
提出された意見とその意見に対する市の考え方について

№ 施策区分 ページ 意見の内容 反映状況 市の考え方

1
１　社会の潮流
 (1)　新型コロナウイルス感染症の影響

1

　今後10年を見据えた基本構想として、新型という文言に若干違和感を感じまし
た。現在の新型コロナウイルス感染症は、いつまでも新型ではないと思いますの
で、例えば、当該ページの最後に記載の文言を参考に、「新たな感染症等への対
応」などに表現を変えたほうが良いと思いました。

意見反映

　「１　社会の潮流」は、総合計画の策定に当たり、捉えておくべき事項を整理したもので
す。「(1)　新型コロナウイルス感染症の影響」は、2020（令和２）年から現在までの間、全
世界に猛威をふるうパンデミックとなっている新型コロナウイルス感染症によってどのような
影響が生じたのか、今後、どのような対応が求められると考えられるのかについて記載したも
のであり、原因となった「新型コロナウイルス」と、今後の対応としての「新たな感染症等の
脅威に対する備えや対応策」については、使い分けをしていますが、今後の方向性をより明確
にするため、題名を「新型コロナウイルス感染症の影響（新たな感染症等への対応）」に変更
いたします。

2
１　社会の潮流
 (6)　持続可能な開発目標（SDGs）の推進

6

　社会の潮流の中に、持続可能な開発目標SDGｓの推進とありますが、まちづくりの
基本理念や将来都市像、施策の大綱にも触れられていないと思いますが、日立市で
はどういった取組をしているのでしょうか。また、この基本構想でどういった取組
をしていく考えなのでしょうか。最近よく耳にするので教えてほしいです。

趣旨含む

　「１　社会の潮流」「(6)　持続可能な開発目標（SDGs）の推進」に記載のとおり、国の計
画である「まち・ひと・しごと創生総合戦略2017改訂版」において、地方自治体におけるSDGs
の取組推進が位置付けられています。また、これまでの本市のSDGsの推進に向けた取組として
は、例えば、2020（令和２）年３月に策定した「第２期日立市まち・ひと・しごと創生総合戦
略」においては、関連するSDGsの開発目標を明示し、その実現に向けて、各種取組の着実な推
進を図っているところです。
　様々な事業を実施していく中で、SDGsは全ての分野に関わってくるものであると認識してお
り、次期総合計画においても、関連するSDGsの開発目標を明示するなど、関連性を整理すると
ともに、SDGsの推進に向けた取組を実施してまいります。

3
１　社会の潮流
 (11) 自治体経営の転換

11
　自治体経営の転換には、この基本構想を実現するために必要な人的リソースの確
保に対する計画が必要。

趣旨含む

　「４　将来都市像」において、目標とする将来都市像を「共創で新たな歴史を刻む　次世代
型みらい都市　ひたち～人づくり・まちづくり・そしてみんなの幸せづくり～」と定めている
ように、まちの発展を支える「人財」の育成に注力し、全ての世代が幸せを実感できるまちを
目指してまいります。
　また、「７　施策の大綱」「大綱６　協働・行政経営」に記載のとおり、多様な行政課題に
対応できる組織力の向上など、計画的な人材の育成に努めてまいります。

4
２　本市を取り巻く現状と課題
 (1)　人口減少問題・地方創生への対応

13
　コロナ禍で移住促進に取り組んでいるとのことだが、外から来るより、市内から
出ていかないよう力をいれるべき。希望に沿う働き口は少ない、子供たちは当然職
を求めて出ていくしかない。

趣旨含む

　「２　本市を取り巻く現状と課題」「(1)　人口減少問題・地方創生への対応」に記載のと
おり、本市では、地方創生・人口減少対策を喫緊かつ最重要の課題と位置付け、若者の主な移
動要因となる「しごと」と「住まい」に関する施策に重点的に取り組むとしており、御提案の
趣旨が含まれています。
　これまで本市では、「住みたい」「住み続けたい」と思っていただけるよう、子育て世帯な
どの若者世代への様々な支援策を講じるとともに、安全・安心で魅力あふれるまちづくりとし
て質の高い住環境の整備や駅周辺を中心とした生活利便性と公共交通利便性の高いまちづくり
を進めているほか、コロナ禍で人の流れに変化が生じている潮流を的確に捉え、テレワークを
活用した首都圏等からの移住促進を図るなど、積極的な移住・定住施策に取り組んでまいりま
した。
　また、雇用センター多賀による求職者と求人者のマッチングや創業支援、新たな企業の誘致
など、市内での雇用の確保に取り組んでまいりました。
　引き続き、若者を始めとする全ての世代の定住を促進し、将来にわたって活力ある地域社会
の実現に向けて、各種取組を推進してまいります。

5
２　本市を取り巻く現状と課題
 (1)　人口減少問題・地方創生への対応

13
　他地域へ転出の選択が取れる所得層を日立市に留保、根付かせる施策も実施して
ほしい。

趣旨含む 　№４と同じ趣旨の御意見であるため、回答内容については№４を参照願います。

（１）下表の「意見の内容」欄には、原則として提出された意見を原文のまま掲載していますが、長文の場合は、原文の趣旨を変えない範囲で要約しています。

（２）「反映状況」欄には、次の３つの区分を掲載しています。

Ａ 意見反映 ：基本構想に意見を反映するもの

Ｂ 趣旨含む ：基本構想に意見を反映しないもののうち、既に意見の趣旨が基本構想に含まれているもの

Ｃ その他 ：基本構想に意見を反映しないもののうち、個別施設への要望、質問等



提出された意見とその意見に対する市の考え方について

№ 施策区分 ページ 意見の内容 反映状況 市の考え方

6
２　本市を取り巻く現状と課題
 (1)　人口減少問題・地方創生への対応

13
　基盤として、日立市は住みやすい、と思ってもらえないと、東海村やひたちな
か、水戸に流れてしまいます。課題は山積ですね。

趣旨含む

　人口減少・少子高齢化、新型コロナウイルス感染症の影響など、様々な課題に直面する本市
ではありますが、そのような中にあっても、これらの課題に的確に対応し、子どもから高齢者
まで、全ての人が幸せを実感し、「住みたい」、「住み続けたい」と思っていただけるよう、
全世代に対する切れ目のない支援や質の高い教育環境の提供、産業の活性化、都市基盤の整
備、暮らしの安全・安心の確保、誰もがかがやける環境づくりなど、様々な視点から各種施策
を着実に推進し、総合力を備えた魅力あふれるまちづくりを進めてまいります。また、これら
本市の魅力をより多くの人に実感していただけるよう、市内外に積極的に発信してまいりま
す。

7
２　本市を取り巻く現状と課題
 (1)　人口減少問題・地方創生への対応

13

　日立市の人口減少について、ズバリ、魅力がないからだと思います。
　住民が住んで、住みづらい、魅力がない、他市町村の方が住みやすい、魅力的と
の理由が大半だと思います。
　実際、日立市内に勤務していても住んでいるのは水戸やひたちなか市という人も
多いです。魅力的な商業施設がない、娯楽もない・・・など、他市町村から見て遅
れているところが多いです。
　子育てについても日立市は魅力的だと謳っていますが他市町村から見た魅力がカ
バーしきれていません。
　日立駅前のイトーヨーカドーですら、撤退するということは市民は利用していな
いということがわかると思います。他の市町村へ行っているのです。
　日立市からみたら、水戸やひたちなか市の方が活気があることは確かです。教育
も特別他市町村より魅力的だとは思いません。もっと別の角度から日立市の魅力度
を上げてアピールしていくべきだと思います。
　そのためには若い人達の活躍も必要だと思います。

趣旨含む

　人口減少・少子高齢化、新型コロナウイルス感染症の影響など、様々な課題に直面する本市
ではありますが、そのような中にあっても、これらの課題に的確に対応し、子どもから高齢者
まで、全ての人が幸せを実感し、「住みたい」、「住み続けたい」と思っていただけるよう、
全世代に対する切れ目のない支援や質の高い教育環境の提供、産業の活性化、都市基盤の整
備、暮らしの安全・安心の確保、誰もがかがやける環境づくりなど、様々な視点から各種施策
を着実に推進し、総合力を備えた魅力あふれるまちづくりを進めてまいります。また、これら
本市の魅力をより多くの人に実感していただけるよう、市内外に積極的に発信してまいりま
す。
　さらに、地域の将来を担う若者世代が、本市を舞台に活躍し、より一層かがやくことができ
るチャンス・機会の創出に努めてまいります。

8
２　本市を取り巻く現状と課題
 (2)　医療・福祉、介護施策等の充実

14
　日立市には、産科が１つしかないので、子どもを育てやすいだけでなく、産みや
すい環境を整えてほしい。

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱１　福祉・医療」に記載のとおり、安心して子どもを産み育てら
れる医療環境の充実を図るとしており、御提案の趣旨が含まれています。
　これまで本市では、子どもを産み育てやすい環境の整備として、周産期母子医療体制の確
保・充実に向けた取組や産婦人科医師確保に向けた取組などを進めてまいりましたが、引き続
き、これらの環境の更なる充実に取り組んでまいります。

9
２　本市を取り巻く現状と課題
 (3)　安全・安心のまちづくり

15
　これからどのような災害、人災が起こるのかは想像もつきません。しかし、それ
を予測してまちづくりをしていくべきです。予測できる人を育てるべきです。住民
にやさしいまちづくりをしていくべきです。

趣旨含む

　「２　本市を取り巻く現状と課題」「(3)　安全・安心のまちづくり」に記載のとおり、あ
らゆる災害を想定し、危機管理体制の更なる強化や地域の強靭化に向けた取組を推進すること
としており、御提案の趣旨が含まれています。引き続き、市民が安全に安心して暮らせるまち
の実現を目指し、防災・減災対策を推進するとともに、まちの発展を支える「人材」の育成に
注力してまいります。

10
２　本市を取り巻く現状と課題
 (4)　教育と文化の振興

16
　日立市独自の学校とコミュニティとの協力関係の充実についての記載があっても
よろしいのではないでしょうか。

意見反映

　「２　本市を取り巻く現状と課題」「(4)　教育と文化の振興」に「家庭や地域と連携しな
がら、豊かな心と健やかな体、社会的・職業的な自立に必要な能力や姿勢を育てる教育を推進
してきました」と記載のとおり、御提案の趣旨は含まれていると考えておりますが、本市の特
徴である学校と地域との協力関係の充実について明確にするために、「学校と地域の協力関係
の下、保護者や地域住民等が積極的に子どもの教育に携わることで、豊かな心と健やかな体、
社会的・職業的な自立に必要な能力や姿勢を育てる教育を推進してきました」に変更いたしま
す。

11
２　本市を取り巻く現状と課題
 (4)　教育と文化の振興

16

　IT 都市として日本国内の他の都市に先駆けて取り組まなければ､少子高齢化の労
働力不足によって､市の活動が将来的に破綻する事は目に見えている｡
　小学校 高学年にも1、2時限 / 週 程度の市の情報ﾈｯﾄﾜｰｸへの習熟教育を組み込む
べきであろう｡

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱２　教育・文化」に記載のとおり、情報技術の急速な進展や人口
減少・少子高齢化など、社会的変化に主体的に向き合い、未来を拓き、活躍できる人材を育む
としており、御提案の趣旨が含まれています。
　これまで本市では、市立小中特別支援学校の児童・生徒への１人１台のタブレット端末を配
備するとともに、タブレットやパソコンを活用した授業を取り入れ、視覚的にも分かりやすい
授業により、子どもたちの情報活用能力などを育んでまいりました。
　引き続き、子どもたちの豊かな心と健やかな体、社会的・職業的な自立に必要な能力や姿勢
を育てる教育を推進してまいります。
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12
２　本市を取り巻く現状と課題
 (4)　教育と文化の振興

16

　世の全国ﾈｯﾄ民放テレビ局のクイズ番組では「東大王」なる博識者が出演してい
る。20世紀中期に生れ、高度経済成長期に成人した私たち世代は「東大王」の能力
を持っていれば、どの企業でも重宝された。高度経済成長期には企業などの職場で
は、やる事は決まっており､完璧にはこなせないほど大量の仕事があった。一方人材
は新人が豊富に採用できたから､入社したプチ「東大王」は新人向けに書かれた作業
手順書を読みとって理解し､新人を指導することができる人材で充分だった。私自身
も､大学卒ではあったが､中堅の先輩から、「ほら、考えてないで、手を動かせ。」
と叱咤激励されたものした。
　でも、現在では人材数が僅少で力仕事や手間だけかかる単純作業は機械 (PC、AI
含 ) や専業の外注業者がやってくれる。与えられる仕事は「どうやったら業績を向
上させる事ができるか。」、「顧客は製品に何を求めているか。」というような､正
解が一つに決まらない様な仕事ばかりとなるだろう。
　こういう時代に人から指示されないと動けない「指示待ち人間」の人生は悲惨な
ものとなるだろう。自分で問題点を見つけ､自分で解決策を見つけられる教育への転
換が必須となるし､上級学校の入学試験でもこの視点の能力が試され､社会に出ても
この能力が求められることとなるだろう。

