支援対策事業（180 万円）、特産物販売

湖まちづくり推進事業（

住宅用太陽光発電システム設置補助金交付事

万円）、廃棄物対策強化事業（

阿見吉原土地区画整理事業（1 億 6,200

5,218 万円）、公園緑地整備事業

万円）、道路橋梁維持補修事業（

万円）、公共賃貸住宅マスタープラン策定事業（

万円）、公共下水道整備事業（13 億 6,251

3,670 万円）、第三次拡張事業（

2,560 万円）、調理業務委託事

、ふれあい地区館活動事業（

万円）、零戦模型製作及び掩体壕建設（

消防・救急無線デジタル化整備事業負担金（

万円）、消防機械力整備事業（1 億 1,258

家庭的保育事業（

万円）、障害者介護給付

事業（3億

医療給付事業（

5,665 万円）、予防接種

事業（1億

特定健康診査等事業

（2,884 万円）

万円）          

090-1548-5294

希望通信
阿見町で検索 VOL１-

議決
万円）、防犯灯ＬＥＤ化事業（1 億 3,2

65 万円）、道の

万円） 

男女共同参画推進

万円）、特産物販売

湖まちづくり推進事業（4,908

住宅用太陽光発電システム設置補助金交付事

万円）、廃棄物対策強化事業（1,763 万円

6,200 万円）、道路

万円）、公園緑地整備事業

万円）、道路橋梁維持補修事業（2億3,769

万円）、公共賃貸住宅マスタープラン策定事業（830

6,251 万円）

万円）、第三次拡張事業（

万円）、調理業務委託事

、ふれあい地区館活動事業（1,783

万円）、零戦模型製作及び掩体壕建設（3,707 万円）

消防・救急無線デジタル化整備事業負担金（3,862

1,258 万円） 

家庭的保育事業（1,061

万円）、障害者介護給付

億 9,717万円）、

医療給付事業（ 3

万円）、予防接種

億 1,087万円）、

特定健康診査等事業

万円）、ウサギ

          

5294 

希望通信 
-12 

議決 
3,258

、道の

男女共同参画推進

万円）、特産物販売

4,908

住宅用太陽光発電システム設置補助金交付事

万円） 

万円）、道路

万円）、公園緑地整備事業

3,769

830

万円） 

万円）、第三次拡張事業（2

万円）、調理業務委託事

1,783

万円） 

3,862

 

1,061

万円）、障害者介護給付

万円）、

3 億

万円）、予防接種

万円）、

特定健康診査等事業

、ウサギ

          Ｐ１ 



■
 

Q：補助団体である国際交流協会の会長を町長

が兼ねるのは利益相反行為になる。役割分担と

団体の自立を促すべきだ

るが現状のままで）
 

Q：町政要覧事業には広告を募集し経費の圧縮を図る

べきだ
 

Q：道の駅基本計画のロードマップを明らかにすべきだ

（A
 

Q：不動産業者や大家への働きかけを行いアパート

住者の行政区加入を促進すべきだ

い）
 

Q：防災無線（同報系・無線系）工事の発注はどのように

行われるか

の議決を求める）
 

Q：投票済み証明書で割引するなど商工会や商店と協

力して投票率向上を図ってほしい、一石二鳥になる

いただいた情報提供を研究したい）
 

Q：新しい地域福祉計画に町民要望を入れてほしい。障

害者の入居施設が実現できるようにしてほしい

の事業者を誘致するなどの方法がある）
 

Q：定期接種である頸がんワクチンの推奨はどのように

行っているのか

なっている。副作用があるという報告はない）
 

Q：中間処分場の建設が長引きそうだが放射性焼却灰

の保管に関して不安はないか

のコンクリート造りシャッターもありしばらくは安心）
 

Q：プレミアム付き商品券は、今後毎年補正予算で対応

することになるのか
 

 

 

一般質問
 

 

