複合型交流拠点施設についての議会報告
私は、常陸太田市内全域での交流人口の拡大、地
場産業の活性化、そして地域振興を図ることは大賛
成です。しかし、今回計画されている施設がはたし
て常陸太田市の未来にとって必要なのかどうかは、
議論あるところだと思います。

常陸太田市は、すごい速度で人口減少、少子高齢
化が進み財政の縮小が進む地域です。
行政は「透明でシンプルでスモールな経営」を心が
けなければならないと思います。それゆえ、ハコモノ
ではなくて、人に対して、人に行政サービスをつぎこ
む時代になっていくと、私は考えています。

常陸太田市は、茨城県内 44 市町村中41 番目の、財
政力が 0.45と極めて財政が乏しい自治体です。また、
茨城県で2 番目の高齢化が進んでいる地域であり、
人口が少ない那珂市や常陸大宮市などに比較しても、
出生数が低く、年間約 250 人しか生まれていません。

常陸太田の未来に「複合型交流拠点施設」が本当
に必要なのかどうか、今一度、市民の皆さんにも考
えていただくために、私の議会での質問と執行部の
回答を抜粋いたしました。現在、「複合型交流拠点
施設」の予算は凍結されていますが、予断を許さな
い状況であると私は考えています。本報告をご一読
いただき、皆様の率直なご意見をお寄せいただけれ
ば幸いです。

財政破綻した夕張市は、交流人口の増加を期待して、
「雇用を守る」
とか「炭鉱から観光へ」のキャッチフレー
ズのもとに、過剰投資を続けた行政を進め、破綻しま
した。
今回の複合型交流拠点施設の事業は、レストランや
直売所など、民間事業者を圧迫しながら、総事業費
15 億円もかけて、赤字になった場合は市民の税金を
使いながら経営します。本当の意味で、行政が行わ
なければならない事業なのでしょうか。財政が厳しい
本市においては、
「ないよりはあった方がよい」ではなく、
「市民にとってなくてはならない」ことを行政が行って
いかなければならないのではないでしょうか。市民の
皆さんと一緒に考え、皆さんのご意見をお聞かせくだ
さい。
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平成２２年９月定例議会

一般質問

一般質問内容

スケジュールは示されましたが、経営計画などは示さ
れておらず事業主体もあやふやなまま、検討委員会
で場所の設定やおおむねの施設概要の検討をしてい
ます。検討委員会の中でも、委員から経営計画の提
示が求められたけれども、現在までに事務局から経
営計画等は提出されていないようであります。そして
私たち議員は、８月２０日の全員協議会に提案され、
経営計画がない協議では理解できないということで、
改めて９月７日の全員協議会で説明を受けたのであり
ます。

○平山晶邦 私は、第１５回常陸太田市議会議員選
挙後の初議会に当たり、トップバッターの質問者にな
れましたこと、大変光栄に思っております。今回の選
挙に当たり、私も含め立候補した方々は、多くの市民
の皆様になぜ議員活動をしたいのかを訴えて、志を
持って議員に当選させていただいたのだと思います。
私は市民から負託されたこの４年間、市民のために
何が大切か、市民にとって市政への満足をどのように
高めていけるのかという視点で議員活動を行ってまい
りたい。そして議会の場で活動をしていきたいと強く
思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

私は、説明は受けましたが、理解や了解をしたという
レベルではありません。そのような経過の中で、私は
基本的な質問をいたします。私は、複合型交流拠点
施設整備の背景といいますか、目的について理解で
きない基本的なことを２点質問し、その後、幾つかの
細かい点について申し上げます。

それでは、議長のお許しをいただきましたので、一般
質問に入ります。

この施設整備は、だれが望んでいる事業なのかとい
うことであります。農業生産団体のＪＡなのか、それと
も商工業、観光なんかを中心とする商工会などの団
体なのか、それともＮＰＯを初めとして、農業生産法
人なのかということであります。

複合型交流拠点施設整備事業についてお伺いをい
たします。
この事業は、常陸太田市にとって大変大きな事業で
あるにもかかわらず、市民の皆さんに情報が出ていな
い。ですから、市民の皆さんがこの事業について理
解していない状況があります。そこで、市民の皆さん
にご理解いただくために、今までの経過から機能や経
営全般について市民の目線で質問をさせていただきま
す。

これと同じような施設では、国交省が取り組んでいる
道の駅事業がありますが、国交省は施設整備の補助
は出しますが、その後の運営は事業主体が責任を
持って行っています。里美の道の駅もそうですし、潮
来にある道の駅もそうです。茂木にある道の駅もそう
でありましょう。

私たち市議会議員に対してこの計画が提示されたの
は、３月議会に示された常陸太田市第５次総合計画
実施計画でありますが、これの２２年度から２４年度の
中の「人と地域の元気づくり戦略」の一環として、
「常
陸太田市への入込客の増加を目的として、全体事業
費１５億円で、観光交流情報発信や地場産物、飲食
店等の施設機能を持った複合型交流拠点施設を２２
年から２４年にかけて整備する」と書いてある実施計
画を説明もなく提示されただけでした。

常陸太田市の今回の事業は、市以外に事業主体に
名乗りを上げる団体がないのですか。常陸太田市と
いう行政が要望している事業なのでしょうか。今、時
代は国や県、そして多くの市町村が直接かかわって
きた事業や公的セクターを整理、統合している状況で
あります。しかし、常陸太田市は新たな事業、新た
な公的セクターを設立して農産物の物販や飲食事業
をやるというのは、いささか時代錯誤のような気がい
たします。国の方針もでき得る限り民間ができることは
行政はやらない。行政が取り組むのは、住民の権利
が行使できなくなってしまう事業などであります。

私たち議員に提案する前に、常陸太田市複合型交
流拠点施設整備検討委員会を２月に立ち上げ、各委
員さんの意見などももらって、現在までに第４回の検
討委員会が行われております。不思議なことに、検
討委員会では２５年４月までの開業スケジュール、この
スケジュールは２５年４月オープンすることから逆算した

そのことからすれば、計画している複合型交流拠点
施設は、常陸太田市が経営する株式会社か合同会
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社を設立して経営するとしていますが、この方針は再
考し、今後、経営主体は民間が行うようなことは考え
ていけないのか。また、常陸太田市が経営する場合は、
一般会計からの予算を出しながらの経営をするなどと
いうことは市民の理解が得られないと考えますので、
指定管理者のあり方も含めお伺いをいたします。

執行部からの答弁
○議長

答弁を求めます。副市長。

○副市長 複合型交流拠点施設整備についてお答
えをいたします。

そして次に、市民の目線で細かい事項について確認
させていただきます。

初めに、今回の施設整備の大きな目的は、市域全体
での交流人口拡大と地域産業の活性化を柱に、将
来にわたって市民みんなの元気づくりと地域振興を図
るため整備をするものでございます。したがいまして、
すべてを民間の方に任せるのではなく、この趣旨や
全体の方向づけを出しまして、指揮をとるもの、いわ
ゆる経営のトップにつきましては行政が行い、情報館、
直売所、レストラン等、それぞれの部門一つ一つに
ついては、民間のノウハウや専門性が必要となります
ので、専門職の方を配置する運営形態がよいのでは
ないかと考えているところでございます。また、経営と
しては当然赤字を出さないような施策、施設経営が
求められますので、そのように努力をしていかなけれ
ばならないと考えておるところでございます。

１として、この施設の施設規模と施設整備の全体事
業費はどのくらいなのか。
２として、国の補助金はどこの省の予算を考えている
のか。そしてその補助率はいくらなのか。その補助
金には土地取得代金は入るのか。そして、補助金を
受けた施設は何年間経営をしていかなければならな
いのか。
３として、この事業の土地は賃借であるのか、常陸
太田市が買い上げるのか。また、初期投資として常
陸太田市が負担する整備費用はどのくらいを想定し
ているのか。そして、その財源は借金である市債で
賄うのか。

次に、施設規模と事業費ですが、現在のところ敷地
面積約３ヘクタール、事業費で約１５億円程度を見込
んでおりますが、今後さらに精査をいたしまして、そ
の内容について熟考してまいりたいと考えております。

４として、この施設の利用者はどのくらいを予想してい
るのか。

財源といたしましては、農林水産省の交付金や合併
特例債の活用を考えているところでございまして、整
備に係る市の一般財源は、初期投資で今のところ約
9,０００万円程度を見込んでおります。また、土地につ
きましては購入することを予定しております。なお、農
林水産省交付金の交付率は、該当事業費の約２分
の１、土地代は含まれておりません。

５として、この施設の物販販売と飲食部門合計の年
間売り上げはどのくらいを予定しているのか。
６として、この施設の管理費用は、人件費も含めてど
のくらいを予定しているのか。
７として、この施設を計画するに当たって、既存の商
業施設や既存の農産物直売所等、そして、金砂郷、
水府、里美、それらへの地域への影響は調査研究
しているのか。

また、農林水産省による交付金事業の財産処分の基
準は、建築構造にもよりますけれども、例えば鉄骨づ
くりで骨格材の厚みが３ミリ以下の場合には２２年、あ
るいはそれ以上の場合は３０年となっております。また、
目的外使用の場合は、承認が得られればおおむね１
０年となっております。

８として、この施設を投資するに当たっての直接的な
利益を得るだろうと言われている農業者は、どのくら
いの人数を想定しているのか。

次に、本施設の収支計画についてでございますが、
まず、入込客数を本市への観光交流客数、日常的
な商圏世帯数、道路利用者数等から年間約７０万人
を目標値として推定し、食材部門、レストラン部門、
軽飲食部門、また、加工所部門等の売上高とその
粗利益、さらには施設運営費等を試算したところ、お