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱２　教育・文化」に記載のとおり、子どもたちの確かな学力、豊
かな心、健やかな体を育み、自ら学び考え、未来を拓く「生きる力」を培うため、家庭や地域
と共にある学校づくりを推進するとしており、御提案の趣旨が含まれています。
　これまで蓄積された本市教育の良さをいかしながら、情報技術の急速な進展や人口減少・少
子高齢化など、社会的変化に主体的に向き合い、未来を拓き、活躍できる人材を育んでまいり
ます。

13
２　本市を取り巻く現状と課題
 (5)　産業の振興

17

　1910年に創業した日製は時代の要請に応える形で目覚しい発展を遂げてきた。し
かし、その発展の過程では、従業員の新規採用を常に控えて、労働力不足の状態を
慢性化する経営方針により､ｻｰﾋﾞｽ残業の蔓延やﾜｰｸ・ﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽを欠いた生活を従業員
に強いる形で､本来､支払われる給与により市の経済が繁栄するべきところを､被雇用
者への分配を低下させ､市民税の徴収額の低下と共に､日立市の発展を妨げる結果と
なって来た。
　結果として貧しい従業員に対比して日製は栄え､市外、県外に多くの投資をして､
現在の日製で活躍している部門を育てたという結果となっている。日立市に住む
人々は日製からの受け得るべき恩恵を充分に享受できていないこととなる。
　現在の日製の県北の工場の業績を萎縮させず､雇用と市税財源を確保する事は､本
来受け得るべき日製からの貢献を､引き続き受け取るために重要な課題と考える｡

その他

　これまで本市は、日立製作所の発展と共に、ものづくりのまちとして成長を遂げており、日
立製作所には、創業以降、医療や公共交通を始めとした社会インフラなどの様々な分野で多大
な貢献をいただいているところです。
　日立製作所を始めとした市内の企業には、行政からも地元採用を働きかけることで、引き続
き、雇用の確保に努めていただくとともに、産学官連携などの取組の促進により、地域経済を
活性化することで、まちづくりの一翼を担っていただきたいと考えております。御意見につき
ましては、今後の参考とさせていただきます。

14
２　本市を取り巻く現状と課題
 (5)　産業の振興

17

　神峰動物園へのパンダ誘致については、最初だけしか客は来ず、その後もずっと
続くとは思わない。上野動物園のように、パンダの赤ちゃんが産まれるという事が
できるのでしょうか？高いレンタル料を払ってまで行う価値はないと思う。
　県内外からの観光客が、国道６号を使って来るとすると、今でさえ迂回ルートが
なくて渋滞が酷いのに、動物園へたどり着けず、観光客は怒って帰ってしまうので
はないか、住民も迷惑な状況になるでしょう。

その他

　かみね動物園は貴重な地域資源であり、動物園を含めたかみね公園は、本市を代表する観光
交流拠点です。引き続き、その魅力を更に磨き上げ、変わりゆく時代に対応しながら、次の世
代に引き継いでいくため、今後も公園全体の在り方や活性化に向けた具体的な方策などの検討
を進めてまいります。

15
２　本市を取り巻く現状と課題
 (5)　産業の振興

17

スポーツフェスティバル

　毎年 10月に、さくらアリーナや野球場で行われていたイベント。とても多くの人
が来て楽しんでいました。いろいろなスポーツの他に、ボルダリングなど、ふだん
できなかったものが出来、子どもは喜んでいた。
　茨大生やキリスト大の学生も、企画や手伝いに参加してもらい一緒に楽しむ、子
どもたちに教えるなどの交流もでき、学生も良い経験になると思う。
　高齢の方が手伝いしてた所では、忙しくイライラしたのか、厳しく指示され怖
がっていた子どもがいた。
　コロナ前に、さくら祭りで、息子は高校から部活動の一環としてボランティアを
する予定だったが、人数が足りているからと言われたようで、ボランティアに参加
できずがっかりしていた。
　コロナ収束後は、若者に簡単な事で良いので、いろいろなイベント、文化、芸術
に参加して親しめる機会をもっと増やして、日立市の事を知り、好きになってもら
いたい。

趣旨含む

　新型コロナウイルス感染症の影響により、さくらまつりや河原子花火大会などのイベントの
中止が相次いでいることに加え、市有施設を臨時休館したことなどにより、多くの人に本市の
魅力を感じていただく機会を喪失したことは、非常に残念であると感じております。
　現時点におきましても、新型コロナウイルス感染症の収束は見通せず、各種イベント等をこ
れまでのように実施することは難しい状況ですが、今できることとして、観光資源の磨き上げ
やニューツーリズムの創出などに取り組むとともに、新しい生活様式に対応したイベントの開
催等、ウィズコロナ、ポストコロナを見据えた取組を進めてまいります。
　また、本市の将来を担う若者世代が本市を舞台にしっかりと活躍し、より一層かがやくこと
ができるチャンス・機会の創出や、更なるシティプロモーションによる市の魅力の効果的な発
信に努めてまいります。

16
２　本市を取り巻く現状と課題
 (6)　都市基盤と市街地の整備

18
　団地の中にお洒落なカフェを作る。塙山団地のテニスコートのある辺りなど。ま
た、市営住宅を作ると良い。景色が良く、日立市らしいところ

その他

　大規模住宅団地の閑静で住みやすい居住環境をいかしながら、更に魅力ある居住環境の構築
に向けた施策に取り組んでまいります。
　市営住宅につきましては、市営住宅ストック総合活用計画に基づき計画的に維持・管理を
図っているところであり、将来人口や収入状況等による必要戸数の推計に基づいて適正な市営
住宅の管理や多様な住環境の整備などについて検討を進めてまいります。

17
２　本市を取り巻く現状と課題
 (6)　都市基盤と市街地の整備

18 　塙山団地のテニスコートのあたりに、お洒落なカフェを作る、市営住宅を作る。 その他 　№16と同じ趣旨の御意見であるため、回答内容については№16を参照願います。



提出された意見とその意見に対する市の考え方について

№ 施策区分 ページ 意見の内容 反映状況 市の考え方

18
２　本市を取り巻く現状と課題
 (6)　都市基盤と市街地の整備

18

　市がいう、いわゆる山側住宅団地に居を構えて、はや40年以上が経過します。自
治会の会員も減少しており、町内会も年々減少しているようです。
　確かに、２世が帰ってこずに、高齢化が進んでいると感じる一方で、団地内で家
の改築や、更地になったと思ったら、家が新築されたり（新たな人なのか、団地に
住む住民の家族なのかは分かりませんが）しているのを見かけます。
　住んでいる自分から見ると、山側住宅団地は、そこまで不便であるとは感じてお
りません。しかし、もっと歳を取ったら運転免許を返納することもあるかもしれま
せん。
　同じ山側の金沢団地では、昨年バスの実験をしていたと思いますが、今年はやら
ないのでしょうか。高齢化が進んだ後の足が心配です。

趣旨含む

　山側住宅団地を始めとする大規模住宅団地につきましては、居住者の高齢化や建築物等の老
朽化が進んでいるものの、開発行為等によって整然と整備された閑静で良好な居住環境を有し
ております。
　これまで本市では、若年層の定住促進のため、市内での住宅取得に係る助成に取り組むとと
もに、特に、山側住宅団地においては、若年層の団地への居住誘導に積極的に取り組んでまい
りました。
　「２　本市を取り巻く現状と課題」「(6)　都市基盤と市街地の整備」に記載のとおり、大
規模住宅団地等については、既存ストックの有効活用の観点から、引き続き、土地利用の更新
を図り、移住・定住を促進していく必要があると考えております。
　また、居住者の高齢化に伴う交通の確保も課題になっているため、金沢団地では、昨年度グ
リーンスローモビリティの実証実験を行い、新たなモビリティ（移動手段）の導入可能性の検
討を進めてまいりました。引き続き、実証実験などにより導入可能性を検証しながら、地域の
実情に即した交通体系の構築を進めてまいります。

19
２　本市を取り巻く現状と課題
 (6)　都市基盤と市街地の整備

18

　市街地の整備について、現在推進されている山側住宅団地への住み替えは、若年
世帯・子育て世帯を山側へ追いやっているように思える。実際、山側地区は学区的
に通学が厳しい地区が多く、また今後の学校統廃合でさらにその傾向が進むと思う
ため、ある程度収入のある子育て世帯にとって魅力が少ない。
　もっと利便性の高い地域での宅地整備について希望する。

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱４　都市基盤」に記載のとおり、鉄道駅周辺やひたちＢＲＴ沿線
などの利便性の高い地域につきましては、都市の機能を高めながら生活利便性や移動利便性の
維持・向上を図ることとしており、御提案の趣旨が含まれています。
　また、山側住宅団地を含む大規模住宅団地については、閑静で良好な居住環境を有してお
り、既存ストックの有効活用の観点から、今後も土地利用の更新を図り、移住・定住を促進し
ていく必要があると考えております。
　これらの地域を公共交通ネットワークでつなぎ、コンパクトで利便性が高い、快適なまちづ
くりを進めてまいります。

20
２　本市を取り巻く現状と課題
 (6)　都市基盤と市街地の整備

18

　「生活利便性が高く、魅力ある都市空間の創出」とあるが、 日立駅付近商業施設
の退居により、今後今よりも街としての魅力度が低下してしまうと考えられる。
　具体的にはイトーヨーカドーの閉店後。イトーヨーカドー直江津店閉店後の無印
良品開店のように、魅力あるテナント誘致を期待する。

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱４　都市基盤」に記載のとおり、鉄道駅周辺やひたちＢＲＴ沿線
など市内各所の拠点を中心に都市の機能を高めながら、生活利便性や移動利便性の維持・向上
を図ることとしており、御提案の趣旨が含まれています。
　特に、日立駅前につきましては、本市の中心市街地として、にぎわいの創出や産業の振興な
ど、多様な役割が期待されていることから、商業施設の撤退等による商業空白を生み出さない
よう、関係者等と協議を進めるとともに、再活性化につながる取組を進めてまいります。

21
２　本市を取り巻く現状と課題
 (7)　循環型社会の形成に向けた取組

19
　太陽光発電などの環境にやさしい発電方法で、脱炭素化を目指して取り組んでほ
しい。（原子力発電以外の方法で発電してほしい。）

趣旨含む

　「２　本市を取り巻く現状と課題」「(7)　循環型社会の形成に向けた取組」に記載のとお
り、再生可能エネルギー環境の構築や省エネルギーの推進、資源の有効活用、環境負荷の少な
い都市空間の形成など脱炭素社会の実現に向けた取組を積極的に進めることとしており、御提
案の趣旨が含まれています。
　これまでも本市では、地球温暖化対策の一環として、新エネルギーの普及促進に向けた各種
取組を推進していますが、今後も、地球温暖化の防止、環境にやさしく安全・安心なまちづく
りを推進し、市民の生活環境の向上、さらには地域活性化を目指してまいります。

22
２　本市を取り巻く現状と課題
 (7)　循環型社会の形成に向けた取組

19

　ゴミの減量化について、各小中学校にコンポストを設置し、給食ゴミを自校で処
理し、学校の肥料として活用する。
　ゴミの資源化について、学校給食の牛乳パックを手で開き、水洗い後に乾かし
て、資源ごみで処分する。（全国牛乳容器環境協議会参考）
　さらに、各学校が資源回収を行う市民団体として登録し、資源分別に学校全体で
取り組む。
　その後報償金の支給で学校備品を購入することで、達成感を感じることができる
のではないか。

趣旨含む

　「２　本市を取り巻く現状と課題」「(7)　循環型社会の形成に向けた取組」に記載のとお
り、市民や企業と協働・連携しながら、ごみの減量化・再資源化などによる資源の有効活用な
ど、脱炭素社会の実現に向けた取組を積極的に進めるとしており、御提案の趣旨が含まれてい
ます。
　これまで本市では、市内小中学校におけるごみの再資源化として、学校教育の中で、環境教
育による意識の醸成を図るとともに、市内の学校において、給食で提供される牛乳パックのリ
サイクルに取り組んでいます。

23
２　本市を取り巻く現状と課題
 (8)　協働とデジタル化による持続可能
　　なまちづくり

20
　デジタル技術も活用して行政とコミュニティが共に地域での問題を議論し、解決
策を作り出してゆく共創的な地域づくりの必要性についての言及があっても良いの
ではないでしょうか。

趣旨含む

　「２　本市を取り巻く現状と課題」「(8)　協働とデジタル化による持続可能なまちづく
り」に記載のとおり、デジタル技術の活用により、市民一人一人が、ゆとりと豊かさを実感で
きる生活の実現に向けて、官民挙げた取組が求められているとしており、御提案の趣旨が含ま
れています。