会の様子が中継・録画で見ることが出来るように

したいと思います。皆様のお力も必要です。知り

■予算特別委員会での主な質疑

：補助団体である国際交流協会の会長を町長

が兼ねるのは利益相反行為になる。役割分担と

団体の自立を促すべきだ

るが現状のままで）

：町政要覧事業には広告を募集し経費の圧縮を図る

べきだ（A：要覧への広告の募集は考えていない）

：道の駅基本計画のロードマップを明らかにすべきだ

A：27 年度には

：不動産業者や大家への働きかけを行いアパート

者の行政区加入を促進すべきだ

い） 

：防災無線（同報系・無線系）工事の発注はどのように

行われるか（A

の議決を求める）

：投票済み証明書で割引するなど商工会や商店と協

力して投票率向上を図ってほしい、一石二鳥になる

いただいた情報提供を研究したい）

：新しい地域福祉計画に町民要望を入れてほしい。障

害者の入居施設が実現できるようにしてほしい

の事業者を誘致するなどの方法がある）

：定期接種である頸がんワクチンの推奨はどのように

行っているのか

なっている。副作用があるという報告はない）

：中間処分場の建設が長引きそうだが放射性焼却灰

の保管に関して不安はないか

のコンクリート造りシャッターもありしばらくは安心）

：プレミアム付き商品券は、今後毎年補正予算で対応

することになるのか

一般質問

会の様子が中継・録画で見ることが出来るように

したいと思います。皆様のお力も必要です。知り

予算特別委員会での主な質疑

：補助団体である国際交流協会の会長を町長

が兼ねるのは利益相反行為になる。役割分担と

団体の自立を促すべきだ

るが現状のままで） 

：町政要覧事業には広告を募集し経費の圧縮を図る

：要覧への広告の募集は考えていない）

：道の駅基本計画のロードマップを明らかにすべきだ

年度には PFI 方式の検討を行う）

：不動産業者や大家への働きかけを行いアパート

者の行政区加入を促進すべきだ

：防災無線（同報系・無線系）工事の発注はどのように

A：一般競争入札で実施される予定、議会

の議決を求める） 

：投票済み証明書で割引するなど商工会や商店と協

力して投票率向上を図ってほしい、一石二鳥になる

いただいた情報提供を研究したい）

：新しい地域福祉計画に町民要望を入れてほしい。障

害者の入居施設が実現できるようにしてほしい

の事業者を誘致するなどの方法がある）

：定期接種である頸がんワクチンの推奨はどのように

行っているのか（A：現在のところ保護者や本人の選択と

なっている。副作用があるという報告はない）

：中間処分場の建設が長引きそうだが放射性焼却灰

の保管に関して不安はないか

のコンクリート造りシャッターもありしばらくは安心）

：プレミアム付き商品券は、今後毎年補正予算で対応

することになるのか（A：実績を見て対応することになる

一般質問を

会の様子が中継・録画で見ることが出来るように

したいと思います。皆様のお力も必要です。知り

予算特別委員会での主な質疑

：補助団体である国際交流協会の会長を町長

が兼ねるのは利益相反行為になる。役割分担と

団体の自立を促すべきだ（A：問題は認識してい

：町政要覧事業には広告を募集し経費の圧縮を図る

：要覧への広告の募集は考えていない）

：道の駅基本計画のロードマップを明らかにすべきだ

方式の検討を行う）

：不動産業者や大家への働きかけを行いアパート

者の行政区加入を促進すべきだ（A：研究し考慮した

：防災無線（同報系・無線系）工事の発注はどのように

：一般競争入札で実施される予定、議会

：投票済み証明書で割引するなど商工会や商店と協

力して投票率向上を図ってほしい、一石二鳥になる

いただいた情報提供を研究したい） 

：新しい地域福祉計画に町民要望を入れてほしい。障

害者の入居施設が実現できるようにしてほしい

の事業者を誘致するなどの方法がある） 

：定期接種である頸がんワクチンの推奨はどのように

：現在のところ保護者や本人の選択と

なっている。副作用があるという報告はない）

：中間処分場の建設が長引きそうだが放射性焼却灰

の保管に関して不安はないか（A：霞クリーンセンター内

のコンクリート造りシャッターもありしばらくは安心）

：プレミアム付き商品券は、今後毎年補正予算で対応

実績を見て対応することになる

を行いました

会の様子が中継・録画で見ることが出来るように

したいと思います。皆様のお力も必要です。知り

予算特別委員会での主な質疑
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合いの議員に働きかけ
 

 