９として、場所の選定はどのような基準で行われたの
かという市民の目線から見た基本的なことを、この複
合型交流拠点施設整備事業についてお伺いをいたし
ます。以上、人口減少問題と複合型交流拠点施設
整備事業についての第１回目の質問といたします。
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おむね年間約６億 5,０００万円強の売上高が損益分
岐点になると見込んだところであります。まだ検討の
過程にありますので、今後とも随時専門家等の意見
を聞きながら客観性、専門性の確保に留意した上で
検討、修正を行い、その検討状況を踏まえまして逐
次説明をしてまいりたいと考えております。

投資、それにプラス土地代、そういうふうなものがか
かると８億円を超える常陸太田市からのお金の持ち出
しがあると、このような認識ではないかなと、このよう
に考えます。先ほど 9,０００万円といった初期投資の
お話は、調査費だとか、きっと土地代金ぐらいの初期
投資かなということなんですが、私が言っているのは、
常陸太田市からの持ち出しは幾らになるんだというこ
とだと、約８億 4,０００万円ぐらいの金額になるのかなと。
これはわかりました。

次に、既存の直売所やスーパー等への影響でござい
ますが、まだ調査はしておりませんが、もちろん影響
があることは否めないと考えております。しかしながら
全市を上げて交流客を増やし、多くのお客様に本市
へ訪れていただくことによりまして、既存直売所の販
売額や生産者の所得向上等を初め、市全体の利益
向上につながる施設にしていきたいと考えております。

それで１５億円という金額なんですが、よく市民と話を
いたしますと、茨城町につくった「ポケットファームどき
どき」の話が出てまいります。そして今、
「ポケットファー
ムどきどき」の２号店を牛久のところへ、全農茨城が
今年の秋口開業に向けて取り組んでいます。その全
体事業費は 4.５ヘクタールで７億 3,０００万円です。
常陸太田市が考える半分の金額で 4.５ヘクタールの
土地で「ポケットファームどきどき」２号店を開きます。
そういたしますと、先ほど言った１５億円という金額が
いかに大きな金額であるかということは、ぜひぜひ執
行部の皆さんにもお考えになっていただきたい。

次に、利益を得る農業者の数はとのことですが、先
ほど来申し上げておりますように、本施設は市全体の
地域産業の活性化を図ることを目的としておりますの
で、例えば農業者であれば、現在ＪＡの直売所の生
産者が延べ約９００名おられます。今後はその計画生
産等の推進を図ることなどによりまして、さらにより多く
の農業者の所得向上につなげてまいりたいと考えてお
ります。

そしてまた、その後の経営に、私は一般財源から出
すのかというお話を先ほど申し上げました。これに対
しては明確な答弁がなかったように思いますが、改め
て一般財源から市民の税金を使ってその後のランニン
グコストも出すのかどうかに関しては、非常に大切な
ことでありますから、今回改めて明確にしていただき
たいと思います。

次に、場所の選定でありますが、本施設の主機能が
本市、さらには県北地域への交流客を誘う○○○を
拠点としていることから、国道３４９号線沿いの南部地
域５カ所を選定し、外部委員会での検討を踏まえ、
位置的に扇のかなめに当たります常陸太田市や県北
地域全体の玄関口にふさわしく、各地へのアクセスが
便利であることや道路の拡幅、交差点改良等が最小
限に抑えられること等から、現在の場所を候補地とし
たところでございます。

そしてまた、ここで申し上げたいのは、この交流拠点
施設整備事業の検討委員になっている方が私に、何
を自分たちに検討させているのかがわからないと言っ
ています。２５年４月に開業するために逆算したスケ
ジュールの中で、検討したという実績だけではこの事
業は余りにもリスクが大き過ぎると考えます。この事業
が本当の意味で常陸太田市民の満足を得るためには、
検討する時間をもっととって、さまざまな角度から調査
検討を加えて行っていただきたいと思います。

２回目の質問
○議長

平山晶邦君。

○平山晶邦 ２回目の質問といたします。複合型交
流拠点施設整備事業についてお伺いをいたします。

そしてこの問題については、市民の皆さんにもどんど
んどんどん情報を公開して、市民の皆さんの意見を
もっともっと広く吸収していかなければならないと考えま
す。私も自分なりにこの事業に関してはもっと勉強して、
これからも疑問に思うことを申し上げてまいりたいと、
このように考えています。

１５億円かかると、初期投資といいましたらばイニシャ
ルコストで最初にどのくらい開業する前にかかるんだと
いうことでありますが、先ほど 9,０００万円というお話
があったんですが、それは私の質問とはちょっと違い
まして、１５億円かけるとすれば、市の持ち出しという
のが、今聞きましたら農水の５０％だと、２分の１だと
いうことであれば、７億 5,０００万円が通常でいう初期

それでは、交流拠点施設の先ほどの２点について、
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改めてご答弁をいただきたいと思います。

あり方を変えつつあります。地方に責任を持たせる状
況になっていくと考えます。ですから、今話題になっ
ている一括交付金制度などの議論があるわけでありま
す。この流れはとまりません。そうすると常陸太田市は、
常陸太田市の努力をもって未来を切り開いていかなけ
ればなりません。これからは多くの問題、課題が地方
に課せられてまいります。

執行部からの答弁
○議長

答弁を求めます。副市長。

○副市長 ２回目のご質問にお答えをいたします。経
営につきまして、一般財源からの持ち出しはあるのか
ということについて、十分な答えがなかったとのご質
問でございます。

１つの例をとれば、交通基本法などが制定されれば、
地方の交通体系維持に多くのお金がかかるようになり
ます。今まで以上に人に行政コストをかけるようになり
ます。ですから、国も「コンクリートから人へ」という
流れになるのです。自己財源が脆弱な常陸太田市に
とっては、大変厳しい未来になるかもしれません。そ
れには市行政の皆さんの英知を結集した行動が必要
になっていくと確信しています。

先ほどは、経営の努力をして赤字とならないように努
めてまいりますと答えさせていただきました。今、ラン
ニングコストですけれども、先ほど損益分岐点６億 5,
０００万円程度と申し上げました。この売上高を一気に
押し上げていくということは大変困難であるというふう
には思っております。私ども、ステップアップを考えな
がら年次計画をもって推進していきたいと思います。
当面は損益分岐点まで行かない、そういう状況につき
ましては、一般財源を投入するということにさせてい
ただきたいと思います。

私は、議員という職責をいただいたからには、常陸
太田市の未来に責任を持った行動、活動を行ってい
くことをお誓いし、私の一般質問を終わります。

なお、この計画につきまして多くの皆様の理解が得ら
れるように、そして多くの皆様の参画が得られますよう
にというご心配の点からのご質問でございます。この
方向性が定まってきましたので、今後は市民の皆様
の理解を得るべく、いろんなところで告知をし、また
議論を、あるいは検討をして、よりよいもの、所期の
目的が達成できるものにしていきたいと思います。ご理
解を賜りたいと思います。
〔「9,０００万円の初期投資の金額」と呼ぶ者あり〕
○副市長 先ほどの議員さんのご意見のとおりでござ
いまして、なお、起債等で賄っていきますが、その辺
につきましては、初期投資の 9,０００万円と合わせまし
て約５億円近くを見込んでいるところでございます。

河合町の計画予定地 2.4ha

３回目の質問
○議長

平山晶邦君。

○平山晶邦 細かい点については、今、執行部もこ
れからまた精査をしていくということでありますから、きょ
うはそれ以上の質問は、その件に関してはいたしませ
ん。
３回目の登壇でありますが、これから国も地方行政の
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平成２２年１２月定例議会

一般質問

一般質問内容

方が問題になっています。国の財政が国民総生産額
４７０兆円の２倍強の 1,０００兆円を超える借金を抱え
ている現状では、国の財政も縮小せざるを得ません。
国の地方交付税や特別交付金や補助金に大きく依存
している私たち地方の財政も縮小する時代となってい
ます。

○平山晶邦 平山晶邦であります。議長のお許しを
いただきましたので、ただいまから一般質問を行います。
私は、２１世紀は縮小の時代ではないかと考えていま
す。それゆえ、行政の経営も縮小することを前提に
考えていかなければならないと思います。縮小という
現象には幾つかの背景がありますが、その１つが人
口減少です。日本は、これから４０年ぐらいで 4,０００
万人近く人口が減ります。日本の人口は、数年前の１
億 2,７７０万人がピークとなり、その後減り始め、２０５
０年には 8,９００万人台になるというのが、国立社会
保障・人口問題研究所の予測です。

私たちの生活はどうでしょうか。私たちのお給料はど
うでしょうか。私たちの住む常陸太田市の人口はどの
ような状況なのでしょうか。常陸太田市の財政はどの
ような状況になっていくのでしょうか。私たちの生活も
以前より厳しい状況にあるのではないでしょうか。私た
ちがいただいているお給料も以前と比べると下がって
いるでしょう。市民の皆さんもご存じのように常陸太田
市の人口は物すごい勢いで減少し、財政も縮小して
いるではありませんか。

