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▶常陸太田市まち・ひと・しごと創生総合戦略について
▶常陸太田市公共施設等総合管理計画（案）の計画的な取り組み推進について 

▶少子化・人口減少対策について
▶第三セクターの経営について

▶市立保育園・幼稚園の環境整備について
▶補助金支出団体等に対する補助金の支出及び管理について

▶地方自治体における国の基金の見直しにかかる今後の本市財政について
▶日本たばこ産業が所有する土地の無償譲渡について



ひ ら や ま 　 ま さ く に

私の議会活動に対し、ご支援ご協力を賜りましてありがとうございます。

私は、議員は市民の前で議論し市民の前で議決する。そして、市民の
声なき声を市政に届けることが本分だと考えています。私は、皆様から与え
られている議員という職責の中で、市民の皆様が考える市の課題・問題を
議会の一般質問の中で訴えてまいりました。今回は、平成２9年の３月議会
から１２月議会までの私の一般質問と執行部の答弁をまとめた定例議会での
議会活動報告を作成いたしました。

市民の皆様にご一読いただき、さまざまな観点からご指導ご教示をいただ
ければありがたく存じます。これからも、市民の皆様の声に謙虚に耳を傾け
ながら、常陸太田市の未来に責任を持つ議会活動をしてまいりたいと考えて
おりますので、変わらぬご支持、ご支援を賜りますようお願いを申し上げます。

ごあいさつ

常陸太田市議会議員  平山 晶邦
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平成29年の議会一般質問

▶常陸太田市まち・ひと・しごと創生総合戦略について
▶常陸太田市公共施設等総合管理計画（案）の計画的な取り組み推進について 

▶少子化・人口減少対策について
▶第三セクターの経営について

▶市立保育園・幼稚園の環境整備について
▶補助金支出団体等に対する補助金の支出及び管理について

▶地方自治体における国の基金の見直しにかかる今後の本市財政について
▶日本たばこ産業が所有する土地の無償譲渡について



平山晶邦　平山晶邦です。通告に従いまして一般
質問を行います。

現在の常陸太田市のさまざまな計画の基本となって
いるのが、２０１５年作成の人口ビジョンであります。
今回の質問をする常陸太田市まち・ひと・しごと創
生総合戦略や常陸太田市公共施設等総合管理計画
（案）も計画の基礎となっているのが人口ビジョンであ
ります。この人口ビジョンで提示されている内容は、
私は大変よく分析されているという評価をしております。
人口の現状分析から、将来人口の推計と分析を行い、
人口推計や財政推計から人口の変化が地域の将来
に与える影響の分析をして、そして人口の将来展望
の現状の課題の整理と、常陸太田市が目指すべき将
来の方向などを提示しています。

４０年後の常陸太田市は、現在の５万1,２００人から１
万8,２７０人になると推計しています。水府地区は4,
４６０人が７７０人になり、里美地区は現在の3,０６０人
が８３０人、金砂郷地区は現在の9,６７０人が3,２４０
人になり、常陸太田地区も現在の３万4,０００人から１
万3,４００人になると予想をしています。この将来の
人口変化の中で私が注目したのは、現在里美地区は
水府地区より1,４００人少ない人口でありますが、そ
れが逆転するということです。これはなぜなのかと、
もっと細かい分析と検証をする必要があるというふう
に思っております。

人口ビジョン、あと少しこの内容に欲を言えば、常陸
太田市は面積が広いので、人口変化から地区ごとの
分析と、地区が抱えている課題の抽出と、地区別の
目指すべき将来方向をお示しいただけたら、もっとよ
いものになったのかなという思いも持っております。し
かしここで示された常陸太田市が目指すべき将来の
方向は、間違いない提案であると確信をしております。
常陸太田市の将来に対応すべく、そして持続可能な
常陸太田市をつくるべく、施策をこれからも行ってい
ただきたいと思っています。そのことを前段で申し上
げ質問に入ります。

第１の質問として、常陸太田市まち・ひと・しごと創
生総合戦略の取り組みについてご質問をいたします。

まち・ひと・しごと創生総合戦略は、２０１５年度から
２０１９年度までの５年間で４つの基本目標を掲げ、重
要目標達成指標は、２０２０年に常住人口５万人、年
間出生数３００人を目指しているものであります。４つ
の基本目標は、１つとして「本市の特性を活かした
産業振興と安定した雇用の場を創出する」、２つとし
て「本市の新しい人の流れをつくる」、３つとして「若
い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」、
４つとして「時代に合った地域をつくり、安心なくらし
を守るとともに、地域と地域を連携する」。私は、こ
の４つの基本目標は、本市の課題を的確に捉えてい
る目標であると思います。

２０１７年は、常陸太田市まち・ひと・しごと創生総
合戦略の折り返しの年度になりますので、執行部に
おいても基本目標の課題への取り組みや反省もあると
思います。そこで基本目標それぞれに対する実績や
課題や今後の取り組みについてお伺いをいたします。

１点目として、「本市の特性を活かした産業振興と安
定した雇用の場を創出する」、この目標の現状と課題、
今後の進め方についてお伺いをいたします。

２点目として、「本市への新しい人の流れをつくる」、
この目標の現状と課題と今後の進め方についてお伺
いをいたします。

３点目として、「若い世代の結婚・出産・子育ての
希望をかなえる」、この目標の現状と課題と今後の進
め方についてお伺いをいたします。

４点目として、「時代に合った地域をつくり、安心なく
らしを守るとともに、地域と地域を連携する」、この目
標の現状と課題と今後の進め方についてお伺いをい
たします。

５点目として、この総合戦略の進行管理は、四半期
ごとに各展開事業の実施状況と実施課題、継続の
適否、改善事項などを整理し、事務事業評価によっ
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て外部有識者による検証・検討を行うとなっておりま
すが、その状況と実績、検証・検討結果は、どの
ような内容なのかについてお伺いをいたします。

以上が第１の質問であります。

第２の質問として、常陸太田市公共施設等総合管理
計画（案）についてお伺いをいたします。

常陸太田市公共施設等総合管理計画は、２０１７年
から４０年間の２０５６年を対象とする大変長期間の計
画ですが、５年ごとに検証、見直しを行いながら進
めるようであります。公共施設を建物系施設とインフ
ラ系施設に分けて、現状及び将来の見通しを市民に
提示することは大切なことであると考えます。そこで
公共施設等総合管理計画の計画的な取り組みの推
進について伺います。

１点目として、都市計画マスタープランや過疎地域自
立促進計画等のまちづくりの計画と、施設分類ごと
のサービスの特性を踏まえて、施設の集約再編や再
配置について、全庁で共有する基本的な方針とはど
のようにお考えになっているのかをお伺いをいたしま
す。

２点目として、公共施設等総合管理計画は、施設分
類で示されることも重要でありますが、地区別に人口
動向や社会経済情勢の変化を的確に捉えて、例え
ば私が住んでいる金砂郷地区は、金砂郷地区の公
共施設がどのような状況になっているのかを注視して
おります。市民は自分が住む地域のありようを気にか
けるのです。そこで公共施設等総合管理計画を地
区別に示し、検証・検討することも大切であり、必
要であると考えますが、ご所見をお伺いいたします。

以上で１回目の質問といたします。

議長　答弁を求めます。政策企画部長。

政策企画部長　常陸太田市まち・ひと・しごと創生
総合戦略についての５つのご質問にお答えをいたし
ます。

初めに、総合戦略に掲載をしております４つの基本目
標それぞれに係る概要と実績、業績評価についてお
答えをいたします。

基本目標１点目の、「本市の特性を活かした産業振
興と安定した雇用の場を創出する」につきましては、
起業・創業の促進、販路拡大を初めとした農業の
販売力、生産力の向上等に係る各種事業を展開し
てございます。起業・創業の促進、中小企業等の
基盤強化を図るため、新製品、新技術等開発支援
や事業展示会等への出展による販路拡大支援、そ
して、合同就職面接会を、販路拡大を初めとした農
業の販売力、生産力の向上を図るためにインターネッ
トを活用した市の特産品等の販売促進や食品展示会
等への出店による農産物等販路拡大の支援、そして
新規就農者の支援などに取り組んでおります。

主な事業の実績について申し上げますと、新商品、
新技術等開発件数につきましては、目標値年間５件
に対して実績は１件、起業・創業者数については、
目標値年間５人に対し実績は２人、農産物の販路拡
大事業実施件数については、目標値年間６件に対し
実績は４件となっております。

基本目標２点目の、「本市への新しい人の流れをつく
る」ことにつきましては、移住・定住の促進、観光
振興等による交流人口の拡大等に係る各種事業を展
開しております。移住・定住の促進を図るため、空
き家バンク等の整備を初めとしたひたちおおた暮らし
促進事業や民間賃貸住宅建築助成を、観光振興に
よる交流人口の拡大を図るため、観光レンタカー利用
促進事業や団体旅行誘致促進事業、そしてＷｉ－Ｆｉ
設置を初めとしたおもてなし推進事業などに取り組ん
でおります。

主な事業の実績について申し上げますと、空き家バ
ンクを活用した移住世帯数につきましては、目標値年
間２世帯に対し実績は１世帯、先行型交付金を活用
いたしました建築助成事業により建築をした民間賃貸
住宅へ入居をした世帯数につきましては、目標値年
間２０世帯に対し実績は２５世帯、観光レンタカー利
用者数につきましては、目標値年間５００件に対し実
績は１３２件となっております。

基本目標３点目の、「若い世代の結婚・出産・子育
ての希望をかなえる」につきましては、安心して出産、
子育てできる環境づくり等に係る各種事業を展開して
おります。安心して出産・子育てできる環境づくりを
図るため、不妊・不育症治療費の助成や出産を控
える方の無料相談を実施する助産師何でも相談事業、
子ども夜間診療を初めとする安心子育て応援事業や
妊産婦や小児を対象とする医療福祉費助成、そして
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保育料及び給食費の軽減などに取り組んでおります。

主な事業の実績について申し上げますと、年間出生
数につきましては、目標値３００に対して実績は２１５人、
子ども夜間診療については、受診者数の目標値４９２
件に対しまして実績は１４４件、助産師家庭訪問につ
きましては、利用件数の目標値年間１５０件に対し実
績は１２７件となっております。

