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討議資料

いがらし立青からの挨拶

いがらし立青プロフィール／経歴

趣　味家　族

妻、こども4人
（三男一女）

サッカー（中学時代全国ベスト8）
少林寺拳法（大学時代全日本2位）
キャンプ（なかなか行けない）

1978年 つくば市（桜村）生まれ
1997年 並木小学校、並木中学校を経て、土浦第一高等学校卒業
2002年 筑波大学国際総合学類卒業
2003年 ロンドン大学 UCL 公共政策研究所修士課程修了 研究助手兼務
2004年 つくば市議（1期目）
2007年 筑波大学大学院 人文社会科学研究科修了 博士（国際政治経済学）
2008年 いがらしコーチングオフィス設立、株式会社コーチ・エィ勤務
2008年 つくば市議（2期目）
2010年 NPO法人つくばアグリチャレンジ設立、障害のあるスタッフが働く農場「ごきげん

ファーム」を経営（現在は代表退任）
2016年 つくば市長
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豪雨に備えた訓練の様子

日頃から市政へのご協力を頂き誠にありがとうございま
す。暑い夏が過ぎ、少しずつ秋の気配が出てきました。今
年は新型コロナウイルス感染症の対応が続く中での台風の
季節ともなります。市役所でも避難所での感染を防ぐため
に間隔を確保しながらの避難所運営に努めていきますが、
避難所以外の親戚の家などの避難先の検討など、密を避け
て感染の可能性を低くするための準備をよろしくお願いいた
します。
さて、本誌では市長就任以降の取り組みについて７月号

から６分野の公約の柱ごとにご紹介して来ました。７月号の
「頼れる福祉」、８月号の「安心の子育て」、「活気ある地域」

に続き、今月号では残りの３分野である「便利なインフラ」、
「誇れるまち」、「徹底した行政改革」についてご紹介します。
４年前にお約束した６分野 82 事業の公約は昨年度末で９
割以上の公約が達成もしくは順調に進んでいますが、その
背景には市民の皆様から頂くアイディアやご協力があります。
これからのつくばを「ともに創る」ため、引き続きご指導
賜りますようよろしくお願いいたします。

皆様のお陰で賞を頂きました！

01

ソトカフェが始まりました！
つくば駅近くのセンター広場で、３密を避けて屋外での飲食を楽し
めるソトカフェの取り組みを始めました。テーブルやイスに加え、ソフ
ァー、ハンモックなど約100席をセンター広場に配置し、ゆったり過
ごせる空間となっています。出店者の食べ物や市内飲食店からのデ
リバリーも利用できますので是非ご活用ください。

北条保育所が完成しました！
土砂災害警戒区域に掛かる上に、耐震基準を大きく下回る状態で
放置されていた北条保育所の移転・建設が完了し10月からオープ
ンします。木造のあた
たかみがある作りで、
採光も工夫して考えら
れています。保育所だ
けでなく子育て交流
広場を併設しており、
地域の子育て拠点や
地域の交流の場とし
ても活用頂ければと
思っています。
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青風会
（アッセ内、サイエンス大通り側）

中心市街地に関する取り組み

高エネ研南側未利用地について

クレオ（西武跡地）売却
への対応について
クレオを所有していた筑波都市整備株式会社による
売却に対応するため、クレオの運営に市が関与する
案を作成し市民、議会、関係者の方々と議論を重ねま
した。筑波都市整備の売却の時間的制約もある中で
出来る限りのことを行いましたが、議会の理解を得
るまでには至らず、クレオ再生のための運営への市
の関与は断念することを2018年11月に発表しまし
た。クレオは民間企業が購入し、半分はマンション建
設への工事が進んでいますが、半分は商業施設とし
てオープンに向けた準備が事業者により進められて
います。市としても事業者と協議しながら、まちづく
りの面から必要な調整を行なっています。

中心市街地の活性化
中心市街地に訪れたくなるよう
な企画を行なっています。新た
に中央公園でのバーベキューや
ボートなどのアウトドア体験、じ
ゃぶじゃぶ池の開放、公園やセ
ンター広場でのイベント開催な
ど行なっており、９月からはソト
カフェを開始しました。