皆さんは 4,０００万人がいなくなるということを想像でき
ますでしょうか。首都圏の東京、神奈川、埼玉、千葉、
１都３県の人口合計が約 3,４００万人ですから、東京、
神奈川、埼玉、千葉県の人口が全部いなくなっても
4,０００万人には届かない状況です。あるいは北海道
から東北、そしてこの茨城、栃木、群馬の北関東３
県までの人口は合計で 2,２００万人強ですから、その
２倍ぐらいの人口がこれから４０年で確実に日本から消
えていなくなるという予想であります。

縮小の時代は、この常陸太田市においても顕著にそ
して確実に進行しているのです。今回私が質問する
内容の社会的背景を前段で申し上げ、質問に入ります。
第１の質問は、本市が計画しております複合型交流
拠点施設整備計画の再考を願いたいという思いで質
問をいたします。
複合型交流拠点施設整備計画は、本市にとって大
変大きな計画であります。また市民の将来にとっても
負担がかかるかもしれない多くの疑問ある計画である
と思います。それゆえ市民から負託を受けている私は、
この計画について疑問に思っていることはあらゆる角
度から検討しなければいけないと考えているものでご
ざいます。

皆さんもご存じのように、日本における人口減少の主
な要因は 1.３７という出生率の低下ですが、今のまま
進めば人口 8,９００万人の現在よりも縮小した日本にな
るわけであります。
経済成長を見ても同様です。日本の経済成長率は、
かつては今の中国のように１０％前後の高い水準を
誇っていましたが、１９７４年から９０年のＧＤＰ国内総
生産の上昇率は平均で 4.２％、１９９１年から２００９
年には平均で 0.８％まで下がりました。このように見て
まいりますと、出生率と経済成長率の間には相関関
係があります。出生率が下がっていくと経済成長率も
下がっていく。子どもが産まれて、それが労働力にな
るわけでありますから、当然そのような結果になってい
くわけであります。そのような現実、すなわち縮小の
時代になっていくわけです。

複合型交流拠点施設整備計画についての質問は、
私は９月の定例議会においても質問をいたしました。
そのときご答弁いただいた内容を私なりに分析精査し、
現場に入って直売所方式で有名なポケットファームどき
どき１号店・２号店、スーパーのカスミやジャスコの担
当者、ブドウやナシの生産者や農業者、そしてこの
計画検討委員のメンバーに直接会ってお話を聞き、
調査をいたしました。
その内容を市民の皆様に知らせましたところ、もっと
詳細に計画の問題点について質問し、執行部に再
考を求めてほしいという意見が多く寄せられました。こ
のことから改めて９月議会の答弁をもとに今議会でも

財政的に見ましても国の地域主権戦略大綱の中で述
べられているように、ひも付き補助金の一括交付金化
等の議論の中で、地方交付税や特別交付金のあり
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質問をさせていただきます。

００万円の売り上げしか確保できません。そしてレスト
ランとフードコートの売り上げを調べてみますと、東海
村にあるジャスコのレストランとフードコートの月間売り
上げは約３００万円で、年間売り上げは約 3,６００万
円弱の売り上げです。どきどき牛久店の１３５席を持つ
レストランの売り上げは単価一人 1,８００円のバイキン
グランチで１日約２０万円、年間で約 6,０００万円です。

経営の根幹をなす収支計画について申し上げます。
収支計画は、年間約７０万人の方が利用する。そし
て６億 5,０００万円以上の売り上げがなければ赤字と
なってしまう損益分岐点になるというご答弁がありまし
た。私はこのような施設における７０万人、６億 5,００
０万円という数字は、どの程度の数字なのかを調べて
みました。今回計画している青果物の直売やレストラ
ンを併設している施設として有名な茨城町の全農いば
らきが経営するポケットファームどきどきと、新しく牛久
市に開業したポケットファームどきどき２号店、そして那
珂市と常陸大宮市のカスミの青果物等の売り上げ、
東海村にあるジャスコの売り上げを検討比較いたしま
した。

ですから、レストランとフードコートの今回の計画は、
レストランとフードコートの売り上げを１億 2,０００万円を
予定しておりますが、これは大変大きな数字であると
思います。
私は、京成ホテルの料理長さんに１億円を突破するレ
ストランとはどのようなものかを聞きました。茨城県のホ
テルのレストランではないそうであります。食販事業の
レストランとフードコートの１億 2,０００万円という数字は、
このように物すごく大きな数字なんです。損益分岐点
である６億 5,０００万円を検討いたしますと、仮に７０
万人の人全員が３００円前後の買い物をしても２億 1,
０００万円です。それにレストランの売り上げを仮に１
億円と想定しても３億 1,０００万円の売り上げしか見込
めません。

そうすると、今計画されております複合交流拠点施設
整備の、その経営の困難さが見えてまいりました。７
０万人という数字は、１年３６５日のうち３５０日休みなく
施設が開いていて、１日に 2,０００人の人が利用する
施設でなければ７０万人という数字は達成できません。
茨城町のポケットファームどきどきは、１日の利用者、
平日は約 1,０００人です。牛久市につくったどきどき２
号店は、約６００人の利用者です。土曜・日曜で茨
城町のどきどきは 1,５００人強、２号店の牛久市は 1,
２００人強の利用者しか確保できていないのが現状な
のであります。

経営的に見て、損益分岐点である６億 5,０００万円の
売り上げを上げるのは困難な状況なのではないかと考
えざるを得ません。仮に３億 1,０００万円しか売り上げ
がなければ、３億 4,０００万円の赤字になるわけです。
経営的側面から見ても２億円以上かかってしまう光熱
費や人件費などの経常的経費を考えると、売り上げ
が少なければ今回の計画は難しいと思います。そして、
その赤字を常陸太田市会計から補てんするような結
果になれば、常陸太田市の行政経営にとって大変な
状況になってしまいます。市民と常陸太田市の将来に、
大きな負担を残す施設となってしまうわけであります。

商圏があって、実績がある施設でこのような状況です
から、常陸太田市において１日に 2,０００人の年間７０
万人という数字がいかに大きな数字か、そして実現
が大変難しい数字かがご理解いただけると思います。
次に、売上高６億 5,０００万円という数字について申
し上げますが、仮に７０万人が利用するといたしますと、
７０万人全員が 1,０００円の買い物をしなければ達成
できない金額であります。今回計画の物販のメインは
青果物でありますので、その青果物の金額で見ます
とカスミとジャスコの青果物の客単価は約３００円です。
スーパーなどの量販店の青果物の１品の単価は約１０
０円です。ですから市民の皆さんがスーパーへ買い
物に行ったときトマト１袋とキャベツ１個と大根１本買っ
て３００円前後なんです。

これからの社会環境の変化についても申し上げます。
今回計画している施設の今後を考えると、私は現在
そしてこれからの社会環境は、私たちが考えているよ
りももっと進んだネット社会になってまいります。現在で
も農産物の流通や消費もネットで提供されます。銘柄
が確立している農産物等は、携帯やパソコンを使った
ツールによって取引され、ネットを使った産地直送農産
物の取引は大きな市場となっています。

今回計画されている青果物の売り上げを試算いたしま
すと、一人が青果物等で使うお金は３００円ですから、
７０万人全員がこの青果物をお買い上げいただいても、
青果物の直売所では３００円掛ける７０万人で２億 1,０

もちろん農産物に限らず、あらゆる品物がネットやテレ
ビショッピングの通販によって取引され、今や４兆円規
模の市場になっています。そして、それは確実に私
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たちの想像を超えて拡大していくと考えられます。

また、全農という農業団体ではありますが、どきどきは
３年で黒字化ができなければ事業を撤退するそうであ
ります。ですから、農業団体で補助金がもらえるのに
もかかわらず自己資金で設備投資を行っています。
補助金をもらってしまったならば、赤字であってもやめ
ることができないからだそうであります。しかし、初年
度の赤字は１億円ぐらいになるだろうということです。
赤字脱却のために店長は、毎日帰宅が夜中の１２時
近くになってしまうそうであります。

そして、計画されている施設に市観光物産協会が運
営する情報館をつくる予定になっておりますが、観光
にみえる方は事前にネットで情報を検索し、またＧＰＳ
機能を持った携帯ナビによって地域の情報を得て行動
をいたします。
常陸太田市にみえる方が、情報館に立ち寄ってパン
フレットをもらって、そこから観光地へ行く時代では、
現在でもないのです。これからは、もっともっと情報機
能検索は発展してまいります。計画で考えているよう
な情報館に立ち寄る人はいなくなります。平成２５年
度から稼動する施設としては、余りにもこれからの情
報化社会を読み取った計画とはなっていないと考えま
す。

また、ここは直売所形式でありますから委託生産者の
確保のため、市町村をまたがる８ＪＡから協力をもらっ
て２００名の委託生産者を確保し登録しているそうで
すが、実際には５０名ぐらいしか出荷がされておりま
せん。委託生産者からは２０％の委託費を徴収してい
ます。また、朝出荷した品物の残りは当日の夜に生産
者が撤去して次の日には残さない、品物のチェックは
大変厳しくこだわりを持って経営をしています。

また、屋根つきイベント広場も運営するような計画であ
りますが、イベントというのは大変なお金がかかるので
あります。常陸太田市にお金がたくさんあるのなら多く
のイベントもできますが、私が前段で申し上げましたよ
うに、これからは国から来るお金を当てにできない状
況の中で、大きな常陸太田市の負担が予想されます。

どきどき２号店と比較いたしますと、常陸太田市の今
回の計画は農林水産省の予算を使って行いますので、
赤字になっても経営をやめることができません。交付
金事業の財産処分基準だと最長で３０年です。３０年
間経営しなければいけないんです。経営見通しが甘
かったので赤字が出ましたといって、市民の皆さんの
税金を使うことは許されないことです。そして赤字を
財政的に厳しい常陸太田市財政から補てんし続ける
ことは困難です。

