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幼児施設の入園の推移（人）
年度

1号認定

2・3号認定

R3

1,296

2,554

R1

1,693

2,365

1号認定：3歳以上の未就学児
2・3号認定：保育が必要な者

謹賀新年

津神社を照らす日の出（初崎海岸）

12月
議会

１０年間のまちづくり「総合計画」基本構想を可決

令和３年第４回定例議会は１１月２９日から１２月１７日まで１９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、専決処分など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。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

★商店街活性化

今回の一般会計補正予算は、新型コロナウイルス感染症

８００万円

ＪＲ各駅から半径１ｋｍ以内で空き店舗利用新規出店者

対策や産業の活性化、子育て支援、医療体制の充実などで、

の増に伴い増額する（当初予算８件、補正後２３件）

総額約１２億７，
３００万円を計上しました。主な事業は次

■日立市総合計画（１０カ年）の基本構想

のとおりです。
★子育て世帯臨時特別給付金給付

令和４～１３年度のまちづくりに関する構想を可決した
１０億８，８００万円

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世
帯の１８歳以下の子ども一人当たり５万円を支給する
★地域密着型サービス民間施設整備

２，０７８万円

認知症高齢者グループホーム２施設の防災改修、日鉱記
４４９万円

公設（２３）
、民間（７）クラブの Wi-Fi 環境を整備する
★緊急中小企業雇用維持支援

８００万円

緊急雇用維持支援金を当初予算より増額する
★特産農産物産地育成

中里小、中里中を廃止し、中里小中学校を設置する
★久慈サンピア日立スポーツセンターの指定管理者指定
日立市体育協会へ、令和９年３月３１日まで指定する
いばらき広域農業共済組合の設立に伴い、本市の農業共
済事務を同組合に移管する
★専決処分
草刈り機による除草作業中に小石を跳ね上げ自動車に損

７５６万円

地域ブランド品「茂宮かぼちゃ」のほ場整備に補助する
★日立駅前再活性化

★日立市立学校設置の一部条例改正

★日立市農業共済事業を廃止する条例

念病院介護医療院の開設に係る経費を補助する
★児童クラブ環境整備

■主な条例改正等

１，２６５万円

交流人口拡大やにぎわい創出を図るイベントを開催する

害を与えたことに対する損害賠償（３件）

■請願・陳情

★採択 私学の保護者負担軽減と教育条件改善の陳情
★不採択 コロナ禍による米価下落の対策を求める請願
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若者の挑戦と成長を支援
「ひたち若者かがやき会議」
～ 若者世代が生きがいを持ってかがやけるまちをめざして ～

若者世代が、本来持っている力を存分に発揮でき、生きがいを持ってかがやき、日立市に住ん
でみたい、住み続けたいと思えるまちをめざすことを基本理念に、若者と日立市が共に取り組む
ことを示した「ひたち若者かがやきプラン」を、令和３年３月に策定しました。
プランに基づき、若者主体の組織「ひたち若者かがやき会議」を、昨年７月７日に設立し、ま
ちづくりや地域課題解決、関係人口創出などに対する取組を自由なアイデアで実践するとともに、
若者同士の仲間づくりや交流機会の創出につなげるための取組を推進しています。
７月と９月には、「若者会議に参加したきっかけ、日立市の気になる場所、日立駅前市街地がこ
んな場に生まれ変わったら」をテーマに若者会議を開催しました。
参加者からは、「日立市の魅力である自然をＰＲしたい」「日立駅前周辺環境も意識し、シビッ
クセンターなどと組み合わせた最大の価値が発揮でき
る施設を」などの意見が出されました。