基本目標４点目の、「時代に合った地域をつくり、安
心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する」こ
とにつきましては、便利で魅力あるまちづくり等に係
る各種事業を展開いたしております。便利で魅力あ
るまちづくりを図るため、公共交通の再編や東部地
区土地区画整理事業による新たな市街地開発促進
などに取り組んでおります。

実績でございますが、公共交通については昨年１０
月に再編を実施し、多様な交通モードを路線バスへ
統一したところでございます。実施後４カ月で延べ７
万3,００６人の方々に利用いただき、１年に換算いた
しますと延べ２３万2,０９８人となり、再編前の利用者
人員延べ２３万2,０８９人とほぼ同数となっております
ので、予定どおり路線バスへの移行が進んでいる状
況にございます。

また、新たな市街地開発につきましては、現在東部
地区土地区画整理事業に係る準備会が結成され、
協議を進めているところでございます。

今後の適正な進行管理を通しまして、地域における
日常生活の利便性の向上に取り組むとともに、商業
地機能の集積及び若い世代の雇用の場の創出に努
めてまいりたいと考えております。

以上４つの基本目標それぞれに係る概要と実績につ
いてご答弁を申し上げましたが、このまち・ひと・し
ごと創生総合戦略においては、少子化・人口減少
対策アクションプランで定めました目標値でございます
平成３２年の常住人口５万人、年間出生数３００人を
目標といたしておりまして、総合戦略策定後２年間の
人口動向について申し上げますと、まず、年間出生
者数につきましては、昨年２１５人でございましたが、
今年度は２５０人台を見込んでございます。また、転入、
転出者数につきましては、昨年度転入者1,０３９人、
転出者1,３３２人でしたが、現在の状況から今年度
についても転入、転出者数ともほぼ同程度と見込ん
でございます。

以上のことから、今後におきましても少子化・人口減
少に歯止めをかけるべく、さまざまな事業を展開して
まいりたいと考えております。

最後に、進行管理の検証・検討体制と課題につい
てお答えをいたします。

総合戦略事業の進行管理につきましては、事業担当
課において事業の実施状況、実施上の課題及び改
善事項などを整理した上で内部評価を実施いたしま
して、その内容を外部有識者会議において検証・
検討をいたしております。この外部有識者会議は、
さまざまな分野から意見をいただくため、産業界、教
育界、金融界、メディア等の各分野から選出をし、
常盤大学准教授を座長といたしまして１０名の委員で
構成をいたしており、今年度は昨年度に実施をいた
しました地方創生先行型交付金に係る１０事業につ
いて昨年１０月に会議を開催し、検証・検討行ったと
ころでございます。検証結果につきましては、９事業
について有効な事業とし事業継続を了承され、１事
業インターネットを活用したひたちおおた名産品販売
促進事業でございますが、効果が薄いとして事業内
容の見直しが必要とされました。この事業につきまし
ては、既に事業方法の見直しを行っております。

なお、外部有識者による検証結果につきましては、
国に報告するとともに、市ホームページにおいて公表
いたしております。

また、少子化・人口減少対策アクションプランに掲載
された重点的に取り組む事業につきましては、今年
度新たに事業検証の取り組みといたしまして、重点
事業進捗状況報告会を今年１月から２月にかけまして
毎週月曜日に計８回開催いたしまして、外部有識者
会議同様に事業の検証・検討を実施したところでご
ざいます。来年度以降につきましても、外部有識者
会議及び重点事業進捗状況報告会を継続して実施
することにより、事業所管課による目標達成に向けた
各事業の見直しを促すとともに、総合戦略の適正な
進行管理に努めてまいります。

続きまして、常陸太田市公共施設等総合管理計画
（案）の計画的な取り組みの推進についてのご質問
にお答えをいたします。

初めに、公共施設等総合管理計画の具体的な実施
計画についてでございますが、当計画は計画期間を
平成２９年度から平成６８年度までの４０年間と定めま
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常陸太田市役所

保健センター

して、計画の対象施設として、市内の建物系施設、
インフラ系施設の全てを対象といたしております。また、
計画の目標として、今後市内の公共施設を適切に維
持管理していくために不足が見込まれます財源約５０
０億円の縮減を掲げております。

この目標を達成するために、都市計画マスタープラン
や過疎地域自立促進計画等のまちづくり関連計画と
連携した全庁で共有をいたします公共施設再配置の
基本方針を策定することといたしております。さらに、
基本的方針の策定に当たりましては、既存のまちづく
り関連計画の内容を踏まえながら、現在の公共施設
の立地状況、今後の市街地の開発動向、地区別の
人口動向、公共交通の運行状況、市民の通勤状況
などを調査をいたしまして、その結果に基づき、公
共施設再配置に係る各候補地を抽出することとして
おり、抽出結果に公民連携等を含めた候補地ごとの
市民へのサービス方法を整理いたしまして、全庁で
共有をいたします公共施設再配置の基本方針として
取りまとめることといたしております。

次に、公共施設等総合管理計画の市民への周知に
ついてでございますが、今後各地区において当計画
に係る説明会等を開催することといたします。その際
に、市内公共施設の現状や今後の方向性等が市民
に的確に伝わるよう、各公共施設の類型別立地状況
のほか、地区別の立地状況、さらには人口ビジョン
で示されました各地区の人口動向を踏まえた今後の
公共施設配置の考え方等を示すことといたしておりま
す。あわせて、市の広報等も積極的に活用すること
によりまして市民へ周知を図ってまいります。

議長　平山議員。

平山晶邦　ありがとうございました。２回目の質問を
いたします。

１問目の質問の、常陸太田市まち・ひと・しごと創生
総合戦略の現在までの業績評価と検証・検討体制
については理解をいたしました。これからも効果が上
がる事業の推進をよろしくお願いいたします。

２問目の質問の、常陸太田市公共施設等総合管理
計画（案）の取り組みの推進については、１点目の
公共施設再配置の基本方針の策定については、ご
答弁の中で、全庁で共有する公共施設再配置の基

本方針として取りまとめるとのことでありますが、これ
はいつまでに取りまとめるお考えなのかをお伺いいた
します。

議長　答弁を求めます。政策企画部長。

政策企画部長　再配置の基本方針でございますが、
平成２９年度の取りまとめを予定いたしております。

議長　平山議員。

平山晶邦 了解をいたしました。

２点目の市民への皆さんに対する周知については、
ホームページとかインターネットも大切でございますが、
やはり高齢の方が多いという地域では、市報等、目
に見えるペーパーに落とした物も大切だと、このよう
に考えておりますので、それらを含めて周知方、よろ
しくお願いをいたします。理解をいたしました。
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２回目の質問

３回目の質問



常陸太田駅

市民交流センター

図書館

最後に、要望を申し上げて質問を終わりたいと思いま
す。

私は、議会の質問等を通じていつも申し上げておりま
すのは、事実を客観的に分析して、それに対応して
いくことが大切であるということを申し上げております。
人口ビジョンで示された分析は、まだよく見ている分
析かもしれませんが、地域間格差が今後顕著になっ
てくる時代です。

４０年の期間で分析すると、市民の皆様もまだぴんと
こないかもしれませんが、例えば、今年常陸太田市
に就職した方々が定年退職を迎えるときには、人口
が１万8,０００人になっているということなんです。そ
してまた、ＩＴが進行して人工知能やロボットに置きか
えられたならば、きっと市役所の職員は１５０人前後の
市役所になっているかもしれません。私たちの地域
の４０年を待たなくても、１０年、２０年後も想定できる
わけであります。これからの未来は誰にもわからない
わけですが、想定、予想はできます。行政と言えども、
戦略、戦術を間違ってしまいますと、地域間格差の
負け組に入ってしまいます。

今回質問いたしました常陸太田市まち・ひと・しごと
創生総合戦略は、施設や事業面での柱であります。
常陸太田市公共施設等総合管理計画（案）は効率
的な行政を目指す柱になる計画でありましょう。市民
の理解を得ながらスピード感ある計画の実施を望み、
私の一般質問を終わります。ありがとうございました。
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平山晶邦　平山晶邦です。通告に従いまして一般
質問を行います。

先日報道された中で、本年４月の有効求人倍率が1.
４８倍であったようです。この数字は、１９７４年以来、
４３年ぶりの高水準を記録したそうです。正社員に
限った場合は、0.９７倍、完全失業率は2.８％の状況で、
先進諸国といわれる中では経済は高水準を保ってい
るとしています。求人の中身は、運輸、郵便業、製造業、
建設業、介護や外食産業が多いようです。人口が
減少に転じたことと、大企業も含めた働く組織の変化
と団塊の世代がリタイアしたことが、求人のミスマッチ
を起こしているようです。

しかし、我が国の景気は順調に推移していると言わ
れています。地方においても、建設業や介護や運転
業務は人材不足を指摘されておりますが、地方に住
む私たちには景気がよいという実感は少ないと思いま
す。国の中でも、地域格差、賃金格差は確実に広がっ
ているのでしょう。常陸太田市においても、市長が言っ
ておりますように、県内の自治体の中でも、市民１人
当たりの所得は２４０万円という所得で、県内の中で
は高い町とはなっていません。

このような状況の中、大久保市政４期目の課題は、
少子高齢化、人口減少、本市財政の充実、地域間
格差の解消など多くのものがあるように思います。市
長を先頭にして、議会も市民の皆様の理解を得ながら、
本市行政を推進していく必要があると強く思っていま
す。

以上のことを前段で申し上げ、質問に入ります。

第１の質問として、国の経済財政諮問会議で出され
た地方自治体における基金の見直しに係る今後の本
市の財政についてのご所見をお伺いいたします。

５月１１日の国の経済財政諮問会議において安倍首
相は、国からの交付金を受け取る地方自治体などが
財政調整基金や特別な目的の基金を使ってため込ん

でいる資金が、全国ベースで２０１５年度に２１兆円ま
で増えていること、また、市町村が財政調整基金な
どに積んだ額は、地方で必要な一般財源の６割まで
増えていることを挙げて、交付金のあり方を見直すよ
うに指示いたしました。