政治家の優れた取り組みを
表彰するマニフェスト大賞
で公約のロードマップによ
る推進が評価され首長部門
優秀賞受賞（2017）

日本の政官財等のリーダーが
集まるG1の「新世代リーダー・
アワード」で、その年に日本で
最も活躍した若手政治家に贈
られる政治部門受賞（2019）

センタービル・センター
広場のリニューアル
クレオと並ぶ中心市街地のシンボルであるつくばセンタービル
も建築から37年が経過して老朽化や駅からの動線・視認性等の
課題も顕在化しており、市でリニューアルに向けた検討を進めて
います。今年６月にセンタービルへの新たな市民活動の拠点整
備、市民窓口機能の設置、多様な働き方を支援する場の整備、駅
からの接続性向上などのリニューアルの方向性について案を公
表し、市民から意見を募集しました。今後市民意見を踏まえた調
整を行いながらリニューアルに向けた準備を進めていきます。

高エネ研南側未利用地（住民投票の反対多数を受けて白紙撤回された総合運動公園構想の用地）はつくば市土地開発公社
が2014年に約66億円でURから購入しています。市長就任以降、公約通りURとの交渉を重ねながら用地の返還を目指して
来ましたが、URからは最終的に返還要望に応えることはできない旨の回答がありました。用地は土地開発公社が借り入れに
より購入しており、借り入れを返済しなくてはなりません。また、市が用地を活用する場合は市が約66億円の用地購入予算を
用意した上で公社から用地を購入する必要があります。このような中、市では企業等へのサウンディング型市場調査などを
行なった上で、用地全体の利用を前提とした民間主導での土地利用の事業提案を募集して提案を受け付けました。このよう
な検討状況を踏まえ、市議会でも昨年９月に新たに「高エネ研南側未利用地に関する調査特別委員会」が立ち上がり、用地
に関する調査・検討が行われることになり議論が進められています。
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バス路線の見直し

つくバスの停留所間の距離が遠いとい
う市内全域での課題に加え、例えば茎
崎地区で買い物等の生活圏となってい
る牛久駅へ路線バスが乗り入れていな
い、筑波地区で従来のバスでは小規模
な集落に路線を回せないといった課題
がありました。

1
これまで

市民との数十回の意見交換を重ねながらバス路線
の見直しを実施しました。利便性を高めるためつく
バスの停留所を111か所から223か所へ倍増させ
ています。茎崎地区では路線バスに補助を行うこと
で牛久駅への乗り入れを実現、筑波地区では集落
に支線を張りめぐらす支線型バスの運行が開始し
ました。公共交通改編により2019年度は2018年
度に対して公共交通利用者数が約１万人増加して
おり、改編後2019年度に実施した市民意識調査で
は公共交通への満足度が3.1％改善しています（満
足度：2017年度33.0％→2019年度36.1％）。

つくタク予約システムの改善

街路樹の保護による
景観維持

市が運営している乗り合いタクシーつくタクは、電話がつなが
りにくく予約しにくいという相談が多く寄せられていました。

2
これまで

つくタクの台数を増加、予約受付のオペレーターを
２名増員、電話回線を２回線増設するとともに、電
話対応時間の短縮につながるようオペレーターの
研修を実施することで予約しやすい環境を整えて
います。また、地域を超えてつくタクで乗り入れるこ
とのできる目的地を新設したことで長距離利用の
利便性も高まっています。

現　在

自転車に優しい環境の整備

りんりんロードや筑波山などでのサイクリングの人
気が高まっています。しかし、つくば駅からりんり
んロードへの自転車でのルートがわかりにくいこと
や、つくば駅へ輪行で来ても自転車を組み立てる
場所がないなど、サイクリングを盛り上げるための
環境が整備されていませんでした。

3
これまで

2019年にりんりんロードは日本で３つの「ナショナルサイ
クルルート」に選定されました。この機運をいかすため昨
年度Biviつくば１階の観光案内所内に自転車組立スペー
スを新設し、今年度にはつくば駅からりんりんロードま
での路面サインの設置や自転車専用レーン拡大などの
環境整備を行います。また、つくば駅や研究学園駅周辺
でのシェアサイクルの導入に向けた検討も進めています。

