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市内のごみ排出量推移
区分

Ｈ２８

Ｒ１

年間排出量
62,818 61,294
（t）
一人分／日
931
961
（g）

令和３年度の完成が待たれる ｢十王北通り線｣（JR 跨線橋部分）

9月
議会

新型コロナウイルス対策と地方創生予算を計上

令和２年第３回定例議会は９月３日から９月２８日まで２６日間の日程で開催しました。上程された議案は、
令和２年度一般会計補正予算、条例改正、契約案件、人事案件および新型コロナ関連予算の専決処分など３５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。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

■主な条例改正

今回の一般会計補正予算は、地方創生関連で移住促進、
地域医療支援などで、総額約１３億５，４００万円を計上
しました。主な事業は次のとおりです。
★移住促進

２，０３３万円

★スポーツ広場の設置および管理に関する一部条例改正
中里スポーツ広場の管理を指定管理者がおこなう

■主な契約案件

★清掃センターの設備改良工事
猛獣舎建設工事

９，６４５万円

助、テレワーク支援、および市営住宅提供をおこなう

★みやた認定こども園舎新築工事

４億９２０万円

★新型コロナウイルス感染症防止

■決算の認定

県外に勤務する方が移住する場合に、住宅取得、家賃補
２，５５０万円

認可外保育施設、保育園、認定こども園および幼稚園が
購入するマスク、消毒液等の用品や備品購入に補助する
★地域周産期母子医療センター整備

１億円

令和３年４月から再開予定の（日病）に助成する
★中小企業活性化と人材確保

８５０万円

働きやすい環境、人材研修、ＵＩＪターンを助成する
★情報教育環境整備

２，４３３万円

小中学校等へインターネット回線やフィルタリングソフ

★かみね動物園

３８億９，４００万円

★一般会計決算額

■人事案件

★公平委員：黒沢

清氏（再任）

★人権擁護委員：鈴木

明子氏（再任）

■請願・陳情
★不採択

自家増殖を原則禁止とする種苗法改正の取りや

めを求める請願
★採択

ト、家庭学習用通信機器等を整備する
★若者かがやきプラン策定

歳入７８１億円に対し歳出７３７億円

・職員定数改善と義務教育国庫負担堅持の請願
・西成沢町３丁目の鮎川河川水害に関する陳情

７１４万円

若者が住みたいと思える魅力あるプランを策定する

★継続

新産業廃棄物最終処分場整備候補地を撤回し、自

然環境、生活環境、道路安全を守ることを求める請願
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「
（仮称）
日立市立学校再編計画」
の素案まとまる
～ 学校の適正規模の維持・確保のために ～

本市の児童生徒数は、昭和５６年をピークに減少に転じ、令和２年ではピーク時の３５. ５％となっており、１０年後の
令和１２年では令和２年と比べて、３２％減と予想されています。
学校の適正規模の維持という課題に直面している本市において、２０年先を見据え､ ５年間を１期として４期に分けて学
校の再編に取り組みます。
本計画は、今後おおむね１０年間に取り組む内容を明ら
かにするために策定するものです。
学校の規模が小さくなると、人間関係の広がり、学習形
態の多様さなどが制限され、本来それらを通して得られる
社会性や人格形成に必要な成長の機会を狭めてしまう懸念
があります。また、人間関係上のトラブルなどにクラス替
えで対応できる場合も少なくありません。
そのため､ 学校規模をできる限り標準化する必要があり､
小学校はクラス替えができる各学年２学級以上、中学校で
はクラス替えができ､ かつ､ 各教科に複数教員が配置でき
る各学年３学級以上の学校規模をめざします｡
通学距離や居住分布、地域間の関係性、地理的要件など
を考慮して、市内を７つのエリアに分け、各エリア内の学
校を、中学校１校、小学校２～３校のグループとし、小中
一貫教育の推進と児童生徒の９年間の成長を支える体制を
整えます。子ども達のより良い学習環境づくりのため、今
後も再編の進捗を検証し、計画の見直しをおこないます。