平成２７年度決算において、常陸太田市は財政調整
基金が５５億2,３００万円です。積立金合計は１６９億
4,８００万円です。平成２７年度において、茨城県内
４４市町村の中で５０億円以上の財政調整基金を持っ
ている市町村は１０市町村であります。積立基金合
計で１００億円以上の基金を有しているのは、県内で
１３市町村であります。先ほども申し上げましたように、
常陸太田市は基金の合計１６９億円で、県内で３番目
になっています。１位は日立市、２位はひたちなか市
でありますから、人口比で見ますと県内第１位の基金
の積み立てがあると考えることもできます。

常陸太田市の基金の状況を合併直後の平成１７年度
と２７年度を比較いたしますと、１７年の財政調整基
金は２４億円、２７年は５５億円でありますから、２２７％
の伸びがありました。積立基金合計では平成１７年７
２億円、２７年は１６９億円ですから、実に２３４％の伸
びがありました。合併して以来、この１０年で、基金
においては合併効果が十分にあったと数字が示して
おります。

本市ばかりでなく、県内の市町村でも基金の増加傾
向が見られます。特に、財政調整基金は経済等の
著しい変動等により財源が不足する場合において、
当該不足額を埋めるための財源に充てるときや、長
期にわたる財源の育成のために財源取得等のための
経費財源に充てることができる等、基金の中では自
治体の裁量が可能であることから、多くの基金積み
増しをこの１０年で行ってまいりました。本市は基金の
積み増しを行い、自主財源が乏しい本市の将来に対
する備えをしてきたのであります。

私は、財政基盤を強化しておくことは大切なことであ
ると考えています。基金を使って長期的な観点に立っ
た財政運営を行うべきであり、住民サービスの低下を
招かないような行政運営をすべきであると考えます。

平成２９年６月定例議会 一般質問
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▶地方自治体における国の基金の見直しにかかる今後の本市財政について
▶日本たばこ産業が所有する土地の無償譲渡について

一般質問内容



しかし、国は、使い道の目的もなく基金が一般財源
の６割を占めるのは問題であるとしているわけです。
ここに国はメスを入れようとしています。

私は、本市のように少子高齢化、人口減少という構
造的な課題を持つ中では、中長期的な財政の展望を
持つことが必要であると思います。そこで、本市のよ
うに自主財源が乏しい行政においては、地方交付税
や交付金等の見直しなどは、大変な自治体運営への
ダメージをもたらすと考えます。現在の段階で結構で
ありますので、基金の見直しが行われることを想定し
た今後の本市の財政に対するご所見をお伺いをいた
します。

第２の質問として、日本たばこ産業が所有する土地１
万7,６３６平米の無償譲渡について質問をいたします。

私は、３月議会において、人口減少を前提とした厳
しい財政状況の中で、現在、市が保有する施設の
維持・更新していくことは今後困難になっていくため、
常陸太田市公共施設等総合管理計画を策定して、
これから整理すること、そして、その計画をこれから
どのように市民に説明し、理解を得ていくのかという
質問をいたしました。

そのご答弁は、人口減少や厳しくなる財政状況を見
越して、今ある土地や施設や行政インフラを将来に
わたり維持することが困難であり、４０年間にわたって
約５００億円縮減して、これからも持続可能なまちを
つくっていくとの説明で、そのために公共施設や行
政インフラや土地を整理していかなければいけないこ
とを市民に説明し、理解を得ていくとのご答弁であり
ました。私も、どのように考えても、現在ある行政イ
ンフラをこのまま維持・更新していくことは困難である
という認識を持っていますので、理解をして、市民に
対して十分説明して理解を得ていただきたい旨のこと
を議会の中で申し上げました。

本市が人口減少、財政縮小に向かう中で、行政財
産を処分していこう、整理していこうと市民に提案し、
これから理解を深めようとしている中で、今回の事案
は新たな土地を所有し、行政インフラを整備するわけ
であります。今回のＪＴからの土地所有の事案は、市
が管理する財産を増やすわけでありますから、常陸
太田市公共施設総合管理計画との整合性と、市民
に対して十分な利活用のプランを示し、財政上のプ
ラス面を提案する必要が出てくると考えます。

そこでお伺いをいたします。１点目として、市がこの
土地について無償譲渡を前提として４月から維持管
理していくこととした理由と、その判断をするまでの
経緯についてお伺いをいたします。

２点目として、この土地は埋蔵文化財包蔵地に指定
されている土地でありますので、開発するときには発
掘調査を義務付けられていると思いますが、そのこと
は考慮に入れているのかについてお伺いをいたしま
す。

３点目として、この土地は市内にあって面積が広いで
すから、現在、ＪＴから多くの固定資産税が入ってい
ると思います。そして、４月から年間１４０万円の維持
管理費をかけるとしています。開発までに時間がか
かりますと、多くのお金が無駄になってしまいます。
そこで、この土地の利活用については速やかに計画
をして、市民の理解を得ることが必要ではないかと考
えます。計画から開発までに時間がかかれば、市民
からの問題提起が起こると考えます。そこで、取得
した後の活用方法や必要経費等の検討状況、何年
後の開発提供を見越しているのかについてお伺いを
いたします。

以上で１回目の質問といたします。

議長　答弁を求めます。総務部長。

総務部長　地方自治体の基金の見直しに係る今後
の本市財政の所見についてのご質問にお答えをいた
します。

国におきましては、議員ご発言のとおり、近年の地
方自治体の基金残高の増加をめぐり、経済財政諮問
会議や財政制度等審議会において議論が交わされ
ていることは承知をしているところでございます。この
議論は、２年前に経済財政諮問会議が策定をいたし
ました経済財政運営と改革の基本方針２０１５で示さ
れました経済財政再生計画において、２０１８年度ま
では、実質的に一般財源の総額について２０１５年度
を下回らない水準とするという方針を定めた一方で、
国、地方を通じた基礎的財政収支を２０２０年度まで
に黒字化するという大目標のもとでの議論であると認
識をいたしております。

今回の経済財政諮問会議で、民間議員からは近年
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増加の著しい基金残高について実態を把握分析する
とともに、各自治体において説明責任を果たすべき
であり、また、国・地方を通じた財政資金の効率的
配分に向けて、地方財政計画への反映等の改善方
策を検討すべきとの意見が出されております。

現時点におきましては、地方自治体の基金残高に関
する正式な文書は届いておりませんが、総務省にお
いては、全自治体を対象に基金残高の実態調査を
行い、その結果を踏まえ、基金に対する考え方を整
理するとしておりますので、通知が届き次第、内容
を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えております。

当市はこれまで、歳入においては、市税の収納体制
の強化、未利用資産などの売り払いなどで自主財源
の確保に努め、歳出においては、定員管理適正化
計画に基づく職員数の削減、市債の借り入れ抑制に
よる公債費の削減、指定管理者制度の導入や民間
委託など事務事業の見直しによる経費の削減など、
行財政改革によりまして財源を捻出し、地方交付税
の合併算定がえの終了による将来の財源不足や災
害などの不測の事態、起債の償還など将来の負担
などに備えるため、財政調整基金や減債基金を積み
立ててまいりました。

平成２７年度末の一般会計の基金残高は約１６９億円
で、合併直後の平成１６年度末の基金残高約７４億
円と比較をいたしますと、９５億円増加をいたしており
ます。こうした基金残高の増加は財政の健全化にも
寄与しており、健全化判断比率の１つでございます
将来負担比率は平成２５年度から発生していない状
況にございます。

本市を取り巻く財政状況は、市税の増収が見込みが
たいことや地方交付税制度の先行きが不透明である
こと、合併特例債や過疎対策事業債の発行期限後
の財源確保などに加えまして、社会保障関係経費の
増加や公共施設の老朽化対策費等の財政需要によ
り、厳しい状況が続くものと予想されますことから、
安定的に財政運営を進めていく上で、基金の確保は
大変重要なものであると考えております。

今後におきましても、健全な財政運営に配慮をし、
必要に応じて基金を活用しながら、第６次総合計画
の重点施策や、まち・ひと・しごと創生総合戦略に
位置付けられている主要施策を重点的に推進をいた
しまして、市民生活の利便性の向上や生活環境の
充実を図りますとともに、地方財政に関する国の動向

には緊張感を持って注視をし、適時適切に対応して
まいりたいと考えております。

議長　政策企画部長。

政策企画部長　日本たばこ産業が所有する土地の
無償譲渡についてのご質問にお答えいたします。

初めに、市が無償譲渡を前提に４月から維持管理し
ていく理由と、そのような判断をするまでの経緯につ
いてお答えいたします。

日本たばこ産業が所有する旧太田倉庫跡地について
は、以前より「公有地の拡大の推進に関する法律」
に基づく市への買い取り希望申し出がございました。
市といたしましては、少子化・人口減少対策に資す
る土地活用が図れるものとして検討してまいりました
が、買い取り希望額が高額でありまして、費用対効
果の面から買い取りを見送っていた経過がございまし
た。

このような中、本年２月に日本たばこ産業より、１つと
して、平成２９年中の譲渡がされること、２つとして、
譲渡までの期間における土地の維持管理を市が行う
こと、この２つを条件といたしまして、市に対しまして
無償譲渡をしたい旨の申し出がされたところでござい
ます。

本市におきましては、現在、「少子化・人口減少アクショ
ンプラン」を策定いたしまして、人口減少の抑制に努
めているところでありまして、このたびの申し出は、目
標の達成のために有効な土地活用が図れるものと判
断いたしまして、無償譲渡を受けることを前提に市が
土地の維持管理等を実施する意思を伝えまして、本
年４月２４日より土地の維持管理をしているところでご
ざいます。

次に、この土地は埋蔵文化財包蔵地に指定されてい
る土地であり、開発するときは発掘調査を義務付けら
れると思うが、そのことは考慮に入れているかとのご
質問にお答えいたします。

議員ご発言のとおり、この土地は埋蔵文化財包蔵地
に指定されておりますことから、土地を利活用する際
に埋蔵文化財の発掘調査をする義務があることは承
知してございます。

また、この土地につきましては、平成２０年に試掘調
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査を行っておりまして、発掘には１平米当たり約１万
円ほどの経費が見込まれております。今回の土地で
ございますが、１万7,６３６平米ございまして、この敷
地面積全体を把握する場合は１億7,０００万円以上の
経費が必要となります。ただし、住宅用地としての
活用に際しては恒久的に残る道路部分等のみの発
掘でもよいとされておりますことから、今後の土地の
利活用を検討していく過程におきまして、十分に精
査してまいりたいと考えております。

