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新型コロナウイルス対策と産業活性化予算を計上9月
議会
　令和３年第３回定例議会は９月２日から９月２８日まで２７日間の日程で開催しました。上程された議案は、
令和３年度一般会計補正予算、条例改正、人事案件および新型コロナ関連予算の専決処分など２４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
　今回の一般会計補正予算は、新型コロナウイルス感
染症対策や県の補助採択に伴う事業などで、総額約
１０億５，７００万円を計上しました。主な事業は次のとお
りです。
★公共施設マネジメント推進	 ３億円
　令和２年度決算剰余金の一部を基金へ積立する
★新型コロナウイルス対応元気応援	 ３，１５３万円
　生活困窮世帯へおこめ券、マスクを配布する
★地域密着型サービス民間施設への補助	 ２，６８４万円
　成華園サテライト（久慈町）の開設準備経費を補助する
★フッ化物洗口推進	 ７９万円
　公立・私立の保育園等で４・５歳児を対象に実施する
★放課後子ども総合プラン推進	 １４万円
　放課後児童クラブ・放課後子ども教室の民間委託をおこ
なうための事業者選定（プロポーザル）を実施する
★新型コロナウイルス対応医療機関支援	 １，５１０万円
　診療・検査を実施する９１医療機関へ追加支援する
★新型コロナウイルスワクチン接種	 ３億６, ３３４万円
　１２歳以上の人口８５％を対象に追加の接種をする

国道 245号線の日立港区北拡幅（４車線化：大みか町 3丁目付近）における岸壁工事の状況国道 245号線の日立港区北拡幅（４車線化：大みか町 3丁目付近）における岸壁工事の状況

★商店街活性化	 １，４８０万円
　ＪＲ各駅から半径１ｋｍ以内で空き店舗利用新規出店者
増への助成、および出店後２・３年目の継続支援をする
★空き家利活用促進	 １，３６０万円
　空き家解体経費補助（３０～５０万円／件）を増額する

■主な条例改正
★奥日立きららの里の設置及び管理に関する一部条例改正
　ロードトレインの廃止に伴い、周遊バスを導入する
★久慈サンピア日立スポーツセンターの設置及び管理に関
する一部条例改正
　市長が管理する期間を令和４年３月３１日までとする

■決算の認定
★一般会計決算額　歳入１，０１７億円に対し、歳出
９６４億円（翌年度への繰越金を除き、実質収支は
２６億円）

■人事案件
★教育委員：小野　智久氏（新任）
★公平委員：會澤　克男氏（再任）

■請願・陳情
★採択　教職員定数改善と義務教育国庫負担堅持の請願

●一口メモ●
高齢化と要介護（含要支援）の推移
年 高齢化率 要介護者

H23 26.1％ 6,755人

R2 32.4％ 9,012人

伸び率 124％ 133％
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　平成２９年度よりまちなか
の活性化を図るため、ＪＲ常
磐線各駅周辺約１ｋｍ以内の
空き店舗を活用する新規出
店事業者に対し補助をして
います。今年度当初予算で８件を予定しましたが、希望者
が増え合計１５件になるため、７百万円増額します。また、
この制度を利用して出店した２・３年目の事業者が地元で
継続的に経営できるように、家賃等の支援をおこないます。
これまで出店した事業者は、飲食業２５件、小売業７件、
理美容業７件、整体等２件です。今後も店舗の活用と支援
体制拡充が望まれます。

　ガバメントクラウドファンディングとはふるさと納税に
似ていますが、自治体が特定の目的のために出資を募る仕
組みです。本市はこの制度を初めて導入し、第１弾として
平和通りの桜樹木更新工事のために寄付を募集しました。
当初４百万円の目標に対し、２千５百万円余の資金が集ま
りました。本市への想いがある方が、日立市の財産ともい
える桜の存続を願い寄付をし
ていただきました。第２弾は
かみね動物園の猛獣舎整備
のために、６千万円を目標に
出資を募っています。貴重な
財源を大切に活用します。