１、市町村合併について

①県南都市大合併構想について

浦村との合併について

共同化について
 

２、公共施設再編計画について

①利用実態及びコスト等の現状について

理計画について

公共施設マネジメントについて
 

３、大学との連携について

①ヤギの公共施設予定地の雑草駆除への活用につ

いて

③大学発研究開発の産業化支援について
 

４、政治倫理について

①あいさつ状の発送について

及び後援会活動への動員について
 

５、入札制度改革について

① 
 

 

阿見町長選挙の結果を受けて

た久保谷実さんは惜敗いたしました。
 

天田町長が再選を勝ち取ったことに対して、敬意を表し

たいと思います。また、天田町長の再選を支持した町民

の皆様の選択を尊重したいと思います。
 

当日の有権者数は３万７８４９人で、投票率は４７．３４％

で、前回５５．５４％を８．２％下回り、過去最低となってし

まいました。
 

大差の圧倒的勝利だったというもの、久保谷実さんの健

闘をたたえるもの、批判票の多さに驚かれた方々などな

ど。いずれにしても、今後の４年間は天田富司男氏が引

き続いて町政を担うことになりました。４５％の批判票の

重さをしっかりと受け止めていただき、政策や手順など

批判を招いた点については修正をしていただきたいと希

望しておきます。
 

今後も、議会議員としての役割、「チェックと提言」という

ことをしっ

言や問題があればご連絡ください。ご一緒に解決してい

きたいと思います。
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議会だより
 

この件に関しては、議会議長あて、藤井孝幸議員あ

て、それぞれに龍ヶ崎市の常磐建設株式会社が代理

いて、名誉棄損であると内容証明郵便で通知してき

たものです。
 

藤井孝幸議員は代理人弁護士を通じて「そもそも議会

広報に

ない」という回答を相手に送付しました。議会は、全員協

議会の議論を通じて議長に対応を一任し

記事掲載のシステムを説明し、

ことに対して遺憾の意を表するとともに今後の対応を約

束」
 

阿見町

この件は名誉棄損には当たらない、２、議会広報は議長

名で発行されており議会が対応しなければならない

いう２点について明確にアドバイスを受けたということで

す。
 

私は一貫して「名誉棄損にあたらない」「議会として対応

しなければならない」と主張しておりますので、全く同感

できる正しいアドバイスだと思います。しかし、全員協議

会の議論は、「名誉棄損に該当する」「藤井

問題だから議会は関係ない」などとする主張が数多くの

議員から出されました。

 

ひたち野うしく小学校

ついて、牛久市では平成２２年に開校したひたち野うしく

小学校の設備について、研修してきました。
 

阿見町では、学校再編計画と本郷地区の新小学校建設

計画が並行して進められています。本来こうした課題に

ついては、町長選挙間際というタイミングを避けて、冷静

な判断のできる時期に論議を深めるべきであったと考え

ています。
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の方法やら、励ましやら、様々な電話でした。
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売新聞つくば支局・服部牧夫記者）から運転中に携帯

電話に連絡がありました。「年賀状のことで伺いたい」と

いうことでした。運転中でもあり路肩に車を寄せて、やり

取りは３分間にも満たない程度でした。

取りがあり、「議会報告とし

触しない」「特定の方々に出している」ことなどを回答しま

した。私のハガキ版「ひと・まち・くらし・しぜん通信」のコ

ピーを持っているということでしたので、選管等に取材す

れば公選法に抵触しないと分かると思い「あとは君の判

断で・・・」ということで、電話を切りました。
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た。
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してきました。常陸