次に、事業費１５億円の建物建設について、述べさ
せていただきます。
今回計画されている事業費１５億円について考えてみ
ますと、私は１０月にオープンいたしました、全農いば
らきが牛久市に建設したどきどき２号店を訪ねて店長
から話を聞かせていただきました。面積 4.７ヘクタール、
施設の建物と造成費を含めた全部の建設費用は６億
7,０００万円、それに土地代２億 2,０００万円、合計で
総事業費８億 9,０００万円です。本市で計画している
事業費は、土地代を含めてどきどき牛久店の約２倍に
近い１５億円です。

また、９月議会の答弁の中で、この施設に関係ある
農業者は９００名という答弁がありましたが、８つのＪＡ
から協力をもらっているどきどき牛久店の出荷生産者５
０名の状況からもご理解いただけると思いますが、常
陸太田市内で９００名という数字には絶対になりません。
そして、常陸太田市の農業は、水田単作農業が主
流で、青果物は施設農業ではなく露地栽培の農業生
産でありますので、計画生産の推進を図ることは容易
ではないと思います。

どきどき２号店は牛久市にあります。
ＪＲ牛久駅から３キ
ロ、
ＴＸつくば学園駅から９キロ、国道が走っていて圏
央道つくば牛久高速インターから３キロで時間は３分
の距離にあり、商圏が６１万人を持つ場所です。3.２
ヘクタールの土地を２億 2,０００万円で買って、4.７ヘ
クタールを施設整備した総事業費金額が８億 9,０００
万円です。それから比べると常陸太田市の水田３ヘ
クタールを買収して、施設整備するのになぜ総事業
費１５億円かかるのか市民の皆さんには理解はされな
いと思います。

そして現在、常陸太田市の特産品でありますブドウや
ナシは自分の庭先で商売が成り立っているわけであり
ますから、ブドウやナシを直売所に並べるのに手数料
がかかれば出荷する人はありません。そうでしょう。
自分ですべてを売ることができる商品を、だれが他人
に売ってもらう人がいますか。これは当たり前の話です。
ですから、観光農園で売れる品質がよいブドウやナシ
は常陸太田市の直売所には並ばないのです。
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この施設の経営や将来は、このような状況が予想さ
れると私は考えています。市が直接経営するというこ
とですが、余りに私たち市民にとって、常陸太田市に
とってリスクが大き過ぎると考えます。９月議会の中で
も申し上げましたが、もう一度申し上げます。国や県
そして多くの市町村が直接かかわってきた事業や公
的セクターを、苦労して、そして損失を伴って整理・
統合している状況です。そのような中で、今回の交
流拠点施設整備の計画は、前段申し上げてまいりま
したように、行政がやらなければ民間ができない事業
ではないはずです。

５として、生産者の組織化や登録、計画生産の推進、
地場産品、農産物の手当ては困難をきわめると予想
いたしますが、具体的な方策を考えているのであれ
ばお示しをいただきたいので、その件に関しましても
お伺いをいたします。
６として、計画地の土地について発表をしております。
このように写真まで付けて発表をしております。この計
画地を特定している所有者の了解を得ているのか、
また土地の交渉はどのようになっているのか。民間で
はこのような開発は、賃借で行うのが通常であると考
えておりますが、本市が土地を取得することになった
根拠についてお伺いをいたします。

そして今でも市が施設を整備した直売所等の施設は、
ＪＡや水府振興公社や里美ふるさと振興公社に運営
補助を出しながら指定管理者で運営しています。

７として、合併時点で全く計画されていない事業に、
合併特例債を使って事業を行うことをどのように考えて
いるのかをお伺いをいたします。

交流人口拡大と地域産業の活性化を図り地域振興を
図る、そのような目的だけでは余りにも危険が多い事
業であると思います。

以上であります。

以上のことを申し上げ、具体的に質問をいたします。

私は、市民の皆さん、執行部の皆さんにお考えいた
だきたいのは、財政破綻した夕張市は交流人口の増
加を期待して雇用を守るとか、「炭鉱から観光へ」の
キャッチフレーズのもとに過剰投資を続けて行政を進
め破綻しました。

１として、常陸太田市内にある青果物等の販売が飽
和状態の中、既存の直売所や民間のスーパーの方々
が一生懸命経営努力をしています。また里美や水府
や金砂郷や常陸太田、それぞれの地区においてもそ
ば店の経営とか産物の販売を頑張って行っています。

常陸太田市は茨城県の中で面積は第１位で、高齢
者の割合は県内第２位で、子どもの出生数は年間２５
０人という県立高校１校分も満たせない状況で、これ
からは年間に９００人から 1,０００人の人口減少が続き、
国の地方交付税や特別交付金や補助金に大きく依存
し、国の交付税などの見直しがあったならば大変な
財政的状況を迎えることが予想される常陸太田市の
未来は大変厳しいのです。

それらの方々に少なからず影響を及ぼすことを認めて
いる今回の事業は、もっとよく地域や既存の商業者へ
の影響力調査やマーケティングを調査研究してからで
も遅くないと考えますがいかがでしょうか。お伺いをい
たします。
また、行政が民間の事業経営を圧迫することに対して、
どのように考えるのかをお伺いをいたします。

私は、前段で申し上げましたように、今、日本全体で
縮小の時代を生きているわけでありますから、常陸太
田市の身の丈に合った施設を考え、そして常陸太田
市にとって、果たして計画している複合交流拠点施
設が必要なのかを含め再考願いたいという思いを込
めて質問をいたします。市長のご所見をお伺いをい
たします。

２として、この事業全体を見直して、中止や事業規模
の縮小を図る考えはないのかどうかをお伺いをいたし
ます。
３として、利用者の数や損益分岐点の修正を考える
必要があると考えますが、お伺いをいたします。

以上の質問をして、第１回目の質問といたします。

４として、市行政が責任を持って運営するとはどのよう
な内容を指しているのか、そして市の責任の度合い
はどのようになるのかをお伺いをいたします。

執行部からの答弁
○議長
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答弁を求めます。市長。

○市長 複合型交流拠点施設についてのご質問に
お答えをいたします。

を図っていこうとするものであります。
また２つとして、農林畜産業、商工業等を中心とした
地域産業の活性化を図るための拠点として、販売活
動はもちろんのこと消費者ニーズに合った農産物等の
計画的作付や産地化、農商工連携による加工品開発、
地産地消や食育・食文化継承活動の推進、農業等
の後継者や新規参入者等の支援育成等に取り組み
ながら、地域産業全体の活性化を図っていこうとする
ものであります。

議員からるるご説明がございましたが、今、社会情
勢の変動に自助努力によりまして対応可能な企業、
商店、そういうものが非常に少なく、ましてや農業に
おきましては行政の支援なくして継続あるいは活性化
は困難な状況にございます。縮小の時代に向かって
いることも承知をしておりますが、手をこまねいている
わけにはいきません。そのような考え方から、今回の
施設整備は市の今はもちろん将来にわたって、市民
そして地域の元気を生み出していくための地域振興
の重要な政策として取り組んでまいりたいと考えており
ます。

ご質問の中の、まず利用者数や損益分岐点の試算、
既存商業施設への影響等についてでございますが、
これらさまざま経営上の課題につきましては、ただいま
市長が申し上げましたように、現在も詳細の調査を進
めているところでございます。今後さらに分析検証を
行いまして、施設の目的を損なわないで、将来負担
を少しでも軽減できるよう基本設計を進める中で、施
設規模、建設コスト、運営コスト等を含めて精査検討
を行ってまいりたいと考えております。

市域全体への交流人口の拡大と基幹産業であります
農林畜産業を中心とした地域産業の活性化を進めて
いくため、その拠点となる施設は必要不可欠であると
考えているところでございます。施設への入り込み客
見込み数や損益分岐点の試算など、さまざまな経営
上の課題につきましては、現在も詳細の調査等を進
めているところでございまして、確定したものではござ
いません。

また民間の事業者への影響でございますが、全市を
挙げて購入客を増やし、多くのお客様に本市に訪れ
ていただくことによりまして、既存施設も含め市域全体
の経済効果を大きくしてまいりたいと考えております。

今後さらに分析検証しまして、専門家や広く市民等の
ご意見等もいただきながら、今後の基本設計を進め
る中で、施設整備の目的を損なわず、将来負担を少
なくできるように施設規模、建設コスト、運営の方法、
あるいはコスト等を含めまして精査検討を行ってまいり
たいというふうに考えております。

次に、農産物の手当て・確保等についてでございま
すが、本施設では農産物は販売のほか加工場、レ
ストラン、フードコート等での活用を考えておりまして、
現在、市内の農業者の皆様に対し戸別訪問を行い、
農業に対する考え方や現在の生産作付状況、今後
の生産販路拡大意欲等の調査とそのデータ整理を
行っているところでございます。

具体的な項目につきましての答弁は、副市長より申し
上げます。
○議長

副市長。

これらを踏まえまして、今後広く生産者の確保に努め
ていきますとともに、
ＪＡや県農林事務所等と連携を図
りながら消費者ニーズに合った農産物の計画的作付
や新たな生産者の育成に努めてまいりたいと考えてお
ります。

○副市長 引き続き、複合型交流拠点施設について
のご質問にお答えをいたします。初めに、ただいま市
長が申し上げました本事業の目的を達成するための、
この施設の果たす役割について述べさせていただき
たいと思います。