現　在

地域の防災力の向上

地域の防災力を普段から高めることが被災
時に生命や財産を救うことにつながります。
しかし、これまでつくば市では地域の自主的
な防災の取り組みに十分な支援が行われてい
ませんでした。

4
これまで

市民向けの防災士の資格取得補助を新設
するとともに、市内の防災士が一堂に会し
て意見交換を行う防災フォーラムを2018
年度に初開催して市民の防災ネットワーク
を強化しています。また、2017年にはつく
ば青年会議所と防災協定を締結するなど地
域の団体との防災での連携を強化していま
す。新型コロナウイルス感染症を踏まえ、今
年度はホテル旅館生活衛生同業組合つくば
支部と障害者等の要配慮者への災害時の
宿泊施設提供について協定を締結しまし
た。また、土砂災害等の危険のある地域から
順次、地域住民と話し合い地区の防災計画
の策定も進めています。

現　在

防犯のための
明るいまちづくり

便利なインフラ 便利なインフラ

通学路となっている道路も含め夜間真っ暗になっ
てしまう道路が多く、防犯上の課題が指摘されて
きました。

5
これまで

市内防犯灯の明るいLEDへの切り替えや新規設
置要望への対応を行い、市長就任以降1000基以
上のLED防犯灯を設置しています。通学路として
も使われているにも関わらず真っ暗になっていた
県道のりんりんロードも安全の確保を重視して
市で防犯灯を整備しました。中心部の研究機関に
も街灯を設置して頂くよう会議を重ねながら要望
を行なっています。

現　在

公務員宿舎廃止や歩道整備などに伴い成長した街路樹
が全面的に伐採されてきましたが、これにより市街地の
特徴ある街並みが失われてしまう恐れがありました。

6
これまで

街路樹の伐採が最小限になるよう、専門家の知見
を借りながら一本一本現地調査を行い、倒木の危
険があるもの等をのぞきできる限り既存の街路
樹を残せるよう工夫しました。例えばある路線で
は156本全てを伐採してしまう計画だったもの
を、根腐れ等をしていた18本のみ選んで伐採率を
12％に抑えて既存の街路樹を守りました。

現　在

空き家等の有効活用

つくば市には多くの空き家が問題となってい
たのに、空き家の対策計画が存在せず、空き
家数の把握や早急に対応が必要な物件の洗
い出しもできていませんでした。また、改修を
促す予算もなく空き家が有効活用されて来ま
せんでした。

7
これまで

空き家等対策計画を新たに策定し、市内の空き家の現
地調査も行い全体像を市で把握しました。市内には約
1400戸の空き家があることが判明し、空き家相談会
を開催して建築士等の専門家と持ち主が相談できる
機会を新たに設けたり、空き家シンポジウムを開催し
て市民の関心を高めることにより、空き家バンクへの
登録を促して対応を進めています。また、今年度から
50万円までの空き家改修補助金や、10万円までの家
財処分補助金を新設して空き家の有効活用を促して
います。居住環境を安全快適にして空き家にせず長く
住み続けられるよう今年度から上限10万円のリフォー
ム補助金も新たに作りました。また、周辺市街地の商
店街の空き店舗を活用するための補助金も新設し、８
件の空き店舗の活用が実現しています。

現　在

快適な道路の整備促進

市役所の道路関係部署は人員不足で市
役所でも最も残業の多い部署の一つと
なっており、道路の新規整備になかなか
手が回らない状況でした。

8
これまで

市役所の道路関係部署を再編して道路計画課、道路整
備課、道路管理課の３課体制とし役割分担を明確にし、
組織体制を強化しました。県の道路整備事業も市の道
路部門が用地買収などで汗を流すようになっています。
また、今年度は都市計画道路の整備を専門的に推進す
る室も新たに立ち上げました。

現　在

■バス停圏域500m各カバー率
バス停圏域（500m）

面積カバー率
人口カバー率（全世代）
人口カバー率（高齢者）

47.2%
78.4%
69.8%

63.1%
86.6%
82.8%

改編前 改編後

現　在

満員の空き家シンポジウム

空き店舗活用補助金に
よる

空き物件の再生

新都市中央通り線面野井工区の供用開始（2019）
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誇れるまち 誇れるまち

