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牛久市長２期目所信表明 

（令和元年第２回牛久市議会定例会にて） 

 

 本日、令和元年第２回牛久市議会定例会を招集いたしました

ところ、議員各位にご出席を賜り、ここに開会出来得ますこと

を心から感謝申し上げる次第であります。 

 

去る９月８日に行われました牛久市長選挙後、初めての定例

会になりますので、提出議案の説明に先立ちまして、今後４年

間の市政運営にかかる所信の一端を申し述べさせていただき、

市議会議員各位、および市民の皆様のご理解とご協力を賜りま

すよう心からお願い申し上げます。 

 

私は、去る９月８日に執行されました牛久市長選挙におきま

して、多くの市民の皆様からご支援を賜り、再び牛久市長とし

ての重責を担うこととなりました。 

まことに身に余る光栄でありますとともに、その使命と責任

の重大さに、身の引き締まる思いを新たにしているところでご

ざいます。引き続き、市民の皆様への責任を果たすべく、市政

の公正かつ効率的で、健全な財政運営、そして さらなる発展

のため、全力を尽くす覚悟であります。 
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１期目の市長就任時を振り返りますと、この４年間は「対話

による市民の視点に立った自治体運営、そして市政の課題に対

し、市民の皆様と徹底的に議論し、一つひとつ市民の皆様の立

場に立って解決する」という基本理念のもと、「フェイスｔｏ

スマイル笑顔のまち牛久へ」をキャッチフレーズに１２の政策

を成し遂げるため邁進してまいりました結果、市議会議員各位

をはじめ、市民の皆様のご理解とご協力をいただきまして、着

実にその成果を上げることができたものと考えております。 

 

 牛久市は、常磐線沿線で唯一人口が増加しているまちとして、

これまでアピールをしてまいりましたが、当市においても人口

減少時代への大きな局面を迎え、これから魅力ある地域づくり

を行い、人口減少に歯止めをかけることが求められております。 

 私は、これから２期目４年間の市政運営にあたりましても、

牛久市の地理的な優位性や交通環境の利便性、豊かな自然環境

と豊饒な大地で育まれた「うしくブランド」をはじめとした多

くの農産物、牛久シャトーや牛久大仏などの観光資源といった

牛久市の強みや特徴を最大限に活かし「住み続けたいまち」、

そして「選ばれるまち」を目指してまいります。 

そのためには、市民の安心安全を守ることを第一に、子ども

から高齢者・障害者の方々、すべての世代の市民が健康で生き

生きと暮らせるまちづくり、安心して子育てができる環境を整
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え若い世代の定住を促進するとともに、市民の皆さんの力を充

分に活かすことにより地域コミュニティを強化し、 

笑顔あふれる活気のあるまちづくりを目指し、スピード感を持

って確実に実行できるよう市政運営に全力で取り組んでまいり

ます。 

 

 それでは、私がスローガンとして掲げてきました『復活と新

たな挑戦』における公約としてお約束しました、２つの「復

活」と、８つの「挑戦」について、これから取り組んでまいり

ます政策を申し上げたいと思います。 

 

【２つの『復活』】 

２つの「復活」については、「牛久シャトー」と「エスカード

牛久ビル」であります。 

 

【牛久シャトー】 

市民の皆様が大変ご心配なさっております牛久シャトーです

が、７月にオエノンホールディングスと賃貸借することで基本

合意しているところです。 

このたび、先日の市議会議員全員協議会でお知らせしました

とおり、施設全体約６万６，０００㎡を年間５，５４４万円

（月額４６２万円）で賃貸借することで合意いたしました。   
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また、同社からは牛久市に対し、本施設管理費の一部として、

年額１，２００万円（月額１００万円）を負担していただくこ

ととなり、賃貸借契約期間は２０年間となります。 

また、新会社（第３セクター）の設立につきましては、 

今後の存続を第一義に考え、市主導の新会社を設立してまいり

ます。設立にあたっては、極端な営利活動により、本施設のイ

メージからかけ離れた経営形態や文化財保護に関して理解の乏

しい企業の参入を防ぎ、市民の皆様の望む本施設の姿を復活し、

継承してまいりたいと考えております。 

本施設の今後の運営については、新しい会社を設立し、レス

トラン等のテナントの誘致・運営やスーベニアショップ等の経

営等を任せていくこととして準備を進めているところです。 

民間の人材を登用し、経営戦略を練り直し早期に採算ベース

へ到達するべく取り組んでまいります。民間の経営的思想と本

施設の歴史的価値の高揚という二つの側面を受け持つこととな

り、すみわけを整理しつつ バランスを保てるよう慎重に運営

してまいりたいと考えております。 

なお本施設の、明治の創業以来１００有余年続いていたワイ

ンの醸造場としての機能を復活させ、創始者 神谷傳兵衛の意

思を引き継いでいくため、原料となるブドウの圃場の維持管理

とワインの醸造を行うこととしており、今後牛久産のワインと

して販売するべく地元での原料確保を拡大できるよう努めてま
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いります。 