次に、土地地権者の了解はとのことでございますが、
９月下旬に整備候補地の皆様方への説明会を開催し、
その中で地権者の皆様方からは、今回の場所を整備
候補地として今後広く説明をさせていただくことの了
承をいただいているところでございます。

１つには,さまざまな地域情報の総合受発信機能の拠
点として、観光資源や地域資源、各種体験メニュー、
市民活動等を組み合わせた商品作りや、その受け皿
となる市民や団体、グループ、観光事業者、農業者、
商業者等が連携し、参画協力をいただける仕組み作
りを進めながら地域活動の活性化と交流人口の拡大

また、土地を取得することになった根拠でありますが、
長期的な見通しの中で本市活性化の中核施設として
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運営してまいりますことから、今回は土地を取得して
事業を進めることのほうが有利との考えに至ったところ
でございます。

やるのかどうかわかりませんが、そういうものが入った
ならば、やはり商業者を圧迫するというのは、これは
事実なんです。

次に、合併特例債の活用についてでございますが、
まず合併に当たっての住民アンケート調査では、合併
による効果として観光・交流活動を活性化することが
可能との期待が高く、これらを踏まえた新市建設計画
では、地域観光利用を促進し地域資源を生かした活
力ある産業の町をつくることを基本方針に掲げまして、
農業や工業、商業、観光などを一体的に振興し、新
市全体の活力の創出を目指すとしております。

あと一つ、今でも市内に５つの直売所がございます。
これは、それぞれが大変な努力をして今経営をして
います。今、調査研究中だということであります。調
査研究中であれば、なぜこういう図面が、場所のも
のがなぜ最初に出てきてしまうんですか。市民の皆さ
んにまず言うべきは、さまざまな調査研究した結果に
よって、施設はやはり必要ではないかという問いかけ
ではありませんか。

そのため、主要事業として観光施設整備や農産物加
工販売施設の整備を掲げておりまして、本施設はこ
れらを総合して実現しようとするものでありますことから、
その有効な財源として合併特例債を活用していくこと
といたします。

そしてまた、今回の計画の手順手法、これには絶対
的に私は無理があります。私自身、全農いばらきの前
身であった茨城県経済連に勤務しておりましたとき、
企画にいて、今のポケットファームどきどきをつくりました。
その経験と改めて私は今回の質問を考えるとき、さま
ざまな関係者の方にヒアリングをいたしました。農業者
もいたしました。ナシの生産者もいたした。ブドウを作っ
ている方もした。そういう方々の声を聞いて、私は今
回質問したんです。それは私一人がヒアリングをいた
しました。一人でやりました。

最後に市行政の責任についてでございますが、この
事業は市の重要な政策として整備運営をしようとする
ものでありますので、初期の目的を達成するためには
行政が人材面や経営面において積極的にかかわりな
がら、責任を持った経営をしてまいりたいと考えている
ところでございます。

市行政は、こんなに莫大な計画をこれから進めようと
するのに、今調査をしている、これはやはりこの手順
手法に無理があると、私は言わざるを得ないと、この
ように考えます。そしてまた、その経営に私たちの血
税が赤字になったら使われるかもしれない。やはりこ
れは再考すべきです。

２回目の質問
○議長

平山晶邦君。

○平山晶邦 ご答弁をいただきありがとうございまし
た。私は農業用水施設の維持管理、そして商業政
策に関しましては理解をいたしました。しかし、この
交流拠点施設のことに対して２回目の質問をいたしま
す。

そして、そうであれば、市が経営に責任を持つという
ことであれば、今後の経営に関しては市からは一切
のそういうものは出さないで経営する。そのような施
設をつくると、私は断言すべきです。そうしませんと、
それは市民にとって大変不幸な結果になります。

私は今回の計画の目的に関しましては、るる、市長、
副市長からご答弁がございましたが、これはまさしく
図っていかなければならない、これは当然であります。
当然です。しかしですね、それをなぜレストランの経
営とか、物販の販売とか、そういうものをなぜ行政が
今やらなければならないかというのが市民の皆さんに
はなかなかご理解をいただいていない。

ご答弁いただいた内容は、これから精査するという内
容でございました。私はもちろん十分に精査をしてい
ただきたい。そして、土地はもう３ヘクタールこのよう
に写真で、図面で出てる、こういうことがないようにし
ていただきたい。このように思います。３ヘクタールも
分譲する、幾らで土地を買うんですか。どきどき２号
店は牛久ですよ。牛久でも 3.２ヘクタールを２億 2,００
０万円で済んだ。常陸太田市のこの水田、幾らで買
収するんですか。

私は、今回のこの質問を考えるとき、商工会なんかに
も行ってご意見を伺いました。そうしますと常陸太田
市の生鮮産品はもう飽和状態なんだ。ですから、そ
こに新たな青果物、新たなお肉をやるのか、精肉を

そういうことも市民にきちっとわかるように説明していた
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だきたいというふうに思います。
そして、もちろん総事業費の縮小は、これは当たり前
です。当たり前です。そして、その後の経営、運営
に関しても十分精査をする、これは当たり前です。
あと一つ、合併特例債のことを申し上げますが、合
併特例債も計画にはなかった。計画には、例えば、
金砂郷地区であれば中学校の統合の施設整備は事
業に持ってたじゃありませんか。市道の舗装率に関し
ても、茨城県で最低の市道の舗装率であります。そ
ういう状況を十分にご認識いただいて、農業者の活
性化も必要であります。この地域の活性化はもちろん
必要であります。しかし、この事業に関しては十分な
数字的なことも市民にお示しをし、そして市民の意見
をいただいてから、農林水産省の補助申請を出して
いただきたいと、このように思います。

常陸太田市内の農産物直売所

改めて、そのご決意を伺って、私の質問といたします。
ありがとうございました。

里美の直売所

執行部からの答弁
○議長

副市長。

○副市長 ただいまご指摘をいただきました点、十分
なる考慮をしながら、十分に精査検討をしてまいります。

水府の直売所

金砂郷こめ工房

常陸太田せやの径

常陸太田さとの径
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平成２３年３月定例議会

一般質問
９月議会、１２月議会に引き続き、今議会においても
複合交流拠点整備事業についてお伺いをいたします。

一般質問内容
○平山晶邦 平山晶邦であります。議長のお許しを
いただきましたので、一般質問を行います。

私はなぜ連続してこの問題を質問するかと申せば、
今回の複合拠点整備事業は常陸太田市にとって１０
億円を超える投資を行う大きな事業であり、事業の成
否は常陸太田市の未来にとって大きな課題となるから
です。市民にとって重要な問題で、将来にわたって
私たち市民生活に影響を及ぼす事業であるにもかか
わらず、その内容が市民にきちっと情報が伝わってい
ない。市民不在の中で多くのことが決定されつつある
からです。

今、２０３０年問題が話題になっています。２０年後の
日本は人口減少と少子高齢化が進み、６５歳以上の
老齢人口が３０％になり、超高齢化の社会になる。そ
のときは、今のような社会構造では対応できなくなるた
め、今までの価値観を変えて社会構造そのものを変
える必要が出てくる。超高齢化社会にどのように準備
し、対処していくかが話題となっています。
そのために、千葉県の柏市などでは東京大学と組ん
で将来の柏市のあり方を研究し、あらゆる角度からま
ちづくりを試みています。柏市はまだ老齢人口の割合
は少ない自治体であるにもかかわらず、超高齢化の
未来に向けての取り組みを行っています。

また、執行部からの提案が定まらず、経営収支計画
の変更変更が多く、市民の皆さんにも情報の混乱が
生じ、真の情報が伝わっていないと考えるからであり
ます。

私たちが住む常陸太田市は、現在でも６５歳以上の
老齢人口は２７％、６０歳以上だと３８％になっています。
茨城県内で大子町に次いで高齢者が多い町です。
高齢者が３０％以上を占める超高齢化の時代の２０３０
年問題は、私たち常陸太田市においては既に始まっ
ているのです。

私は２月に私の知り得る情報を議会活動報告書として
市民に配布いたしました。そうしましたところ、市民か
らたくさんの意見をちょうだいいたしました。私に意見
をいただいた多くの市民が今回の複合拠点施設計画
を知らなかった、そして今回の計画に対しては反対で
あるというご意見がありました。
今３月議会に２３年度予算として４億円弱の交流拠点
施設整備の土地の購入費や造成費が計上されていま
す。それゆえ、市民の代表である私は、この事業に
対する多くの疑問や問題を整理するべき立場であり、
市民の皆さんに情報公開や説明責任を果たすことが
議員としての使命であると考えています。

市は、常陸太田市の１０年後は人口５万 1,０００人に
対し６０歳以上が２万 3,０００人で４５％になると予想し
ていますが、私は市の予想は甘く、現在の人口減少
が続けば人口４万 8,０００人、６０歳以上が２万 5,００
０人でその割合は５０％を超え、市民二人に一人が６
０歳以上になりコミュニティが維持できない限界の市に
なってしまうのではないかと思っています。

そして、今までの私の２度の一般質問においても、市
の答弁はより一層精査いたしますとの答弁でありまし
た。その精査の内容が示される前に、土地の購入や
造成の予算が私たち市民の知らない中で予算計上さ
れています。

