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は じめ に ～ これからの広域行政について～

東経地区広域市町村圏が平成の大合併 により3市の体制 となって､5年が経埴いた

しました｡

国内経済は､一昨年の ｢リーマ ンシ ョック｣による世界的な金融危機 によF)大幅に

悪化 した後､潅夕卜経済の敗者や各種の政策効果などにより回復局面がつづいてお りま

す｡ しか し､長引 くデフレに加 え円高の進行 により､環境の厳 しさは増 してお r)､失

業率 も高水準にあるなど依然として厳 しい状況にあ ります｡

このような中で地方に求め られているニーズは より多様化 してお り､近年､行政改
〞.
.＼

革に よる地方分権が進め られている中で､J 域行政 に対す る期待 は より一層 大 きく

なって さてお r)ます｡

化など広域的な行政サ- ビスの充実が望 まれています｡ しか し､ これらのニ-ズに対応 していくには､数多く

の確報があるのがIR,状です｡

今後 も圏域水成市と協力 し､圏域住 民の皆さまと-体 とな り､一つひとつ裸魔 に向き合い､ この地域の恵ま

れた観光資源や産業基盤などを活か しなが ら､ これか らの広域行政 に取 F)組んで参 r)よすので よろ しくお願 い
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この束総広域圏において も､少子高齢化社食到来に よる福祉 ･医療施策､地方道路の整備や ごみ処理の広域

いた します.圏域住民の皆さまの御健勝 と御券展 を心か らお祈 り申 し上げます｡

明 智東底 地 区広域 市町村 圏事務 組合 管理者 (池 市長) 忠 ､ 直

;
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脚 重畳馳 鞄卑賎 犠鳶魚捜軌脚 轟馳 担担食ら	で榛封J,). bてB郵軌,
銚子市､旭市､匝瑳市の 3市共同によるごみ処理広域化推進事業 として､施設建設用地の選定のため､平成 20年度

に実施 した比較検討調査の評価結果に基づき､銚子市野尻町地区を広域 ごみ焼却施設の有力な建設候補地として検討

しています｡

事務組合では､まずは銚子市野尻町地区周辺の住民の皆様のご理解を得 ることを最優


先に考え､昨年 4月以降､地元住民説明会や先進施設見学会などを実施 してきました｡
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第 1回 先進施設見学会 さしまクリーンセンター寺久
見学先 :さしまクリーンセンター等久 (茨城県坂東市) 

見学先 :柏市南部クリーンセンター (千葉県柏市) 

301712 日	 人

※この間､地元町内会などの役員や農家組合の皆様との意見交換会も実施しています｡

今後 も引き続き､銚子市野尻町地区周辺の住民の皆様を対象 とした地元住民説明会や先進施設見学会､意見交換会

などを実施 し､施設建設に対するご理解を得 られるよう努めてまい ります｡ 

○ 

月16日 . 第 2回 地元住民説明会 



l由区大会 ~
平成22年 5月21日､旭市いいおかユー トピアセンターにおいて第
 

13回銚子連絡道路整備促進地区大会が開催されました｡


国 ･県 ･沿線市町関係者等大勢の方々の出席のなか､大会主催者


代表としてあいさつに立 った山武 ･東総地域広域幹線道路網整備促


進期成同盟会会長 (旭市長)は､｢温暖で豊富な農林水産資源を有す


る地域特性を活か し､首都圏や千葉都市圏の食の基盤を支える役割


を担 うことで､安定 した農 ･水 ･畜産品の生産と提供､そして地域


住民が安心 して豊かな暮 らしを営むための地域社会及び経済に即 し

た道路網整備が不可欠であると確信する｡｣と､この銚子連絡道路


の早期整備を来場者に訴えました｡


優甲◆ 銚子連結道路

･ダ用架夏III亘｡I__三｡jI計画路〇〇〇線=

l要望清野∴i

第13回銚子連絡道路整備促進


地区大会での決議をふまえて､


平成23年 1月31日､山武 ･東総


地域広域幹線道路網整備促進期


成同盟会は､地元選出議員であ


る谷田川元衆議院議員とともに､

民主党幹事長室や国土交通省を

訪問し､銚子連絡道路の早期完

成に向けての要望活動を行いま

した｡

○事務組合の構成

構成団体 :銚子市､旭市､匝瑳市

圏域面積 :356平方k
1.0 m
圏域人口 :17798,4人

銚子市 面積 : 8.1 m 7′2人39平方k 人口 :500
旭 市 2.1 m 7′4人面積 :199平方k 人口 :063
匝瑳市 面積 :0.8 m 4,8人

広域市町村圏117平方k 人口 :206 山武郡市

【平成 17年国勢調査より】
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平成22年 7月27日か ら31日(4泊 5日)の日程で､圏域内中学 2年生32名の参加による 『東総地区中学生海外派遣研

修 (シンガポール/マレーシア)』が実施 されました｡

この研修では､シンガポール市内での班別自主研修やマレ-シアのプツゥリ･クライ校を訪れての交流会､現地大学

生の案内によるシンガポ-ルサイエンスセンターの見学など､"積極的な英会話の実践"をテーマに､充実 した研修を

行 ってきました｡

班別自主研修では､事前の研修会で計画 した行動予定に従 ってシンガポールの衛を散策 しました｡ どの班もなかなか

計画通 りには進みませんで したが､これまで学習 した英会話に身振 り手振 りを交えながら､道を尋ねたり買い物を した

りと楽 しみながら一 日を過ごしました｡

また､今回初めての訪問となるマレーシアのプツウリ･クライ校での交流会では､現地校生徒より歌や各種民族舞踊

が披露されました｡民族舞踊はすはらしい出来栄えで研修団一同とても感動 しました｡こちらの研修団からは歌 ･ダン

ス ･書道実演 ･手品を披露 し､現地校生徒からたくさんの拍手をもらうことができました｡

そして､交流の証として記念品の交換をしたり､校内の案内や記念樹の鉢への植え込みを行いました｡研修団一人ひ

とりに現地校生徒が付き添 って くれて､友好的に英会話での交流をすることができ､親交を深めてきました｡

班別自主研修 MRT乗り場で切符購入 班別自主研修終了後のレポ⊥ト作成 交流会 手話を交えて歌の披露 交流会 記念品の交換

今回の研修では､中国系やイスラム系などの多民族国家であるシンガポールで､公用語である英語を通 して､お互い

の文化 ･生活 ･宗教を理解 し尊重 して生活 している様子を体感することができました｡

この経験が､団員たちにとって国際社会への対応や英語の必要性を認識するきっかけとなり､将来大きく成長 し活躍

して くれるものと思います｡

構成市､圏域内一部事務組合の職員採用試験を合同で実施 し､経費の節

･職責擦用試験事業 減 ･採用候補者の資質の均一化を図 ります｡


平成22年度

実 施 日 :平成22年 9月19日 (日)

試験会場 :旭市立第二中学校

参加団体 :6団体 (銚子市､旭市､匝瑳市､匝瑳市横芝光町消防組合､東総広域水道企業団､ハ匝水道企業団)

試験職種 :10職種 (一般行政職､技術職､保育士職､保健師職､消防職等)

応募者数 :414名

受験者数 :364名

･職責共同研修事 業

構成市職員の公務員 として執務に必要な基礎的知識を習得するとともに､

指導力及び勤務能率の向上を図 ります｡

新任職員研修 :新規採用職員

中級職員研修 :在職期間10年以上の職員

監 督 者 研 修 :係長又は同等の職にある者


-ほか
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