提出された意見とその意見に対する市の考え方について

№ 施策区分 ページ 意見の内容 反映状況 市の考え方

24
２　本市を取り巻く現状と課題
 (8)　協働とデジタル化による持続可能
　　なまちづくり

20

　これからの情報化社会では市報・広告など紙による情報の伝達は SDGs の観点か
らも､配布員の労働力不足の点からも現実的ではない。スマホの所持率が高齢者を含
めて向上しており、更に幸便な事には市内には行政放送を扱うｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ事業者があ
るが、行政放送では市のお知らせはTV画像で流しっ放しであり､聴き逃したら確認で
きない。データ放送が充分に活用されているとは言えない点は否めないだろう。
　１人 / 世帯 以上の情報機器が操作可能な人材がいれば､紙による情報配布を
最小限に留め､印刷・配布に携わる市職員・地域ｺﾐｭﾆﾃｨのボランティアの大部分を､
もっと必要な分野へと振り向けることができるはずである｡

趣旨含む

　御意見のとおり、近年、全ての世代でスマートフォンの所持率は上昇傾向にあることに加
え、高齢世代におけるインターネット利用率も上昇傾向を示すなど、スマートフォンを活用し
た情報発信は重要な視点であると考えられます。
　一方で、2018（平成30）年度に実施した市民アンケートの調査によると、約75％の人が市報
を見ていると回答するなど、市報は市民にとって身近な広報媒体となっています。
　そのため、「２　本市を取り巻く現状と課題」「(8)　協働とデジタル化による持続可能な
まちづくり」に記載のとおり、市報やデジタル配信による行政情報の提供強化を図ることとし
ており、御意見の趣旨が含まれています。
　地域活力の有効活用につきましては、コミュニティとの連携を図りながら、検討を進めてま
いります。

25
２　本市を取り巻く現状と課題
 (8)　協働とデジタル化による持続可能
　　なまちづくり

20

　私の住む地域ではｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄの一つが、新聞への折り込みﾁﾗｼの配布を中止した。
私は､ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ事業者のデータ放送が地域ごとの広告の掲載を有料で引き受ける事
は､地域密着のｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ事業者のみが担えるとても大きなﾒﾘｯﾄであり､市中心から遠
く隔たった地区への巡回販売車の広告にも適用できると考えているがどうだろう
か。

その他

　ケーブルテレビの放送内容につきましては、市が所管する行政放送と（株）ＪＷＡＹが所管
するコミュニティチャンネルがあり、広告の営業活動等についてはＪＷＡＹの管轄となりま
す。御提案につきましては、ＪＷＡＹにお伝えするとともに、よりよい番組作りの向けて、Ｊ
ＷＡＹと協議・調整を進めてまいります。

26
２　本市を取り巻く現状と課題
 (8)　協働とデジタル化による持続可能
　　なまちづくり

20

　市が実施する定期健康診断､がん検診や感染症予防接種などのサービスも TV の
データ放送のﾒｰﾙﾎﾞｯｸｽやスマホのカレンダーに直接案内が届く事により、手続きの
忘れや､遅れによる混乱も防ぐことができる。
　更に、TV のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ端子の接続さえすれば、「 TV という放送機器を所有してい
る｡ 」という極めて限定された制約による多くの人々の民意を安価、容易かつ短期
間でアンケートを行う事が可能となる｡

趣旨含む

　「２　本市を取り巻く現状と課題」「(8)　協働とデジタル化による持続可能なまちづく
り」に記載のとおり、市報やデジタル配信による行政情報の提供強化を図ることとしており、
御意見の趣旨が含まれています。
　ＴＶを活用した御提案につきましては、今後の参考とさせていただきます。

27 ３　まちづくりの基本理念 21

　地球温暖化の影響により、昨今では全国各地で大雨被害が多発し、今年の８月に
も全国的に大雨被害がありました。茨城県でも、平成27年の関東東北豪雨によっ
て、常総市や境町などで大きな被害が発生したと記憶しています。
　日立市は、全国的に見ても、雨や台風の被害が少ないと感じています。これも立
派な日立らしさだと思います。他の地域へのアピールになるのではないでしょう
か？？

趣旨含む

　「３　まちづくりの基本理念」に記載のとおり、災害が少ないことに加え、豊かな自然環境
や多様な地域資源などは、本市が有する「ひたちらしさ」であると考えており、御提案の趣旨
が含まれています。
　他の地域にはない、恵まれた本市の「強み」をいかし、「ひたちらしさ」を磨き育み、新た
な価値を生み出しながら、まちづくりを進めるとともに、これら市の魅力を市内外に積極的に
発信してまいります。

28 ３　まちづくりの基本理念 21

　日立市は今ある、資源と環境を生かして県内、全国にアピールするべきだと思い
ます。絶好の観光地になると思います。全国でも有数の観光地にもなりうると思い
ます。それほどのものを持っています。それをどうしてアピールして観光地として
再生しないのかと思います。パンダなど誘致する必要もないし、パンダがいれば素
晴らしい市になるとも思いません。逆にそれが重荷になってくるのではないでしょ
うか。そうではなくて、今あるものを再生して欲しいです。それでアピールができ
ます。水だって湧いているのです。
　富士山の水ではなくても日立の水でもよいと思います。どうしてそれを生かさな
いのでしょうか。もったいない。私はそう思っております。

趣旨含む 　№27と同じ趣旨の御意見であるため、回答内容については№27を参照願います。

29 ４　将来都市像 22
　みんなの幸せづくりというフレーズに好感が持てました。今後、ますます人口減
少が進むと思いますが、市民のためのまちづくりをお願いします。

その他

　子どもから高齢者まで、全ての人が幸せを実感し、「住みたい」、「住み続けたい」と思っ
ていただけるよう、子育て支援や教育、都市基盤の整備、暮らしの安全・安心の確保など、
様々な視点から各種施策を着実に推進し、魅力あふれるまちづくりを進めるとともに、これら
本市の魅力を、積極的に市内外に発信してまいります。
　2031（令和13）年度の目標人口15万人の維持を目指すとともに、市民主体のまちづくりを進
めてまいります。

30 ６　将来人口 23

　昨年度、日立市では創生総合戦略を改定し、２０４０年の目標人口を社人研の推
計に合わせて１５万人から１４万人に修正していますよね。
　より正確な統計を使用する必要については理解しますが、数値が改定される度に
下方修正していては、目標値の意味がないのではないかと思います。
　人口が減ることを甘んじて受け入れているように感じてしまいます。

その他

　国立社会保障・人権問題研究所によると、本市の人口は、2040（令和22）年に12万９千人と
なる推計が示されるなど、人口減少に歯止めがかかっていない状況となっています。そのよう
な中で、本市が持続可能なまちとして発展し続けるためには、人口減少など社会経済情勢を的
確に把握した上で、より効果的な施策を実施していく必要があると考えております。
　2040（令和22）年に人口12万９千人となる推計を受け止めた上で、目指すべき将来都市像の
実現に向けて各種対策を行い、人口減少幅を緩和することで、2031（令和13）年度の目標人口
15万人を達成してまいりたいと考えております。



提出された意見とその意見に対する市の考え方について

№ 施策区分 ページ 意見の内容 反映状況 市の考え方

31 ６　将来人口 23

　人口減少克服とあるが、１５万人でも多いと感じる。その克服を目指すよりも、
いかに街の活力を維持していくかに対策を集中すべき。
　今後、高度経済成長は望めない。いかに維持していくか、この街の閉そく感をな
んとかしなければならない。飲食店の創業を支援するなどして、元気な明るい街
を。

その他 　№30と同じ趣旨の御意見であるため、回答内容については№30を参照願います。

32 ６　将来人口 23
　将来人口の予測は楽観的過ぎませんか？幅を持った予測が合って下限でも成立す
る計画で有るべきかと思いました。

その他 　№30と同じ趣旨の御意見であるため、回答内容については№30を参照願います。

33
７　施策の大綱
　大綱１　福祉・医療

25

　日製の各工場にかって勤めていた OB 達は高学歴・高技術力で高い計画・実施・
指導力を持っていたはずであり､体力的に衰えを来して手足の軽快さが衰えたりとは
いえ､「 人生 100年 」といわれる時代にあって､まだまだ後進を指導する力は残っ
ているはずであり､毎日の無聊に苦しんでいる方たちもいるに違いない｡
　これらの人材を加齢に任せて朽ち果てさせてしまったり､市外・県外に散ら
してしまう手は無い。例えば将来の市の発展を担う中高生の教育の補助人材とし
て、学校教育の実を上げ､大学進学率の向上などを果たせば､ﾘﾓｰﾄﾜｰｸが進展している
現在では､高所得者家庭が子どもの教育の為に転入してくる例も､他市では見られて
いる｡

趣旨含む

　「２　本市を取り巻く現状と課題」「(2)　医療・福祉、介護施策等の充実」に記載のとお
り、団塊の世代が後期高齢者に達する2025年という前例のない変化の時代を迎えようとしてい
る今、社会参加の促進、生きがいづくり、健康づくりなど、超高齢社会の中でも、誰もが生涯
にわたり活躍できる環境づくりに向けた取組を進めており、御提案の趣旨が含まれています。
　これまで本市では、日立市シルバー人材センターなどにより高齢者に働く機会を提供し、高
齢者の生きがいの充実や生活の安定、地域社会の発展や現役世代の下支えなどを推進していま
す。
　また、市内企業や教員ＯＢなどで結成されたＮＰＯ法人日立理科クラブによる理科学習の支
援として、各小学校に週２回「理科室のおじさん」を派遣し、理科の授業支援や実験準備等を
行うなど、専門性の高い地域人材を活用し、ものづくりの歴史を引き継ぐ「ひたちらしい」教
育を実施しています。

34
７　施策の大綱
　大綱１　福祉・医療

25
　子ども福祉についてですが、日立市はこどもセンターをはじめ、結構いろいろな
サービスをおこなっていると思います。でも、これからますます少子化の時代にな
るので、夫婦共働きでも子育てしやすいサービス展開を希望します。

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱１　福祉・医療」に記載のとおり、全ての家庭がその希望に応じ
て子どもを産み育てやすく、そして全ての子どもが健やかに育つことができる環境の更なる充
実を図ることとしており、御提案の趣旨が含まれています。
　これまで本市では、「子育てするなら日立市で」と思っていただけるよう、子育て世帯の経
済的負担の軽減や認定こども園の整備など、子育て環境の整備を進めてまいりました。
　共働き世帯の増加や保護者の就業形態の多様化に伴い変化する保育ニーズに対応できるよ
う、引き続き、働きながら子育てしやすい環境の整備に努めてまいります。

35
７　施策の大綱
　大綱１　福祉・医療

25

　日立市は、子供にブランケットやペットボトル配布など子育て支援に力を入れて
いると思う。しかし、働き始めた20代の支援がない。子供のためもいいが、税金を
払っているので給料が低い20代にも、生活しやすいように支援してほしい。その
際、所得制限をかけないでほしい。結婚した人に何か祝い品がある、所得制限なし
の家賃補助など。

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱１　福祉・医療」に記載のとおり、全ての家庭がその希望に応じ
て子どもを産み育てやすく、そして全ての子どもが健やかに育つことができる環境の更なる充
実を図ることとしており、御提案の趣旨が含まれています。
　これまで本市では、若者世代を応援するため、結婚に伴う新生活にかかる費用の一部補助な
どを行ってまいりました。引き続き、出会いから結婚、妊娠、出産、子育てといった各ライフ
ステージに応じた幅広い支援を進めてまいります。

36
７　施策の大綱
　大綱１　福祉・医療

25
　出会いから結婚・妊娠・出産・子育てといった各ライフステージに応じた支援を
推進とあるが、子どもが産まれた時に一定期間の間、男女ともに育児休暇を取れる
制度を作ってほしい。

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱１　福祉・医療」に記載のとおり、全ての家庭がその希望に応じ
て子どもを産み育てやすく、そして全ての子どもが健やかに育つことができる環境の更なる充
実を図ることとしており、御提案の趣旨が含まれています。
　国では、本年６月に改正育児・介護休業法が成立し、来年の10月からは新設された「男性産
休」制度が始まることとされています。加えて、従来の育児休業の分割取得が可能になるとと
もに、企業側の努力義務も強化されるなど、国を挙げて男性の産休・育休の取得を促進する動
きが高まっています。
　こうした動きを踏まえながら、本市においても、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、
希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするための体制づくりに努めてまい
ります。

37
７　施策の大綱
　大綱１　福祉・医療

25
　②明るく活力ある長寿社会の構築として、高齢者福祉の記載がありますが、これ
から２０２５年問題など高齢化がますます進む中で、取組の記載が今までの延長の
ように感じます。

趣旨含む

　御意見のとおり、2025年問題など高齢化が進む中で、誰もが生涯にわたり活躍できる環境づ
くりは重要な視点であると考えております。
　そのため、国や県を上回るペースで高齢化が進行する本市においては、市内を８つの日常生
活圏域に区分し、その全ての圏域に、高齢者の支援を行うための拠点である地域包括支援セン
ターを2019（平成31）年４月までに設置するなど、いち早く2025年を見据えた超高齢社会への
対応を進めてまいりました。加えて、団塊ジュニア世代が65歳以上になるとともに、生産年齢
人口の急減が見込まれる「2040年問題」への対応も視野に入れながら、明るく活力ある長寿社
会の構築に向けた取組を進めているところです。
　引き続き、多様なニーズに対応した支援策の充実に努め、高齢者が、住み慣れた地域で安心
して生き生きと生活できる体制の構築に努めてまいります。