～ 住民が集う地域交流の場として ～

「くじ元気広場」整備工事に着手
旧久慈体育館跡地を活用して、地域の交流ひろばを整備
します。

市民アンケート結果などからニーズを分析し、計画的、効

弓道場

果的に整備を進めます。日立市スポーツ施設整備計画は令
ＪＲ線

健康遊具

ンポンコートを設置し、

和３年度から７年度までの５年間とします。
グラウンド

駐車場

様々な 年 代 の 住 民 が集
い、 人 と の つ な が り や
新たな 出 会 い の 機 会を
創出します。

本計画の目的は「市民誰もが生涯にわたってスポーツに
そのために重要な要素である「スポーツ施設」について、

パンポンコート

や周遊 歩 道 を 整 備 する
と と も に、 広 場 内 に パ

～ スポーツに親しむことができる環境づくりを具現化 ～

親しむことができる環境づくり」の具現化です。

至大甕

高齢者が気軽に運動
で き る よ う、 健 康 遊 具

「（仮称）日立市スポーツ施設整備計画」を策定

周遊歩道

ベンチ

至東海

計画平面図

テレワーク推進にむけて

移住促進の支援策を強化

市民アンケートの結果（抜粋）
1位
2位
3位
4位
5位

普段行っているスポーツ
散歩・ウォーキング
健康体操等
テニス
ランニング
筋力トレーニング

スポーツを行う場所
市営のスポーツ施設
学校
公園や道路
自宅
民営のスポーツ施設

充実してほしい場所
トイレ
空調設備
芝・人工芝等
更衣室・シャワー
駐車場

新設してほしい施設
自由広場・芝生広場
ウォーキング･ランニングコース
体育館
トレーニングルーム
屋内50ｍプール

みやた認定こども園舎を新設へ

本庁地区の拠点園として

新型コロナウイルス感染防止の一環として、テレワーク

隣接する旧宮田学校給食共同調理場跡地を活用し、近隣

に関する企業の取組が進展し、地方への移住の関心が高ま

の高鈴・中小路・滑川の公立幼稚園を統合して、新園舎を

りつつあります。本市では支援策として、県外に勤務する

建設します。敷地面積５，７７４㎡の用地に鉄筋コンクリー

３９歳以下の方が、テレワークで本市に移住する場合を

ト造２階建の園舎で令和４年４月に供用開始予定です。

想定し、住宅取得支援を最大１，５１５千円／人、家賃支

定員は１００名で、既存

援として最大１，０１５千円／人、実家住まいの場合最大

園舎は知的・情緒障がい児

４００千円／人の助成をおこないます。このほか、市営住

通級学級（現中小路幼稚園

宅５戸の確保もおこないます。

内１８名）と子育て支援セ

この取組をアピールするために、冊子や動画を作成する
とともに、本市の素晴らしさをＳＮＳで拡散していきます。
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ンター（現宮田幼稚園内）
に活用します。

新園舎のイメージ
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― グリーンスローモビリティ・ひたちＢＲＴ自動運転バス・デマンド型乗合タクシー ―

ＩＣＴを活用した交通弱者対策実証実験を試行

令和元年７月、茨城県から交通弱者対策検討の実証地へ
の協力依頼を受け、市として、山側住宅団地の中でも高齢

金沢団地内 地区別循環ルート

化率が高く、団地内に商店等の生活利便施設を有する金
沢団地を対象とした交通弱者対策事業を提案しました。
実証実験の概要は、金沢団地中央部の商店や郵便局な

グリーンスローモビリティ車両（例）

どの生活利便拠点と自宅との間で、低速で安全性に優れ、乗り

金沢町6丁目

降りしやすいグリーンスローモビリティを運行させ（右図参照）、
団地外への移動にも対応するため、デマンド型乗合タクシーを
併せて運行させます。

北ルート
1,450ｍ
8〜１２分

金沢小学校
金沢第２
児童公園

また、ひたちＢＲＴ路線のおさかなセンターから常陸多賀駅
間において、自動運転バスの試験運行を令和２年１１月下旬か
ら令和３年２月末までの予定で実施します。
さらに、大沼地区および城南台地区のデマンド型乗合タクシー
のスマートフォンによる予約・決済機能等の実証実験を､ 令和
２年１２月から令和３年２月の予定で実施します。