大宮市では、「義務

教育施設適正配置」

という呼称で、平成

１７年１１月に常陸大宮市義務教育施設適正配置審議

会が組織されて、２年間の審議を経て平成１９年１１月

に答申を受けました。平成２０年７月に実施計画が策定

されました。平成２１年から２５年までを小学校の再編、

平成２６年から３０年

これまでに小学校１９校を１１校に、平成２７年までに中

学校７校を４校に再編する予定です。
 

常陸大宮市は、平成１６年１０月に那珂郡の大宮町、山

方町、緒川村、美和村、東茨城郡の御前山村の５町村

が合併して誕生しました。合併時の人口は４８，１０１人で

したが、平成２６年２月時点で４３，３５２人と５，０００人も

減少しています。

人口減少時代に教育効果を減じないで学校施設配置を

再編するという切実な課題を抱えていました。
 

ご説明いただいた上久保洋一教育長は竜ケ崎

校長だったことがあり、阿見町は中心地区と新市街地と

周辺地区の２極化の課題があるのでしょうと阿見町の学

校再編問題のことも良く事情をご存知でした。
 

「とにかく丁寧な説明を心がけること」「何度でも粘り強く

説明会を開催すること」「統廃合の問題でも吸収等の言

葉は絶対に使用しないなどの配慮」「議員が審議会に入

らないこともあって委員会や議会へも丁寧に説明した」な

どをお話し下さいました。

廃校になったようで、

て慎重に行うことが重要

 

無料法律
 

●地域や家庭での日常生活上の問題や法律に

関わる問題などに遭遇して解決できずに悩ん

でいる方の相談に応じます。
 

予約は、０９０

応じます。

の相談をお勧めします）

償請求、名誉棄損など人権問題なども弁護士

が相談に応じます。
 

●町でも弁護士による法律相談を行っていま

すので消費生活センターへご相談下さい。
 

議会への要望や意見

ログもご覧ください。
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これまでに小学校１９校を１１校に、平成２７年までに中