１０年後でこの状況ですから、現在のまま推移した２０
年後の２０３０年の常陸太田市の状況を考えると恐ろし
くなります。
私たちは、人口減少と少子高齢化に伴う超高齢化社
会に向かう常陸太田市の未来にどう対処し、常陸太
田市の新たな社会を構築できるかどうかの重要な転
換点に、今立っているのです。

このような市の執行部の姿勢は、私は大変危険であ
ると思っています。
そこで今回は詳細に、９月、１２月議会の答弁や２月１
８日の議会全員協議会での説明をもとに複合型交流
拠点施設整備事業について、再度質問いたします。

市民の皆様に、このような現実を前段で申し上げ質
問に入ります。
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まず、市民の皆さんに今までの議会等で市が答弁し
ている内容と、現時点ではどのような変更点があるの
かをご説明願いたいのであります。そのために、市
民の視点で質問をいたします。

私は、影響力調査は行政が行う事業では最も大切な
要素であると考えます。調査を行ったのであれば、結
果を具体的にお示しください。９月から相当な時間が
たっているにもかかわらず、行っていなければ、なぜ
行えていないのかをお伺いをいたします。

９月議会の答弁で、経営のトップについては行政が行
い、市行政が責任を持って運営するとしていましたが、
市行政が責任を持つとは、どのような責任を持った運
営なのかをお伺いをいたします。

次に、今回の事業によって農業者への所得向上につ
なげたいとのご答弁がございましたが、この計画して
いる施設が農業者の皆さんの所得向上にどのような
役割を果たすのかを、具体的内容が決まっていまし
たらお伺いをいたします。

次に、施設規模と事業費は敷地面積 2.４ヘクタール、
事業費１５億円程度が２月１８日の説明では事業費１３
億円と変更になりましたが、どのような理由で事業規
模が変更になったのかをお伺いをいたします。

また、赤字が出たときは一般財源、すなわち市民の
皆さんの税金を投入するとのご答弁がございましたが、
現在もそのような経営を考えているのかをお伺いをい
たします。

事業費１３億円とすると、その財源は農林水産省の
交付金と常陸太田市の合併特例債を含めた財源で
しょうが、それでは本市の支出金額は起債を含めてど
れくらいを予定しているのでしょうか、お伺いをいたし
ます。

議会での答弁との確認は以上ですが、次にお伺いし
たいのは、この計画はいつの時点でだれが発案した
事業なのかをお伺いをいたします。

本施設の収支計画の数字は、当初計画は利用者年
間７０万人、損益分岐点は売上高６億 5,０００万円を
見込んでいましたが、１８日の説明では、利用者３６
万人、売上高４億 2,０００万円が損益分岐点になると
説明が変わりました。４億 2,０００万円は３６万人の来
場者全員が、全員の方が 1,２００円弱の買い物をし
ていただかなければ達成できない金額であります。市
民の皆さんはこの数字、金額をどのようにお考えにな
るのでしょうか。

常陸太田市の第５次総合計画の１９年から２８年の基
本構想に出ていない、２０年から２２年の第５次総合
計画実施計画に出てこないこのような事業が、常陸
太田市農村地域活性化のもとになぜ突然出てきて、
巨額の市負担を強いながら事業を行わなければなら
ないのかをお伺いをいたします。
次に、市長はこの事業は農業者のためにと申しますが、
それであれば、農業者からの要望はあったのでしょう
か。このような箱物行政をだれが要望したのかをお伺
いをいたします。いつ農業者が要望をしたのか、農
業団体であるＪＡ茨城みずほ協同組合は要望をしたの
か、要望書等は市に出ているのかを含めてお伺いを
いたします。

一般質問では４０分という時間で、その議論をする時
間がありませんから、市が精査をした結果の数字だと
私は考えます。しかし、市民からすればこのような利
用者７０万人が半分の３６万人になってしまう、６億 5,
０００万円が４億 2,０００万円になるなど、極端な数字
の変更になぜなったのかを知りたいんです。ご説明を
お願いいたします。

次に、現在時点で経営主体が決まらない、測量調査
や地質調査が終了していない時点で、土地の買収や
造成の費用が何を基準として計上できるのかをお伺い
をいたします。

また、事業の前提であった数字の変更は、どのような
組織決定で進められたのかについてもお伺いをいたし
ます。

利用者７０万人、６億 5,０００万円の売り上げ見込み
を３６万人、４億 2,０００万円に修正するならば、敷地
面積も小さくなっていくのが当然だと考えます。７０万
人が利用するから 2.４ヘクタールの土地が必要だった
わけでしょう。半分の３６万人だったら土地の面積も半
分でいいのではないかと思います。敷地面積の見直
しをなぜ考えないのかをお伺いをいたします。

９月議会で、既存のスーパーや直売所に影響がある
ことは否めないとのご答弁があり、まだその影響調査
を行っていないとのことでありましたが、その後地域や
既存の施設への影響調査は行ったのかをお伺いをい
たします。
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市長は常々費用対効果を検証しながら行政を進める
と言われますが、直売所やレストランを経営するのに
2.４ヘクタールに４億円、水田１反歩当たり約 1,７００
万円の費用をかけながら事業を行うのは、費用対効
果の上で問題ではないかと考えませんか。土地には
補助金が出ませんので、常陸太田市の財政からの４
億円の費用をかけながら、地面に４億円の費用をか
けながら経営することに対しては、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。

財政が厳しい常陸太田市なのですから、指定管理の
株式会社といっても市の財産である、言いかえれば
市民の財産です。その土地や建物や施設住居を無
料でいいということにはなりません。市に対して、土地
や建設施設の使用料の支払いが以前にいただいた
収支計画の中では、年間 4,３００万円市に払っていた
だけるということになっていましたが、今回１８日に示さ
れた収支計画には入っていませんでした。市に入る
べき使用料等については、今回の計画はどのように
考えているのかをお伺いをいたします。

次に、この事業の経営体制についてお伺いをいたし
ます。

株式会社は営利を目的とした法人であります。市が出
資者だからといって株式会社に赤字が出た場合、皆
さんの、市民の税金を投入することは許されないと考
えます。仮にこの会社が赤字を出した場合は、どのよ
うなことになるのかをお伺いをいたします。

２月１８日の全員協議会において市が出資する新たな
第三セクター株式会社が、この施設を常陸太田市か
ら指定管理によって経営するとの案が示されました。
株式会社は営利を目的とした法人であります。株を発
行して運営資金を集め経営する法人です。当期剰余
金は利益が出たら株主に配当する法人です。このよ
うな法人が、公共目的として行う事業に本来適してい
るのでしょうか。

市長は１２月議会の答弁の中で、常陸太田市には社
会情勢の変動に、自助努力によりまして対応可能な
企業・商店、そういうものが非常に少なく、ましてや
農業におきましては行政の支援なくしては継続あるい
は活性化は困難な状況であるというご答弁をされまし
た。農業が行政の支援なくしては継続、活性化がで
きないのであれば、市長になられてからの５年間でど
のような政策を農業者に行ってきたのですか。

また、その出資金の額や出資者がだれなのか、経営
体制はどうなるのかは依然不明のままです。経営管
理体制が決まらないのに、土地の場所や土地の購入
や造成することが決定する。このような事業がありま
すか。
各施設の運営管理の形態も示されましたが、１８日時
点ではＪＡや観光物産協会など運営委託する団体の
了解を得ていませんでした。委託先といわれる団体と
内容についての検討も文書等の取り交わしも行ってい
ないではないですか。市が考える、こうあればよいと
いう希望的委託先を勝手に提案しているに過ぎません。
それでは余りにも無責任です。
そこで私は、土地の購入や造成の予算を決める前に
経営体制を決めるのが先決であると考えます。そして、
それが社会の常識です。
そこで伺います。第三セクター方式の株式会社で経
営を考えているのか、出資金はどれくらいなのか、出
資者はどうなのか、経営体制すなわち役員構成はど
のようなことを考えているのか、定款原案は考えてい
るのか、出資者は市が全額出資金を出した株式会社
なのか他団体や出資者を募った株式会社を考えてい
るのかをお伺いをいたします。

社会情勢の変動に、自助努力によりまして対応できな
い本市の企業や商店に対してどのような政策を行って
きたのですか。今回の事業を行うことによって、農業
者を助け商業者・企業を助けることができるのですか。
この事業によって本当にサポートできるとお考えなので
しょうか。今、大変な苦労をして農業を行い、商業を
営んでいらっしゃる方々は、市長がお考えのような単
純な行政支援で解決できることではないと考えている
のではないでしょうか。
私は、大変恐縮でありますが、そのようなお考えを持っ
て今回の事業を推進しようと考えているならば、市行
政のうぬぼれ以外の何物でもないと言わなければなり
ません。市長が考える、継続できる活性化できる行政
の支援とは何なのかをお伺いをいたします。
常陸太田市は今でも里美の道の駅に年間２５０万円、
西山荘の売店桃源の運営にしても年間 1,０３０万円の
補助金を出しています。運営補助を出している施設
の実績はどのような状況なのでしょうか。実績は落ち
ているでしょう。西山荘の年間入れ込み客数は５万人
を割ってしまいました。里美の道の駅も経営は大変な

15

状況にあるのではないでしょうか。茨城県内の道の駅
事業で黒字経営を出しているのは五霞町にある国道
４号線に面している１カ所だけです。下妻市にある大
規模の道の駅や近隣の栃木県の「もてぎ」や「ばとう」
の道の駅も大変な苦戦をしています。

