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区分
校舎耐震
トイレ洋式化
エアコン

小学校
　93.3%
　63.8%
※99.2%

中学校
 97.6%
 50.4%
100.0%

学校施設整備状況（R1.6現在）

※今年度校舎改築完了時に100%

国の幼児教育・保育の無償化や地方創生予算を計上6月
議会
　令和元年第２回定例議会は６月１２日から２７日まで１６日間の日程で開催しました。上程された議案は、令
和元年度一般・特別会計補正予算、条例改正、契約案件、人事案件など２１件です。委員会で慎重審議の結果、
いずれも原案を可決しました。６月議会に先立ち５月１５日から２０日まで臨時議会を開催し、正副議長、所属
委員会及び正副委員長などの選任をおこないました。主な議案並びに議会の概要は下記のとおりです。

■予算の特徴
　今回の一般会計補正予算は、主に国の幼児教育・保育
の無償化関連、まちのにぎわい作りのための科学館のリ
ニューアルや商店街活性化の予算で、総額約７億７００万
円を計上しました。主な事業は次のとおりです。
★ひたちの科学を軸としたまちのにぎわい創出事業

１億８，７４０万円
　日立シビックセンター科学館のリニューアルをおこなう
★老人福祉施設の民間整備補助事業	 １億５２６万円
　日立港病院移転に伴い、介護療養型医療施設から介護医
療院（３８床）への転換整備に対し補助する
★地域密着型サービス施設の整備事業	 ６，７２０万円
　①認知症対応型　（仮称）あじさいホーム（１８人）
　②小規模多機能型　（仮称）まごころの里　金沢（２９人）
★鞍掛山霊園運営経費	 １，６４２万円
　鞍掛山霊園の合葬式墓地分の使用料を基金に積み立てる
★学校校舎改築事業	 ３，８１６万円
　豊浦小の太陽光発電設備、日高小の代替運動場の整備

７月１０日にオープンした東滑川海浜緑地の公園（海に浮かぶグミ島を望む）

■条例改正（主なもの）
★屋内型子どもの遊び場の設置および管理の条例制定
　日立駅前イトーヨーカドー店４階施設の利用条例

■人事案件
★副市長：梶山　隆範氏（２期目）
★教育委員：朝日　華子氏（２期目）
★固定資産評価審査委員：北見　善隆氏（再任）

泉　有氏（再任）、藤　英雄氏（再任）

●５月臨時議会（正副議長と民主クラブ所属）
　・議長　　茅根茂彦（日立市政クラブ）
　・副議長　伊藤健也（民主クラブ）

委　員　会 所属（◎委員長、○副委員長）

常
任

総務産業 　青木　　◎白石　　豊田
教育福祉 ◎吉田　　　粕谷　　堀江
環境建設 　伊藤　　　助川

特
別
他

幹線道路整備 ○粕谷　　　豊田
議会運営 　青木　　　白石
議会報編集 　助川
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　国がキャッシュレス決済の推進を進める中、本市では市内の公共施設全般に電子マネーで決済できるシステムを導入し、
住民サービスの向上及び窓口業務の負担軽減を図ります。
　このシステムは、市役所窓口での各種証明書や公共施設の入場料などが、カードやスマートフォンを専用の読み取り機へ
かざすだけで、スピーディーに決済が完了する電子決済サービスです。この事
業を運用する決済代行サービス業者を「指定代理納付者」として指定し、市役
所などの窓口のレジスターと連動させて、事務の効率化を図ります。
　支払の対象となるものは、住民票や課税証明書等の発行手数料、施設の使用
料で、住民税や国保料、水道料は対象外です。また、利用できる電子マネーの
種類は、スイカ（Suica）、パスモ（pasmo）、ナナコ（nanaco）、ワオン（WAON）、
iD、楽天 Edy などです。
　電子マネー読み取り機を設置するのは、市役所本庁舎の市民課と市民税課、
各支所、かみね動物園、日立シビックセンター、奥日立きららの里、鵜来来の
湯十王、久慈サンピア日立スポーツセンター、たかはら自然塾交流施設、日立
駅情報交流プラザの計１５か所です。
　導入の効果として、支払の簡素化や支払時間の迅速化など、住民の利便性が
向上するとともに、窓口の現金取り扱いの負担軽減、キャッシュレス化に向け
た取組が加速します。導入時期は本年７月からです。 電子決済のカードや読み取り機のイメージ