金沢第１
児童公園

中心拠点/車庫
生活協同組合
パルシステム
茨城金沢店駐車場
金沢団地集会所

金沢町7丁目
西ルート
1,500ｍ
8〜１２分

金沢第３
児童公園

･団地内の生協で
の買物や、
郵便
局等の生活利便
拠点までの多く
の利用者を想定
･地区単位の短時
間移動と、
範囲
を網羅する循環
ルートで１時間
４便を想定

東ルート
950ｍ
5〜９分

生協
団地集会所
郵便局
金沢
幼稚園

金沢町5丁目

バス路線外を極力走行

南ルート
1,300ｍ
7〜１１分

※ 実証実験期間は、令和２年１１月２日から１１月３０日までとし、土曜・
日曜を含み毎日運行（料金については検討中）

～ くらしやすい、きれいなまちを ～

日立市のごみに関する支援事業や将来を見据えた取組

（仮称）日立市ふれあい戸別収集事業

家庭ごみの分類調査

身体的な事情により、最寄りの集積所へ燃えるご

令和元年度の家庭ごみ組成調査では、燃えるごみの分別適正率

み等を運ぶことができない「ごみ等排出困難世帯」

は約９０％と、おおむね適正に排出されているものの約３５％が

に限定し、見守り等の福祉的支援を兼ね備えた戸

厨芥で、食品ロスの削減等、意識変化の促進が必要です。

別収集を、無償で実施する取組をおこないます｡
収集は週１回、指定する曜日および時間帯に、

また、約２３％がプラスチック類で、分別による減量化は期待
できるものの、資源化につながる分別精度が今後の課題です。

市が用意する専用容器から収集（不在でも収集可
能）し、希望者には訪問時に安否確認を実施します。

清掃センター基幹的設備改良事業

支援期間は１年間で、１年ごとの更新となりま

平成１３年から稼働を開始した清掃センターを、令和２０年度

す。１０月から相談会を実施し、１２月に申込受

まで延命化を図ります。総事業費約４０億円をかけ、令和２年９

付開始、令和３年１月から、戸別収集事業を開始

月から令和５年３月３１日までの３か年継続事業で、処理施設の

します。

重要な設備や機器の更新工事をおこないます。

更なる魅力を求めて

かみね動物園獣舎の老朽対策

平成２９年度に策定した「かみね動物園再整備事業計画」

地域周産期母子医療センター再開に向けて
ラジオ体操を通じて地域交流
新生児集中治療室などを整備

長年の懸案だった地域周産期母子医療センターの再開に

に基づき、老朽化した猛獣舎の再整備をおこないます。今

向けて準備を進めます。今年度中に新生児集中治療室（Ｎ

回はライオン、トラに加え、ジャガーを一体的に飼育展示

ＩＣＵ）に３床を整備し、令和３年４月からの受入れを開

できるようにし、移設先はニホンザル舎、レッサーパンダ

始します。ただしハイリスク分娩の母体救急搬送受入れは、

舎の跡地とします。

令和４年４月からとします。産婦人科医および小児科医は

新しいニホンザル舎は本年１１月に、レッサーパンダ舎
は来年５月頃のオープンを予定しています。その後猛獣舎
は、鉄筋コンクリート造で地上１階、地下１階とし、令和
４年の７月頃のオー

非常勤を含め各７名いますが、今後増員をめざします。

おくやみコーナーを設置
ラジオ体操を通じて地域交流
手続負担軽減のために

プ ン を 予 定 し ま す。

人生で最も悲しい家族や親族の死に際し、ご遺族の負担

更なる魅力を求めて、

を少しでも減らすために、複数課にわたる手続きを１か所

日立市にしかない動

で受付けることで、移動や待ち時間を低減します。おくや

物園として親しまれ

みコーナーの設置場所は、市役所１階相談室（国民健康保

るような改善や工夫

険課南側）とし、電話による事前予約で、利用は平日の午

を継続していきます。

猛獣舎のイメージ図

前午後ともに２組とします。１０月１日から利用可能です。
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する関係機関との意見交換をおこなっていきたい。
それらの内容を踏まえながら、南部地区の観光交流拠点
として、魅力ある施設の実現に向けて、再整備の在り方や
施設の管理運営方法などの検討をさらに進め、日立市総合
計画後期基本計画の期間である令和３年度までに、再整備
に向けた基本的な方向性を取りまとめたいと考えている。

