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晩秋の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。新型コロナウ
イルス感染拡大が落ち着き、様々なところで、感染対策を取りながらも、
コロナ前の日常を取り戻しつつあります。高萩市は、ワクチン接種も順調
に進み、他地域のような爆発的な感染もなく、安心しているところでは
ありますが、イベントの中止や延期などにより、経済的な影響については
免れたわけではありません。今後は、これまで行ってきた感染対策を忘れ
ずに、少しずつ工夫しながらのイベントの開催や人と人とのコミュニケー
ションを取り戻す企画を進めていくべきだと考えます。
高萩まつりも2年連続中止、学校では、今までのような運動会や修学旅行、
遠足など子どもたちの思い出となる行事が出来ない日々が続きました。楽
しいことがないとストレスがたまり、様々な問題が生じてくるのではない
かと懸念します。子どもも大人も同じ、今後は、それぞれの立場で、これ
までの分を取り戻せるように楽しむ工夫をしていきましょう。
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質

問 東京オリンピック、初めて新競技スケートボードの試合を見た。12、13歳の子供たちが最年少のメダリストとなり、
これを見た全国の子供たちは自分もやってみたいと思っただろう。
現在、市内にスケートボードをする人がどのくらいいるのか分からないが、市役所の前やハーモニーパークで子供たちがやっ
ているのをたまに見かける。高萩市には、
小学生でスケボーのプロになったお子さんがいる。現在は市内の中学校に通っていて、
2019年には市長室に表敬訪問された。茨城県、特に県北にはスケートパークが少ないから、遠くまで練習に行ったそうだ。そ
こで子供たちが気軽に練習できるよう、高萩市にスケートボードパークを造ってはどうかと思うが、どうか？スケートボード
の人気はすごく上がってきているのに、普通の公園ではほとんどが騒音やそれ以外の目的で公園に来ている人たちに対して危
険だということでスケボー禁止になっている。だからこそ専用の練習場所が必要。子供たちや若者が楽しく活動できる場とし
てスケートパークを造ることで市の交流人口が増え、活性化につながるのではないか。笠間のような大きな施設じゃなくても、
気軽に来られる公園という感じでいい。新たなスポーツの推進として、スケートパークを作り、子供たちがスケートボードを
体験できる機会、スケボースクールとか体験会とか企画してはどうか？

市長答弁 市の活性化につながる施設を造るのであれば、スケートボード施設だけではなく、その他のスポーツコンテンツ
の併設や管理事務所、更衣室、休憩場所、駐車場等の附帯施設が必要である。そのため、スケートボードパークの設置をする
場合には、公式試合ができる仕様とするなど、目的の明確化や財政状況及び、さらに以前から検討されているグリーンタウン
手綱の一部にスポーツ施設をという案もあり、複合化等を含めて多角的に検討をしなければならない。造るなら笠間ほどはい
かないまでも、公式試合を行えて、市外からも人々が集まってくるようなスポーツ施設を考えていきたい。

質 問 いわき市の21世紀の森公園の中にスケートボード広場がある。初心
者向けのコンクリート製のパークで大勢のお子さんがスケボーを楽しんでいた。
コースのすぐ横に屋根のある休憩所があって、この造りなら、コンクリート製だ
が、そんなにお金がかかっていないなと思った。場所については、子供たちが気
軽に行けるというと、高萩市で空いている市有地の有効利用をするために、協同
病院跡地はどうか。市の中心地に近い場所でありながら活用されず空き地になっ
ていて非常にもったいない。広さは8,200平方メートル以上。笠間のパークの
広さが管理棟や屋内ゾーンも含めたスケート広場で4,600平方メートルだから、
8,200あれば駐車場や多目的広場を考慮しても十分な広さ。買手もなかなか見つ
からないのなら、有効利用するべきだと思うが、どうか？
市長答弁

いわき市の21世紀の森公園

スケートボード広場
高萩協同病院跡地は市街地にまとまった面積を占めており、住宅
地や商業施設に隣接するなど環境のよいところである。高萩市立地適正化計画の
中で、当該用地は都市機能誘導地区域に含まれており、この計画では都市機能誘導区域内に居住者の利便性を高めるための大
規模商業施設等の誘導施設を定めている。当該計画に基づき、有効にこの土地を活用し、市街地活性化につなげていきたいと
考えている。
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認定こども園の運営について