ひたち若者かがやきプラン

これらを、今後取り組む自主企画事業や若者が集まる場づくり検討の素材とし
て活用していきます。

Twitter

また、
若者による情報発信の

Facebook

Instagram

note

推進として、若者会議専用の
ＳＮＳを開設し、若者視点に
よる情報を発信しています。

第１回若者会議

シティプロモーションを促進

空き家を活用した「お試し移住」

コミュニティ活動を改革路線へ

重点施策を展開

第２次「日立市コミュニティ活動の在り方検討委員会」

本市では人口減少時代におけ
る地方の魅力を創出し、交流人

からの提言を受けて、自治会・町内会の解散、退会や未組

口の拡大・定住促進につなげる

織による加入率低下、災害時の福祉的対応などに対処して

ため、市内の空き家を貸し出し
ます。住みやすさや自然環境の

海の見える家（旭町）

いくため、市は今後の行動計画をまとめました。この計画
期間は令和４年度から１０年間とし、前期と後期の５年間

豊かさなどを体感してもらい、移住に向けたきっかけ作り

に分けて推進します。前期で進める３５項目のうち、１５

の取組を今年度も実施します。

項目を重点事項として推進することにしています。重点事

本市への移住を希望または検討している市外居住者が、

項の主なものとしては、コミュニティ人材の発掘、まちづ

４日から８日間、本市旭町３丁目地内の一戸建て住宅（写

くりコーディネーターの配置、ＩＣＴを活用した高齢者と

真参照）に無料で宿泊できます。滞在期間中には、リモー

のつながりの創出などを進めていきます。

トワークやファミリー向けなど様々な体験メニューを用意

本市の宝であるコ

し、移住相談や市の情報提供をおこないます。実施期間は

ミュニティ力の再構築

令和４年１月４日から３月３１日までです。地方への移住

は、若い世代の定住や

の流れを加速できるよう、
「仕掛け」に力を入れていきます。

超高齢社会を支える基

さらなる取組の拡大・定着を図る

日立市長杯ラジオ体操コンクール開催

本市出身の遠山喜一郎氏がラジオ体操の考案者であるこ
とから、
「ラジオ体操のまち ひたち」の恒例イベントとし
て、１２月１８日（土）池の川さくらアリーナにおいて、
「第

盤となり、本市の発展
には必要不可欠です。

花壇手入れの様子

市内初 家庭的保育事業所開設
～ 家庭的な雰囲気の少人数保育を提供 ～

市内では初となる家庭的保育事業所を、令和４年４月か

１回 日立市長杯ラジオ体操コンクール」を開催しました。

ら開設予定です。児童福祉法における保育事業の一つとさ

５６団体の応募の中から、ビデオ審査による選考で１２団

れ、０歳から２歳児を対象とし、定員５人以下の家庭的な

体が本大会に出場し、息の合ったラジオ体操第一が披露さ

雰囲気の下で保育を提供する事業です。女性の就業率向上

れました。

等による保育ニーズ増加の新たな受け皿となります。

ラジオ体操を「郷土の

〈 開設予定事業所 〉

宝」と位置付け、今後、

事業所名

さらなる取組の拡大と定
着を図ります。
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ラジオ体操コンクール本大会

開設場所

（仮称）ばぁばのおうち・
（仮称）まめ保育室
ゆりかご保育室
日立市久慈町地内

日立市中成沢町地内
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将来の安定水源確保に向けて

～ 十王川系の配水区域拡大による久慈川系配水の負担軽減を検討 ～
本市では、将来の人口減少に対応すべく、現行における久慈川の渇水や塩分遡上リスクの軽減を図るとともに、十王ダム
の有効活用も視野に安定水源確保策を検討しています。
十王ダムのある十王川を水源とする十王浄水場の機能強化を図り、十王川系の配水区域を拡大することにより、森山浄水
場からの久慈川系配水の負担を軽減することを基本的な考え方としています。
十王浄水場は、当初２系列の浄水能力を有する施設として整備が進められましたが、供用開始時（平成１０年度）の給水
状況に合わせ１系列で稼働させた経緯があります。未稼働である２系列目を整備して浄水能力を倍増させ、十王川系の配水
区域を拡大することで、久慈川系の負担軽減が図られるだけでなく、十王川と久慈川の二つの水源から給水される水道水の
相互流用が可能となります。
また、現在４系列で浄水している森山浄水場は、２系列化および人口減少に伴う配水量の減少に応じたダウンサイジング
を進めるとともに、予防保全などによる施設の延命化の検討を進めています。