　公共施設（ハコモノ）の老朽化の進行に伴い、維持更新費用の増大が見込まれ、その財源確保が大きな課題となっていま
す。日立市では平成２４年度時点の延床面積が一人当たり４．０５㎡であり、全国平均の３．７７㎡を上回っていました。ま
た、今後４０年間の更新費用推計はこれまでの２．１倍と見込まれていました。人口減少や財源確保の観点から施設の更新
を考慮しなければなりません。このため本市の公共施設
マネジメント計画は２０４０年度までに、公共施設の総
面積を全国平均まで削減することとし、マイナス１５％
の目標を掲げて施設更新を推進しています。
　平成２８年度から令和３年度までの前期計画期間で
は、日立市役所、池の川さくらアリーナなど震災復旧工
事もあった結果、１０２％と増加に転じていますが、令
和４年度から１３年度までの中期行動計画期間に、学校、
子育て支援施設、市営住宅などの再編をおこない、施設
面積を９２％まで縮減する予定です。将来の子どもたち
の負担増にならないよう、適正な施設運営が必要です。

　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症への対応を最優先課題として、
市民の命と健康、生活を守り、地域経済支援のためのきめ細やかな施策を
推進するなど、効率的な行財政運営が求められた状況でした。
　そのような中、決算審査においては「日立市総合計画後期基本計画」の
４年目、また、「第２期日立市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の初年
度として、さらには、全ての市民が元気に暮らせる全世代型のまちづくり
を次年度につなげるため、次の８項目の要望および意見を提言しました。

市役所北側の再生資源回収ボックス市役所北側の再生資源回収ボックス

公共施設の更新費用推計

日立駅前平和通り日立駅前平和通り

平和通りの桜更新平和通りの桜更新

　将来の施設管理負担軽減をめざして
公共施設マネジメント方針の見直し公共施設マネジメント方針の見直し

ガバメントクラウドファンディングを導入ガバメントクラウドファンディングを導入
平和通りのさくら整備へ　本市初の適用平和通りのさくら整備へ　本市初の適用

令和２年度の決算を認定令和２年度の決算を認定
― ごみの減量化・資源化など８項目の要望・意見を提言 ―― ごみの減量化・資源化など８項目の要望・意見を提言 ―

まちなかのにぎわい創出にむけてまちなかのにぎわい創出にむけて
空き店舗の活用を支援空き店舗の活用を支援

 ①マイナンバーカードの普及促進
②ごみ減量化・資源化のさらなる推進
③高齢者タクシー乗車助成事業のさらなる利便性向上
④公共交通としての路線バスの安定運行支援
⑤まちなか出店者に対するネットワークを活用した支援策の拡充
⑥学校におけるＩＣＴ機器の適正な整備と利活用
⑦ふるさと寄附金使途の分かりやすい周知によるＰＲ
⑧ウィズコロナ、アフターコロナを見据えた広聴事業のさらなる強化
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全ての児童が安心して過ごせる環境整備
児童クラブと子ども教室を一体的に実施児童クラブと子ども教室を一体的に実施

新しい移動手段ＡＩデマンド乗合タクシー新しい移動手段ＡＩデマンド乗合タクシー
～ 大沼地区、宮田・助川・成沢地区での実証実験結果 ～～ 大沼地区、宮田・助川・成沢地区での実証実験結果 ～

　本市では、国の社会資本整備総合交付金を活用し、競技スポーツや運動を通じた地域活性化の場となる都市公園（市民運
動公園）の整備を進めています。令和３年度の整備事業として、池の川さくらアリーナ大型映像装置設置工事や市民運動公
園陸上競技場屋外トイレ改築工事が既に始まっています。
　これらの工事が、競争入札等により当初予算額を大きく下回ったこと
から、国交付金の契約差金を活用し、陸上競
技場のサッカー・ラグビー用電光式スコア
ボードおよび走路照明設備の整備、さらに
は市民からの要望により、テニスコート練
習板（壁打ちボード）も新たに再設置します。