■公設児童クラブの待機児童解消について

（質問）クラブ室確保のため、学校内特別教室の統合によ
再整備が期待される「道の駅日立おさかなセンター」

り余裕教室を確保してクラブ室へ転用、または学校敷地内
にプレハブを設置してクラブ室を整備してはどうか。

一般質問の中から

道の駅日立おさかなセンターの魅力づくり、
公設児童クラブの待機児童解消について
議会の質問と提言

■日立おさかなセンター再整備の検討状況について

（答弁）児童クラブの待機児童解消および利用サービスの
向上は、保護者の就労支援と子育て支援の観点から極めて
重要かつ喫緊の課題と捉えている。そのため本市では、対
象学年の拡大や開設時間の延長など、利用者のニーズに対
応した環境の整備を図ったところである。
クラブ室の拡充についても小学校の余裕教室を中心に整

（質問）日立市総合計画後期基本計画の重要プロジェクト

備を進めているが、議員提案の特別教室の転用については、

に位置付けられているが計画期間はあと１年余りとなっ

特別教室が習熟度別指導などの少人数指導教室などとして

た。道の駅再整備検討事業の進捗と今後の見通しは。

も使用されていることから、本来の使用目的が妨げられな

（答弁）道の駅日立おさかなセンターは、平成４年に水産

いよう、学校と十分な協議をおこなっていきたい。

業活性化の拠点として久慈町漁業協同組合が整備した「日

また、児童クラブ利用希望者は当面増加が見込まれるこ

立おさかなセンター」を活用し、道の駅としての整備をお

とから、学校施設内でのクラブ室確保が難しい場合は、学

こなったことから、施設の老朽化や駐車場不足などの課題

校敷地内へのプレハブ設置も視野に入れた検討を進める。

が顕在化している。

（質問）子どもを預かる重責を担う支援員・補助員の確保

久慈町漁業協同組合の所有である日立おさかなセンター
の建物は、築後３０年近く経過し、経年劣化が進んでいる

のため、経験年数に応じて賃金改善を図り、応募意欲を高
めることが人材の確保につながるのではないか。

ことに加え、海沿いの立地や海産物を取り扱うことによる

（答弁）児童クラブの需要が高まる中、経験年数等に応じ

塩害の影響もあり大規模な改修等が必要になってきている。

た処遇の改善は、支援員の意欲向上はもとより、支援員の

また、駐車場不足の解消や、魅力向上を図るための施設
整備をおこなうためには、現状の道の駅エリアに留まらず、

確保にもつながると期待される。
国は、支援員の勤続年数や研修実績等に応じた賃金改善

隣接する日立港再開発用地などの周辺エリアを含めた一体

に要する費用を補助する「放課後児童支援員キャリアアッ

的な整備の検討も必要と捉えている。

プ処遇改善事業」を設けており、この補助事業を活用し支

今後の見通しとしては、検討を進めるに当たり、何より
も建物所有者である久慈町漁業協同組合の意向が極めて重

援員の処遇改善に取り組み、支援員確保につなげていきた
いと考えている。

要と考えており、同組合との協議、調整をおこなうととも

今後も、クラブ室の確保やクラブ支援員・補助員の確保

に、出店事業者や地元コミュニティなどで構成する道の駅

などの取組により、児童クラブの待機児童の解消と利用

日立おさかなセンター運営委員会のほか、茨城県を始めと

サービスの向上を図っていく。

衆議院議員

浅野 さとし

茨城県議会議員

高安 博明

魅力ある
新しい力で
活気あふれる
未来を拓く
まちづくり
4

日立市議会議員

青木 俊一（5期）
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

日立市議会議員

助川 悟（1期）
日立市会瀬町1−7−5
TEL 33−0615（事務所）
環境建設常任委員会
広報広聴委員会

議会だよりは二人で編集しています。
ご意見をお寄せ下さい。