問 来年４月開園予定の認定こども園で、公立幼稚園の子供は、

基本的には午後１時まで、４歳児、５歳児は希望すれば延長はでき
るけども３時には帰らなければならない。保育所の子供たちは最大
７時までとなっている。ほかの認定こども園を見ると、１号認定の
子供は希望により預かり保育をしてくれる。日立市や水戸市では公
立こども園においても預かり保育をやっているが、高萩市は預かり
保育は実施しないのか？
健康福祉部長答弁 認定こども園の運営については、幼稚園、保
育所の関係職員により組織した、高萩市認定施設移行準備検討ワー
キングを設置し、教育方針や日課、必要な設備等を検討している。
建設中の認定こども園
基本的には、現行のサービスを低下させることはないが、保育の必
要性がない１号認定、いわゆる教育認定の子供を恒常的に預かり保育を行う必要はないものと考えている。
事故や急な通院など、緊急的に預かり保育が必要となった場合の対応は検討していかなければならない。意
見等を踏まえて決定したい。
質 問 認定こども園において、今、電話やメールなどで行っている、欠席の連絡、保護者への連絡、さ
らに登園・降園の時間管理、園児の健康管理、体温とかお昼寝の時間の記録などが、保育ＩＣＴを導入する
ことによって全てシステム化することができる。保育の指導案や日誌、連絡帳の記入もそのシステムの中で
つくることができるので、先生たちの業務を大幅に簡略化できる。今度できる認定こども園においては、そ
ういった保育事業のＩＣＴ化について何か検討しているのか？ 全国的には、保育士不足や待機児童が問題に
なっており、保育士さんの働き方改革の１つとして保育園にＩＣＴを導入するところが増えている。茨城県
内においては、2019年に取手市が初めて公立保育所にコドモンという保育ＩＣＴソフトを導入し、今では少
なくとも桜川市とひたちなか市にも導入をされている。
こういうシステムを導入すると、登園したときにピッと、帰るときにピッとするだけで、入退室の時間管
理ができ、改めて出席簿を作らなくてもよくなる。欠席の連絡もメール等でやり取りをすることで、時間も
手間も減らすことができて、保護者も先生も助かる。
高萩市は、子供の数も多くない。そんなソフトも入れなくても大丈夫と言われるかもしれないが、全てに
おいてデジタル化を進められている現在、遠くない将来、それが当たり前の時期が来る。いつか始めるなら
早いほうがいいし、高萩市の公立認定こども園が開園する、今のタイミングで入れるべきだと思うが、どうか？
健康福祉部長答弁 ＩＣＴの導入については、職員の事務業務を省力化し、働き方改革と保育・教育の資
質向上のためにも効果的であると思う。ワーキングの中で今後検討していきたい。
質 問 ワーキングの中で検討というよりはむしろ、市として、担当課、部長が先頭を切って、議会からこ
ういう提案があったけどもどうですかというふうに聞いていただきたい。幼稚園の先生や保育士の先生方が
入れたくてもなかなか言えないかもしれない。
コロナ対策で、消毒や手洗いなど、先生方はますます業務が増えている。子供たちと向き合う時間が削ら
れてはいけない。改革していくことに抵抗があるかもしれないが、そう言っていつまでもそのままでは、何
も改善していけない。早急に検討していただきたい。システムの導入には、インターネット環境とパソコン
があればすぐに利用できることになっている。さらに、厚生労働省から上限100万の補助が出ることになっ
ているので、一度検討すべきだと思うが、どうか？
市長答弁 ワーキングのほうでということで、決して私のほうの判断じゃなくてそちらに任せているとい
うことではなく、そういったいろいろな関係者の声を聞きながら、ネット環境を含め、せっかく数億円のこ
の認定こども園を建設するのだから、今まで以上に他市町村と比べても劣らず優れている環境を整えていき
たいと思っている。ワーキングから挙げられたことについては、私の強い判断をして、決定してまいりたい。
質 問 松岡幼稚園については、園児数がかなり少ないこと、園舎が老朽化して雨漏りもしていることを考
えると、これを機会に認定こども園に統合したほうがいいと、私はずっと提案してきたが、市長の考えでは、
「まずは現行どおり、統合することはしない」と。
雨漏りについては１期工事が終わって今、２期工事に入る。修繕しているということだが、来年度の幼稚
園の募集をかけたとき、応募の数が極端に少なかった場合、認定こども園への入園を勧めて、現在の松岡幼
稚園は今の園児が卒園したら廃園という方法もあるかと思うが、、そういうことは検討していないのか？ま
た、どういった判断の基準になるのか。何人までになったら統合するという考えなのか？
市長答弁 認定こども園の統合については、園児数の減少に伴う混合学級や認定こども園との統合の目安
として、当該年度の合計園児数が12名以下であること、そして翌年度の入園募集締切後の合計園児数が12
名以下となることとしている。この２つの条件に合致した場合には、翌年度から認定こども園に統合するこ
ととする。
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市が管理する屋外トイレの整備