最後に、取得した後の活用方法や必要経費等の検
討と何年後の開発を見越しているかについてお答え
いたします。

現在、土地の利活用といたしましては、定住人口の
拡大を図るため、これまで本市が他の自治体に先駆
けて実施してまいりました少子化・人口減少対策に
係る各種施策に対し魅力を感じ、常陸太田市に定住
したいと考えている方々や新婚家庭家賃助成を受け
ている子育て世帯等のさらなる受け皿となりますよう、
民間活力を活用して有効な住宅用地として活用でき
ないか、全庁的に検討を進めているところでございま
す。

また、何年後の開発を見越しているのかという具体
的な時期につきましては、現在、明確に申し上げる
ことはできませんが、土地の取得に当たりましては、
この敷地は5,０００平米を超える土地でございますの
で、5,０００平米を超える土地の場合は議会の議決を
いただくこととなりますから、次回９月議会においてお
示ししてまいりたいと考えております。なお、当面の
経費としまして除草作業などの維持管理経費がかか
りますことから、できる限り短期間での開発ができるよ
うな仕組みとなりますよう、検討してまいりたいと考え
ております。

今後の利活用プランの検討に当たりましては、無償
譲渡が前提とはいえ、開発経費として埋蔵文化財の
発掘経費、道路や下水道などインフラ整備に係る経
費もありますことから、費用対効果や公共施設等総
合管理計画との整合性及び周辺地域への影響など
を十分に加味し、市民の皆様に十分理解されるよう
な利活用プランとなるよう取りまとめてまいりたいと考
えております。

議長　平山議員。

平山晶邦　ご答弁をいただき、ありがとうございました。
２回目の質問をいたします。

第１の質問の地方自治体における基金の見直しに係
る今後の本市の財政については理解をいたしました。

私は、地方自治体の基金について、安倍首相が指
示をしたことが大きいのではないかと考えています。
財務省を含めた総務省がどこまで手を入れてくるの
か、今後の推移を見守りたいと思います。ご答弁に
あったように、本市を取り巻く財政状況は、今後厳し
い状況が続くと予想しています。基金を十分に活用
して、長期的に安定した財政運営を心がけていただ
きたいと要望をいたします。

第２の質問の日本たばこ産業が所有する土地の無償
譲渡については、何点か質問をさせていただきます。

１点目の、市が無償譲渡を前提とし４月から維持管理
をしていく理由と、その判断をするまでの経緯につい
て質問します。この中で、以前、市が少子化人口減
少対策に対する土地活用を図ることを検討したという
ご答弁がございました。その当時も、住宅用地とし
て検討していたのかどうかをお伺いをいたします。

議長　政策企画部長。

企画部長　ただいまの件でございますが、議員ご発
言のとおり、以前より定住人口の拡大を図るための
住宅用地として活用できないかということを検討して
まいりました。

議長　平山議員。

平山晶邦　わかりました。理解をいたしました。

次に２問目の、埋蔵文化財包蔵地に指定されている
土地を開発するときは発掘調査を義務付けられてい
ることを考慮に入れているのかという質問で、ご答弁
は、恒久的に残る道路部分は発掘調査をいたします
というご答弁でありました。
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今後の利活用策を考える日本たばこ産業跡地

ここの１万7,６００平米近い土地は、恒久的なものと
いうのは道路だけを想定すればよいのかどうか、ほ
かは想定しなくてもよいのかどうかをお伺いいたしま
す。

議長　政策企画部長。

政策企画部長　埋蔵文化財の発掘調査でございま
すが、この必要になるというのは、基本的に埋蔵文
化財が破壊されるおそれがある場合とされておりまし
て、今回の場合、住宅用地ではございますが、大き
な建物を建設するような場合、例えば、パイル工法
で杭を打ち込むような場合にはこれに当てはまるもの
と考えております。

議長　平山議員。

平山晶邦　理解をいたしました。

２問目のこの件ですね、私から見た課題を申し上げ
ておきたいと思うんですが、埋蔵文化財包蔵地であ
るこの土地は、試掘は済んでいるようであります。埋
蔵文化財との関係で言えば、私は、この土地は多く
の困難がある土地となるのではないかという危惧を
持っております。市としても、どのようにクリアをして
いくのかを私は注意深く見ていきたいというふうに
思っております。どうぞ、その点はよろしくお願いをし
たいと改めて要望をしておきます。

次に、３点目の取得した後の活用方法や必要経費等
の検討、何年後の開発を見越しているのかの質問に
ついては、先ほど住宅用地として考えているというご
答弁がありました。現在、大型の住宅開発をしたのは、
佐竹南台ニュータウン、あと「四季の丘はたそめ」
だというふうに思っております。この大規模住宅開発
をした、この売れ行きがどのような状況になっている
のか、わかっていればお伺いをいたしたいと思います。

議長　政策企画部長。

政策企画部長　周辺状況への影響ということで、こ
の売れ行き状況につきましても把握をしておりまして、

現在把握しております情報といたしましては、「四季
の丘はたそめ」については完売と聞いております。「佐
竹南台ニュータウン」については、残り７区画という
ような情報を得ております。

議長　平山議員。

平山晶邦　ありがとうございました。理解をいたしま
した。この大きな第２の質問に対する要望を申し上げ
ておきたいと思います。

旧の中心市街地は、現在でも空き家、空き地が多く
点在しております。個人としても、自分の家が空き家
だとかになった場合、売却をしたいと、このように希
望している方は多いのではないでしょうか。そしてまた、
常陸太田市で不動産関係を営んでいる方に話を聞き
ますと、本市の土地を希望する方は、スーパーなど
買い物等が便利な土地を希望する。すなわち、この
市役所、そしてスーパーがある東バイパス沿いを希
望するようです。現在、例えば、栄町なんかに住ん
でいる老夫婦の方から、下の土地はないかというふ
うな問い合わせもあるというふうに聞いております。

そして、今後、常陸太田市の将来を左右すると思い
ます東部土地区画整理事業も始まります。今後、本
市は多くの面整備が行われます。それらに対する需
要がどれだけあるのかの需要予測というものも私は重
要になってくると思います。

９月までには、あらゆる方向から、さまざまな観点から
ご検討をいただき、利活用プランを提案していただく
よう要望しておきます。

以上で私の一般質問を終わります。ありがとうござい
ました。
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平山晶邦　おはようございます。平山晶邦です。議
長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして
一般質問を行います。

本市は、子育て支援を大きな柱として取り組んでいま
す。その効果は徐々に出てきていると考えます。７月
の人口動態を見ますとマイナス１０人でありました。社
会動態は、転入９８人、転出５９人、８月も転入８２人、
転出が８０人と、転出より転入が上回っています。近
年の中で月ごとの減少は少なくなっているように思い
ます。子育て上手常陸太田効果が上がっていれば、
うれしい限りです。

私は、子育て支援の要素は、短期的な事業や施策
も重要でありますが、地域力の向上も大切な要素だ
と考えています。そのような中で、私は今まで小中学
校の教育環境の整備を議会の場で取り上げてまいり
ました。ここに持ってまいりましたが、市も２８年３月に
常陸太田市学校施設検討協議会から常陸太田市に
おける学校施設のあり方について意見書が出て、２
８年７月に常陸太田市学校施設整備計画を作成し、
現在推進しているところです。施設の統廃合等を含め、
校舎の新築や大規模改修、トイレの大規模改修に取
り組んでいます。教育環境の整備を図り、教育力アッ
プを図ることは、地域力向上に大きく寄与するものと
考えます。

私たちも学校の環境整備は、意見書や整備計画書
において今後どのような方向性を持って市が進めて
いくのかを理解することができます。市民の皆さんも
理解が進むのではないかと思います。しかし、今回
質問をする就学前の保育教育環境の整備について
は、学校施設整備計画の中で一部幼稚園の統廃合
計画が示されておりますが、今後の方向性が私たち
に見えるようには示されておりません。市民の方から
私に、小学校や中学校は耐震化の工事やトイレ改修
を進めていますが、木崎保育園など保育環境につい
て議員はご存じですかとの質問を受けました。そこで、
木崎、宮ノ脇保育園を視察いたしました。

木崎保育園は昭和４５年に建築した保育園で、９月１
日現在の在園児７９人です。宮ノ脇保育園は昭和４７
年に建築し、在園児６２人、東日本大震災による被
害を受け、平成２３年に一部改修した保育園でありま
すが、基本的には４０年以上が経過した保育環境で
す。建物は古いのですが、先生方の努力のたまもの
でしょうか、すごくきれいにしていました。しかし、先
生方のマンパワーだけでは最近の太田さくら保育園
のような保育環境と比較すると難しいのではないかと
いう思いも持ちました。

そこで第一の質問として、民間を含めて市内に１６あ
る幼稚園、保育園や認定こども園などの就学前の保
育教育環境整備についてお伺いいたします。

１点目として、就学前の保育教育の現況についてお
伺いをいたします。幼稚園、保育園、認定こども園
の定員数と在園児数、公立の幼稚園、保育園の建
築年と現在の保育環境状況について伺います。

次に、前段でも申し上げましたが、学校施設協議会
などの答申を踏まえて、小学校、中学校のように学
校施設整備計画などが整備されますと、市の今後の
方向性が見えてまいります。保育教育環境において
もこのような計画が必要ではないかと思います。そし
て、市民の皆さんも将来において安心して子育てが
できる環境を認識されるのではないでしょうか。

そこで２点目として、今後の保育教育環境の整備に
有識者や現場の先生などからの意見や答申をいただ
く仕組みをつくり、就学前の保育教育環境の将来の
整備計画を市民にお示しいただけないかについてご
所見をお伺いいたします。

以上が第１の質問です。

第２の質問として、補助金支出団体に対する管理に
ついて質問をいたします。

今、地方議員の政務活動費の不正使用が問題になり、
話題になっています。週刊誌やワイドショーなどでも

平成２９年９月定例議会 一般質問
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取り上げられて、社会的に大きな批判となっています。
テレビで一般の方のインタビューやコメンテーターの方
が答えているのは、税金なのだから正しく使わなけれ
ばいけないということでありました。当然であります。
税金で行う事業や施策や補助金を使うものは、公開
性、透明性、正当性が絶対的に確保をされなけれ
ばいけません。その中での不正使用などは糾弾され
て当然の結果です。