提出された意見とその意見に対する市の考え方について

№ 施策区分 ページ 意見の内容 反映状況 市の考え方

38
７　施策の大綱
　大綱１　福祉・医療

25 　高齢化に伴う行政の市民への配慮不足を考えてほしい。 趣旨含む 　№37と同じ趣旨の御意見であるため、回答内容については№37を参照願います。

39
７　施策の大綱
　大綱１　福祉・医療

26
　脱炭素社会の実現に向けた取組も大事と思うが、今の生活に向けた支援にもっと
目を向けてほしい。年金だけでは食べていけない。保険料も高い。もっと現実的な
目先の生活支援にかかわる取組を考えてほしい。

趣旨含む 　№37と同じ趣旨の御意見であるため、回答内容については№37を参照願います。

40
７　施策の大綱
　大綱１　福祉・医療

25
　田尻学区か日高学区に包括支援センターの誘致。豊浦学区から呼び寄せるのは遠
くて気の毒だ。（２年）

その他

　国や県を上回るペースで高齢化が進行する本市においては、市内を８つの日常生活圏域に区
分し、その全ての圏域に、高齢者の支援を行うための拠点である地域包括支援センターを2019
（平成31）年４月までにまでに設置するなど、いち早く2025年を見据えた超高齢社会への対応
を進めてまいりました。
　日常生活圏域全てに地域包括支援センターを設置しているのは県内でも珍しく、県内の他市
町村に先駆けて地域包括ケアシステムの推進に取り組んでおり、引き続き、高齢者が相談しや
すい環境の充実に努めてまいります。

41
７　施策の大綱
　大綱１　福祉・医療

26
　市民の健康と暮らしの安心を支える医療の充実とあるが、ＰＣＲ検査や予防接種
等を無料で受けられるようにしてほしい。

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱１　福祉・医療」に記載のとおり、高齢化の進展に伴う医療需要
の増大や、感染症の流行などにも対応できる地域医療体制の整備を進めるとしており、御提案
の趣旨が含まれています。
　また、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中、市民の健康と暮らしの安心を支え
るために、本市におきましては、ＰＣＲ検査が受けやすくなるよう、検査費用の助成を行って
います。
　さらに、新型コロナウイルスワクチンは、全額国費負担となっているほか、本市では、市独
自の支援策としてインフルエンザや高齢者肺炎球菌、おたふくかぜなどの任意予防接種（有
料）に係る費用の一部を助成するなど、医療を受けやすい環境の整備に努めております。

42
７　施策の大綱
　大綱１　福祉・医療

26
　すこやかんぽという健康維持ができるアプリは、動画をみながらラジオ体操もで
きる。日立市の小学生などがラジオ体操をしている動画をみながら日立市民が一緒
に体操できるようなものがあると楽しそう。アプリ、ＤＶＤ、ケーブルテレビ

趣旨含む

　
　「７　施策の大綱」「大綱１　福祉・医療」に記載のとおり、日常における市民一人一人の
主体的な健康づくりを促進し、健康寿命の延伸を図ることとしており、御提案の趣旨が含まれ
ています。
　動画を活用した市民の健康増進の取組として、これまで本市では、日立市公式YouTubeで、
「介護予防体操」、「Let's ヨガ！～おうちでからだを動かそう～」などの動画を公開してお
ります。
　また、子どもから高齢者まで全ての世代が身近な場所で、手軽に取り組めるラジオ体操の実
施を促進し、運動不足の解消と健康増進を図る取組などを実施しております。
　アプリを活用したラジオ体操を市民が一緒にできる機能につきましては、今後の事業の参考
とさせていただきます。

43
７　施策の大綱
　大綱１　福祉・医療

26
　核家族や単身の若年・高齢者等、家族形態が異なる世帯が入居するアパート。度
重なる災害時の避難所にも活用を検討。

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱４　都市基盤」に記載のとおり、多様化するライフスタイルに応
じた住宅の供給促進や市営住宅の適正な運用などにより、誰もが暮らしやすく、質の高い住環
境の整備を図るとしており、御提案の趣旨が含まれています。
　市営住宅につきましては、市営住宅ストック総合活用計画に基づき計画的に維持・管理を
図っているところであり、将来人口や収入状況等による必要戸数の推計に基づいて適正な市営
住宅の管理や多様な住環境の整備などについて検討を進めてまいります。
　御提案につきましては、今後の参考とさせていただきます。

44
７　施策の大綱
　大綱１　福祉・医療

26

　障害者福祉のところで、サービスの充実に取り組むことで、障害者の社会参加の
促進を図るとなっているが、障害者プランでは障害福祉サービスの充実と社会参加
の促進は共に重点施策に位置づけられている。
　サービスの中には、障害者の社会参加に寄与するものもあるとは思うが、個人的
にはサービスの充実だけで障害者の社会参加が進むわけではないと感じているの
で、障害者プランとの整合性を検討していただきたい。

意見反映
　御意見を踏まえ、障害者の社会参加の促進と障害福祉サービスの充実の双方に重点的に取り
組んでいくことを明確にするため、「障害者の社会参加の促進を図るとともに、自立した地域
生活を支えるサービスの一層の充実に取り組みます」に変更いたします。



提出された意見とその意見に対する市の考え方について

№ 施策区分 ページ 意見の内容 反映状況 市の考え方

45
７　施策の大綱
　大綱１　福祉・医療

26
　「市民の暮らしと安心を支える医療の充実」では、新たなウイルス感染症と記載
していますが、感染症はウイルスだけが要因とは限らないので、ウイルスは文章か
ら除いたほうが良いと思います。

意見反映
　御意見のとおり、ウイルス以外にも細菌や真菌などの病原体が感染症の原因となるため、
「新たな感染症」に変更いたします。
　同様の表現を用いている15ページにつきましても、併せて変更いたします。

46
７　施策の大綱
　大綱２　教育・文化

27

　塙山、中丸、金沢、台原団地に若い世代が住めるようにするためには、大久保中
学校を統合する際に、大久保中学校をなくしてはいけないと思う。
　小中学校がなくなったら、若い人は住もうと思わない。小中学校の近くに住みた
いと思う。大久保中学校を残せば、台原、金沢団地から、スクールバスを使い山側
道路を通って通うという方法も可能で、保護者は安心する。諏訪地区からも通え
る。
　多賀中学校地区は家を建てられる場所はほとんどない、公園もなく、交通量が多
く住みにくい環境、子育てする場所や、小中学生が通学するには危険がら多く、適
していないと思う。

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱２　教育・文化」に記載のとおり、よりよい学習環境の確保のた
め、学校再編を進めながら、家庭や地域と共にある学校づくりを推進するとしております。
　学校再編につきましては、学校が小規模化することにより発生する様々な課題を解消すると
ともに、本市の目指す教育の実現に向け実施するものです。
　再編に当たっては、通学時の安全確保や児童生徒の負担を念頭に、小・中学生の通学距離や
通学時間を考慮するとともに、新たな通学路となる経路の危険箇所を把握し、点検や安全対策
を推進するなど、安全確保に努めることとしております。
　また、徒歩での通学を原則としますが、徒歩や自転車による通学が著しく困難となった場合
や通学上の安全確保に必要が生じた場合は、公共交通機関の活用策について検討することとし
ております。

47
７　施策の大綱
　大綱２　教育・文化

27
　学校の統廃合により、教育の充実は維持出来るか不安です。通学への負荷、その
他、一方的な通知が多く、対応しずらい。

趣旨含む 　№46と同じ趣旨の御意見であるため、回答内容については№46を参照願います。

48
７　施策の大綱
　大綱２　教育・文化

27

　団地に若い世代が住めるようにするためには、中学校を統合する際に、大久保中
学校をなくしてはいけないと思う。
　山側団地の近くに小中学校がなくなったら、若い人は住もうと思わない。
歩いて行ける範囲の学校の近くに住みたいと思うものです。
　大久保中学校を残せば、台原、金沢団地から、スクールバスを使い山側道路を
通って通うという方法もでき保護者は安心するのではないか。
　諏訪地区からも通える。多賀中地区は公園もなく、交通量が多く通学も危険で、
子育てする場所には適していないと思う。

趣旨含む 　№46と同じ趣旨の御意見であるため、回答内容については№46を参照願います。

49
７　施策の大綱
　大綱２　教育・文化

27

　【現行】
　よりよい学習環境の確保のため、学校再編を進めながら

　【案】
　よりよい学習環境の確保、教育格差、教育難民の解消の促進する施策の構築、学
校再編を進めながら

趣旨含む
　「７　施策の大綱」「大綱２　教育・文化」に記載のとおり、よりよい学習環境の確保を図
ることとしており、教育格差、教育難民の解消を促進するという御提案の趣旨が含まれていま
す。

50
７　施策の大綱
　大綱２　教育・文化

27

　【現行】
　大学や中高一貫教育校を始めとする教育機関、人材育成機関と連携しながら
　
　【案】
　大学や高等学校、企業、職業訓練校を始めとする教育機関、人材育成機関と連携
しながら

趣旨含む
　「７　施策の大綱」「大綱２　教育・文化」に記載の内容に、御提案の趣旨が含まれていま
す。

51
７　施策の大綱
　大綱２　教育・文化

28
　誰もが親しめるスポーツの推進とあるが、地域の公園に、サッカーのゴールやバ
スケットコートを設置して、身近にスポーツに親しめる環境を創ってほしい。（近
所でボール遊びが禁止だから。）

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱２　教育・文化」に記載のとおり、市民が身近にスポーツに親し
める生涯スポーツの環境づくりを進めるとしております。
　ただし、本市では、日立市民運動公園や市内のスポーツ広場に、スポーツに親しめる環境を
整備していることに加え、地域の公園の性質を踏まえると、地域の公園へのサッカーゴールや
バスケットコートの設置は難しいものと考えます。今後の参考とさせていただきます。

52
７　施策の大綱
　大綱２　教育・文化

28

　日立市の少年団、サッカーやバスケが、地域のお祭りや子ども会のお楽しみ会な
どの日と、少年団の試合や練習が重なり、参加できないということが良くある。地
域のお祭りや子ども会には、少年団側が、子ども達が参加できるように配慮した
り、一緒に参加すると良い。
　少年団を休んでも叱られないようにしないと、休んだら、レギュラーになれな
い。上手になれないと言われる子どもたちは、地域の活動に参加しない、できな
い。
　子ども会はどうせ参加できないからとやめてしまう、やめる子が増えれば、少な
いからと入る子も減る悪循環。塾や習い事など、様々なものに子どもたちは関わっ
ているが、地域の活動やお祭りには、積極的に参加するもの、というように呼びか
けていかないと、子どもたちが地域との関わりが持てない１つの要因だと思いま
す。

趣旨含む

　地域や子ども会行事への参加は、将来のコミュニティ活動の担い手である子どもたちが、コ
ミュニティについて学び、活動に興味を持ってもらうために重要な機会であると考えておりま
す。そのため、少年団の活動につきましては、地域の行事等の優先、子どもたちの積極参加の
お願いをしているところですが、御意見のとおり、夏休み期間に開催する地域の活動などは、
スポーツ少年団など他の事業と開催日が重なることなどにより、参加者が集まらない場合があ
ります。今後の検討課題とさせていただきます。



提出された意見とその意見に対する市の考え方について

№ 施策区分 ページ 意見の内容 反映状況 市の考え方

53
７　施策の大綱
　大綱２　教育・文化

28

　【現行】
　生涯スポーツの環境づくりを進めるとともに、スポーツイベントの開催による
　
　【案】
　生涯スポーツの環境づくりを進めるとともに、当市発祥の「パンポン」の全国大
会開催や、ニュースポーツ（スケボー、サーフィン、ボルダリング）などの施設の
整備などによる若者人口の流入、知名度アップを図るとともにスポーツイベントの
開催による

趣旨含む
　「７　施策の大綱」「大綱２　教育・文化」に記載のとおり、スポーツイベントの開催によ
る交流人口の拡大など、スポーツを活用したまちづくりを進めることとしており、御提案の趣
旨が含まれています。

54
７　施策の大綱
　大綱２　教育・文化

28

　子供たちの教育についてですが、これからの時代は私たちが予想もしていないよ
うな時代が到来することと思います。
　本当に厳しい時代を子供たちは生きていかなければならないと思っております。
　それを私たち大人がしっかりと教育をして生きていく力をつけることは本当に必
要なことだと思います。
　これからの環境、社会問題などを予測、想定できる人間を作っていくことが大切
なのではないでしょうか。
　常に私たちの問題に向き合って解決方法を探る教育が必要です。教育にも一層の
お金をかけてほしいと思います。
  グローバルといいますが、日立市の教育は他市町村と比べても遅れていると思い
ます。
　今回のコロナ休校の対応ですら、他市町村ができている臨機応変で合理的な考え
も日立市は一歩遅いです。オンライン授業も他市町村ができていても日立市はいち
早い対応できませんでした。保護者が心配しているのは、遅れてしまうということ
です。
　コロナ禍に於いて、水、パーテンション、水泳マスク、など配っていましたが、
本当に必要なものだったでしょうか。
　水泳マスクに於いてはピッチリしていて息がしづらいと子供た言っていました。
そのようなことにお金を使うのではなく、もっと合理的な教育ができるようにどん
どん進んだ考え方で教育をしていってほしいと思います。そしてまたそのような教
育ができる人材を育てるべきだと思います。