執行部からの答弁
○議長 傍聴者の皆さんにお話を申し上げます。傍
聴席での拍手はご遠慮を願いたいというふうに思いま
す。申しわけございません。お願いします。

施設を持っている市や町は、今後どうこの事業に取り
組んでいくのか非常に悩んでいるのが現状なんです。
そして今、全国の第三セクターの危機が問題になっ
ています。そのため総務省は全国の第三セクターの
経営状況に問題があるため、２００９年から２０１３年
度に限り活用可能な第三セクター等改革推進債起債
の活用を図り、第三セクター事業の公的整理を進め
ています。つい最近茨城県においても話題になりまし
た住宅供給公社の破産の問題は、この債権を使って
処理を進めました。

答弁を求めます。市長。
○市長 まず最初に、本事業の目的につきまして、も
う一度確認をする意味で説明をさせていただきます。
現在本市を取り巻く環境は、著しい少子高齢化ある
いは急速な人口減少の進行に加えまして、本市の基
幹産業となっております農業の生産高の伸び悩み、さ
らには商圏の縮小など将来に向けての不安が生じて
いるところであります。

国も認めているように、今まで安易に第三セクター方
式を使い過ぎたという反省が国にもあるのです。夕張
市の例を見るまでもなく、今まで無責任な自治体の第
三セクター経営に裁判所も警鐘を鳴らしているのです。

こうした中で、本市の農業の現状を考えますときに、
耕作放棄地はますます拡大してきておりまして、農業
従事者の生産意欲をいかに高めるか、そしてその
方々の所得向上をいかに図れるかが最大の課題であ
ります。そのことが農業への新規就農者の増にもつな
がるものと考えております。

それなのに常陸太田市は第三セクターの株式会社方
式で、レストランや直売所の経営をこれから３０年間行
うのですか。本当に危険です。国からの補助金を活
用した施設は５年後、１０年後、２０年後、３０年後も
年間３６万人の人々が利用しなければなりません。市
行政が責任を持って経営していかなければならないの
です。そしてその経営を、市民である私たちや私た
ちの子や孫がその連帯保証人として生きていかなけ
ればならないのです。

また、農業所得の向上を図りますためには、農産物
に付加価値を付けて販売することが大切でありまして、
いわゆる有機栽培なども含めた魅力ある農産物や季
節・品種などを考えた計画生産の拡大、さらには農
商工連携による六次産業化、加工品等の新商品開
発などによる消費拡大を図る必要があると考えており
ます。

市が経営に責任を持つとは、市民負担のリスクを持
つことなのです。市民の皆さん、そうでしょう。農業
の振興、地域振興、交流人口の拡大、雇用の拡大。
ないよりはあったほうがよいなどという言葉で複合交流
拠点施設の事業を決定してしまったならば、市民の
理解は得られないと考えます。そして、議会のチェッ
ク機能としての役割が果たせません。

これらの販売意欲を喚起する拠点となる施設を整備
することが急務でありますことから、直売所や地元産
材を使ったレストラン、さらには農産物の加工施設な
どを備えた施設を整備しようとするものでございます。
また、あわせて本市の魅力的な資源であります自然
や歴史・文化、さらには農業などを生かして地域全
体への交流人口の拡大を図ってまいりたいと考えてお
るところです。

今回の計画は、一度白紙に戻してから一から考える
必要があると思います。私たちは補助金がもらえるか
ら事業を行うのではなく、常陸太田市民にとって必要
な事業を行うことが今求められています。

そのためにツーリズム等の企画や有効な地域情報を
提供できる情報の受発信機能や、集い楽しむ場所と
してのイベント広場などを備えた複合型交流拠点施設
を整備するものでございます。

市民に理解できる答弁を求め、私の１回目の質問とい
たします。

次に、議員のご質問の中に、市民への情報が混乱
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し真の情報が伝わっていないというご発言がございま
したが、施策の構築に当たってはその手順として市
民の代表である議員の皆様にお諮りをすることが大切
でありますことから、この間議会の全員協議会などに
おいて議員の皆様にお知らせをしてきたものでありま
す。

広く関係機関や市民への説明会、意見交換会などを
開催いたしまして、市民の皆様のご理解ご協力をい
ただけるように努めてまいりたいと考えております。
また、その折々にいただきましたご意見等につきまして
は、今後さらなる具体化に向けた計画の中に生かし
てまいりたいと考えております。

その中で、事業の目的、趣旨、考え方などの基本的
な構想については、これまでどおり変わりはありません
が、事業費や損益分岐点などについては今回精査し
た結果をお示しいたしました。前回、議員の皆様に
お示ししたものは、計画を検討していく初期の段階で
の構想や目標を示したものでありまして、その後精査
検討してまいりますことを議会におきましても申してま
いったところでございます。

次に、市の行政が責任を持つとはどのような責任を
持った運営なのかというお尋ねがございました。
本施設は、地域振興を目的として行政が整備するも
のであります。
その運営は指定管理により行い、市が中核となって
運営を指導する立場に立つことができるように、株式
会社方式の第三セクターを立ち上げ委託することとし
た次第であります。

また、今回の計画に対しましては、多くの市民が反対
の意見であるとのご発言でございますが、市民から
のご意見といたしましては、現在までのところ町会長
やＪＡ、商工会などを中心とした説明会の開催、また
直接の来庁者や電話、はがきなどを通してさまざまな
ご意見をいただいているところでございます。

今回の様な事業で新規に取り組む場合は、最初から
黒字になるとは限らないと考えます。現時点での中期
的な収支の予測におきましても３年から５年目での黒字
化を見込んでいる所でありますが、できるだけ早い段
階での黒字化が図れますように努めてまいりたいと考
えております。

その内容の主なものといたしましては、市民の誇りや
夢の持てる魅力ある施設になるようしっかりと進めよと。
さらには市の発展のためにも期待をしている、農業者
や商業者への支援や育成を関係機関と連携をしなが
ら一体的に進めていってほしい、直売施設などは広く
市民が参加できるようにしていってほしいなど。

なお、仮に黒字化ができない場合であっても、農家
の皆様の所得向上や生産拡大、地産地消の推進、
交流人口拡大による地域経済への波及効果を生み出
し、産業の活性化と地域振興を図っていくためには公
共投資が必要であると考えておりまして、今回の拠点
施設の整備はそのための投資と考えているところでご
ざいます。

また、農業関係の団体などからは、常陸太田の農業
をよくするために協力して頑張ってやっていこうと。農
家等のレベルアップを図るためにも大いに進めるべき
だなどのご意見をいただいているところでございます。
また、現在まで直接ご批判や反対のご意見、またそ
の他、本事業に対する不安などの声もいただいてお
るのも事実でございます。
このことにつきましては、この間市民に対し検討の初
期段階における、すなわち確定した数値でないものが、
あたかも確定し決定した内容や数値であるかのように
市民に伝えられたことが、市民の不安を抱かせること
につながったものと考えておりまして、まことに遺憾で
あります。
したがいまして、議員の皆様にご理解をいただければ、
今後広報誌やホームページなどで周知しますとともに、
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次に、今回の計画はいつの時点でだれが発案したの
か。また、農業者やＪＡからの要望があったのかとの
ことでございますが、当市が合併に伴う新市建設計
画では、主要事業として観光施設整備や農産物加
工販売施設の整備を掲げております。
また、平成１９年度からの第５次総合計画基本構想
では、地域特産物の生産振興、消費者ニーズに応
じた産地づくり、観光や商業との連携による販売力の
強化、地域情報の発信・ＰＲの推進、人々が集い交
流する空間づくりなどを掲げ、具体的には平成１９年
度から平成２３年度までを計画期間とする総合計画前
期基本計画において、県北の地場産物などを生かし
た地域振興の核となる情報発信機能を備えた地域振

興施設の整備促進を掲げているところでございます。

識者などとの調整、それから県内外の先進地調査な
どにより精査検討をした結果でございます。初期の目
的を損なわないで、しかも、いかに将来負担を少なく
させることができるかといった、いわゆる実現可能かど
うかの精査検討を市内部で組織する推進委員会で
行ってきたものでございます。

このように、各種計画の中でも整備計画が掲げられ
ておりまして、財政状況を考慮した上で農業の振興、
地域振興、交流人口の拡大、雇用の拡大等の課題
に対応いたしますためには、今こそ本事業に取り組む
べきであると判断をしたものであります。
農業などにおける市長が考える行政支援とは何なの
かというお尋ねがございました。
これまでの農業政策は、
その多くがいわゆる補助的な補助金の交付であったり、
そういう施策が中心でございました。しかしながら、
本市の農業の現状を考えますときは、今後は農業が
継続して営まれ、活性化を促す施策として、市独自
に今やっている農業等の営みの底上げ、いわゆる所
得向上を図れるような支援、施策が必要だと考えて
おります。
そのためには、農業従事者一人ひとりの生産意欲を
高め、生産と消費の拡大につながる施策を展開する
ことが大切でありまして、その１つとして農産物の販売
や加工品の開発、交流人口の拡大等を図る施設を
整備するものであります。

本市の支出金額についてのご質問でございます。総
事業費を上限１３億円と想定しておりますが、そのう
ち当初の財源としましては、国庫補助金及び合併特
例債の起債額を除いた、いわゆる一般財源は１億 2,
０００万円としてございます。また、将来負担分の合
併特例債の元利償還金を約３億円と見込みまして、
あわせて４億 2,０００万円と見込んでいるところでござ
います。しかしながら、本事業の実行に当たりまして、
将来負担をできるだけ少なくするよう事業費のさらなる
圧縮に努めてまいります。
なお現在、県と道の駅整備事業としても協議を進め
ておりますが、県の事業費分が見込まれるものでござ
いますが、ただいまお示しした金額には、その県の
事業費分は含まれておりません。