利用しやすく市民に
愛される図書館へ

つくば市の中央図書館の開館時間が土日は
17時までと短く、閉館前は貸出が長蛇の列と
なっていました。開館日数が周囲の自治体よ
りも少ない、駐車場の無料時間が短いといっ
た課題もありました。

1
これまで

中央図書館の開館時間を土日も平日同様の
19時へ延長、開館日数を年間290日開館へ
10日増、駐車場の無料時間を１時間から２時
間へ延長するなど図書館の利便性を改善し
ました。図書館の魅力をさらに高めるため、
多様な市民で構成される図書館懇話会を新
設し、今後の図書館のあり方についての提言
書の策定も行いました。懇話会での議論はラ
イブラリーピクニックという移動図書館を公
園等の屋外で楽しむ新たな企画の開催にも
繋がっています。

文化芸術活動の
支援

観光地の魅力を
更に高める

市の政策において文化芸術は優先度
が高くなく、市役所には芸術が名称
に含まれた部署も存在しませんでし
た。文化芸術活動の支援策も乏しく、
文化芸術が市民の豊かな精神活動の
根幹と捉えられているとは言い難い
状況でした。

2
これまで

市役所に文化芸術政策の司令塔となる文化芸術課を
設置しました。市民が芸術に触れる機会を増やすた
め、市民団体が芸術家を誘致する「アーティスト・イ
ン・レジデンス」の活動を補助金の活用や会場の提
供などにより支援しています。また、文化芸術の新た
な拠点を整備するための検討も進めています。
新型コロナウイルス感染症への対応でも事業者支援
だけでなく文化芸術活動への支援を大切にし、芸術
家による無観客公演などへの奨励金を新設し活動を
支えています。また、市内の音楽教室や生け花教室な
どの文化教室や芸術家を応援する資金を集めるクラ
ウドファンディングも現在実施中です。

現　在

公式記録が取れる陸上競技場

公式記録が取れて競技会等を開催できる陸上競技場が市
内になく、学校等で記録会を開催する際には北部と南部に
分けて筑波大学の陸上競技場を借りたり、他市の施設に出
向いて利用しています。

3
これまで

長年課題となって来た公式記録が取れる陸上競
技場の整備を検討することをつくば市のスポー
ツ推進計画に明記しました。2019年には陸上競
技場用地の調査を完了し、引き続き用地の選定
や設計等を推進していきます。

現　在

身近な運動環境の充実

身近な場所での日頃の運動が健康管理に重要ですが、地
域での運動環境が整っていなかったり、運動に向いている
場所があまり知られていないという課題がありました。

4
これまで

運動しやすい床への改修希望が
多かった交流センターで柔軟な
床への改修を行うとともに、補助
金を新設して空き店舗等を改修
して高齢者が運動などの活動を
できる拠点の整備を進めていま
す。また、新たにランニングマッ
プを作成して、ランニングに適し
た順路の紹介なども行なってい
ます。

現　在

障害者スポーツの振興

つくば市では「おひさまサンサン生き生きまつり」
の開催や筑波技術大の長年の取り組みもあり障害
者スポーツが盛んに行われて来ましたが、障害者ス
ポーツを支える環境作りや幅広い市民が触れる機
会には課題がありました。

5
これまで

現　在

つくば市への観光客はつくばエクスプ
レス開業の2005年度には過去最高の
約400万人を記録しましたが、それ以
降は下降傾向となり当時の400万人突
破が目標となって来ました。しかし、筑
波山の観光シーズンの渋滞、外国人観
光客向けの環境が整っていないといっ
た課題もあり、また国際会議の誘致も
積極的に行われて来ませんでした。

6
これまで 筑波山の渋滞対策として県と駐車場からシャトルバスで観光客を輸送するパークアンドバスライドに

取り組み、昨年度更なる関係者間の連携と対策強化のため県と渋滞対策協議会を立ち上げました。イ
ンターネットでの多言語での観光情報発信、案内サインの英語表記追加、観光施設でのフリーWi-Fi
導入により、外国人観光客の過ごしやすい環境も整備しています。また、大規模な国際会議を誘致す
るための補助金を新設して会議を呼び込んでいま
す。このような取り組みの効果もあり、つくば市へ
の観光客数は2018年度に約448万人、2019年度
に約425万人と２年連続で目標の400万人を突破
して過去最高水準となりました。更なる取り組みと
して、昨年度は筑波山の冒険施設フォレストアドベ
ンチャーのリニューアルによりコースを増設させる
とともに、今年度は筑波山の観光案内所の魅力を
高めるため建て替え準備を進めています。