市が管理する屋外トイレは、全部で25か所、小滝沢キャンプ場など観光施設に10か所、高浜スポーツ広
場などスポーツ施設、都市公園に13か所、霊園で２か所。何か所かかなり老朽化していて、改善の要望も出
ている。

１，大能の駐車場
質

問 紅葉になると大勢の観光客が訪れる場所なのに、ここのトイレが
和式汲み取り式の、いわゆる「ぼっとん」。ぼっとんトイレというのは、今
の御時世どうなのか。手洗い場らしきところには、きちんとした蛇口もなく、
コンクリートの隙間からちょろちょろ湧き水が、ちょっと洗えないんじゃ
ないかという程度で、もうちょっとまともなトイレと手洗い場を造るべき。
観光シーズンのときは有料駐車場になる。有料駐車場でぼっとんトイレと
いうのは、市として恥ずかしいのではないか？
大能駐車場にあるトイレ
市長答弁 まさにそのとおり。大能駐車場のトイレは、清掃に関しては、
本当にきれいに、シルバー人材センターの皆様がやっていただいているが、
やはり毎日ではないので汚れることと、異臭等がする。手洗い場については、少し沢のほうから、以前はもっ
と水量が多く出ていたが、今はちょっと出にくい。できればかなりお金をかけている、小滝沢キャンプ場の
トイレを使っていただきたいが、今、存在している以上、そこを適正な管理をしていかなければならないと
思っている。いずれにしても、下水道施設、浄化槽といったことはなかなかできにくいので、できるだけ来
場された方にきれいに、入りやすいような環境を整えなければならないと思っている。

２，名馬里ケ淵

質 問 高萩市の伝説の名所として紹介されている。紅葉の帰りに寄る方もいると思う。トイレは駐車場か
らちょっと遠いが、足元も暗く、薄暗い木々の中にある。よほど我慢できない人以外は使わないのではない
かと思う。清掃はきれいにされておりましたが、やはりこちらも臭いがとても気になる。設置場所を考え直
して整備すべきだと思うが、どうか？車を止めるところに近いところに造るか、くさいだけならこちらもいっ
そないほうがいいと思う。
市長答弁 名馬里ケ淵のトイレ、昔から利用されていたが、現在のところ、かなり稼働率は低いといえども、
来た方がやはりそのときにどうしてもトイレに行きたいとなったときには大変役には立っている。かなりき
れいには掃除をしてあるが、やはり近くに行くとぼっとんトイレなので臭みはある。大能と同様、これは撤
去するか、それとも改善するかの検討はしていく必要がある。

３，本町ファミリースポーツ公園

質 問 こちらもくみ取式の簡易トイレ。子供も大人も多くの方が利用しており、市民の要望も出ていると
いうこと。きれいなトイレに、早急に直すべきだと思うがどうか？
市長答弁 仮設トイレを維持管理しているが、水洗化をするためには新たな公衆トイレの建設が必要とな
る。公園は若い人たちから高齢者までかなり稼働率が広い。衛生面の観点から、昨年６月に公園利用者から
公衆トイレの設置を求める、要望書が提出されたことも踏まえ、現在建設に向けて、調査研究、そして検討
している。あの場所は下水道につながることができるので、野外トイレのユニット製品も含めて、検討する
必要がある。