【 系統概要図 】

久慈川取水場

凡例：

森山浄水場

会瀬
配水池

滑川
配水池

北部
配水池

会瀬町

滑川町

十王町友部

導水管

送水管

十王浄水場

未整備

十王川取水場

（令和41年度 33,600㎥/日）

変更後区域界
（令和16年度 50,300㎥/日）

既設区域界
（令和2年度 60,700㎥/日）

［久慈川系17%］
［十王川系
（2系列）
83%］

［久慈川系50%］
［十王川系
（2系列）
50%］

［久慈川系80%］
［十王川系
（1系列）
20%］

安全性、利便性の向上を図る市内道路整備

― 会瀬小学校通学児童の安全確保、国道６号・日立いわき線の渋滞緩和を図る道路改築 ―
会瀬町３丁目地内（市道３１６３号線）改良

中所沢川尻線（市道６４０号線）改築

中央線の会瀬３丁目地内交差点から会瀬グラウンド方

折笠スポーツ広場南側に位置する中所沢川尻線バイパ

面に向かう市道３１６３号線は、会瀬小学校の通学路に指

ス区間は、日立市北部の南北軸を形成する主要な幹線道路

定されていますが、道路幅員が狭く歩道も狭小であり、通

です。豊浦・十王地区と市中心部を連絡することにより、

学児童等歩行者の通行が大変危険な状況となっています。

国道６号や日立

本路線の中央線側
３５０ｍ区間を整備

緩 和、 お よ び、

し、 車 両 の 交 互 通 行

利用者の利便性

を可能にするととも

向上のため、道

に、 歩 行 者 の 安 全 性

路改築を進めて

向上を図ります。

折笠スポーツ広場

いわき線の渋滞

中央線側から見た市道３１６３号線

日立駅前商店街の活性化に向けて
にぎわい創出イベント開催・期間限定ショップ出店

日立

北 IC

へ

います。

中所沢川尻線
バイパス区間
折笠町

令和３年度路体盛土工

専門家等による基本計画策定進む

新産業廃棄物最終処分場整備

日立駅前のイトーヨーカドー日立店が本年 1 月１６日で

日立市諏訪町に整備を

閉店することで、周辺商店街への来街者の減少や買物環境

予定する新産業廃棄物最

の悪化が懸念されています。昨年７月に設置した「日立駅

終処分場の基本計画策定

前地区活性化委員会」では、この状況を鑑み、イベントや

委員会が２回開かれ、県

期間限定ショップの設置を検討・企画してきました。

から市民に対して中間の進捗状況が報告されました。市民

今年度は物販を主とするマルシェや世代ごとのイベント開催

整備後の全体イメージ図

の主な意見は、災害などの過酷事故への対応、工事期間中

を実施するとともに、
駅前の空き店舗

の既存道路の安全対策など十分に検討をすること、地元の

等を活用し、
市内事業者と連携して生

経済発展のための地域振興をおこなうことなどでした。県

鮮品や雑貨を販売する期間限定ショッ

は新たな産廃搬入路の概略設計を実施しており、来春には

プを設置します。今後、大型商業施

ルートが明らかになります。今後も計画全体に対し、市議

設後継店舗の誘致も期待されます。

現在の日立駅前の様子

会要望の反映をチェックして参ります。
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円を超えるご寄附をいただきながら、福祉・教育・産業な
ど、様々な事業に活用している。
さらに、本年度からは、ふるさと納税制度を活用した新
たな取組として、「ガバメントクラウドファンディング」
を実施したところであり、目標額を大きく上回るご寄附を
いただき、財源の確保のみならず、市の事業を全国にＰＲ
することができたものと考えている。
また、今後も国の動向などを注視しながら、できるだけ
多くの寄附をいただいた「かみね動物園新猛獣舎」の完成イメージ

多くの特定財源の確保を図るとともに、歳出についても、
事業の選択と集中や、行財政改革を一層推進するなど、

一般質問の中から

財政政策について、
デジタル社会の実現に向けた取組について
議会の質問と提言

メリハリの効いた財政運営を図っていく。

■デジタル社会の実現に向けた取組について

（質問）オープンデータを活用した地方発ベンチャーの創
出促進など、次世代型未来都市をめざす本市として、デー
タの活用に関する取組と今後の展開について伺う。
（答弁）行政が保有するデータについては、官民を問わず

今回は助川議員が質問しました。

■財政政策について

様々な主体が、創意工夫をいかした多様なサービスの迅速

（質問）年々その深刻性が高まる少子高齢社会や人口減少、

かつ効率的な提供をすることや、急速な少子高齢化の進行

特に社会減への対応など、様々な課題を克服していくため

など、様々な課題の解決につながることが期待されている。

の、令和４年度の予算編成の考え方について伺う。

本市においては、観光施設や介護サービス事業所の一覧

（答弁）継続して取り組んできた人口減少対策をはじめ、

データなど、１４件をオープンデータとして公表しており、

子育て支援や若者応援、中小企業支援などの地方創生の取

引き続き、企業などからの要望等を踏まえながら、公表デー

組については、コロナ禍を契機とした地方への関心の高ま

タの拡充に努めていきたいと考えている。

りや、テレワークの浸透といった時代の変化を適切に捉え
ながら、さらに深化させていく必要がある。
これらを踏まえながら、次年度の予算編成に当たっては、

（質問）マイナンバーカードの利活用など、一人でも多く
の市民がデジタル化によるメリットを享受できる環境の構
築に向けた本市の取組について見解を伺う。

新型コロナ対策を最優先としながら、地方創生・人口減少

（答弁）市民がデジタル化のメリットを享受するためには、

対策に取り組む。また、安全・安心のまちづくりや、国が

そのための環境整備が重要であり、国では、デジタル社会

進めているデジタル化の推進、脱炭素社会の実現などに重

の基盤となる「マイナンバーカード」の普及促進を掲げて

点的に予算を配分し、未来につなぐまちづくりを推進して

いる。そのため、マイナンバーカードの取得促進に向け、

いきたいと考えている。

新たなマイナポイントの取得支援に取り組むとともに、マ

（質問）市税収入も大幅な減額を見込む中、持続的・安定

イナンバーカードのさらなる利活用について、他自治体の

的な財政運営を維持しながら、コロナ対策や喫緊の課題に

取組事例なども参考とし、効果的な施策について検討を進

対応していくための、今後に向けた執行部の見解を伺う。

めていく。加えて、高齢者を対象としたスマートフォンの

（答弁）大変厳しい財政状況下にある中で、さらなる自主

操作支援や、行政手続のオンライン化など、多くの市民が

財源の確保を図るため、ふるさと寄附金の返礼品に家電品

デジタル化の利便性を実感することができる環境の構築に

を加えるなど、返礼品の充実に努め、これまでに１００億

向け努めていきたいと考えている。

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
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日立市議会議員

青木 俊一（5期）

日立市議会議員

助川 悟（1期）

日立市東成沢町3−7−7
TEL 35−6909

日立市会瀬町1−7−5
TEL 33−0615（事務所）

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

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

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。