「砂沢バイパス」他、幹線道路整備状況
　延長２．６ｋｍの日立いわき線砂沢バイパスは、本年度
中の供用開始に向け、現在、道路改良舗装工事が進められ
ています。開通となることで、十王里美線から国道６号に
もつながり、本市北部の移動性向上が大いに期待されます。
　また、国道２４５
号日立港区北拡幅は、
道路改良や用地買収、
鮎川停車場線は、道路
改良舗装や流末排水
整備および用地買収
などを進めています。

市役所北側（市道２５６０号線）拡幅
　市役所北側の外周道路は、道路幅が狭く歩道もないた
め、市役所利用者や通学児童等にとって危険な状況となっ
ています。この
ことから、道路
の拡幅および歩
道を整備し、安
全性を確保する
とともに、車の
すれ違いなど、
アクセス利便性
向上を図ります。供用開始が待たれる砂沢バイパス供用開始が待たれる砂沢バイパス 令和6年度完成予定の市役所北側市道令和6年度完成予定の市役所北側市道

利便性、安全性の向上につなげる市内道路整備利便性、安全性の向上につなげる市内道路整備
本年度供用開始予定の砂沢バイパス、危険性の高い市役所北側市道の改良など本年度供用開始予定の砂沢バイパス、危険性の高い市役所北側市道の改良など

電子母子手帳導入へ電子母子手帳導入へ
～ 予防接種らくらくスケジューラーをリニューアル ～～ 予防接種らくらくスケジューラーをリニューアル ～ 増加する空き家の対策の支援強化増加する空き家の対策の支援強化

解体後の宅地活用促進へ解体後の宅地活用促進へ

競技スポーツを通じた地域活性化へ競技スポーツを通じた地域活性化へ
～ 池の川さくらアリーナ大型映像装置、陸上競技場電光式スコアボードを設置 ～～ 池の川さくらアリーナ大型映像装置、陸上競技場電光式スコアボードを設置 ～

日立市の大きな課題として、山側住宅
団地など空き家の増加が急激に目立っ
てきました。老朽化や危険な空き家の
除却を進め、宅地の再生や創出を図る
ことが急務です。当初予算で解体費の助成３０件を見込み
ましたが、３２件の追加申し込みがあり、増額補正するも
のです。制度の拡充と周知を進め利用促進を図ります。

　県内で初めて導入した妊娠・子育て支援アプリ「予防接
種らくらくスケジューラー」をリニューアルして、令和４
年度から電子母子手帳機能などを追
加した「子育てモバイル」を導入し
ます。災害時における紙の手帳の補
完として、また、子どもの成長記録
の保存など、子育てを楽しみながら
おこなえるツールとして活用します。

空き家のイメージ空き家のイメージ

大型映像装置設置イメージ大型映像装置設置イメージ電光式スコアボード設置イメージ電光式スコアボード設置イメージ

ＡＩデマンドタクシーＡＩデマンドタクシー

電子母子手帳イメージ電子母子手帳イメージ

久慈小児童クラブ久慈小児童クラブ

　路線バスを補う新しい移動手段としての有用性につい
て、利用者および技術的な視点から、６月１１日～７月
２２日の４２日間で、検証を実施しました。
　実施結果としては、利用件数延べ２５４件、住民の
実証実験の認知度は３０％、利用者層は２０～５０歳代
が９０％、待ち時間１０分以内が７２％、２０分以内は
８８％などの結果が得られました。

　また、アプリでの予約が８０％で、
電話予約や現金決済の利用は少な
いなど、今後さらなる分析や調査・
検討の積み重ねが必要と考えます。

　本市では、「日立市子ども ･
子育て支援計画」により、全
ての児童が放課後等を安全・
安心に過ごすことができる環
境整備を進めています。
　今後の方針としては、希望者全員の受入れや多様な体験 ･
活動をおこなう環境整備を目的に、令和４年４月から、放
課後児童クラブと放課後子ども教室を一体的に実施しま
す。また、民間事業者に運営を委託し、開設日の拡充や開
設時間の延長等による「小１の壁」の解消を図ります。
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太平洋を眼前に望む水木海岸遊歩道太平洋を眼前に望む水木海岸遊歩道