４，バイオトイレの導入
質

問 整備しなければいけないところがたくさんある。従来どおりの方法

でトイレを整備しようと思うと一ヵ所あたり4,000万円くらいかかる。すべ
てのトイレを整備するにはすごい金額になってしまう。最近はいろいろ研究
が進んで、水や電気がない山間部でもくみ取の必要がなく、においもない快
適なバイオトイレや、循環式水洗トイレなど、いろいろ今、開発されている。
工事現場や避難所などにも設置できるようなタイプのもの、山や海など利用
者が季節によって変動する場所でも安定して使えるもの、いろいろな種類が
あって、設置費用についても私が調べたものは本体価格が500万前後、かかっ
ても600万、設置費用が100万ぐらい、年間の維持費が７万円ぐらい。こうい
ログハウス風 バイオトイレ
う循環式トイレなどを調べて、ぜひ検討していただきたいと思うが、どうか？
市長答弁 市内全域の公共公衆トイレ、私は首長としてそれを見たところ、これではいけないと思ってい
るのが実情。財政状況も鑑みなければならないので、ある程度の時期をもって、そして計画をもって、早急
的な対応をしていかなければならないと思っている。

５，その他
質

問 穂積家の駐車場の横のトイレは多目的トイレがあるのに、トイレに行くまでに通路が舗装されて
いなくて車椅子では行きづらい。誰のための多目的トイレなのか。コンクリートの通路を整備するだけでい
い、使う人の立場になって造るべき。また、森林公園は、トイレに手洗いの場所がない。整備すべきだと思
う。これらのトイレを一度に直すのは無理かもしれないが、コロナの感染対策や衛生上よくないという理由
で、図書館、消防署、市民センターなどのトイレの整備を、予算を取って清潔をしていく。それに続けて屋
外のトイレも早急にきれいなトイレに整備していく計画を改めて立てるべき。
市長答弁 市内公共施設等のトイレ整備は、改修、更新等も検討の上、財政状況等を考慮しながら計画的
に進めていく必要がある。
整備計画については、関係所管課において利用の状況や老朽化の状況などを考慮し、優先順位をつけて適
切に対応していきたい。
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市長の政治姿勢について