市民の皆さんにはご理解いただきたいのですが、常
陸太田市議会の政務活動費で言えば、全国的に見
て約４０％しか進んでいない領収書の本文添付を全
国的にもさきがけ的に取り組み、食糧費の使い方や
印刷経費など、政務活動費使用の透明性、公開性
は県内一番で、全国の市町村の中でも３０番以内に
入る透明性、公開性、正当性が確保されたものとなっ
ています。これは、会派議員にはもちろん政務活動
費使途基準指針が示されておりますが、事務局の皆
さんがふだんから厳しくチェックし、事前に使える内
容を会派議員と打ち合わせているからだと思います。
また、会派議員も不明な点や理解できないことは事
務局に事前に聞くという対応があるのです。会派議
員と事務局が例外扱いをしない必然的な基準を守る
姿勢があるからだと思います。

同じように、税金を使う各種団体への補助金や事業
費補助の補助金も正しく使われなければなりません。

そこで１点目として、市から補助金を支出している団
体数と事業費補助を行っている事業数と金額をお伺
いいたします。

２点目として、政務活動費の中でもお話をいたしまし
たが、領収書の本文添付などは義務づけた実績報
告となっているのか、現状の補助金実績報告や管理
はどのような仕組みで確認作業を行っているのかをお
伺いいたします。

３点目として、議会の政務活動費などで使える公聴
費などで使っております食糧費は、茶菓子代の３００
円程度でございます。これは社会通念上、許される
範囲であるという認識でありますし、食事代、弁当
代は認められておりません。補助金支出に当たって、
食糧費等の使途や支出基準はあるのか、また事前に
事業に使う支出金額の指導は徹底されているのかお
伺いいたします。

以上で１回目の質問といたします。

議長　答弁を求めます。保健福祉部長。

保健福祉部長　就学前の保育教育環境に係る２点
のご質問にお答えいたします。

１点目の本市の就学前保育教育における現況でござ
いますが、就学前の保育教育施設といたしましては、
従来の幼稚園及び日中自宅で保育に欠ける児童を対
象とする保育園、並びに幼稚園と保育園のそれぞれ
のよさを一体的に行う機能を有する認定こども園がご
ざいます。

初めに、幼稚園の現況でございますが、本市には太
田進徳幼稚園を初め、７園が設置されており、いず
れも公立となっております。それらの施設の建築年で
ございますが、幸久幼稚園が昭和５７年築と最も古く、
最も新しい施設としてはのぞみ幼稚園で、平成１６年
築となっております。

また、保育園及び認定こども園の状況といたしまして、
公立保育園が５園、民間保育園が３園、認定こども
園が１園で合計９園の設置がなされております。それ
らの施設に係る建築年でございますが、木崎保育園
が昭和４５年築と最も古く、最も新しい施設は、公立
では当初保育園として建築し、移行がなされたさとみ
こども園が平成１６年築となっております。民間では、
太田さくら保育園が平成２７年築となっている現況に
ございます。そして、ご質問にもございましたが、木
崎保育園のように４７年を経過している施設におきま
しても、この間の保育環境の著しい変化の内容につ
きましては十分に把握をし、その環境の整備に努め
ているところでございます。

次に、本年７月１日現在の入園状況でございますが、
幼稚園関係が総定員数８１０名に対し、入園者の合
計は２９１名であり、保育園及び認定こども園関係が
総定員数７７５名に対し、定員の弾力化により入園者
の合計は８２２名となっております。

また、それぞれの入園者の状況を４年前と比較して
みますと、幼稚園入園者数につきましては、平成２５
年度において４５２名であったものが、平成２９年度に
おいては２９１名と１６１名の減となっております。その
増を地区別に申し上げますと、太田地区が９２名、
金砂郷地区が４２名、水府地区が１４名、里美地区
が１３名、それぞれ減となっております。
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また、保育園、認定こども園の入園者数につきましては、
平成２５年度において６７０名だったものが、平成２９
年度においては８２２名と、１５２名の増となっておりま
す。

その増減を地区別に申し上げますと、太田地区が１４
１名の増、金砂郷地区が２７名の増、水府地区が５
名の減、里美地区が１１名の減となっております。

この入園者のそれぞれの動向を見てみますと、就学
前のお子さんを持つ保護者の方々においては、就労
を希望する方々が増となり、勤務時間内の保育が可
能となるよう、保育園等へ入園を希望する方が増加
しているものと考えられること。また、地区別の傾向
として、保育園への入園者につきましては、太田及
び金砂郷地区が増加し、幼稚園への入園者が減少
していることから、保育園への移行がこの２地区につ
いてはかなり進んでいること、及び保護者の方々の
職場の関係から、他地区より太田地区内の保育園へ
の入園者が増えてきているものと考えられること、そ
のような現況を踏まえ、公立関係といたしましては認
定こども園化を進めるものであり、太田地区ののぞみ
幼稚園について、認定こども園として平成３０年４月
開園を目指し、平成２９年度において施設の整備を
図るとともに、水府地区の公立幼稚園と保育園につ
いては、統合により平成３０年度において認定こども
園化を図り、当該年度は既存の水府保育園で保育を
実施し、その間、平成３１年４月の開園を目指し、新
園舎の整備を進める計画としております。

また、民間事業者の動きといたしましては、平成２９
年度において家庭的保育事業所の設置に向けた動
きがあるとともに、平成３０及び３１年度においては、
既存の民間保育園において定員数の拡大が予定さ
れております。これらの各種計画により、現在の総定
員数７７５名に対し、１２２名の拡大となり、年々増加
をする保育園への入園希望者に対応した保育環境
の整備が整うものと考えているところでございます。

続きまして、２点目の今後の保育教育環境の整理に
おける有識者などからの意見や答申をいただく仕組
み及び整備計画の提案の考え方についてのご質問
にお答えいたします。

現在、整備を進める幼稚園及び保育園に係る各計
画につきましては、常陸太田市第６次総合計画及び
少子化・人口減少対策アクションプランにおいて、安
心して子育てができる環境づくり、子育て家庭へのき

め細やかな支援として認定こども園の推進を掲げて
おり、就学前児童の動向に見合った施設の整備に努
めているところでございます。さきに答弁をいたしまし
たのぞみ幼稚園及び水府地区の幼稚園と保育園の
統合による認定こども園化につきましては、教育委員
会との連携により、施設整備の検討、幼稚園及び保
育園の保護者への説明会の実施、並びに地区の町
会長代表及び児童委員等を含めた設置等に係る調
整会議の立ち上げにより、地域に根差した施設づくり
に努めているところでございます。

なお、幼児期の教育や保育のあり方として、質の高
い幼児期の学校教育、保育の総合的な提供及び保
育の量的拡大確保、並びに地域の子ども・子育て
支援の充実を図るため、常陸太田市子ども・子育て
支援事業計画を策定しております。

その策定及び進捗状況管理の組織として、保育、
保健、医療、福祉及びボランティア関係等のほか、
市幼稚園長会、ＰＴＡ連絡協議会、幼稚園ＰＴＡ連絡
協議会の各会長さんを含めた１２名による常陸太田市
子ども・子育て会議を設置しているところでございま
す。

今後の意見や答申及び整備計画提案の仕組みとい
たしましては、さきにご説明を申し上げました会議の
構成員及び事務局に教育委員会関係者等を加えな
がら組織の再検討を図り、教育委員会と一体となっ
た組織づくりを検討してまいりたいと考えております。
また同時に、市民に対し、組織の中で協議がなされ
た整備計画案等について公表する仕組みづくりにつ
いても検討してまいりたいと考えております。

議長　総務部長。

総務部長　補助金支出団体に対する管理について
の３点のご質問にお答えをいたします。

１点目の本市から補助金を支出している団体数と事
業費補助等の金額につきましては、平成２８年度決
算で申し上げますと、まず団体運営費補助として２８
団体に対し、約１億1,９００万円を支出しております。
支出している団体でございますが、社会福祉協議会、
シルバー人材センターといった公益性の高い団体へ
の補助や老人クラブ連合会や文化団体連合会といっ
た事業活動によって社会福祉や文化、芸術などの推
進に寄与すると認められてるものに対し支出しており
ます。
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次に、事業費補助でございますが、１５８事業、約７
億9,０００万円を支出しており、全体では約９億9,００
０万円を支出しております。

２点目の補助金の実績報告や管理はどのような仕組
みで行われているかにつきましては、基本的には各
担当課におきまして補助金等交付に関する条例、補
助金等交付に関する規則に基づき、補助団体からの
実績報告書をもとに審査を行っているところでござい
ます。

事業費補助につきましては、それぞれの補助要綱に
定められた補助対象経費に基づいて支払われた内
容が領収書等と一致しているかどうかを精査をし、
確認をしております。また、団体運営費補助につきま
しては、それぞれの団体に会計監査を行う監事が置
かれており、団体の決算監査において収支決算の内
容と帳簿及び証票書類を照合し、適正に処理されて
いるかどうかを確認した後に、各担当課において領
収書が添付された実績報告書を受け取りまして、改
めて収支内容を確認いたしておりますが、一部団体
におきましては実績報告書での確認にとどまっている
状況にございます。

財政課といたしましても、各担当課に対し、年度当
初の予算執行に係る通知におきまして、各種補助金
については交付した補助金が有効に活用され、適正
な処理がなされているかを精査するなど実態を把握
し、一層の改善、合理化を進めることとしておること
から、今後におきましても補助団体において補助金
が適正に執行され、適切に会計処理が行われるよう、
周知徹底をしてまいります。

また、団体を構成する単位団体への助成を行ってい
るケースにつきましても、同様に、適正な執行が行わ
れるよう努めてまいりたいと考えております。

３点目の食料費等の支出基準等についてお答えをい
たします。

事業費補助につきましては、それぞれの補助要綱に
おいて、補助対象費目が定められており、団体運営
費補助につきましては、補助金等審議会等において
当市の補助金等の交付基準を示しており、補助対象
外経費といたしまして、公債費、慶弔費及び懇親会費、
会議等に係る食糧費、会員への記念品代などを公
金で賄うことがふさわしくない経費としており、原則、
その中で運用されておりますが、各担当課において