■日立市立学校再編計画の取組について
（質問）学校再編計画に関連する指定学校の変更に伴い、
入学生が大幅に減少している中学校における影響について、
現状、どのように対応しているのか。
（答弁）学校再編計画の中で、令和３年度から７年度まで
の第１期に位置付けた学校（山部小、仲町小、東小沢小、
平沢中、坂本中、他９校）については、入学者が減少する
可能性を予想していたが、平沢中学校、坂本中学校におい
ては、その予想よりも早い入学者の減少となっている。
　生徒数の減少に伴う影響は、学校教育全般にわたるが、
各学校において、日常的な異学年交流活動や部活動におけ
る他校との合同チーム編成など、少人数のデメリットを補
う工夫をしている。
　今後は、少人数のデメリットを可能な限り補いながら、
円滑な学校統合に向け、対象校同士のＩＣＴを活用した交
流活動や学校行事の共同開催など、一定の規模を確保した
学校活動や様々な事前交流の機会を設けていきたい。
（質問）さらに入学生が減少し、廃校せざるを得ない状況
になれば、再編計画で掲げた「対等な統合」ではなくなる
懸念もあり、計画より前倒しで統合させるべきではないか。
（答弁）生徒たちが安心して学校生活を送るためにも、適切
なタイミングで統合することが大切であると考えている。

　統合準備委員会での合意が整えば、計画を前倒しした統
合も必要であるが、統合には様々な準備が必要である。
　統合準備委員会で、校名や制服、通学路、統合時期、事
前交流など、丁寧に協議を行っていく必要があり、大人た
ちが知恵を出し合い、円滑な統合をめざし、取り組んでい
ただけるよう努めていく。また、統合にあたり、校舎の建
て替えを予定する学校であっても、学習環境の確保を優先
し、建て替えに先行して統合する場合もあるものと考える。
　現在、第１期対象校で、統合準備委員会の設置を進めて
おり、コロナ禍の影響による保護者説明会の延期などがあ
るものの、一日も早く、協議を開始したいと考えている。

■地域資源を活かした賑わいづくりについて
（質問）海岸線や公園を拠点とした海浜ウォーキングロー
ドを整備し、日立アルプスハイキングコースと既存道路で
結んだ「日立ロングトレイル」を作ってはどうか。
（答弁）本市においては、風神山から鞍掛山までの全長約
２３㎞の日立アルプスハイキングコースをはじめ、太平洋
を眼前に望む河原子から水木までの海沿いの遊歩道など、
自然と地域資源にあふれている。
　これらの地域資源を活用し、「日立ロングトレイル」を
提唱することは、アウトドア人気を捉えたアフターコロナ
の新たな観光誘客につながるものと大いに期待できる。
　さらに、県北ロングトレイルコースとの連携は、相乗効
果を高めると考えられ、全国のトレイルコースの事例を参
考にしながら、積極的に検討を進めたい。
（質問）秋は海と山を結んで走るトライアスロン大会、冬
には山間部を活用した駅伝大会等を開催し、スポーツのま
ちとしての認知度向上と交流人口の拡大を図ってはどうか。
（答弁）新たなスポーツ大会として、トライアスロンや駅
伝大会を開催できれば、海と山の魅力を一度に堪能できる
魅力的なイベントになることと思われる。
　また、本市においては、フルマラソンの実施を検討して
おり、そのコースを使った大会開催は効率的であると考え
る。一方で、大規模大会を実施するには、コースの安全性
確保や救命・医療体制、交通規制のための警察等関係機関
の協力が必要であり、先行事例や協議団体の意見等も参考
にしながら、実現性について幅広く検討していく。

一般質問の中から

議会の質問と提言議会の質問と提言

日立市立学校再編計画の取組、
地域資源を活かした賑わいづくりについて

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。

日立市東成沢町3－7－7
TEL 35－6909
総務産業常任委員会
ジャイアントパンダ誘致推進特別委員会委員長

日立市会瀬町1－7－5
TEL 33－0615（事務所）
教育福祉常任委員会副委員長
幹線道路整備促進特別委員会

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