　子育て世帯や若年夫婦世帯の山側住宅団地への住み替え
促進や空き家利活用事業を実施し、住環境の維持・向上を
図ります。
　山側住宅団地住み替え促進事業は、子育て世帯（義務教
育以下の子ども）または夫婦どちらかが４０歳未満の若年
世帯が対象です。山側１２団地内（高鈴台、山の神、青葉
台、堂平、平和台、小咲台、中丸、塙山、金沢、台原、根
道ヶ丘、みかの原）に住宅を取得した場合、親世帯同居な
どの要件を満たせば、最大１０１万５千円の助成をします。
　また、空き家利活用促進事業は、空き家所有者がリフォー
ム後に売却、または空き家購入者が購入後にリフォームし
た場合に、リフォーム工事経費の３分の１（上限３０万円）
を助成します。
　空き家所有者が解体後に売却、または空き家購入者が購
入後に解体して跡地を利活用した場合は、解体工事経費の
３分の１（上限３０万円）を助成します。
　これらの新規事業と、既存事業の「ひたち子育て応援マ
イホーム取得助成事業」を推進し、
日立市に住みたい・住み続けたい皆
さまを応援します。

　商店街等のまちなか空き店舗を活用して出店する場合
に、必要となる経費の一部を補助する事業を、本市では平
成２１年度から進めています。このことにより商業機能の
空洞化を解消し、まちなかの活性化を図ることを狙いとし
ています。
　主な対象事業者は、JR 常磐線の各駅から半径おおむね
１ｋｍ以内の地域にある店舗や空き家に出店し、１階部分
を店舗で使用する小売業、飲食サービス業等の事業者です。
　補助の対象は、改装費用や備品購入等で、店舗面積３０
㎡以下が５０万円、３０㎡超が１００万円を限度として、
３分の１を補助します。今年度は１５件を見込んでいます。

　日立市では、人口減少問題への対応や中小企業などにお
ける人手不足の解消を図るため、茨城県と協働で東京圏か
ら本市へのＵＩＪターンによる移住・定住、就労を希望す
る移住者に対して支援金の給付をおこないます。
　支援対象者の要件は、東京２３区に連続して５年以上在
住していた者や東京圏に在住で連続して５年以上東京２３
区に通勤していた者とします。また、本年６月以降に転入
し、申請時に転入後３か月以上、１年以内の者とします。
　就職に際しては、県が開設したマッチングサイトを通じ、
３か月以上就業し在職していること、５年以上継続して勤
務する意思を有しており、新規雇用であることが要件です。
　支援金は単身での移住で６０万円、世帯の場合は１００万
円とします。この事業は令和６年度までの６年間です。

電子マネーによる決済を全国にさきがけ導入
―　7月から公金収納システムで　――　7月から公金収納システムで　―

山側住宅団地の住み替えを支援山側住宅団地の住み替えを支援山側住宅団地の住み替えを支援
～子育て世帯だけでなく若年夫婦世帯も対象に～～子育て世帯だけでなく若年夫婦世帯も対象に～～子育て世帯だけでなく若年夫婦世帯も対象に～ ～空き店舗に加え空き家活用へ補助～～空き店舗に加え空き家活用へ補助～～空き店舗に加え空き家活用へ補助～