認識の差があることも考えられますことから、改めて
補助金等の交付基準につきまして、周知を図ってま
いりたいと考えております。

とりわけ補助団体の食糧費につきましては、事業実
施に当たりまして、社会通念上必要な経費と認めら
れる範囲において、それぞれの補助目的に沿って判
断をされるべきものでございますが、具体的には会議
等でのお茶代、講師、来賓、事業協力者等への弁
当代などに限られるものと考えております。

市の予算編成の積算単価におきましては、食事料は
１人当たり８００円以内、お茶代は１００円としておりま
すが、会議等は午後から開催し、お茶代等につい
ては控えるなど、経費の抑制に努めていることから、
補助団体への食糧費につきましても適正な範囲で最
小限にとどめるよう、各担当課より改めて指導してま
いります。

また、これらの予算措置につきましては、補助事業
や補助団体の性質、実情に鑑みまして判断をされま
すことから、それぞれの補助要綱、補助金等交付基
準及び予算編成積算単価を基本としながら、補助金
等審議会や予算編成の過程において適切に対処を
してまいりたいと考えております。

議長　平山議員。

平山晶邦　２回目の質問をいたします。

第１の質問の就学前の保育教育環境については、
現況に対する分析等も含め、詳細なご答弁をいただ
きありがとうございました。幼稚園の総定員数８１０名
に対し、２９１名ということは、定員の約３６％の入園
者であり、保育園、認定こども園の総定員数７７５名
に対して入園者８２２名ということは、定員の１０６％で
推移している状況であるということや、地区別に格差
があることなど、理解をできました。

そこで、この１点目の就学前の現況についての中では、
一つだけ質問させていただきます。

木崎保育園のように４０年近く経過した施設と現在の
保育環境は随分違っているように思います。ご答弁
にあったように、市も保育環境の著しい変化等の内
容について、十分に把握しているとのことであります
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が、その間の変化と把握している内容について、も
う少し詳しいご所見をお伺いいたします。

議長　保健福祉部長。

保健福祉部長　再度のご質問の保育環境の著しい
変化の認識についてお答えをいたします。

木崎保育園が建築された当時とは保育環境はかなり
変わってきてるものと思われますが、お預かりをする
園児の年齢も２歳から５歳児までの年齢で、ほとんど
が３歳以上の入園であり、お預かりする時間も現在よ
り短い時間でございました。しかしながら、この間の
社会における核家族化の進展や共稼ぎ世帯の増加
などにより、保育事業においても保護者の早期就労
開始による０、１歳児保育などの低年齢児保育や保
育時間の延長など、大きな変化があらわれてきてい
るものと認識をしております。

なお、本市におきましても、平成１５年度より低年齢
児保育を開始している状況にございます。

議長　平山議員。

平山晶邦　内容、わかりました。全国的に見ますと、
リーマンショック以後、やはり非常に保育園に対する
需要が多くなっているように思います。この常陸太田
市においても、それ以降、５年前ぐらいからですか、
非常に保育園に対する需要が多い状況にあるという
認識を持っていらっしゃるということで理解をいたしま
した。

２点目の今後の保育教育環境の整備に、有識者など
からの意見や答申をする仕組みと整備計画について
は、保健福祉部、教育委員会が一体となった組織
づくりを進めたいとの前向きなご答弁がありました。
確かに、教育委員会はこの施設整備計画の中で幼
稚園、そしてまたこれは保育事業が子育て上手常陸
太田、子ども・子育て支援事業計画において、これ
はソフトの内容ですね。ハードは入っておりませんから、
このような状況であるということは認識をしております。

私は、就学前の保育教育環境は、幼稚園は教育委
員会、保育園、認定こども園は保健福祉部が市で

は担当しています。また、国においては、幼稚園は
文部科学省、保育園は厚生労働省、認定こども園
は内閣府というように、行政の縦割りの中で分かれて
おります。このような中で、市行政を進めることにお
いての難しさというものは承知をしております。

ご答弁にあったように、市においても教育委員会と保
健福祉部の一体となった今後の組織が必要であると
私は強く思っているものでございます。その点で言うと、
教育委員会の教育長からその思いについてのご所
見をお聞かせいただければと思います。

議長　教育長。

教育長　保育部門と教育部門とが一体となった組織
に対する教育長としての考えでございます。平成２８
年７月に策定いたしました常陸太田市学校施設整備
計画におきまして、中長期計画としております幼稚園
につきましても、その後の就学前の子どもの数、ある
いは幼稚園に就園する園児数等の動向を検証しなが
ら、適宜、計画の見直しを含め、慎重に進めていく
こととしております。

先ほどの保健福祉部長からの答弁にありましたように、
今後の幼児期の教育、あるいは保育のあり方につい
ての意見、答申、及び整備計画の提案の仕組み等
について、常陸太田市子ども・子育て会議の構成
委員に教育委員会関係者も加わりながら、教育と保
育が一体となった組織をつくり、就学前の教育と保育
のあり方について検討していく必要があると考えてお
ります。

議長　平山議員。

平山晶邦　ありがとうございました。ぜひよりよい計
画が常陸太田の将来の子どものたちのためにもよりよ
い計画ができますことを期待しております。ありがとう
ございました。

第２の補助金の支出及び管理の質問は、先ほどのご
答弁で理解をいたしました。しかし、この質問につ
いては、一つの例を出して要望を申し上げておきた
いと思います。

16

執行部からの答弁

執行部からの答弁

３回目の質問

３回目の質問



築48年経つ木崎保育園

これは、常陸太田市ではありませんが、近隣の市に
おいて、保健福祉の関係部門で健康づくりのために
町内で歩く会やハイキング事業を行う、これに事業の
２分の１の助成を行ったところ、例えば２００万円かか
る事業であれば１００万円の補助金であり、残りの１０
０万円が事業者負担となるはずが、４００万円の事業
を行ったようにして２００万円の補助金を手に入れ、
参加者からの負担金を取らないような事業をしていた
そうであります。合併した他の地区は、要綱に沿っ
て参加費を取って、２分の１の補助を受けていたそう
でありますが、一つの地区はそのようにやっていたと。
何年か、補助金を市は出してしまったようです。４月
に人事異動によって新しい課長が赴任して、その異
常さに気づき、担当に尋ねたところ、担当は昨年もそ
うだったから認めた、その前年もそうだったという話
であったそうです。もちろんその事実を知った市長か
らは、返金してもらう強い指示があったそうであります。
常陸太田市ではそのようなことはないと思います。

このように、行政の職務は前年踏襲主義であります
から、案外見つからないような仕組みになっているよ
うに思いますので、ご答弁にあったような指導を担当
課や職員も含め、もちろん補助金支出団体に対して
もぜひともよろしくご指導賜ることをお願いいたしまし
て、以上で私の一般質問を終わります。ありがとうご
ざいました。
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平山晶邦　平山晶邦です。通告に従いまして、一
般質問を行います。

東京などへ行きますと、人の多さと活力に圧倒されま
す。東京を中心とした首都圏と地方との格差をしみじ
み考えさせられます。日本経済は東証一部企業の利
益が最高益を出しているそうであります。大企業の
内部留保は約４００兆円になり、株価も２万2,０００円
台を維持して景気はよいとされています。

しかし、地方経済と実体経済との乖離は以前より進
んでいるように感じます。重厚長大産業からイノベー
ション産業への業態変化は、私たちの想像を超える
スピードで進んでいると思います。このようなスピード
感ある社会環境の中で、私たちの住む常陸太田市
がこれからも持続可能な町であるためには、どのよう
にしていかねばならないのかと私自身深く考えさせら
れています。

以上のことを申し上げ一般質問に入ります。

私は９月議会でも申し上げましたように、本市の子育
て支援策を評価しております。また、一方で、町が
持つ地域力を上げることも必要であると申し上げまし
た。地域力を理解するには近隣においても、なぜ那
珂市は５万3,０００人を超える人口を維持できているの
か。東海村は年々人口が増加して３万8,０００人に近
い人口になったのかをただ地政学上の有利さだけで
はないと思います。地域力を知る上で、これらの近
隣の状況を研究、分析することも大切なことではない
かと考えます。

本年７月に私の上利員町の同窓生が仕事をリタイアし
たことを契機にご夫婦で東京多摩市に越していきまし
た。家も田んぼもある長男でしたが、ご家族の事情
はあるかもしれませんが、彼がまだ元気なうちに新た
な地で生活していきたいとしたわけです。引っ越す１
週間前に聞いたときには、私自身びっくりし、よく決断
できたなという思いを持ちました。そのとき話を聞き、
地域力がなくては、高齢者さえこの地に引きとめられ

ないのではないかと考えました。

そこで、第１の質問として、少子化・人口減少対策
について質問をいたします。

平成２４年から「子育て上手常陸太田市」のＰＲを
開始して、各種支援策を実施、平成２７年には少子
化・人口減少対策アクションプランを策定して、一層
の事業支援を拡大して現在に至っています。

市長のご挨拶などにもあるように、人口の社会動態も
よい方向に向いています。しかし、市民の方々から
は「子育て支援施策は旧常陸太田地区だけではな
いか」とか、「金砂郷・水府・里美と太田とは地区
別の格差がある」とか、「現在住んでいる市民のた
めの施策も大切ではないか」「生活道路の整備など
の利便性を高めることが定住促進につながるのでは
ないか」という話をよく聞きます。まだまだ少子化・
人口減少対策アクションプランを市民と共有している
状況ではないとの思いを持ちました。本当の意味で
市民と共有することが大切ではないかと思います。

そこで、１点目として、少子化・人口減少対策を行っ
てきて以来の実績についてお伺いをいたします。

次に、２点目として、今までにどのくらいの予算をか
けてきているのかについてお伺いをいたします。

３点目として、多くの事業を進める上での課題はどの
ように考えているのかについてお伺いをいたします。

以上が第１の質問です。

第２の質問として、第３セクターの経営について質問
をいたします。

私は平成２８年の３月、６月、９月議会一般質問で、
株式会社水府振興公社、一般財団法人里美ふるさ
と振興公社の経営を中心に市が出資している第３セ
クターの経営問題を質問してまいりました。縦割りの
中で、市が経営の総括管理ができていないことが問
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題であると指摘をいたしました。現在は、市組織の
中で、総務課に経営の一元管理するべく担当を配置
して、第３セクターの経営状況が把握できるようになっ
ていると思います。