学校７校を４校に再編する予定です。

常陸大宮市は、平成１６年１０月に那珂郡の大宮町、山

方町、緒川村、美和村、東茨城郡の御前山村の５町村

が合併して誕生しました。合併時の人口は４８，１０１人で

したが、平成２６年２月時点で４３，３５２人と５，０００人も

減少しています。

人口減少時代に教育効果を減じないで学校施設配置を

再編するという切実な課題を抱えていました。

ご説明いただいた上久保洋一教育長は竜ケ崎

校長だったことがあり、阿見町は中心地区と新市街地と

周辺地区の２極化の課題があるのでしょうと阿見町の学

校再編問題のことも良く事情をご存知でした。

「とにかく丁寧な説明を心がけること」「何度でも粘り強く

説明会を開催すること」「統廃合の問題でも吸収等の言

葉は絶対に使用しないなどの配慮」「議員が審議会に入

らないこともあって委員会や議会へも丁寧に説明した」な

どをお話し下さいました。

廃校になったようで、

て慎重に行うことが重要

無料法律
●地域や家庭での日常生活上の問題や法律に

関わる問題などに遭遇して解決できずに悩ん

でいる方の相談に応じます。

予約は、０９０

応じます。●交通事故の示談交渉

の相談をお勧めします）

償請求、名誉棄損など人権問題なども弁護士

が相談に応じます。

町でも弁護士による法律相談を行っていま

すので消費生活センターへご相談下さい。

議会への要望や意見

ログもご覧ください。

１７年１１月に常陸大宮市義務教育施設適正配置審議

会が組織されて、２年間の審議を経て平成１９年１１月

に答申を受けました。平成２０年７月に実施計画が策定

されました。平成２１年から２５年までを小学校の再編、

平成２６年から３０年に中学校の再編を行う予定です。

これまでに小学校１９校を１１校に、平成２７年までに中

学校７校を４校に再編する予定です。

常陸大宮市は、平成１６年１０月に那珂郡の大宮町、山

方町、緒川村、美和村、東茨城郡の御前山村の５町村

が合併して誕生しました。合併時の人口は４８，１０１人で

したが、平成２６年２月時点で４３，３５２人と５，０００人も

減少しています。児童数も減少の一途をたどっており、

人口減少時代に教育効果を減じないで学校施設配置を

再編するという切実な課題を抱えていました。

ご説明いただいた上久保洋一教育長は竜ケ崎

校長だったことがあり、阿見町は中心地区と新市街地と

周辺地区の２極化の課題があるのでしょうと阿見町の学

校再編問題のことも良く事情をご存知でした。

「とにかく丁寧な説明を心がけること」「何度でも粘り強く

説明会を開催すること」「統廃合の問題でも吸収等の言

葉は絶対に使用しないなどの配慮」「議員が審議会に入

らないこともあって委員会や議会へも丁寧に説明した」な

どをお話し下さいました。先生ご自身が卒業した学校も

廃校になったようで、学校再編計画は丁寧に時間をかけ

て慎重に行うことが重要だというアドバイスでした

無料法律・生活
●地域や家庭での日常生活上の問題や法律に

関わる問題などに遭遇して解決できずに悩ん

でいる方の相談に応じます。

予約は、０９０-１５４８
 

●夫婦・親子、結婚・離婚、

相続・遺言、土地・家屋の

売買や賃借、金銭貸借（ク

レジット・サラ金）、中小

企業の経営問題、労務など

について弁護士が相談に

●交通事故の示談交渉

の相談をお勧めします）

償請求、名誉棄損など人権問題なども弁護士

が相談に応じます。 

町でも弁護士による法律相談を行っていま

すので消費生活センターへご相談下さい。

議会への要望や意見

ログもご覧ください。 

１７年１１月に常陸大宮市義務教育施設適正配置審議

会が組織されて、２年間の審議を経て平成１９年１１月

に答申を受けました。平成２０年７月に実施計画が策定

されました。平成２１年から２５年までを小学校の再編、

中学校の再編を行う予定です。

これまでに小学校１９校を１１校に、平成２７年までに中

学校７校を４校に再編する予定です。 

常陸大宮市は、平成１６年１０月に那珂郡の大宮町、山

方町、緒川村、美和村、東茨城郡の御前山村の５町村

が合併して誕生しました。合併時の人口は４８，１０１人で

したが、平成２６年２月時点で４３，３５２人と５，０００人も

児童数も減少の一途をたどっており、

人口減少時代に教育効果を減じないで学校施設配置を

再編するという切実な課題を抱えていました。

ご説明いただいた上久保洋一教育長は竜ケ崎

校長だったことがあり、阿見町は中心地区と新市街地と

周辺地区の２極化の課題があるのでしょうと阿見町の学

校再編問題のことも良く事情をご存知でした。

「とにかく丁寧な説明を心がけること」「何度でも粘り強く

説明会を開催すること」「統廃合の問題でも吸収等の言

葉は絶対に使用しないなどの配慮」「議員が審議会に入

らないこともあって委員会や議会へも丁寧に説明した」な

先生ご自身が卒業した学校も

学校再編計画は丁寧に時間をかけ

だというアドバイスでした

・生活
●地域や家庭での日常生活上の問題や法律に

関わる問題などに遭遇して解決できずに悩ん

でいる方の相談に応じます。予約が必要です。

１５４８-

夫婦・親子、結婚・離婚、

相続・遺言、土地・家屋の

売買や賃借、金銭貸借（ク

レジット・サラ金）、中小

企業の経営問題、労務など

について弁護士が相談に

●交通事故の示談交渉

の相談をお勧めします）や医療事故、損害賠

償請求、名誉棄損など人権問題なども弁護士

町でも弁護士による法律相談を行っていま

すので消費生活センターへご相談下さい。

議会への要望や意見もお寄せ下さい。ブ

            