趣旨含む 　№12と同じ趣旨の御意見であるため、回答内容については№12を参照願います。

55
７　施策の大綱
　大綱３　産業

29 　商業空白の解消のため、ヨーカドー跡地に無印良品の誘致（１年） 趣旨含む 　№20と同じ趣旨の御意見であるため、回答内容については№20を参照願います。

56
７　施策の大綱
　大綱３　産業

29 　イトーヨーカ堂の後、「イケヤ」を誘致してください。 趣旨含む 　№20と同じ趣旨の御意見であるため、回答内容については№20を参照願います。

57
７　施策の大綱
　大綱３　産業

29
　原子力発電所の再稼働が見えない、脱炭素は日立市の産業にはマイナスでしかあ
りません。今後の成長分野はデジタル技術しか有りません。

趣旨含む

　「１　社会の潮流」「(5)　脱炭素社会の実現に向けた取組」に記載のとおり、地方自治体
においても、脱炭素社会の実現に向けて、持続可能な循環型社会システムの形成を始め、環境
対策の一層の推進が求められており、脱炭素社会の実現に向けた取組は、避けては通れない課
題であると認識しております。
　なお、「７　施策の大綱」「大綱３　産業」に記載のとおり、デジタルに関しても、産業構
造の変革へ対応するためのＤＸ支援を行うこととしているほか、産学官連携などによるイノ
ベーションの創出による成長産業分野に向けた取組支援を行うこととしており、御提案の趣旨
が含まれています。



提出された意見とその意見に対する市の考え方について

№ 施策区分 ページ 意見の内容 反映状況 市の考え方

58
７　施策の大綱
　大綱３　産業

29 　インターネット環境を整え、シリコンバレーを目指す。（若者が戻ってくる町） 趣旨含む

　「２　本市を取り巻く現状と課題」「(1)　人口減少問題・地方創生への対応」に記載のと
おり、本市では、地方創生・人口減少対策を喫緊かつ最重要の課題と位置付け、若者の主な移
動要因となる「しごと」と「住まい」に関する施策に重点的に取り組むとしており、御提案の
趣旨が含まれています。
　また、これまで本市では、市内企業のＤＸの促進により、事業のIoT化やデジタル技術を用
いた新たな商品・サービスの創出や、産学官連携などによる新技術の開発の支援に取り組んで
まいりました。
　引き続き、若者が魅力を感じられるような将来にわたって活力ある地域社会の実現に向け
て、市内企業のＤＸの促進による競争力の強化やイノベーションの創出を図る各種取組を推進
してまいります。

59
７　施策の大綱
　大綱３　産業

29

　【現行】
　産業構造の変革や本市特有の大企業の再編といった社会経済の大きな変化にいち
早く対応できる支援に取り組み、日立地区産業支援センターの

　【案】
　産業構造の変革や本市特有の大企業の再編といった社会経済の大きな変化に左右
されない足腰を強化した施策に取り組み、日立地区産業支援センターの

趣旨含む
　「７　施策の大綱」「大綱３　産業」に、「今後も、本市産業の基盤となるものづくり企業
の足腰を強化する」と記載しており、御提案の趣旨が含まれています。

60
７　施策の大綱
　大綱３　産業

30

　レジャーランドは、煙害から日立市を守って、今は再生可能エネルギーに取り組
む日立市として、リニューアルもいいと思う。
　夜景のきれいな、夜のレジャーランド（今年中止になり残念）環境に優しい電気
や電池で走るゴーカート発電しながら遊べるゲームや乗り物、再生可能エネルギー
について学びながら遊べる遊園地など

その他

　かみねレジャーランドを含めたかみね公園は、本市を代表する観光交流拠点です。今後も引
き続き、その魅力を更に磨き上げ、変わりゆく時代に対応しながら、次の世代に引き継いでい
くため、今後の公園全体の在り方や活性化に向けた具体的な方策などの検討を進めているとこ
ろです。
　御提案につきましては、運営主体である日立市公園協会にお伝えいたします。

61
７　施策の大綱
　大綱３　産業

30

　かみねバーガーは野菜がたくさん入っていて美味しいです。
エレファントカフェのテラスで食べようとしたら、象の獣臭で食欲がなくなった。
カバの脇のお店や、レジャーランドや神峰公園などでも販売してくれると嬉しい。
　また、イベントの時や、期間限定で日立駅前や多賀駅前などで販売して、多くの
人が購入しやすくしてはどうか。
　ジェラートピケカフェという店では、かわいいジェラートが販売されている。神
峰動物園やレジャーランドなどで、かみねっちょや、レッサーパンダ、カワウソ、
うさぎなどのかわいい動物のジェラートが販売されたらぜひ食べたい。
　または、キッチンカーやフルーツサンドの店など、期間限定で次々に販売する。
市報やSNSで宣伝する。大学や市内の小中学校、高校にも宣伝する。

その他
　食の提供は、観光施設の大きな魅力のひとつであり、新たな商品の開発や提供場所の確保を
含め、今後の公園全体の在り方や活性化に向けた具体的な検討を進めているところです。
　御提案につきましては、販売する日立市公園協会にお伝えいたします。

62
７　施策の大綱
　大綱３　産業

30
　かみね動物園には、パンダがいないのに、パンダの菓子が売っていて違和感があ
る。それより、かみねバーガーを他の場所やお祭りでも買えると良い。かみねっ
ちょのかわいいグッズも欲しい。かみね動物園らしいおみやげがない。

その他 　№61と同じ趣旨の御意見であるため、回答内容については№61を参照願います。

63
７　施策の大綱
　大綱３　産業

30
　ＬＮＧ基地、完成自動車の輸出など、「物流ネットワーク拠点の更なる活用」と
あるが、一歩進めて「大工業団地の開発と企業誘致」で人口減少に歯止めをかける
夢のある未来を謳ってはどうか。

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱３　産業」に記載のとおり、新たな立地環境の整備や、優遇制度
を活用した企業誘致を促進し、新たな雇用の受け皿の創出を図るとしており、御提案の趣旨が
含まれています。
　なお、大規模な工業団地の開発と企業誘致については、本市における喫緊の課題である人口
減少に歯止めをかける対策として、有効な施策であると認識しておりますが、工業団地を整備
するための用地が不足していることなどの課題があり、現在は、新たな用地の確保に向けた検
討や企業立地ニーズの把握に努めているところです。今回いただきました貴重な御提案につい
ては、今後の参考とさせていただきます。

64
７　施策の大綱
　大綱３　産業

30

　高校の写真部の生徒が、動物園で撮った写真を展示したり、動物園側から賞を贈
るなどのイベントを行い、SNSで公開する。
　動物園へ行こうというPRを大学生や高校生が考える。若者が考えたアイデアは、
取り入れてあげるようにする。考えさせるだけで行わないのでは、がっかりさせる
だけ、出来そうなものはやってあげて欲しい。

その他

　動物園では、年間を通して様々なイベントに取り組みながら「楽しく入って、学んで出られ
る動物園」を実践しており、コロナ禍においてもYouTubeを活用した情報発信に取り組むな
ど、新たな楽しみ方を提供しているところです。引き続き、多様なイベントの実施など、来園
者に楽しんでいただけるような取組を推進してまいります。

65
７　施策の大綱
　大綱３　産業

30

　かみねバーガーはレンコンが入っていたり、常陸牛でとても美味しかった。
もっと期間限定でも、近くの商業施設や駅前などで販売して食べられると良いので
はないでしょうか。
　神峰動物園のエレファントカフェ、テラスに出て食べようとしたら、ぞうの匂い
で食欲がなくなってしまった。
　カバの脇のお店は臭わないので、そちらや、神峰公園やレジャーランドなど別の
場所でも食べられると良いと思う。

その他 　№61と同じ趣旨の御意見であるため、回答内容については№61を参照願います。



提出された意見とその意見に対する市の考え方について
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66
７　施策の大綱
　大綱３　産業

30

　神峰動物園でのお土産に、神峰動物園らしい、日立らしいものがないので、（パ
ンダではなく）大煙突やもみやかぼちゃのお菓子も美味しいけれど、他のものとあ
まり変わりない、インパクトがない。
　かみねっちょの可愛らしいグッズやモルちゃんなどのグッズがあったら買いたい
と思う．あるならば、どこにあるのかわかりませんでした。もったいなく感じま
す。

その他 　№61と同じ趣旨の御意見であるため、回答内容については№61を参照願います。

67
７　施策の大綱
　大綱３　産業

30
　動物園のTwitterの動画などの投稿はいつも楽しく見ています。動物もとても可愛
らしく、飼育員さんの愛情を感じとても良いです。動物についてのあまり知られて
いなかったこともわかったり、勉強になる。

その他

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、施設を休館とするなど、かみね動物園へお越し
いただくことが出来ない時期が続いたため、自宅で動物園の魅力を感じていただくための取組
として、「おうちでZoo」、「おもしろ動画」などの情報発信に取り組んでまいりました。か
みね動物園について、より多くの人に知っていただけるよう、引き続き、情報発信の強化に取
り組んでまいります。

68
７　施策の大綱
　大綱３　産業

30
　日立市を１時間で縦断するサイクリングコースの整備、なるべく自動車の喧騒を
避けられるルートにする。そしていわき市から水戸市まで続くナショナルサイクリ
ングロードを完成させる。（10年）

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱３　産業」に記載のとおり、海、山の豊かな自然環境を活用した
サイクルツーリズムの創出等により、魅力とにぎわいがあふれる観光地域づくりに取り組むと
しており、御提案の趣旨が含まれています。
　サイクリングコースにつきましては、久慈川に沿って常陸太田市に至る久慈川サイクリング
コースが県の「奥久慈里山ヒルクライムルート」に、また、同じく久慈大橋から日立駅までの
国道245号が「大洗・ひたち海浜シーサイドルート」に位置付けられており、県と連携を図り
ながら、これらの利活用を図ってまいります。

69
７　施策の大綱
　大綱３　産業

30
　ホリゾンかみねとかみね市民プールを壊し、宿泊施設に建て替える。日帰り入浴
も可能にする。かみね市民プールは宮田幼稚園跡地への移転、バリアフリーにす
る。（５年）

その他

　かみね公園は、本市を代表する観光交流拠点です。今後も引き続き、その魅力を更に磨き上
げ、変わりゆく時代に対応しながら、次の世代に引き継いでいくため、今後の公園全体の在り
方や活性化に向けた具体的な方策などの検討を進めているところです。
　御提案につきましては、今後の参考とさせていただきます。

70
７　施策の大綱
　大綱３　産業

30 　貨物駅を使って、東北・北海道との交易拡大（５年） その他
　市内に５つのＪＲ駅があり、日立駅が貨物駅としての機能を有していることは、本市の強み
であると考えられます。御提案につきましては、今後の参考とさせていただきます。

71
７　施策の大綱
　大綱３　産業

30
　西口やバス停利用者の利便のため、大甕駅ビルの建設、（食堂、お土産、ドラッ
グストア、文具、歯科など）（５年）

趣旨含む
　「７　施策の大綱」「大綱４　都市基盤」に記載のとおり、鉄道駅周辺やひたちＢＲＴ沿線
など、市内各所の拠点を中心に生活利便性や移動利便性の維持・向上を図るとしております。
　御提案につきましては、今後の参考とさせていただきます。

72
７　施策の大綱
　大綱３　産業

30
　港を活用したまちづくり。茨城港日立港区の周辺には、おさかなセンター、サン
ピアなどがある。周遊性のあるにぎわいのスポットとして、一体的な整備を行って
はどうか。

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱３　産業」に記載のとおり、本市が有する観光資源の磨き上げを
始め、様々な観光拠点施設の魅力向上により、魅力とにぎわいがあふれる観光地域づくりに取
り組むとしており、御提案の趣旨が含まれています。
　日立港区周辺につきましては、県や関係機関との連携を図りながら、海に恵まれた立地条件
をいかした更なる観光交流機能の強化や魅力の向上に努めてまいります。

73
７　施策の大綱
　大綱３　産業

30
　何をおいてもまずは仕事が重要。勤め先があるから日立市に住んでいる。仕事が
あれば自ずと人は集まる。テレワークで対応できる業務など、ごく一部にすぎない
と思う。