本市の第３セクターは、道の駅ひたちおおたを経営
する常陸太田産業振興株式会社、竜神大吊橋など
を管理する株式会社水府振興公社、プラトーさとみ
などを管理する一般財団法人里美ふるさと振興公社
があります。総括管理をできるような仕組みになって
からの経営改善や事業改善がどのように進捗してい
るのかを伺いたいのであります。

そこで、１点目として、本年９月末までの上半期の第
３セクターの経営状況をお伺いをいたします。

２点目として、市と第３セクターとの経営協議はどのよ
うな仕組みで行っているのかをお伺いをいたします。

３点目として、下期に向かっての各団体の課題と取り
組み状況についてお伺いをいたします。

以上で私の１回目の質問といたします。

議長　答弁を求めます。政策企画部長。

政策企画部長　少子化・人口減少対策についての
ご質問にお答えいたします。

本市におきましては、いち早く少子化・人口減少の
状況に危機感を抱きまして、その対策に当たりまして
平成２１年度に庁内プロジェクトを立ち上げまして、翌
平成２２年度から多くの施策を実施しております。施
策の主なものを申し上げますと、平成２２年度から結
婚相談センター「ＹＯＵ愛ネット」を設置し、市内で
の結婚を推進するとともに、新婚家庭家賃助成事業
を開始いたしまして、新婚世帯の経済的支援及び本
市への転入を促し、さらには平成２５年度からは住宅
取得促進助成事業を実施いたしまして、子育て世代
の本市への定住を促しているところでございます。な
お、こうした施策を広く資するため、「子育て上手常
陸太田」をキャッチフレーズとするＰＲ事業など展開し
ているところでございます。

このように、本市では他市に先駆けまして少子化対
策に取り組んでまいりましたが、さらに平成２７年度に

は少子化・人口減少対策アクションプランを策定いた
しまして、目標値を定めて全ての施策を総合的にか
つ計画的に進めることとしておりまして、新たに子ど
もの夜間診療などを始め、切れ目のない子育て支援
対策に取り組んでいるところでございます。

主な施策の事業開始年度から本年１０月までの実績
について申し上げますと、結婚相談センター「ＹＯＵ
愛ネット」事業においては、平成２２年度の設置以来、
現在までに１１６組が成婚に至っておりまして、新婚
家庭家賃助成事業につきましては、平成２２年度から
現在までに５４４件の申請がございまして、対象となり
ました世帯人数、1,１８８人のうち５７５人の方々が市
外から転入している状況にございます。住宅取得促
進助成事業につきましては、平成２５年度から現在ま
でに５１５件の申請がございまして、対象となりました
世帯人数1,９１１人のうち６８９人の方々が市外から転
入している状況にございます。

また、ＰＲ事業といたしましては、これらの施策を掲載
いたしました「子育て上手常陸太田」のポスターや
パンフレットの作成のほか、ＪＲ常磐線特急列車内での
電光掲示板、さらにはＪＲ水戸駅構内のアドビジョンな
どを活用しまして、広く周知に努めているところでご
ざいます。

続きまして、今までどのくらいの予算をかけてきてい
るのかというご質問にお答えいたします。

ただいま申し上げました事業ごとに決算額で申し上げ
ますと、結婚推進事業につきましては、ＹＯＵ愛ネット
の人件費や交流会などの開催経費などを含めまして、
平成２８年度までの７年間で3,６０６万3,０００円。新
婚家庭家賃助成事業につきましては、平成２８年度ま
での７年間の助成額の合計は２億2,９６６万9,０００円。
住宅取得促進助成事業につきましては、平成２５年
度から平成２８年度までの４年間で8,５７０万円を助成
しているところでございます。ＰＲ事業につきましては、
平成２８年度以降は広報戦略事業といたしまして、
観光等も含めた広報も行っておりますが、平成２４年
度から平成２８年度までの５年間の合計額は９０９万5,
０００円となっております。

これらの事業の総額を申し上げますと、約３億6,０００
万円となっておりまして、このうち新婚家庭家賃助成
事業と住宅取得促進助成事業につきましては、財源
といたしまして、国の社会資本整備総合交付金を活
用しておりまして、全体の３分の１に当たります約１億
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2,０００万円を充当しているところでございます。

これらの施策の成果を少子化・人口減少対策アクショ
ンプランで設定いたしました人口目標値で見ますと、
平成２８年４月１日現在では、目標値を５万1,６５０人と
定めまして、これに対し５万1,８２３人で１７３人上回っ
ておりましたが、平成２９年４月１日現在では、目標値
５万1,０５０人に対しまして、５万1,０００人ちょうどで５
０人下回っている状況にございます。

当市は高齢化率が高く、自然動態による人口減少が
進んでおりますが、社会動態を見てみますと、昨年
の４月から１０月までの転入者５４３人に対し転出者は７
３５人で、１９２人の転出超過でございましたが、本
年度は転入者が現在のところ６１０人、転出者は６６５
人で昨年同時期と比較いたしまして、転入者は６７名
増加いたしまして、転出者も７０人減少しているところ
でございまして、現在のところ、５５人の転出超過状
態にとどまっている状況にございまして、施策の効果
が少しずつではございますが、あらわれてきているも
のと考えております。

最後に、事業を進める上での課題とその対応につい
てお答えいたします。

これまでの助成事業の状況を見ますと、新婚家庭家
賃助成事業申請者の９３％及び住宅取得促進助成事
業申請者の８２％の方々が常陸太田地区への居住と
なっておりまして、やはり買い物環境などの生活基盤
が充実し、市外への通勤、通学の利便性の高い市
の南部地域への人口が集まる傾向が見受けられまし
て、市内の他地域との差はあらわれている状況では
ございます。

この地域間の差の解消に向けましては、各地域に存
在します空き家等を活用した居住場所の提供を進め
るとともに、生活道路などのインフラや市内各所での
居住環境の整備を強力に進めまして、利便性の向上
を図ることなどによりまして格差の解消に努めてまいり
たいと考えております。

また、定住促進に向けまして「子育て上手常陸太田」
をキャッチフレーズとしてＰＲに努めているところでござ
いますが、さらなる周知が必要と考えてございます。
そのため、効果的な広報媒体及びさらなるメディアの
活用を図るとともに、子育て上手常陸太田推進隊の
皆様などの協力をいただきながら、市内外に向けた
施策の浸透を図ってまいりたいと考えております。

少子化・人口減少対策アクションプランに掲げます人
口５万人、出生数３００人の目標達成に向けまして、
今後におきましても、全ての施策が少子化・人口減
少対策に通じるとの認識のもと、全庁一丸となり取り
組んでまいりたいと考えております。

議長　総務部長。

総務部長　第３セクターの経営についてのご質問に
お答えをいたします。

１点目の本年９月までの上半期の経営状況について
のご質問にお答えをいたします。

始めに、常陸太田産業振興株式会社の本年９月まで
の経営状況につきましては、売上と収入が5,２０７万
4,０００円、売上原価並びに販売費及び一般管理費
等の費用が5,１９５万8,０００円で差し引き１１万6,００
０円の黒字となってございます。

水府振興公社につきましては、収入が9,７８４万1,０
００円、費用が9,１９６万9,０００円で差し引き５８７万
2,０００円の黒字になってございます。

里美ふるさと振興公社につきましては、収入が１億4,
０５３万3,０００円、費用が１億7,２５０万円で差し引き
3,１９６万7,０００円の赤字になってございます。

前年度上半期と比較をいたしますと、収入が６２４万
5,０００円の減、費用が２７４万8,０００円の減で差し
引き赤字額が前年度より３４９万7,０００円の増という
状況でございます。

なお、里美ふるさと振興公社の赤字額が増加をした
原因といたしましては、「ぬく森の湯」におきまして、
入湯税の修正申告やそれに伴います延滞金、合わ
せまして1,５４０万円を費用化をしたこと。また、本来、
社会保険に入るべき嘱託職員、パート職員を新たに
社会保険に加入をさせたことから２００万円の負担が
生じたこと、さらに各施設への入り込み客が減少をし
ていることが挙げられます。このことから新たに1,００
０万円の借り入れをすることにより、当面の支払いに
対応をしている状況にございます。

次に、２点目の市と第３セクターとの経営協議はどの
ような仕組みで行うのかのご質問にお答えをいたしま
す。
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市の定める指定管理者制度モニタリングマニュアルに
基づきまして、毎月各施設から所管部署へ利用状況
等の報告がなされておりますほか、常陸太田産業振
興株式会社につきましては、月次の打ち合わせを行
うとともに、今年度から新たに各第３セクターに担当
職員を配置し、経営や運営について課題や疑問等
が生じた場合には、その都度、現場に出向き協議す
るなど連携を密にしているところでございます。

さらに、里美ふるさと振興公社につきましては、経営
健全化計画に基づき、４四半期ごとに公社の収支状
況や経営の進捗状況について報告を受け、これによ
り経営の健全化を進めておるところでございます。

次に、３点目の本年下期に向かっての課題と取り組
み状況についてのご質問にお答えをいたします。常
陸太田産業振興株式会社につきましては、さらなる
利益の確保に向けまして、レストランや施設管理の作
業内容の見直しなどによる人件費の適正配分や光熱
水費の節約、売上原価の適正化などに取り組んでい
くこととしております。

また、道の駅ひたちおおたの駅長が年度途中におき
まして退職をいたしましたことに伴い、新たな駅長の
人選という課題に対し、下期に向けて対応をしてま
いります。引き続き指定管理者でございます常陸太
田産業振興株式会社と連携を密にし、道の駅ひたち
おおたの魅力向上や誘客促進に取り組むとともに、
健全な経営が図られるよう随時協議をしてまいります。

水府振興公社につきましては、１２月から来年３月まで
「そばハウス龍亭」からカフェへのリニューアル工事
の実施のため、水府観光物産館が休館をすることや
水府物産センターの２階テラスの全面改修、ソバ加
工場の設置や１階売店奥に授乳室及び多目的トイレ
を設置する工事が行われることから売り上げの減少
が見込まれますが、工事の影響を最小限にとどめら
れるよう努めてまいります。