大部市長が就任して間もなく４年となり、令和４年２月には市長選挙が行われる。そこで、任期４年間の大部市長
の政治姿勢について質問した。

中心市街地活性化について

質 問 前小田木市長は、市長１期目の３年目に駅前ホテルを誘致する計画を進めていた。しかし、選挙で大部市
長は駅前ホテルの誘致に反対し、計画が中止になった。それによって、ホテルが誘致され駅前が活性化されるだろう
という期待ができなくなった。市長はその代わりに、市街地活性化のプロジェクトチームをつくって検討すると言っ
ていた。就任してからもうすぐ３年半、４年たつが、何か具体的な進展があるのか。イトーヨーカドー跡地に大規模
スーパーを誘致できるように取り組んでいくと言っていたが、その後どうなったのか？プロジェクトチームに考えさ
せるのではなく、民有地なので勝手に考えることもおかしいが、市長自身はどのような構想があるのか？
市長答弁 中心市街地活性化は、多くの人が町なかを行き来し、人が集まるにぎわいのある場所づくり。実現する
ためには、中心市街地に買物をする場所、交流する場所などを創設し、集まりやすいように道路や交通網などの整備
をしていく必要がある。宿泊施設を中心にした活性化に代わるものは、大規模商業施設を改めてトップセールスで地
権者と交渉を図っていくと示した。その後、地権者とは数々の大型店舗、金融機関のお力を借りながら何度も協議を
重ねてきたが、この３年半、まだ道半ばで具体的になかなか進んでこない。中心市街地活性化プロジェクトチームを
設置して、地域の方々を交えたソフト面の取組に関する勉強会や高萩駅西口駅前広場整備条件検討調査によるハード
面での調査研究を進めてきた。並行して、新しいバス運行システムの導入、認定こども園の建設、さらには都市計画
道路の整備促進にも取り組んだ。
中心市街地に活力をもたらすためには、行政だけの力ではなく、地域の住民や団体を始め、元気に活躍する市民の
方々の協力が必要。
質 問 プロジェクトチームは市の職員だけで構成されている。そのメンバーだけでは現場の意見は出てこない。
駅前通りの方々は、どんなふうになることが活性化していると考えるのか。活性化することを切に願い、協力して頑
張ろうと思う方はどれぐらいいるのか。
市民の方が望む駅前通りというのはどういう形なのか。そこが統一されていなければ、方向性なんてばらばらになっ
てしまうが、どう考えるのか？
市長答弁 中心市街地に活力をもたらすためには、行政だけの力ではなく、地域の住民や団体をはじめ、元気に活
躍する市民の方々の協力、高萩市に対し「我々はこういうふうな町にしたいんだ、行政は少しお金を出してほしい」と、
そういう流れになってほしいということであるので、プロジェクトチームを組んで、市民の代表の方々と一緒にそう
いった協議の会場や研修に行ったりして、これから市街地の活性化を成し得たいということで高萩市は動いている。
質 問 開発にしても誘致にしても、行政がお金を出さなければ、先に進まない。イトーヨーカドー跡地は、民有
地だから地主さんに頭を下げてやってもらうしかない。いくら市長がトップセールスと言ったって難しい。まずはヨー
カドー跡地を何とかしなければいけない、それから駅西側のほうをやるべき。駅西側は、夕方は電車の時間によって
多少送迎の車が並ぶが、全く通れないというほどではない。
それだけのためにバスターミナルを縮めて、車の待機場所を確保するというだけではなく、市民が楽しめるような
計画を見直してほしいと思うが、そういう構想はないのか。
市長答弁 現在の駅前広場のように面積的な制約がある中では、機能充実をさせる整備はなかなか難しいとの課題
が得られたところ。高萩駅前広場の整備に当たっては、近隣の民有地等の活用を含めた検討が必要不可欠であり、整
備内容によっては民有地に大きく影響を与える。地権者やＪＲ等の関係機関との協議を実施し、事業化の可能性につ
いて引き続き検討する。
地権者に頭を下げてということはもう当たり前のこと、地権者は全体的なそういう整備計画が整ったときには、残
りのいろんな市有地についても高萩市に協力すると言われているので、進めていきたい。

選挙公約 退職金90％カットについて

質 問 市長は選挙の最初の頃は、市民感覚に基づいたものでなければいけないということで、退職金を90％カッ
トすると公約を出されていたが、いつの間にか「財政健全化に向けて退職金90％カット」になっているような感じ
がした。つくば市の五十嵐市長は退職金を受け取らないという公約をして、規則上ゼロはできないので最終月の給与
を１円にして退職金を22円にした。いずれにしても、市民は大部市長が退職金を受け取るか、90％カットするか、２
つに１つだと思っているが、どう考えているのか？
市長答弁 未支給となった退職金は、支給業務を行っている茨城県総合市町村事務組合が法務局へ供託することに
なり、供託された退職金については最終的に国庫に入る可能性があるため、この高萩市に財政健全化のために役に立
つということはできなくなる。
しかしながら、私はしかるべき時期になったら必ずそれを実行する。
平成30年2月の市長選挙で大部市長は「市の財政健全化のために市長退職金を90％カットする。」
と言っていました。しかし、公職選挙法により、市長の退職金を市の財政に戻すことはできないと
いうことがわかりました。選挙後すぐの一般質問では、「市民にとって大事なのは退職金を受け取
らないというよりも財政負担を軽減することだと考えている。」という答弁でした。
そこで、私なりに考えて、任期4年の間に退職金1700万円を市の財政にもどしていくにはどうすればいいか？
ということで、市長の月々の給料を76万円から20万円カットすることで実現することができますよ、と提案して
いました。しかしながら、結局何の対策も取らずに通常通りの給料を受け取りながら、間もなく4年目を迎えます。
私は、市長という任務は、毎日毎日、高萩市全体のことを考え、様々な問題に取り組んでいかなければいけな
い大変なお仕事だと思います。4年間その大変な任務に取り組んできたのですから、本来ならば、堂々と退職金を
受け取っていいと思います。しかし、大部市長は選挙の公約で90％カットを宣言されました。ご自身で決めたこ
とですから、任期最後の12月議会で「市長給与の減額」の条例を出し、公約をしっかり守るべきだと思います。
－4－