現　在

つくばのアウトドア
環境を充実

つくば市のアウトドア施設は整備から
年月が経ち、施設や運営のあり方が現在
の利用者のニーズに応えられなくなって
いました。

7
これまで

世界的に人気のアウトドアブランドの(株)スノーピークと包括協定を
締結して市内のアウトドア環境の魅力向上に取り組んでいます。筑
波ふれあいの里では大規模リニューアルに向けた基本構想の策定を
行い、茎崎六斗の森では牛久沼をアウトドア拠点化するためオート
キャンプ場や屋根付きのバーベキュー場を整備し、今年度は清潔な
シャワーやトイレの整備されたサニタリー棟を新設する予定です。冬
季キャンプの人気の高まりを踏まえ、豊里ゆかりの森では温水の使
える凍結防止の水道を整備し、冬季も利用できるようにしました。

現　在

持続可能都市に向けた取り組み8
持続可能な開発目標（SDGs）という17の目標が国連により採択されて各国共通の取り組みと
なっています。17の目標には貧困対策、健康と福祉、質の高い教育、住み続けられるまちづくり
などが掲げられており、「誰一人取り残さない」という包摂の精神が基本理念となっています。
SDGsの考え方はまさに市長就任以降つくば市で目指してきたまちのあり方と共通しており、
つくば市は2018年に国から茨城県で唯一のSDGs未来都市にも選定されました。持続可能な社会を多様な市民
が一丸となって実現するため、SDGsパートナーズという認定制度を作ったりSDGsに関する取り組みを促すワーク
ショップを開催したりして自発的な活動をサポートしています。

現　在

ライブラリーピクニック

陸上競技場イメージ図

新設した茎崎六斗の森のバーベキュー場

つくば市
文化芸術応援
プロジェクト

筑波山への芸術家誘致

障害者スポーツを支えるため、2019年度から市主催で障害者スポーツのサポーター養成
講習会を開始しました。また、人権啓発事業の講演会を障害者スポーツの体験教室にする
ことで幅広い市民が体験できる機会を作っており、市役所職員でもボッチャ大会を開催
するようになりました。昨年度の全国障害者スポーツ
大会「いきいき茨城ゆめ大会」は台風の影響で中止と
なってしまいましたが、事前のリハーサル大会などで多
くの市民がその魅力を体感することができました。ま
た、ゆめ大会に向けて車椅子でも使いやすいトイレな
どの情報をまとめたバリアフリーマップを作成したこ
とも今後につながる市の財産となりました。

リニューアル準備をし
ている

筑波ふれあいの里

SDGs未来都市への選定
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その他にも様々な行政改革に取り組んでいます！

10億円以上の事業について
事前評価制度を導入

大規模な事業について事前に審査するための制度
が整っていなかったため、住民投票で8割が反対し
た総合運動公園構想のように、住民意識とかけ離
れた事業計画が作られてしまいました。

1
これまで

総合運動公園問題について第三
者委員会の検証により報告書を
まとめました。検証を踏まえ、10
億円以上の事業について事前評
価制度を導入して外部の評価委
員会により審査を行うことにしま
した。

市民公募委員導入と
議事録公開 ふるさと納税

市長退職金の受け取りを
辞退

審議会等の委員は有識者で構成されて、
幅広い市民の意見を反映する機会が不足
していました。また、議事録も必ずしも公
表されておらず、議論の内容を市民が把握
できる環境が整っていませんでした。

2
これまで 審議会等に市民公募委員の制度を導入して多く

の市民委員に会議に参加頂いています。また、市
民公募委員の制度を改善していくため、昨年度に
は市民公募委員の意見交換会を初開催しまし
た。議事録についても、市附属機関の会議及び懇
談会等の公開に関する条例を制定し、議事録及
び会議資料の公表率が100％となっています。