この新しい会社については、出資金９，５００万円を補正予

算に計上させていただく予定で、出資比率は９９．９７％、出

資の大部分を市が占めることについては、施設の性格上、市主

導で設立することが望ましいと判断したものでありますので、

ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

【エスカード牛久ビル】 

エスカード牛久ビルについては、テナント誘致・リーシング

を専門としている民間企業を活用し、来年早期の一部リニュー

アルオープンを目指し、取り組んでいるところです。 

また、テナント誘致と併せて、新たに公共的な利活用を検討

し、基本構想・基本計画を策定している段階ではありますが、

美術館の導入を検討しております。地元牛久市には小川芋銭や

住井すゑといった画家や作家など著名な文化人が多く、これら

の文化人が残してくれた作品を展示する常設展に加え、リピー

ターを増やすために定期的に企画展を開催するなど、常設展と

企画展とを組み合わせた魅力ある美術館となることを構想して

おります。美術館のほかにも、市民の皆様が望んでいる施設が

何なのか、これから様々な場面で皆様からのご意見をいただき

ながら、エスカード牛久の再生を進めてまいりたいと考えてお

りますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げま
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す。 

 

【８つの『挑戦』】 

そして、８つの「挑戦」についてですが、 

１つ目は、牛久市はベッドタウンとして発展してきた街であ

り、これからもたくさんの人に住んでいただき、街の活力であ

る人口を増加させることが重要だと考えております。 

また、持続可能なまちづくりを進めるためには税収を確保す

ることが必要であり、良好な居住環境を整え、固定資産税や個

人市民税を増やし、その財源をもとに市民サービスの向上につ

なげてまいりたいと考えております。 

そのための定住促進策のひとつとして、「ひたち野地区に隣

接する市街化調整区域の宅地化」を進めてまいります。 

これまで牛久市の人口の増加を支えてきたひたち野地区にお

いて、供給する宅地が少なくなってしまったことから、人口の

増加が鈍化しております。このひたち野地区では、来年４月ひ

たち野うしく中学校が開校しますが、今年４月に開園した第一

幼稚園、そして ひたち野うしく小学校と併せて、幼・小・中

学校が一体的に集まったエリアとなります。これらの教育施設

が整った魅力あるエリア、そしてＪＲ常磐線の「ひたち野うし

く駅」を核として、その周辺に良好な住環境を整備し、人口増

加の流れを再び引き戻してまいりたいと考えております。 
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その住環境を整備するための財政的負担については、これま

での大規模な市施行の区画整理事業とは異なり、市街化調整区

域における地区計画制度といった手法を活用するもので、市か

らの財政負担については幹線道路等の公共的なインフラ整備な

ど必要最小限に抑え、宅地供給については、茨城県宅地建物取

引業協会をはじめ、民間事業者の力をお借りして、市の財政支

出を抑制し、地元の意向もきちんと伺いながら、まちづくりを

してまいりたいと考えております。 

また、ひたち野地区での宅地供給ばかりではなく、高齢化率

が高まっている牛久地区の旧市街地においては、安心安全な道

路環境を整え、若年層の方々に選んでいただける、定住してい

ただけるような魅力ある住宅地となるよう、インフラの整備、

特にＵ字溝のふた掛けや路面標示など老朽化した道路の改修に

取り組むとともに、既存住宅地内の空き家の利活用や２つの宅

地を１つにして広い敷地に整序したり、既存住宅団地から駅前

の生活利便性の高い中心市街地への高齢者世帯の住み替え支援

など、高齢者世帯と子育て世帯の循環型住宅供給の仕組みづく

りについても取り組んでまいります。 

さらに、市内の広域交通ネットワークをみますと、現在、 

遠山町から城中町地内では国道６号牛久土浦バイパスの建設工

事が着々と進められ、数年後には都市計画道路の城中田宮線と

同時に開通する見込みであります。また、奥野地区では、龍ケ
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崎市と阿見町を結び、県南地域の振興に大きく寄与する主要地