趣旨含む

　「２　本市を取り巻く現状と課題」「(1)　人口減少問題・地方創生への対応」に記載のと
おり、本市では、地方創生・人口減少対策を喫緊かつ最重要の課題と位置付け、若者の主な移
動要因となる「しごと」と「住まい」に関する施策に重点的に取り組むとしており、御提案の
趣旨が含まれています。
　これまで本市では、子育て世帯などの若者世代への様々な支援行うとともに、企業見学ツ
アーなどの実施により首都圏等からの移住に取り組むなど積極的な移住・定住施策に取り組ん
でいるほか、雇用センター多賀による求職者と求人者のマッチングや創業支援、新たな企業の
誘致など、市内での雇用の確保に取り組んでまいりました。
　引き続き、若者の定住を促進し、将来にわたって活力ある地域社会の実現に向けて、各種取
組を推進してまいります。

74
７　施策の大綱
　大綱３　産業

30
　これまで、大企業を支えてくれた、中小企業も衰退するでしょう。税収確保のた
めにも新たな産業の誘致が必要です。

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱３　産業」に記載のとおり、ものづくり産業の集積や物流ネット
ワークの強みをいかしながら、新たな立地環境の整備や、企業誘致を促進するとしており、御
提案の趣旨が含まれています。
　これまで本市では、企業オフィス等の誘致や産業団地の整備など、積極的に産業の誘致を進
めてきたほか、市内企業の産学官連携などによるイノベーションの創出の取組を支援してまい
りました。引き続き、地域経済の活性化に向けた新たな産業の創出を図ってまいります。



提出された意見とその意見に対する市の考え方について

№ 施策区分 ページ 意見の内容 反映状況 市の考え方

75
７　施策の大綱
　大綱４　都市基盤

31

　諏訪五叉路から、国道245号に抜ける道を作っているが、それだけでは渋滞は解消
されないと思います。（国道245号も渋滞しているので）
　もう１本抜けられる道路を作らないと変わらないと思います。どのように対策を
するのでしょうか？

趣旨含む

　御意見のとおり、まちの活性化や産業の振興には、渋滞の解消が重要な視点であると考えて
おります。そのため、「７　施策の大綱」「大綱４　都市基盤」に記載のとおり、主要な幹線
道路の整備を促進するとともに、幹線道路を補完する道路の整備を推進するとしており、御提
案の趣旨が含まれています。
　渋滞対策の取組につきましては、国道６号日立バイパスの延伸や、国道245号の４車線化、
諏訪五差路と国道245号をつなぐ鮎川停車場線の整備などを促進するとともに、国道６号の山
側においては、国道６号を補完する道路として、鮎川・城南道路の整備事業に着手していると
ころです。引き続き、市内の渋滞の解消に向けた取組を進めてまいります。

76
７　施策の大綱
　大綱４　都市基盤

31

　国道６号線の小木津駅入口交差点から田尻町南交差点までの一車線の区間で、日
常的に上り線で渋滞している。
小木津駅入口交差点から海岸側へ入り、海側をバイパスまで走る道路が抜け道とし
てあるが、片側一車線のところもあるが、中央線が無い所がある、全体的に幅員が
狭い、カーブが多いわりに減速しない人が多く対向車と接触しそうになる、といっ
た問題点があり利用しづらい。滑川以北に住む日立市民にとっては、日立バイパス
へのアクセスに時間を要ることが多いため、海側の道路の整備を検討してほしい。

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱４　都市基盤」に記載のとおり、主要な幹線道路の整備を促進す
るとともに、幹線道路を補完する道路の整備を推進するとしており、御提案の趣旨が含まれて
います。
　御意見の区間につきましては、日常的に渋滞をしている区間があるほか、海側の道は幅員が
狭いなどの課題があります。そのため、国道６号の海側においては、東滑川ヒカリモ公園駐車
場付近から県営田尻浜アパートまでの道路改良、山側においては、都市計画道路中所沢川尻線
の整備など、国道６号の渋滞の緩和や道路の安全な走行性を確保するための取組を順次実施し
ているところです。引き続き、市内の渋滞の解消に向けた取組を進めるとともに、状況を注視
しながら、海側の道路の整備の必要性について検討してまいります。

77
７　施策の大綱
　大綱４　都市基盤

31

　日立バイパスから国道６号の合流地点の下り線が日常的に渋滞している。
バイパスから６号線の下り方面へ合流する信号で、６号が混雑（国土交通省前交差
点を越えた後の橋あたりから）しているため一度の青信号で車が捌けづらく、３回
程度待つことが多く時間を要す。
　解決案として、ひとつめはこちらの交差点は中央分離帯がある区間は立体交差の
道路にすれば良かったと思う。具体的には、 国を南北に通過したい車が本線となる
立体の上を通り、シーマークスクエアや田尻町南交差点で右左折したい用事がある
車は、本線から外れて側道を通るようにする。（合流したい車は立体の下を通り、
側道を通ってから本線に合流するなど）
　ふたつめは、バイパスからそのまま海側を通る道路を整備し、国道６号へ合流し
なければならない車自体を減らす。
　日立市の北の方の住民にとっても、日立市街地にアクセスしやすい街にして、若
い世代が住み続けたい街にして欲しいです。日立市内の渋滞がなければひたちなか
市までも所要時間があまりかからず出かけやすいため、住み続けたいという人は多
いと思います。どうかよろしくお願いします。

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱４　都市基盤」に記載のとおり、主要な幹線道路の整備を促進す
るとともに、幹線道路を補完する道路の整備を推進するとしております。
　御意見の国道６号日立バイパスにつきましては、現在、暫定２車線として供用しており、事
業主体である国との情報共有を図りながら、４車線化が完成形となる時に、立体交差の必要性
について検討してまいります。
　また、海側をとおる道路整備につきましては、日常的に渋滞をしている区間があるほか、道
路幅員が狭いなどの課題があります。そのため、国道６号の海側においては、東滑川ヒカリモ
公園駐車場付近から県営田尻浜アパートまでの道路改良、山側においては、都市計画道路中所
沢川尻線の整備など、国道６号の渋滞の緩和や道路の安全な走行性を確保するための取組を順
次実施しているところです。引き続き、市内の渋滞の解消に向けた取組を進めるとともに、状
況を注視しながら、海側の道路の整備の必要性について検討してまいります。

78
７　施策の大綱
　大綱４　都市基盤

31
　円滑、安全な交通のため、水木小学校入口交差点の立体交差化。245号が上（10
年）

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱４　都市基盤」に記載のとおり、国道245号の４車線化等、主要
な幹線道路の整備を促進するとともに、幹線道路を補完する道路の整備を推進するとしてお
り、御提案の趣旨が含まれています。
　御意見の区間につきましては４車線で都市計画決定されています。事業主体である県と情報
の共有を図りながら、国道245号の早期の４車線化を促進し、安全で快適な道路空間の確保に
努めてまいります。

79
７　施策の大綱
　大綱４　都市基盤

31

　駅から少し離れた所に住んでいるため自家用車が手離せませんが、数年後に迫る
後期高齢化により免許の返納を考えた時に今の公共（特にバス）では生活がままな
りません。若いうちは歩くことも構いませんが年老いて身体が不自由になった時こ
そ車がかかせないものとなります。
　老人の交通事故も増えている昨今、バスルートやバス停、料金の見直しなど改め
て考えていただきたい。

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱４　都市基盤」に記載のとおり、路線バスの維持・再編の検討や
乗合タクシーなどの地域の実情にあった交通手段の導入により、交通利便性の向上を図ること
としており、御提案の趣旨が含まれています。
　これまで本市では、地域公共交通再編実施計画に基づき、計画的なバス路線の維持・再編に
取り組むとともに、地域の実情に沿ったモビリティの導入の検討などを進めてまいりました。
引き続き、市民に身近な交通手段である公共交通の利便性の向上に努めてまいります。

80
７　施策の大綱
　大綱４　都市基盤

31
　公用車に小型電気自動車トヨタＣ＋podを50代導入。１台あたりの面積を減らすこ
とで渋滞緩和、動く非常用電源としても。（１年あたり５台）

趣旨含む
　「７　施策の大綱」「大綱５　生活環境」に記載のとおり、再生可能エネルギーの活用や省
エネルギーの推進など、環境への負荷を最小限にとどめる脱炭素社会の実現に向けたまちづく
りを進めるとしております。御提案については、今後の参考とさせていただきます。

81
７　施策の大綱
　大綱４　都市基盤

31
　安全な街の中に交通安全の分析評価が抜けている。学校近くの市道のほとんどが
歩道がなく特に朝は通勤車との干渉で、佐倉市での児童の事故がいつ起きてもおか
しくない、放置すべきで無い。

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱４　都市基盤」に記載のとおり、日常生活に不可欠な生活道路の
計画的な整備を図ることとしており、御提案の趣旨が含まれています。
　千葉県における事故を始め、全国で、通学路における痛ましい交通事故が発生しており、本
市では、市と学校、地域、関係機関が連携して、定期的に通学路における危険個所の点検を
行っており、通学路における児童・生徒の安全対策の推進に取り組んでいるところです。



提出された意見とその意見に対する市の考え方について

№ 施策区分 ページ 意見の内容 反映状況 市の考え方

82
７　施策の大綱
　大綱４　都市基盤

31
　市道の道路表示がかなりの場所で消えていて歩行者の安全が確保されていない事
実も無視している。自動車優先の計画としか思えない。課題と対策の方針を明記す
べき。

趣旨含む
　「７　施策の大綱」「大綱４　都市基盤」に記載のとおり、日常生活に不可欠な生活道路の
計画的な整備や維持・補修を図ることとしており、御提案の趣旨が含まれています。引き続
き、歩行者にとって安全で快適な通行空間の確保に努めてまいります。

83
７　施策の大綱
　大綱４　都市基盤

32

　空地の整備がされておらず、雑草が生い茂り、景観が損なわれており、ゴミのポ
イ捨てや害虫の発生などの環境面に影響があり、周辺の住民にとっても苦痛であ
る。防犯の面でも雑草などが高くなっていると隠れやすくもなるため、危険であ
る。
　解決案として、管理が行き届いていない場所について、土地の持ち主との間に立
つ役割を市に担う。土地の持ち主自体で管理が難しい場合は、シルバー人材などを
活用して、管理を定期的に代理で行うサービスを提供する。
　空き地の管理がされ、景観や環境面が整備されれば、近くに空き地があっても住
もうと思う人が居ると思う。

趣旨含む

　「２　本市を取り巻く現状と課題」「(6)　都市基盤と市街地の整備」に記載のとおり、空
き家・空き地、低未利用地の有効な利活用などに積極的に取り組み、安全・安心で生活利便性
が高く、魅力ある都市空間の創出を図る必要があるとしており、御提案の趣旨が含まれていま
す。
　引き続き、既存ストックの有効活用の観点から、空き家・空き地の有効活用に取り組み、移
住・定住の促進を図ってまいります。

84
７　施策の大綱
　大綱４　都市基盤

32
　空き家対策として、市でマッチングを行うことはできないか。既存の資産の有効
活用になる。

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱４　都市基盤」に記載のとおり、既存ストックとしての空き家の
有効活用への取組などにより、誰もが暮らしやすく、質の高い住環境の整備を図るとしてお
り、御提案の趣旨が含まれています。
　空き家の有効活用への取組は重要な視点であると考えており、これまで本市では、空き家の
総合相談窓口を設けて、空き家に関する様々な相談に対応してまいりました。
　特に、空き家の売却、相続や権利関係に関する相談につきましては、不動産関連団体や弁護
士会、司法書士会などの専門家の団体と連携協定を締結し、専門的な見地での相談対応を行う
など、所有者との橋渡しの支援に取り組みながら、空き家問題の総合的な解決を図ってまいり
ました。引き続き、空き家・空き地の有効活用に取り組むとともに、更なるマッチングを推進
する施策について検討してまいります。

85
７　施策の大綱
　大綱４　都市基盤

32
　市営住宅に屋外広告の誘致。もらったお金で階段の壁や扉など年１回掃除しても
らう。（３年）

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱４　都市基盤」に記載のとおり、多様化するライフスタイルに応
じた住宅の供給促進や市営住宅の適正な運用などにより、誰もが暮らしやすく、質の高い住環
境の整備を図ることとしており、御提案の趣旨が含まれています。
　御提案につきましては、今後の参考とさせていただきます。

86
７　施策の大綱
　大綱４　都市基盤

32
　茨城大学工学部の通学の利便、市民運動公園でのスポーツ観戦や練習、試合の利
便のため市民運動公園東側に常磐線新駅（10年）

その他

　現在、本市の公共交通の新たな南北方向の幹線軸としての役割が期待されるひたちＢＲＴに
ついて、常陸多賀駅以北への延伸を計画しているところであり、御提案の茨城大学工学部や日
立市民運動公園へのアクセスを含め、より利便性の高い運行ルートの検討を進めてまいりま
す。

87
７　施策の大綱
　大綱４　都市基盤

32

　交通弱者である未成年においては学校の集中を含め普段の生活において電車など
公共交通機関の利用が不可欠である。そのようななか、若年や子育て世代に対する
住環境は交通インフラの弱い山側の地域に集中させる支援がメインになっている。
　駅周辺の商業化とともに、駅周辺および交通インフラの届く地域に対し住環境地
域化や住宅取得支援をしない限り中高所得層で選択ができる子育て世代から市外へ
の転出が免れないと考える。