現　在

地域ごとのタウンミーティング開催

「市民第一の市政」の前提となる市民
と市長が気軽に直接対話できる機会
が限られていました。

3
これまで

市内６地域における地域別のタウンミ
ーティングを毎年度開催するようにな
りました。中高生、大学生を対象とする
開催や、商業施設での開催なども行い
幅広い市民との意見交換の機会を設
けています。また、市の最上位計画であ
る未来構想を策定する際も様々な地
域に直接訪問して市民との対話を重ね
ました。

現　在

市役所職員の受験年齢制限を撤廃

市役所が向き合う課題も多様化して
様々な専門性や経験が重要となってい
ます。しかし、受験年齢の制限により市
役所外で豊富な経験を積んだ多様な人
材がなかなか採用できませんでした。

4
これまで

受験年齢制限を撤廃して多様な人材の採用を開始しま
した。年齢制限を撤廃して最初の2017年10月採用につ
いては100倍以上の倍率での応募がありました。採用後
もリーダーシップを伸ばす研修を独自で導入し、縦割り
を超えて前例のない課題に対して向き合う職員を育成
しています。

現　在

市役所の慣行の効率化

非効率な会議や形式的な慣行が多く、市役所の効率性が損
なわれ人件費が無駄になっていました。例えば年４回の議会
の前には従来毎回３日間かけて答弁案を読み上げながら市
長への説明が行われていました。また、秘書課職員による毎
朝の市長の出迎えや出張時の空港での見送りなども慣習とし
て行われて事務負担となっていました。

5
これまで

効率的な民間では当たり前のこと
かもしれませんが、事前に資料を読
み込んでから会議を行うようにし議
会準備の会議は３日間から２時間
ほどに短縮しました。また、長時間
の会議を避けるため市長室では立
って議論を行なっています。また、
形式的な出迎えや見送りの慣行も
廃止しました。

現　在

つくば市では他市町村よりふるさと納税の取り組みが出遅
れており、市長就任時には返礼品さえ用意されていない状
況で他自治体への税収の流出のみが進んでいました。

6
これまで

体験型プログラムや物産品など充実したラ
インナップの返礼品を用意し、インターネッ
トなどを活用した情報発信を進めることに
より、ふるさと納税の収入額は2016年度
の800万円から大幅に伸びて2019年度に
は１億円以上に増加しました。

約2000万円の市長退職金の受け取りを辞退します。政
治家は公職選挙法により選挙区に寄付が禁止されている
ため退職金を受け取ってそのまま市に返金することは制
度上できなくなっています。そのため、任期満了日の給与
月額を１円にすることで退職金を制度上最小の22円にし
て実質的に辞退するための条例改正を９月市議会に提出
しました。

繰り返し作業の
自動化による業務効率化
RPAというシステムを活用して職員のパソコン上での単純
作業の自動化を進め、対象業務の８割の時間短縮に成功
しています。全国の自治体で初の取り組みとなり、つくば
市の取り組みを前例として多くの自治体の業務が効率化
されました。効率化により職員が直接市民と話したり、創
造的な仕事を行う時間が増やせています。

つくば市東京事務所の
廃止
秋葉原の一等地のビルに入居していたつくば市東京事務
所は賃料が年2600万円で常駐職員５名の人件費も掛かっ
ていました。首都圏でのつくば市の認知度向上に一定の
役割を果たすことができたことや費用対効果を踏まえ、
2017年度に東京事務所を廃止しました。東京事務所が担
っていた市内産品の営業は経済部などが継続して取り組
んでいます。

現　在

現　在

運動公園問題検証の第三者委員会
報告書

市民公募委員の意見交換会

市長室での打ち合わせの様子

ふるさと納税返礼品の情報発信

新規採用職員辞令交付式

未来構想キャラバン

地域別
タウン

ミーティング

東京事務所が入居していた
秋葉原のビル

つくばの評価が高まっています！
転入者の超過人数 2019年度（2020年度発表）：
一般市で全国２位
森記念財団「日本の都市特性評価」2019年度：
一般市で全国２位
世界経済フォーラム 2019年度：「ロンドンやニュー
ヨーク、東京よりも注目の都市」としてつくばを紹介
する記事を発表