方道 竜ヶ崎阿見線が、圏央道 阿見東インターチェンジへのア

クセス向上を目的に牛久市正直町から、うしくあみ斎場付近ま

での延長３．１ｋｍが今年度新規事業化となり、整備が進めら

れることとなっております。 

このように、牛久市の広域交通ネットワークも今後さらに充

実し、定住促進に向けた条件が整いつつあり、先ほど申し上げ

ました住宅地の供給及び環境整備に関する施策を推進すること

で、ひたち野地区の宅地供給も含め、 

牛久市全体で５００世帯、１,５００人の人口増加を目指して

まいりたいと考えております。 

 

２つ目は、「子育て・教育環境のさらなる充実」についてで

ありますが、予防接種費用の助成拡大、待機児童の解消、児

童・生徒の通学路の安全確保、そして安心して日々の授業が受

けられるように、これまでも学校施設の耐震化や大規模改修に

努めてまいりましたが、さらなる教育施設の改善とともに、地

域と学校が力を合わせて子どもたちを支えるコミュニティ・ス

クールの取り組みを活発化するなど教育環境を充実させ、将来

を担う子ども達が健やかに育つ、まちづくりを進めてまいりま

す。 
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３つ目は、「牛久沼と雲魚亭、（仮称）住井すゑ記念館等の

観光資源を活用した地域活性化」であります。昨年８月に牛久

沼周辺の５市１町の首長が一堂に会し、牛久沼周辺首長会議が

設置され、今後牛久沼を活用し、６市町が連携したまちづくり

を進めることで、交流人口の増加を図ってまいります。  

そして、牛久沼周辺における牛久市地内では（仮称）住井す

ゑ記念館の開館を令和３年度に予定しており、雲魚亭や三日月

橋の観光アヤメ園など周辺観光資源へと誘導を図り、牛久市で

の滞在時間を延ばしていただき、周辺地域の魅力向上や交流人

口の拡充、さらには地域経済の活性化を図ることができるよう

な仕組みを考えてまいります。 

 

４つ目は、「公共交通利用困難地域の解消」であります。高

齢者等の移動手段確保のため、ドア・ツー・ドアの送迎を行う、

デマンド型公共交通を導入します。連日のように高齢者におけ

る交通事故のニュースが報道され、高齢者の運転免許証返納の

動きが広がるなど、交通弱者への支援はより重要であると認識

しております。高齢者の方が運転免許証を安心して返納できる

よう、全ての高齢者を対象とした外出支援のための新たな取り

組みとして、デマンド型公共交通手段の導入準備を進めていま

す。 

デマンド型公共交通手段とは、タクシー会社などと市が連携
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して行う移送手段で、代表的なものの一つにデマンド型乗合タ

クシーと呼ばれるものがあります。現在、このデマンド型乗合

タクシーを市内のタクシー会社と行うことを検討しており、こ

れにより契約したタクシーを高齢者の方々に乗り合いで使って

いただけるような方法を考えております。 

このように、牛久市では高齢者の方々の移動手段の確保に努

め、運転免許証がなくても暮らしやすいまちづくりを目指して

まいります。 

 

５つ目は、消防・救急・防犯体制を強化するための「安心安

全のさらなる充実」であります。稲敷地方広域市町村圏事務組

合では、昭和５０年に開設された牛久消防署が老朽化している

ことや、大規模災害への対応強化を図ることなどを目的として、

建て替えに向けて検討を進めているところであり、建て替えに

あたっては、牛久市にとって最善の環境を整え、災害救急体制

を再構築・強化し、効率化を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

それから、今年の夏に小学校区ごとのタウンミーティングを

開催した際にご意見を頂戴した地域防災力を高めるための「牛

久市防災士会」の設立のご提案がありましたが、牛久市には県

内では５番に多い２００名以上の防災士がおりまして、防災に

ついての十分な意識と知識・技能を持ち、防災リーダーとして
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地域の防災力向上に貢献いただいておりますことは、大変心強

い限りであります。その防災士の方々のスキル向上とネットワ

ークづくりなどを目的として、行政区長で構成されている牛久

市防災会の中に「（仮称）防災士部会」を、来年の早い段階で

設立したいと考えております。 

また、牛久市では、公共施設における防犯カメラの設置台数

でありますが、県内でトップクラスを誇る約５００台の防犯カ

メラを設置しております。さらに平成２８年６月に牛久警察署

と「街頭防犯カメラ設置に関する協定」を締結し、警察と連携

しながら街頭防犯カメラの設置を進めております。昨年は、市

民満足度調査の結果において防犯カメラの要望が多かったこと

から、その要望に応えるため９月議会に補正予算を計上し防犯

カメラを増設するなど、現在市内には１８台の街頭防犯カメラ

が稼働しております。 

防犯カメラについては、犯罪抑止や交通安全に大きな効果が

期待されておりますので、今後も牛久警察署と連携し、防犯カ

メラの設置を計画的に進めてまいります。 

 