１７年１１月に常陸大宮市義務教育施設適正配置審議

会が組織されて、２年間の審議を経て平成１９年１１月

に答申を受けました。平成２０年７月に実施計画が策定

されました。平成２１年から２５年までを小学校の再編、

中学校の再編を行う予定です。

これまでに小学校１９校を１１校に、平成２７年までに中

常陸大宮市は、平成１６年１０月に那珂郡の大宮町、山

方町、緒川村、美和村、東茨城郡の御前山村の５町村

が合併して誕生しました。合併時の人口は４８，１０１人で

したが、平成２６年２月時点で４３，３５２人と５，０００人も

児童数も減少の一途をたどっており、

人口減少時代に教育効果を減じないで学校施設配置を

再編するという切実な課題を抱えていました。 

ご説明いただいた上久保洋一教育長は竜ケ崎西小学

校長だったことがあり、阿見町は中心地区と新市街地と

周辺地区の２極化の課題があるのでしょうと阿見町の学

校再編問題のことも良く事情をご存知でした。 

「とにかく丁寧な説明を心がけること」「何度でも粘り強く

説明会を開催すること」「統廃合の問題でも吸収等の言

葉は絶対に使用しないなどの配慮」「議員が審議会に入

らないこともあって委員会や議会へも丁寧に説明した」な

先生ご自身が卒業した学校も

学校再編計画は丁寧に時間をかけ

だというアドバイスでした。 

・生活相談
●地域や家庭での日常生活上の問題や法律に

関わる問題などに遭遇して解決できずに悩ん

予約が必要です。

-５２９４

夫婦・親子、結婚・離婚、

相続・遺言、土地・家屋の

売買や賃借、金銭貸借（ク

レジット・サラ金）、中小

企業の経営問題、労務など

について弁護士が相談に

●交通事故の示談交渉（弁護士へ

や医療事故、損害賠

償請求、名誉棄損など人権問題なども弁護士

町でも弁護士による法律相談を行っていま

すので消費生活センターへご相談下さい。 

お寄せ下さい。ブ

           

１７年１１月に常陸大宮市義務教育施設適正配置審議

会が組織されて、２年間の審議を経て平成１９年１１月

に答申を受けました。平成２０年７月に実施計画が策定

されました。平成２１年から２５年までを小学校の再編、

中学校の再編を行う予定です。

これまでに小学校１９校を１１校に、平成２７年までに中

常陸大宮市は、平成１６年１０月に那珂郡の大宮町、山

方町、緒川村、美和村、東茨城郡の御前山村の５町村

が合併して誕生しました。合併時の人口は４８，１０１人で

したが、平成２６年２月時点で４３，３５２人と５，０００人も

児童数も減少の一途をたどっており、

人口減少時代に教育効果を減じないで学校施設配置を

西小学

校長だったことがあり、阿見町は中心地区と新市街地と

周辺地区の２極化の課題があるのでしょうと阿見町の学

「とにかく丁寧な説明を心がけること」「何度でも粘り強く

説明会を開催すること」「統廃合の問題でも吸収等の言

葉は絶対に使用しないなどの配慮」「議員が審議会に入

らないこともあって委員会や議会へも丁寧に説明した」な

先生ご自身が卒業した学校も

学校再編計画は丁寧に時間をかけ

相談 
●地域や家庭での日常生活上の問題や法律に

関わる問題などに遭遇して解決できずに悩ん

予約が必要です。 

５２９４ 

夫婦・親子、結婚・離婚、

相続・遺言、土地・家屋の

売買や賃借、金銭貸借（ク

レジット・サラ金）、中小

企業の経営問題、労務など

について弁護士が相談に

（弁護士へ

や医療事故、損害賠

償請求、名誉棄損など人権問題なども弁護士

町でも弁護士による法律相談を行っていま

 

お寄せ下さい。ブ
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