まちなかの活性化をめざしてまちなかの活性化をめざしてまちなかの活性化をめざして

茨城県と協働で取り組む移住支援茨城県と協働で取り組む移住支援茨城県と協働で取り組む移住支援

本市の定住・雇用を促進本市の定住・雇用を促進本市の定住・雇用を促進
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　平成２９年度に策定したかみね動物園再整備事業計画に
基づき、老朽化したニホンザル舎の再整備を予定していま
す。この計画では、動物の平面的または立体的な動きを体
現できる環境エンリッチメントに配慮した展示場をつくり、
来園者が多角的な視点から動物の行動を観察可能で、利用
しやすい観覧施設を基本コンセプトにしています。施設の
構造は鉄筋コンクリート２階建てで放飼場は４３８㎡です。
今後工事を進め、令和２年９月の完成をめざします。
　また、本市ではかみね公園全体の活性化に向けて、将来
的な公園のあり方や具体的施策の「基本構想」を今年度中
に策定する予定で、より一層の魅力アップが期待されます。

　国が消費税を１０％へ引き上げることに伴い、幼児教育・
保育を無償化する制度の施行を予定しています。これによ
り本市では、幼稚園、保育所、認定子ども園等を利用する
３歳児から５歳児までの全ての子どもの利用料を無償化し
ます。０歳児から２歳児までの子どもの利用料は住民税非
課税世帯を対象に無償化します。
　また、幼稚園・認定子ども園の預かり保育でも、幼稚園
保育料の無償化に加え、最大１１，３００円までの預かり保
育料を無償にします。認可外保育施設については、認可保
育所同様に、全国平均額までの利用料を無償化します。

　最近の核家族化や墓地の継承問題、墓地不足などを踏ま
え、本市では鞍掛山霊園に合葬式墓地を整備しています。
　施設は地上１階に参拝所、地下１階に納骨室と合葬室を
設けています。納骨室は２０年間埋蔵する納骨壇（ロッカー）
が１，５００体分、合葬室は永代的に埋蔵する部屋で１体ず
つ袋に入れて約４，０００体分を収容します。
　利用に関しては、日立市に１年以上住民登録し居住して
いる者や市営霊園墓所返還者とします。また、遺骨がない
場合で申請者の年齢が６５歳以上の場合は、生前予約も可
能です。
　今後のスケジュールとしては、本年９月に内覧会、１１
月から募集をおこない、抽選・審査を経て令和２年１月に
供用を開始します。なお利用料の概要は下記のとおりです。
　・納骨室　１体用１１万円、２体用２２万円
　・合葬室　１体５万円

　一昨年の７月に開所した本庁舎は、本年３月末に第２期
工事を終えてグランドオープンしま
した。駐車場も整備され使い勝手が
良くなりましたが、降雨時に安全な
通行を確保するために、障がい者の
駐車場がある西側および車寄せを整
備する北側にひさしを整備します。
西側のひさしは駐車場を含め幅７．
４ｍ、北側のひさしは幅３ｍとし、
今年度中の完成をめざします。