６つ目として、既設団地の老朽化対策としての「既設団地内

の生活道路の計画的な改修」に取り組んでまいります。特に、

通学路や各行政区からもご要望のある老朽化した交通量の多い

生活道路など、優先順位、改修年次を決めて、計画的に街並み
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を整備し、まちのリフォームを図り、空き家の活用や人口定住

促進につなげてまいりたいと考えております。 

 

７つ目は、人口減少が進み子どもたちの数も少なくなってき

ている奥野地区における義務教育学校化を進めます。奥野小学

校、牛久第二中学校では、市内どこからでも通学できる制度で

ある小規模特認校制度の活用と特色ある教育活動を行うことで、

約７０人の児童生徒が奥野地区以外から通学しています。それ

でも、牛久第二中学校は県南地域で一番小さな中学校であり、

奥野小学校と牛久第二中学校の小中一貫教育を強化して地域と

ともにある学校づくりを進め、学校そのものをこれからも存続

させていくため、来年４月から奥野小学校と牛久第二中学校の

既存の校舎を活用し校舎分離型で、１年生から９年生までのひ

とつの学校である義務教育学校とすることを目指して、準備を

進めているところです。 

なお、この義務教育学校については、今回の議会で牛久市立

学校設置条例の一部を改正する条例について議案を上程してお

りますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

８つ目は、高齢者・障害者の元気で安心な暮らしの実現であ

ります。小学校区単位に、助け合い、力を合わせて地域福祉活

動を進める新たな支えあいの活動基盤である地区社会福祉協議
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会の活動を支援し、地域のつながりを深め、活動拠点の整備や

健康づくり、生きがいづくり、認知症予防の実施など、住み慣

れた地域で高齢者・障害者の方々の安心を支える地域づくりを

進めてまいります。 

さらに、介護サービスをはじめ、様々な高齢者に対する相談

の窓口であり高齢者の生活を支える役割を担う総合機関である

「地域包括支援センター」が現在は市役所分庁舎内にあります

が、今後の高齢者人口及び認知症患者の増加に対応するため、

新たに地域包括支援センターを１箇所増設いたします。 

 

これら８つの政策を柱とし、全力で取り組んでまいります。 

 

今後、公約として掲げております政策につきましては、すぐ

に実行できるものは実行に移し、そうでないものは令和２年度

当初予算編成の過程や、今年度から２か年をかけて、牛久市の

最上位計画である「第４次総合計画」及び戦略的な地方創生に

向けた取り組みを示す「まち・ひと・しごと創生総合戦略」、

そして都市づくりの指針である「都市計画マスタープラン」の

策定に着手しておりますので、本市の長期的な目標と方向性を

市民の皆様と共有しながら、各計画に反映し優先順位を明確に

しながら早急に取り組んでまいりたいと考えております。 
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このことによって、牛久はさらに魅力あるまちに発展できる

ものと確信しています。 

 

牛久シャトーの出来事も、エスカード牛久ビルの出来事も、

大きな課題をいただいたと思っております。ピンチをチャンス

に変えて、牛久市の賑わいを再び取り戻す大きなチャンスとと

らえ、全力で取り組んでまいります。 

このような状況を乗り越えていくには、これまでの固定的な

考え方や見方を変えるなど、人・組織・社会の幅広いイノベー

ション（変革）が必要であり、私一人の力では限界があります。

職員はもちろんのこと、市民の皆様、そして議員の皆様ととも

に知恵をしぼり困難を乗り越え、オール牛久で一丸となってま

ちづくりに取り組むことにより、市民の皆様が牛久に もっと

愛着を持っていただき、一人ひとりが幸せを実感できる牛久市

を実現してまいりたいと考えております。 

 

 令和元年という大きな節目のときに、市政の舵取りを引き続

き担うこととなり、責任の重大さを痛感するとともに、これか

らの牛久のために、「牛久シャトーとエスカード牛久の復活、

そして新たなまちづくりへの挑戦」に全身全霊を注ぎ、住みよ

いまちづくりに取り組んでまいりますので、議員並びに市民の

皆様におかれましては、市政運営への特段のご理解とご協力を
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賜りますよう心からお願い申し上げ、２期目の就任にあたりま

しての所信表明とさせていただきます。 

 

令和元年１０月７日 

               牛久市長 根 本 洋 治 