趣旨含む 　№19と同じ趣旨の御意見であるため、回答内容については№19を参照願います。

88
７　施策の大綱
　大綱４　都市基盤

32

　【現行】
　公園・緑地の整備や市民との協働による管理を進めるとともに

　【案】
　公園・緑地の整備を市民との協働による管理で進めるとともに

その他

　公園・緑地の整備は市が主体となり行いつつ、身近な公園・緑地については、地域のニーズ
を踏まえて進めてまいります。一方、管理につきましては、今までどおり、公園里親や守る会
などの市民の方々と協働で進めていくとともに、そのような市民の方々の活動に対し、より積
極的な支援を実施してまいります。

89
７　施策の大綱
　大綱５　生活環境

33

　交流センター中心の地域活動の中に、昼間の防災！個人のプライバシーにより、
なかなか踏み込む事が難しいけれど、避難所の設営や安否確認の手段など、日頃の
付き合いが無いこの頃だからこそ、ひとりひとりの行動シミュレーションを考える
機会がほしい。今までの防災訓練とは異なる視点を加えてはどうか。

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱５　生活環境」に記載のとおり、市民の自助、共助意識の向上の
ため、地域における自主防災活動の支援などにより、市民の防災意識の醸成を図るとしてお
り、御提案の趣旨が含まれています。
　これまで本市では、市民と行政が共同で防災訓練を実施するなど、防災・減災の取組を進め
てまいりましたが、今後も、様々な手法により市民一人一人にとって最適な避難行動につなげ
る取組を推進してまいります。

90
７　施策の大綱
　大綱５　生活環境

33 　粗大ごみ・燃えないごみは戸別収集にする。地域住民の負荷を軽減させる。 趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱５　生活環境」に記載のとおり、ライフスタイルの変化に対応し
たごみ収集システムの見直しを進めることとしており、御提案の趣旨が含まれています。
　本市のごみは集積所からの収集を基本としており、粗大ごみ(小)は45リットル、燃えないご
みは30リットルの指定処理袋に入れて排出をお願いしております。
　本市では、今後、集積所に関する様々な諸課題を整理し、地域の実情を踏まえた新たな収集
システムの見直し検討を行うこととしておりますので、地域住民の負荷の軽減も含めて検討を
進めてまいります。



提出された意見とその意見に対する市の考え方について

№ 施策区分 ページ 意見の内容 反映状況 市の考え方

91
７　施策の大綱
　大綱５　生活環境

34

　⑥多様化する墓地需要への対応についてですが、墓地と葬祭施設の記載はあるの
ですが、火葬場が触れられていません。高齢化の進展により、これから需要が増す
と考えられますが、日立市では現状で足りているのでしょうか。首都圏では、火葬
待ちのような話も聞こえますので、心配になりました。

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱５　生活環境」に記載のとおり、今後の利用動向を踏まえた墓
地・葬祭施設の整備・運営に努めるとしており、御提案の趣旨が含まれています。
　現在、本市では、金沢火葬場、中央斎場、鞍掛山斎場の３つの火葬場において、適正な機能
を確保し、火葬需要に対応しておりますが、今後の市内各火葬場の利用動向を踏まえながら、
引き続き、適正な規模について検討を進めてまいります。

92
７　施策の大綱
　大綱５　生活環境

34

　子供の迎えによく行くが、駅の周りはかろうじて明るいが一本大通りを外れただ
けで真っ暗です。黒づくめのランナーを車で轢きそうになったり年頃の娘を一人で
夜に歩かせられないほど街灯が少なすぎます。
　人通りも少ないのですから、せめて街灯の１つでも増やして防犯に備えて安心し
て住める街作りをしていってください。

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱５　生活環境」に記載のとおり、事件、事故を未然に防ぐため、
防犯対策、交通安全対策を推進するなど、市民が安全に、安心して暮らせる環境づくりを進め
ることとしております。
　現在、本市では、防犯灯の適正な管理に向け、町内会等が所有している防犯灯の移管手続を
進めているところです。
　安全・安心な暮らしの実現に向け、引き続き、防犯灯の適正な維持管理を進めるとともに、
コミュニティと連携しながら、必要な箇所への防犯灯の設置を検討してまいります。

93
７　施策の大綱
　大綱５　生活環境

34

　お墓の維持管理という点から、単にお墓を持ちたいという人だけではなく、遺骨
を粉砕して海や山に撒いたり、樹木葬による埋葬など、あらゆる葬送方法が求めら
れてくると思います。今後、そういったニーズにあわせた葬送方法に対する取組を
行うのでしょうか。もし、取組を行うのであれば、そういったフレーズを入れても
良いと思いました。

意見反映

　これまで、本市では、一つのお墓に多くの焼骨を埋蔵して、お墓の引継ぎの心配がいらない
「合葬式墓地」を2018（令和元）年度に供用開始するなど、多様化するニーズを踏まえた取組
を進めてまいりました。この取組は、今後も重要な視点であると考えております。
　御意見を踏まえ、今後も、多様化するニーズに対応した取組を行うことを明確にするため、
「今後の本格的な超高齢社会の到来を見据え、墓地や葬祭等に対する多様なニーズに対応する
取組を行うとともに、今後の利用動向を踏まえた墓地・葬祭施設の整備・運営に努めます。」
に変更いたします。

94
７　施策の大綱
　大綱６　協働・行政経営

35

　①、⑥に加えて「デジタル技術も活用した行政とコミュニティとの共創」といっ
た項目があっても良いのではないでしょうか。例えば、「共創で新たな歴史を刻む
次世代型みらい都市　ひたち」を実現するために、さまざまなデータやテクノロ
ジーも活用して、市民・企業・行政が共に手を携え、地域の問題を議論し、得意と
するところを持ち寄って問題解決を図ります。」といった項目です。

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱６　協働・行政経営」に記載のとおり、行政とコミュニティが連
携・協働しながら、地域課題の解決や魅力的なまちづくりに取り組むとしており、御提案の趣
旨が含まれています。なお、市民・企業・行政が共に手を携え、様々なデータやテクノロジー
を活用して地域課題の解決に取り組むことは重要な視点であると考えておりますので、今後、
デジタル技術の活用を推進してまいります。

95
７　施策の大綱
　大綱６　協働・行政経営

35

　隣近所との付き合いも希薄になっている中、私たちくらいの世代でコミュニティ
から何の恩恵を受けられるのか、いまいちよくわからない。コミュニティに参加し
ようと思っても、いつも同じ人たちばかりで集っているように見えて、声を掛けづ
らい気持ちもする。
　これからも地域コミュニティを生かしていこうとするなら、若い人も参加しやす
いような仕組みを考えて欲しい。

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱６　協働・行政経営」に記載のとおり、コミュニティ組織が、こ
れからの時代にふさわしい形であり続けるための支援を行うとしており、御提案の趣旨が含ま
れています。
　現在、本市では、地域住民にとって魅力あるコミュニティ活動の在り方について検討を進め
ており、市とコミュニティが協議を行いながら、地域課題を解決し、目指すべき姿を実現する
ための具体的な推進事項を行動計画として策定することとしています。
　その中で、行動計画の取組の視点の一つとして、「全世代の居場所づくり」を掲げており、
若者や子育て世代などを含めた視点に基づいて推進事項を設定し、実現に向けて各種取組を推
進していくこととしています。

96
７　施策の大綱
　大綱６　協働・行政経営

36
　④誰もがかがやける社会の形成で、本文には若者ばかりで男女共同参画という言
葉すら出てきません。男女共同参画はまちづくりの基本と思いますが、もう少し力
を入れてほしいです。

意見反映

97
７　施策の大綱
　大綱６　協働・行政経営

36
　「心豊かに生活することのできる環境づくりを進めます」所を「できるための情
報の発信や啓発等の」を入れてはいかがでしょうか。

意見反映

98
７　施策の大綱
　大綱６　協働・行政経営

36
　若者の部分は具体策があげられています。男女共同参画に対しても何か入れた方
がよいのではないでしょうか。

意見反映

99
７　施策の大綱
　大綱６　協働・行政経営

36
　性的マイノリティやＬＧＢＴに対する取組は、大綱や施策の中にふれられていな
いのでしょうか。

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱６　協働・行政経営」に、全ての人が互いを尊重し、多様性への
理解を深めることができるよう啓発に努めるとともに、仕事や家庭、地域などのあらゆる場面
で、誰もがかがやきながら、心豊かに生活することのできる社会の実現に向けた環境づくりを
進めると記載することとしており、御提案の趣旨が含まれています。

100
７　施策の大綱
　大綱６　協働・行政経営

36

　若者がより一層輝くための機会をつくるとしていますが、そもそも「やる気のあ
る」「明るい」「活発な」若者にしか目を向けていないように感じました。誰かと
集まってワイワイやるのが苦手だったり、活動に積極的になれなかったりする人も
たくさんいます。どちらかというと、積極的な若者より、こうした行き場のない若
者を助ける策が必要なのではないかと思います。

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱６　協働・行政経営」に記載のとおり、地域の将来を担う若者世
代が、自分らしく生きながら、本市を舞台にしっかりと活躍できることとしており、御提案の
趣旨が含まれています。
　全ての若者がより一層かがやくことができるチャンス・機会の創出に継続的に取り組んでま
いります。

　男女が共に互いを認め合い、協力し支え合うという男女共同参画の視点、また、人々のライ
フスタイルや価値観が多様化する中、市民一人一人が多様性を理解するという視点は、「誰も
がかがやける社会の形成」に向けて重要であると考えております。そのことを明確にするた
め、以下のとおり変更いたします。

【修正案】
男女が共に協力し、支え合うなど、全ての人が互いを尊重し、多様性への理解を深めることが
できるよう啓発に努めるとともに、仕事や家庭、地域などのあらゆる場面で、誰もがかがやき
ながら、心豊かに生活することのできる社会の実現に向けた環境づくりを進めます。



提出された意見とその意見に対する市の考え方について

№ 施策区分 ページ 意見の内容 反映状況 市の考え方

101
７　施策の大綱
　大綱６　協働・行政経営

36

　伝わる広報を実践するとあり、TwitterやInstagramなどを活用していることも
知っています。しかし、その内容が、Twitterに関しては市のお知らせばかり、
Instagramは「綺麗な写真」ばかり。SNS世代にはあまり響かない内容と思います。
　SNSを見ていると色々な自治体の公式ページがおすすめに出てくることもあります
が、市の職員がYouTuberになって楽しく広報しているものや、Instagramの動画機能
を使ってうまく広報しているものなどもあります。
　若者に訪れてもらえる、住んでもらえる市にするために、こうした媒体の有効的
な活用を期待します。

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱６　協働・行政経営」に記載のとおり、市報やホームページ、Ｓ
ＮＳなどの多様なメディアを最大限に活用し、「伝わる広報」を実践するとしており、御提案
の趣旨が含まれています。
　これまで本市では、市民に施策や魅力を知ってもらえるよう、市報や市ホームページなどの
ほか、TwitterやInstagramなどの多様なメディアを活用し、きめ細かな情報の発信に努めてま
いりました、
　御提案の動画機能を有効活用した情報発信につきましても、市公式YouTubeチャンネルなど
を活用し、実施してまいりましたが、「伝わる広報」に更に磨きをかけるため、他自治体の事
例等を参考にしながら、引き続き検討を進めてまいります。

102
７　施策の大綱
　大綱６　協働・行政経営

36 ケーブルテレビは情報の配信に活用できると思う。 その他
　これまでも、本市では、ケーブルテレビを活用した行政情報などの発信を行ってまいりまし
た。引き続き、事業者である（株）ＪＷＡＹと連携しながらケーブルテレビを活用した情報の
発信に努めてまいります。

103
７　施策の大綱
　大綱６　協働・行政経営

36

　新聞を読んでいると、他の自治体で新たな取組の記事を目にしますが、よく読む
と日立市ではすでに行っている内容が多いと感じます。新たな計画をつくってたく
さんの取組を行うのもいいですが、こういった機会に、市民にすでにある取組や
サービスを広報するのはどうでしょうか。案外知らないものです。

趣旨含む

　御意見のとおり、取組やサービスを行うだけでなく、市民にその内容を知っていただくこと
は重要な視点であるため、これまで、本市といたしましても、市民に施策や魅力を知ってもら
えるよう、きめ細かな情報の発信に努めてまいりました。
　「７　施策の大綱」「大綱６　協働・行政経営」に記載のとおり、引き続き、市報やホーム
ページ、ＳＮＳなどの多様なメディアを最大限に活用し、市民に伝わる広報を実践してまいり
ます。