また、施設や部門ごとにグループ化をして改善策の
提案などができる体制を整備したことにより、週１回
の社員会議、月１回のパート主任会議を開催をし、
部門ごとの課題や今後の取り組みについて話し合い
をし、職員一丸となって経営改善に努めているところ
でございます。

里美ふるさと振興公社につきましては、飼料用米の
生産に取り組んでいるふるさとファームにおいて、1,０

００万円程度の交付金による収益増が見込めるものの、
「ぬく森の湯」において、これまで入浴料に計上して
いた金額の一部を入湯税に計上がえをしたこと。また、
里美斎場における告別式の簡素化などにより売り上
げの減少が見込まれております。

決算時点におきまして、中間決算と同額程度の赤字
が想定をされておりますため、急遽、昨年度策定を
いたしました経営健全化計画の見直しに着手をし、
新たな対応策を検討しているところでございます。

最後になりますが、経営の立て直しが急務となって
おります里美ふるさと振興公社につきましては、総務
課を中心といたしました経営健全化検討委員会を昨
年度に組織をし、策定をいたしました健全化計画に
基づき、現在、経営健全化に努めているところでご
ざいますが、常陸太田産業振興株式会社及び水府
振興公社につきましても、総務課において経営分析
等を行うなど、総括的に管理をし、所管課や第３セク
ター担当職員との連携を密にしながら、第３セクター
の経営安定化に向け、市としての関与を強めてまい
りたいと考えております。

議長　平山議員。

平山晶邦　２回目の質問をいたします。第１の質問
の少子化・人口減少対策については、１点目の実績
について、新婚家庭家賃助成事業に５４４件の申請
があったと、そして1,１８８人もの人がこの対象となっ
たということでございます。しかし、その中で市外か
らの転入ということになりますと、５７５人ということは、
約５０％強の方が市内から転入しているという状況、
また、住宅取得の促進助成事業につきましては、５１
５件の申請があり、世帯人数が1,９１１人ですけれども、
そのうち６８９人の市外と申しますと、約３５％ぐらいに
当たるんでしょうか。市外からは３５％という形で、ま
だまだ市外から本市を目指して来ていただく方をぜひ
とも増やしていただきたいというふうなことを思います。

この１点目に関しては理解をいたしました。

２点目の今までの予算についても、約総額３億6,０００
万円近くの予算を使って、この少子化・人口減少対
策に取り組んできたということも理解をいたしました。

３点目の事業を進める上での課題については、ご答
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弁にあったように、常陸太田地区と他地域との格差
があらわれているということの認識がされていること。
また、地域間格差の解消に向けて、努めていきたい
という趣旨について理解をいたしました。ぜひ、その
地域間格差、常陸太田の中での地域間格差の解消
に向けては取り組んでいただきたいと。そして、その
ためには、道路の整備などのインフラや居住環境の
整備を進めて利便性の向上をぜひとも図っていただ
きたい。そうしませんと、何か若者だけに焦点が当たっ
ていても、高齢者が地方で住みにくくなってしまった
のでは、先ほど申し上げましたように、高齢者の方
が外へ出ていってしまうという状況もございますので、
ぜひよろしくお願いをいたします。理解をいたしました。

そしてまた、ここで１つお伺いしたいことは、社会動
態の現状を知る上で、転入や転出する際にアンケー
トなどを取って、そういうことをしているのかどうか。
そして内容、動機などを分析して、少子化・人口減
少対策に現在生かしているのかどうかについて伺い
ます。

議長　政策企画部長。

政策企画部長　ただいまのご質問にお答えしたいと
思います。

まず、社会動態の現状把握のためのアンケートでご
ざいますが、こちらは平成２３年度より転入転出の届
け出をされた方に対しまして、市民課の窓口におい
てアンケートを実施しているところでございます。この
目的といたしましては、当然転入転出をする際の目的
についてアンケートを行っているわけでございまして、
その理由として大きなものにつきましては、就職や転
勤などの勤務地が変わるような場合とか、さらには結
婚を機にといったもので転入とか転出が行われている
状況にございます。こういった状況を捉えまして、先
ほど申し上げましたように道路などのインフラ整備、さ
らには結婚する新婚家庭に対する家賃助成などの経
済的支援、こういったものを現在行っているところで
ございます。今後におきましても、この実態の把握に
努めまして、より効果的な施策を展開してまいりたい
と考えております。

議長　平山議員。

平山晶邦　理解をいたしました。私は、前段で申し
上げましたように、町が持っている地域力が上がりま
せんと絶対的に少子化・人口減少対策の効果は出
ないと考えております。常陸太田市の中での格差解
消などに努めながら、ぜひとも、今後とも市民と事業
の共有化を図り、事業の推進をよろしくお願いをいた
します。

次に、第２の質問の第３セクターの経営について伺
います。１点目の上半期の経営状況は常陸太田産業
振興株式会社が１１万円の黒字、水府振興公社が５
８７万円の黒字、里美ふるさと振興公社が3,１９６万
円の赤字であるということは理解をいたしました。そ
してまた、里美ふるさと振興公社は今までの負の整
理をしている中での上期の経営状況であることも理解
をいたしましたが、心配な点が１つございます。里美
ふるさと振興公社は２８年度決算の中で約3,０００万
円の短期借り入れをしているというふうに思います。
先ほど入湯税や社会保険等の加入で、新たに1,００
０万円の借り入れを予定しているとのことですが、里
美ふるさと振興公社の下期のキャッシュフローは問題
ないのかについて伺います。

議長　総務部長。

総務部長　里美ふるさと振興公社の下期のキャッ
シュフローにつきましては、現金、預金等の流動資
産が年々減少をしておりますことから、公社運営に当
たっての最大の課題であることは認識をいたしており
ます。現在の収支状況から判断をいたしましても、
極めて厳しい状況にありますことから、今年度末にお
きましては、新たな資金調達の手段などを検討する
必要性があると考えております。

議長　平山議員。

平山晶邦　私もここは新たな資金調達の方法をぜひ
考えませんと、決算に向かって大変厳しい状況を迎
えるのではないかなというふうに考えておりますので、
新たな資金調達の方法に関してよろしくお願いをいた
します。
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道の駅 ひたちおおた

次に、里美ふるさと振興公社は今年度途中に経営者
である理事さん方が変わったわけでありますが、以
前の理事を務めていた方々や現在の理事を務めてい
る方々はこの里美ふるさと振興公社がこのような状況
であることは理解をしているのかどうか伺います。

議長　総務部長。

総務部長　以前の理事の皆様には、公社の財政が
ひっ迫をしたことにより、経営健全化計画を作るに至っ
た経過におきまして認識をいただいており、現在の理
事の皆様につきましても、計画の進捗状況の報告を
しております。ご理解をいただいているものと認識を
いたしております。

議長　平山議員。

平山晶邦　理解をいたしました。

２点目の第３セクターとの経営協議のあり方について
は理解をしたのですが、この中でも１つお伺いをして
おきます。

平成２８年度の第１回の定例議会での私の第３セク
ターの質問に対して、そのご答弁で、市内の指定管
理において健全経営がなされている施設との比較を
行うというご答弁がございました。金砂郷地区でＪＡ
常陸が「金砂の湯」や「そば工房」、直売所の「こ
め工房」など指定管理を受けて経営をしております。
ＪＡ常陸には、市からの指定管理料は一切払われて
おりません。ＪＡ常陸のリスクで経営をしています。市
内にそのような施設運営を行っている事業者がいる
のですから、指定管理を受けている団体のそれぞれ
のよいところの経営方法などを学ぶべきであると考え
ますが、そういう２８年度にご答弁があった比較や、
そして研究なんかを現在行っているのかについて伺
います。

議長　総務部長。

総務部長　指定管理者に関する研修等につきまして
は、過去の議会におきまして議員よりご質問をいただ

いておりますことは十分承知をいたしております。こ
れまでは、各第３セクターの財務状況の洗い出し等を
中心に行ってまいりました。今後は議員ご発言のあり
ました類似施設の運営の比較や研修等を計画をして
まいりたいと考えております。

議長　平山議員。

平山晶邦　ぜひ、この下期に向かっては、そのよう
な研究、研修ですか、そういうことを行っていただき
たいと思います。理解をいたしました。

３点目の下期に向かっての課題と取り組みについては、
常陸太田産業振興株式会社を経営している道の駅
ひたちおおたの駅長さんが退職されましたが、その
駅長人選は下期に対応していくということでございま
すから、理解をいたしました。水府振興公社、里美
ふるさと振興公社は経営健全化が課題であるとの認
識を持っていることが理解できました。ご答弁にあっ
たように、第３セクターの経営安定化に向けて、ぜひ
とも、持続可能な施設であるよう取り組んでいただき
たいと思います。

今回、私は少子化・人口減少対策についてと第３セ
クターの経営の質問をいたしました。この２つの問題
は常陸太田市の将来に影響を及ぼして未来につな
がっていく問題であると考えています。少子化・人
口減少対策で言えば、残念でありますが、来年のこ
の１２月議会を迎えるころは、本市は人口５万人を割っ
て４万人台になっているのでしょう。しかし、これから
も東部地区の区画整理事業や新規住宅などの整備
を含めて、さまざまな施策を考えているようであります
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から、その施策効果に期待をしています。そしてまた、
第３セクターの経営の問題は自主財源が乏しくなって
いく本市の財政に影響する問題であります。市の関
与を強めて、将来も安定した経営ができる施策であ
ることを切に願っています。

以上で私の一般質問を終わります。ありがとうござい
ました。
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私が一般質問を考えるときの基準は、市
民の皆様方ならどのように考えるのか、
ということであります。そして、私が議
会にのぞむ基準は、市民にとってプラス
になるのかマイナスになるのかというこ
とであります。これからも、市民の皆様
の市民生活の向上の一助になるような
一般質問、議案質疑、議会活動を行って
まいりたいと考えます。

市民の皆様が考える課題・問題等がござ
いましたら、私にご連絡ご提案いただけ
ればありがたく思います。

ご一読いただきまして、ありがとうござ
いました。

あとがき

平山 晶邦
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議会活動の討議資料ですので、不必要と思われる方は、まことに恐れ入りますが、処分されますようお願い申し上げます。討議資料
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責任を持つ