ニホンザル舎を移転整備へニホンザル舎を移転整備へ
―　地域資源であるかみね公園一帯の活性化も視野に　――　地域資源であるかみね公園一帯の活性化も視野に　―

かみね動物園の配置図（ニホンザル舎をサイ・カバ舎前へ）

観覧席の一部から見た放飼場 全体の完成予想図

鞍掛山霊園の合葬式墓地のイメージ

令和元年１０月からスタート令和元年１０月からスタート
幼児教育・保育の無償化を実施幼児教育・保育の無償化を実施

来庁舎の利便性に配慮　来庁舎の利便性に配慮　来庁舎の利便性に配慮　

本庁舎の北・西側へひさしを整備本庁舎の北・西側へひさしを整備本庁舎の北・西側へひさしを整備

ひさし設置個所

鞍掛山霊園に鞍掛山霊園に鞍掛山霊園に
市営では初の合葬式墓地市営では初の合葬式墓地市営では初の合葬式墓地

移転先
現ニホンザル舎
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■市長所信表明（産業振興）について
（質問）地域の消費喚起を促すため、日立市独自のプレミ
アム商品券事業を実施してはどうか。
（答弁）これまで、本市の商品券事業は、平成１１年度、
２１年度、２３年度、２６年度と実施してきており、前回、
平成２７年度の日立市スーパープレミアム商品券事業にお
いても２日間で完売となり、大変な好評を得られた。
　商品券利用の分析結果を見ると、地域の一般商店での利
用が７割、大型店での利用は３割で、地元の商店等にもか
なりの経済効果があったと認識している。
　今回政府がおこなうプレミアム商品券制度は、３歳半
未満の子どものいる子育て世帯や住民税非課税者への消
費増税の影響緩和を目的としているが、購入対象者は約
３４，５００人で、発行金額は最大で８億３７００万円が見
込まれている。消費増税後の経済情勢に不透明な部分など
もあることから、今回の商品券事業の実施状況やその効果
を検証し、定期的なプレミアム商品券の事業化の可能性に
ついて検討していきたい。

■官民連携によるまちづくりについて
（質問）日立駅東西側のそれぞれの特色を活かした飲食店
出店など、民間連携を意識した再開発について伺いたい。
（答弁）議員提案の日立駅自由通路海側を旧海岸口付近ま

で延長し、通路沿いにショップや飲食店などを誘致できる
スペースの確保、また、自由通路の延長による賑わいエリ
アの拡大については、駅周辺の更なる魅力向上や、駅東西
の回遊性向上に有効と考える。
　しかし、日立駅自由通路は駅舎と一体となった特殊な構
造であること、海岸口駅前交通広場や海側に近接する崖地
への影響など、十分な検討・調査が必要である。
　また、日立駅及びその周辺地区には、事業所や大型商業
施設、文化施設などが集積しており、モノやサービスを提
供する「稼ぐ力」のポテンシャルが高いエリアである。
　このためハード面の整備に加え、官民連携の効果的なエ
リアマネジメント手法の導入が有効であると考えるので、
都市経営の視点を持ちながら、日立駅周辺の更なる賑わい
創出に向けて取り組む。

■高齢者の居場所でのサービスと運営について
（質問）高齢者の居場所づくり事業を進めるうえで、地域
の方々や民間活力を活かした新しい運営方法が必要である
と考えるが、見解を伺いたい。
（答弁）本市においては、介護予防や閉じこもり防止、高齢
者の生きがいづくりを目的として、昨年度までに「元気カ
フェすけがわ」と「元気カフェあゆかわ」を開設し、今年
度は南地区への整備に取り組んでいるところである。
　近年、高齢者の学習意欲は高く、特に定年などにより時
間に余裕ができた方々の、いわゆる「学び直し」のできる
場が強く求められている。
　また、外出の手段や機会が減少しつつあることから、生
活に役立つ地元産品等を販売したり、サービスを手軽に利
用できる場を提供することは、今後ますます必要になって
くると認識している。
　このため、これまでの居場所づくり事業においても、食
や健康に関する講座を開催したり、生活に必要な日用品や
サービスの提供をおこなっているところである。
　今後は、議員提案の山側住宅団地の空き家や学校の余裕
教室などを使った居場所についても検討を重ねる。また、
生涯学習や生活支援サービスに地域の方々の協力やノウハ
ウのある民間団体による居場所づくりなどについても支援
できるような、新たな事業展開について検討を進める。

日立駅海岸口

4月の日立市議会選挙ではご支援を賜り誠にありがとうございました。

日立市東成沢町3－7－7
TEL 35－6909
監査委員
総務産業常任委員会

日立市会瀬町1－7－5
TEL 22－1251
環境建設常任委員会
議会報編集委員会

日立市議会議員

助川 悟（1期）
日立市議会議員

青木 俊一（5期）
魅力ある
  活気あふれる
　  まちづくり

茨城県議会議員

高安 博明

新しい力で
　未来を拓く

衆議院議員

浅野 さとし

代表・一般質問の中から

議会の質問と提言

産業振興、まちづくり、
高齢者福祉について