104
７　施策の大綱
　大綱６　協働・行政経営

36
　具体策として、「日立市の将来を担う若い人たちの意見を聞く、女性の意見を聞
く」など、市長と若い人との意見交換の場を設けるという文言を入れられないか。

趣旨含む

　「７　施策の大綱」「大綱６　協働・行政経営」に記載のとおり、市民のニーズを施策にい
かしていくため、引き続き、市民の意見や提案を把握する機会の充実に努めることとしてお
り、御提案の趣旨が含まれています。
　なお、本市では、2021（令和３）年３月に、若者が自分らしく生きながら、より一層かがや
くことができる計画として、「ひたち若者かがやきプラン」を、若者が主体となって、県内で
も先駆けて策定しています。また、その実現に向けて、本年７月には、ひたち若者かがやき会
議を設立したところです。今後も、女性を含む若い人たちの意見等を把握しながら、若者支援
に取り組んでまいります。

105 その他

　私は２年前に東京から引っ越してきましたが、日立の水は東京より臭いし、手肌
の荒れが酷いです。お風呂から上がった後のカルキの臭い、水道水で野菜や麺を茹
でる時などは野菜や麺に臭いが移るほどです。浄水器を使ってもさほど変わらない
ほどです。
　仕事の関係で日立に引っ越してきましたが、それが終われば東京に戻りたいくら
い臭いです。カルキ量の調節を切に願います。

その他

　水道水は法律に基づき、蛇口からの水の残留塩素濃度を0.1ｍｇ／ℓ以上に保つ必要がありま
す。そのため、降雨による濁りが発生した時など、塩素系薬品の注入量を増やし、消毒効果を
高め、水道水の安全性を確保しています。
　今後も、毎日実施している水質分析において水道水の味や臭い、消毒効果などを確認しなが
ら、適切な薬品注入や活性炭投入を行うことで、安全性と品質の向上に努めてまいります。



提出された意見とその意見に対する市の考え方について

№ 施策区分 ページ 意見の内容 反映状況 市の考え方

106 その他

　諏訪の太平田鉱山跡地に、産業廃棄物処分場をつくり、周辺の水穴、諏訪梅林、
かみすわ山荘も整備して豊かな自然を楽しめる憩いの場を維持する？それは矛盾し
ていると思う。不可能です。産業廃棄物処分場の近くで川遊び、ハイキング、豊か
な自然を満喫しようとする人などいない。
　匂いは感じないレベルでも０ではない、汚染物質は微量でも散乱すれば、空気は
汚れて不快になってしまう。水穴の湧き出るきれいな水も、災害で活躍した井戸水
もきれいなものと思えなくなってしまう。今の子どもたちが大人になってからも、
子どもたちと安全に楽しめる憩いの場を守ってほしい。
　太平田鉱山跡地には、ロッククライミング、ボルダリングなど、今他ではできな
いスポーツができる場所を作って欲しい。
　コバルトブルーの湖の周りに花など植物を植えて、散策できる公園にする。水穴
や近くの神社への散歩ルートを作る。キッチンカーなどで、美味しい食べ物を販売
するも良いと思う。大学生や家族連れが集まって、五億年前の地層を知ったり、触
れたり、スポーツを楽しめる場所にして欲しい。
　その際は、かみすわ山荘のようにしっかり管理して、環境維持ができるようにす
る必要があります。かみすわ山荘までのルートは、車がすれ違えない狭い所がある
ので、車で通りやすいように整備してほしい。市内の山、川、海のゴミの問題の教
育も小学校から取り入れていく必要もあります。
　公園はボール遊び禁止、川原はバーベキュー禁止ばかりにしてしまっては、若者
の遊ぶところがなくつまらない日立市となっていると思いませんか？
　鮎川は、汚染されていないかと不安になり、ますます遊べる場所がなくなりま
す。若者はお金を払わずにも気軽に遊べる場所が必要なんです。一体どこで遊べば
いいのでしょうか？鮎川の上流に産廃処分場が出来たら、それだけでその下流にあ
る諏訪梅林の川で子どもを遊ばせられなくなる。あそこは、汚染された水が流れて
きている。そして海にもと言われる。
　日立市のせっかくのきれいな海のイメージは悪くなる。魚も同様。微量で、問題
ないレベルと言われても、そこで獲れた魚は食べたくないし、久慈漁港のしらすも
食べたくなくなる。気にしなかった人も、人に言われたら嫌なものに変わる。我が
子には廃棄物処分場の近くの憩いの場、自然で遊ばせたくない。

その他

107 その他
　諏訪小、多賀中の子供たちをダンプから守れ！
即刻中止せよ！

その他

108 その他
　ゴミ処理場の建設が必要な理由が理解出来ません。環境負荷となるのではないで
しょうか。

その他

109 その他
　諏訪の最終処分場になったら、鮎川への水質汚染が心配。梅林の水遊びが不安に
なる。

その他

110 その他
　山の豊かな自然を活用して太平田鉱山跡地はコバルトブルーの湖、グランドキャ
ニオンの絶景といういろいろなスポーツを楽しめる所にしてほしい。日立市民に
とって諏訪の自然は子や孫に残して伝えたい素敵な思い出の場所です。

その他

111 その他

　鮎川の上流に産廃処分場が出来たらその下流にある諏訪梅林の川で遊ばせられな
くなる。あそこは、汚染された水が流れてきている。
　そして海に流れて、日立市のせっかくのきれいな海のイメージは悪くなる。
　魚も同様。微量で、問題ないレベルと言われても、そこで獲れた魚は食べたくな
いし、諏訪梅林の川でも遊ばせたくなくなる。
　自分は気にしなかったとしても、人に一度でも言われたら気持ちは嫌なものに変
わる。ましてや言われても小さな子どもには与えたくないもの。

その他

112 その他

　産業廃棄物処分場を、太平田鉱山跡地に作らないでください。諏訪梅林の川で子
ども達を遊ばせられなくなります。傾面なので大雨の洪水も不安になる。
　大久保中学校と中丸団地の間を通る新しい道路も作られたら安心して生活できな
くなります。

その他

113 その他

　諏訪の産業廃棄物処理場について、８月のお盆やオリンピック直前という慌ただ
しい中、突然決まってしまい納得のいく説明がなされないまま話を進めていると思
います！産業廃棄物処理場を作るのであれば、きちんと住民投票してください！即
刻中止してください！

その他

　貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。
　県による新たな産業廃棄物最終処分場整備の受入れにつきましては、昨年５月に県から要請
を受けて以降、県による住民説明会やエコフロンティアかさま見学会等を通した市民の皆様か
ら様々な不安や懸念に関する御意見を踏まえ、廃棄物に触れた水は浄化処理後に下水道へ放流
されるので鮎川へは流れないことなど、県の対応策が市民の意向を反映していることを確認す
ることができました。また、産業廃棄物最終処分場は必要不可欠な施設であり、どこかがその
役割を担う必要があるとの認識により、循環型社会の形成を掲げ、環境都市宣言をしている本
市として、県の要請を受け入れることとしたところです。
　現在、専門家を中心とした県による基本計画策定委員会において、安全な施設整備の実現の
ための検討が進められているところですので、本市としましても、安全な施設整備を最優先事
項として県との協議を進めてまいりますとともに、地域振興策などの県の対応策についても、
確実に実施するようしっかりと対応してまいりますので、御理解の程よろしくお願いいたしま
す。
　なお、受入れの経過等につきましては、2021（令和３）年９月20日号の日立市報に掲載して
おりますのでご覧いただければと思います。
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114 その他

　諏訪の産業廃棄物処理場を、こんな市内近くに作るなどと、他市に引っ越しも考
えてしまう程重要な問題。
　さすが消滅可能都市全国第２位だけあってこれではどんどん他県へ移動されても
しょうがないですね。処理場決定も不透明すぎます！断固反対即中止を求めます！
　この意見は聞くだけで反映されないなんてガス抜きとしか思えないですね。

その他

115 その他

　諏訪の産業廃棄物処理場の件は、決定が不透明過ぎて納得がいきません。即刻の
中止及び丁寧な説明を求めます！
　なぜこのような住宅地の近くに処理場を建てるのか、また住民投票もせずに密室
での決定で決まってしまったのか納得のいく説明をお願いいたします！
　私達住民の意見が反映されておりません。

その他

116 その他

　諏訪町の太平田鉱山跡地には、産廃処分場ではなく、若い人、家族で楽しめるス
ポーツ施設を作って欲しい。
　夏は絶景であり、近くの水穴や湧水など、散歩したりも出来る。
　憩いの場の近くに、廃棄物処分場があっては、気分が悪く憩いの場にならない。
　子供の頃からみんなで親しんできた諏訪梅林の川で遊ぶこともできなくなる。
　汚染水がながれてきてるから、遊ばない方がいい。遊ばせないでという事になっ
てしまうのは絶対に嫌です。

その他

117 その他

　今から建設しようとしている産業廃棄物最終処分場。あのような施設を作ってし
まって果たして安心安全のまちづくりになるのでしょうか。住民はだれも安心して
住むことはできないと思います。洪水、土砂災害、大気汚染、汚染物質の漏洩、素
人の私が考えただけでも多大なる災害が起こる可能性があります。想定できます。
想定
できるようなものをどんなに気をつけていても作ってしまったら、災害が起こる可
能性があるわけです。安心安全では決してないわけです。
　そのような負の遺産を子孫に残してはいけないと思います。可能性を残してはい
けません。是非、考え直してください。

その他

118 その他

　現在、日立市が受け入れを表明してしまった産業廃棄物最終処分場。絶対に建設
は辞めてほしいです。住民は不安があり、安心安全には暮らしていけなくなりま
す。このような施設のあるような場所に誰が住みたいと思うでしょうか。人口減少
が著しい日立市は 15万人で下げ止まることはないと思います。移住してこないばか
りか、日立市からもどんどん人がいなくなることが予想されます。私も、日立市に
移住したことを今、大後悔しています。引っ越してこなければよかった、今すぐに
でも引っ越したいと正直思っています。
　周りの住民にも健康被害が少なからず起こるでしょうし、生活にも支障が出るこ
とがわかります。それをどんなになくそうとしても０にはなりません。今の状態を
保てないということです。本当にやめてください。

その他

119 その他

　パブリックコメント聴取ありがとうございました。普段行政に意見できる機会は
全くないので良かったです。一方で今後市の在り方について出来るだけ多くの意見
を集めないと方向を誤ります。日立市への通勤者、大学生など、幅広い意見聴取と
分析が欠かせない。

その他

　総合計画の策定に当たりましては、市民や学識等の有識者等で構成される策定委員会を設置
し協議を進めています。また、素案の作成に当たっては、令和２年度に、市民に対しまちづく
り意見募集を行ったほか、コミュニティ単会や大学生、各種団体、子育て世代等の意見を聴取
しながら進めてまいりました。今後も、市民の声に耳を傾け、幅広く意見を聴取しながら計画
の策定を進めてまいります。

120 その他
　この計画を策定するに当たって、市民の意見や専門家の意見をどのように取り入
れてきたのでしょうか。住民説明会やディスカッションなどを実施しましたか。

その他 　№119と同じ趣旨の御意見であるため、回答内容については№119を参照願います。

121 その他
　この提出された意見書はきちんと市政に反映されているのでしょうか。提出され
た意見がどのように反映されたのか、又、どうして出来ないのかもきちんとまとめ
て教えてほしい。

その他 　№119と同じ趣旨の御意見であるため、回答内容については№119を参照願います。

122 その他
　全体的によくまとまっていると思います。ただ、具体的には、一体何をしてくれ
るの？というのが感想です。

その他

　目指すべき将来都市像である「共創で新たな歴史を刻む　次世代型みらい都市　ひたち　～
人づくり・まちづくり・そしてみんなの幸せづくり～」の実現のため、「７　施策の大綱」に
記載のとおり、様々な視点から各種取組を着実に推進してまいります。具体的な内容につきま
しては、今後作成する基本計画の中でお示しさせていただきます。

　貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。
　県による新たな産業廃棄物最終処分場整備の受入れにつきましては、昨年５月に県から要請
を受けて以降、県による住民説明会やエコフロンティアかさま見学会等を通した市民の皆様か
ら様々な不安や懸念に関する御意見を踏まえ、廃棄物に触れた水は浄化処理後に下水道へ放流
されるので鮎川へは流れないことなど、県の対応策が市民の意向を反映していることを確認す
ることができました。また、産業廃棄物最終処分場は必要不可欠な施設であり、どこかがその
役割を担う必要があるとの認識により、循環型社会の形成を掲げ、環境都市宣言をしている本
市として、県の要請を受け入れることとしたところです。
　現在、専門家を中心とした県による基本計画策定委員会において、安全な施設整備の実現の
ための検討が進められているところですので、本市としましても、安全な施設整備を最優先事
項として県との協議を進めてまいりますとともに、地域振興策などの県の対応策についても、
確実に実施するようしっかりと対応してまいりますので、御理解の程よろしくお願いいたしま
す。
　なお、受入れの経過等につきましては、2021（令和３）年９月20日号の日立市報に掲載して
おりますのでご覧いただければと思います。
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123 その他
　これからの未来のハードルの高さに改めて驚く思いで読みました。自分自身、今
後高齢世代を過ごす事になりますが、今出来ることを思案しています。

その他 　№122と同じ趣旨の御意見であるため、回答内容については№122を参照願います。