以上の考え方に基づきまして、今回この施設整備の
骨子がまとまりましたので、議案としてご提案を申し上
げた次第であります。整備の過程におきましては、当
然のことながら経費削減はもとより早期に黒字経営と
なるよう努力してまいります。ご理解を賜りたいと存じ
ます。

影響力調査ということについてでございますが、初期
の段階では消費者の動きが流動的になり、影響が出
る可能性はあると考えますが、その後につきましては、
これまで調査をしてきたさまざまな同様の施設がそうで
あったように、本施設におきましても定着するとともに
相乗効果が生まれることを見込んでおるところでござ
います。

その他の質問に対しましては、副市長よりご答弁を申
し上げます。

本施設が農業者の所得の向上に果たす役割というこ
とでございます。

○議長

これまで多くの施策は、ただいま市長が申し上げまし
たように、農業者への経済的支援といった施策が多く
ございました。

副市長。

○副市長 私のほうからは、まず事業規模及び収支
計画の変更についてのご質問にお答えをしたいと思
います。

しかしながら、今回の施策は販路や消費の拡大が図
られ、売り上げが増すことで所得につながり、そのこ
とが生産意欲を喚起するものという考え方であります。
生産の拡大と消費の拡大を可能にする、引き出す施
策として整備をするものでございます。

目標とする数値などにつきまして、前回議員の皆様方
にお示ししましたものは、計画を検討していくための
初期の段階での構想そして目標を示したものでござい
ますが、その後、精査検討をしてまいりますことを議
会におきましても申し上げてまいったところでございま
す。

赤字が出たときはとのことでございますけれども、指
定管理制度を取り入れてまいります。そしてその指定
管理料は、本来の目的に合った運営ができるよう、必
要な経費について支払うものであります。

今回お示ししましたものは、その後の関係機関や有
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測量や地質調査が終了していない段階での土地の取
得や造成費は、何を基準に計上したのかというご質
問でございますが、まず本年度３月に実施予定の地
質調査は、建築本体にかかるボーリング調査でござ
いまして、建物の支持層の基礎の検討と建築確認申
請に必要な調査をするものでございます。この調査
結果は平成２３年度に予定しております実施計画に反
映するものであります。

も適しているものと判断をしております。

土地取得費や造成費の基準はということでございます
が、土地の取得につきましては不動産鑑定を入れ、
面積につきましては公簿の面積より積算をいたしました。
造成費につきましては多少の変更はあると考えますが、
近隣で実施した県及び市の道路工事や峰山中学校
下水道工事などの事業を参考に、公共工事の基準と
なる積算基準及び標準歩掛かりを用いて積算したも
のでございます。

その他出資金等でございますけれども、ほかの先進
事例等もそうであるように、当初の運営資金程度と考
えております。また出資者は基本的に市でございます。
そして、関係すると思われる団体等にもお願いをして
いきたいと考えております。定款や役員構成等につい
ては登記までに定めてまいりたいと思います。

また、運営体制はということでございますけれども、
先ほど来申し上げておりますように、本施設は公設民
営方式で進めてまいります。
基本的には行政が計画を立て進めていくものであると
いうことになります。

敷地面積の見直しはとのことでございますが、こうし
た施設は魅力をどうやってつくっていくか、引き出して
いくかが常に問われるものでございます。「小さく産ん
で大きく育てろ」の例えではありませんが、目標の達
成状況を見ながら施設の拡充にも対応できる敷地の
確保をしておく必要がありますことから、今回の計画
はそのまま進めてまいりたいというふうに思います。

第三セクターによる経営はということでございますけれ
ども、第三セクターによる経営は危険であると、先ほ
どその話がありましたけれども、第三セクターであるこ
とが問題なのではなくて、そこでどういう運営がなされ
ているかということが問題なんだろうというふうに思いま
す。
今回のこの事業は、産業の振興、交流人口等の増
加などを図ることにより、地域の元気づくりをするため
のものでございます。

地面に４億円はいかがなものかというお話でございま
す。平成２３年度に計上しました予算３億 9,０００万円
でございますが、これは造成及び外構工事に係る地
質堆積調査及び設定費。２つ目には建築本体の実施
設計費、３つ目には造成工事費、４つ目には用地購
入費及び補償費、５つ目には水道工事費などのいわ
ゆるハードに関する費用と、整備検討委員会それか
ら施設整備立ち上げ運営費等に関するアドバイザー
の費用、それから職員の先進地調査や研修などソフ
トに関する費用を含めた額でございます。

なお、本事業は国の補助金とともに合併特例債を活
用した事業ですが、できるだけ将来負担を少なくする
ため経費の縮減を図るとともに、市民の皆さんに元気
と経済効果をもたらす施設でありますことから、まさに
皆さんとの協働により進めてまいりたいと思います。
そうした意味からも、公益性を持った公共事業として
ご理解をいただけるものと考えております。

なお、ハード関連分野では、実施設計にかかる費用は、
農林水産省の補助金を充当し、その他につきまして
は合併特例債を充当するものであります。
運営体制の幾つかのご質問でございます。株式会社
が公共目的として行う事業に適しているのかのご質問
ですが、さまざまな先進事例の調査をいたしておりま
すが、三セクによる株式会社方式あるいは財団方式、
または協議会方式など様々ございました。しかしながら、
そのほとんどが株式会社方式による三セクでございま
した。本市といたしましても、設置目的にかんがみ最
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２回目の質問
○議長

平山晶邦君。

○平山晶邦 ２回目の質問をいたします。
が、１回目の答弁を聞いて、私はびっくりいたしました。
３年から５年間赤字なんだと。しかしこれは、多くの
人が訪れてくれる、多くの農業者にプラスになるから
それでいいんだという、そういうような発想でありました。
これは大変̶̶改めて申しあげます̶̶危険でありま

す。

１００人雇用している、農業振興にもなっている、地
域振興にもなっているという主張を行いましたが、東
京高裁は公益上の必要性が認められないと安曇野市
の訴えを認めませんでした。

そして私は、具体的にさまざまな数字を出しました。
それに関しましては細かい総論でありますから、意見
の相違もございます。私に意見も来ております。これ
は後で朗読をいたします。

安曇野市の場合、第三セクター株式会社である安曇
野菜園が倒産するという事態になれば、地方債の繰
り上げ償還や補助金の残存年数分の返還と損失補
償金３億 5,０００万円、あわせますと実に約１０億円に
達する負担が安曇野市に一度に発生することになりま
す。

２回目の質問をいたします。今、住民本意の行政を
進める上で、従来当たり前と見ていた行政運営が司
法の場で否定されるケースが相次いでいます。２０１０
年７月１６日、佐賀県では現職の知事が前知事の就
任時代の県商工共済組合の監督責任を佐賀地裁に
訴えました。そして１６日、佐賀地裁は前知事に４億
9,０００万円の支払い命令を出しました。

その他に、株式会社で雇用している人の整理や施設
解体などが発生すれば、１０億円それ以上の負担が
市に生じます。これは安曇野菜園はできてからまだ５
年ぐらいですよ。５年。その負担する金額は市で、自
力で捻出しなければならず、安曇野市はちょうど常陸
太田市と同じぐらいの予算規模です。年間２３７億円
です。安曇野市政に、市財政に大きな負担となり、
大変な状況になっています。

また、第三セクター。先ほども私は、第三セクターが
全国で問題になっていると言っているんです。多くの
ところで第三セクター株式会社が今進めています。そ
れが、総務省が問題だから２００９年から２０１３年まで
特別の起債を発行しても整理してくれということを言っ
ているんじゃないですか。

この判決に照らしてみますと、今回計画している複合
交流拠点複合施設は、直売所とレストランの経営を行
うので、それを株式会社での経営が行われるわけで
すから、まして常陸太田市は今でも既存の直売所が
５つあります。その他に民間を含めればもっとあります。
地元資本のスーパーや地元資本で一生懸命頑張って
いる飲食店があり、生鮮食品などは市内で飽和状態
です。買うのは。それをあえて行政が行うことは、私
は公益上の必要性が認められないと考えます。

ここにまた裁判でございます。第三セクターに対する
自治体の安易な対応に警鐘を鳴らした裁判の判決が
あります。２０１０年８月２０日に東京高裁が出した長野
県安曇野市の第三セクター株式会社安曇野菜園の
借入金をめぐる判決です。執行部の皆さんはご存じ
でしょうか。今回の常陸太田市の例を考える上で、こ
の裁判の事例は大変重要でありますので、概要を
ちょっとご説明をいたします。
安曇野市とあづみ農業協同組合、カゴメが共同した
第３セクター株式会社安曇野菜園が３億 5,０００万円と
いう巨額の累積の赤字を出し、安曇野市があづみ農
業協同組合と地元の２金融機関が結んだ３億 5,０００
万円の損失補償契約は違法で、一切の債務の支払
いのために安曇野市は出費をしてはならないという画
期的な判断が出ました。

公益上の必要性が認められないとなれば、今回の第
三セクターによる株式会社の経営は無責任な対応に
なり、常陸太田市の将来にとっても大変なことになる
んです。
先ほど市長は、多くの農業者だとか、交流人口拡大
だとかという総論の中で３年か５年赤字が出てもしよう
がないんだという答弁をした。

この判決は、全国の自治体や金融関係者に衝撃を与
えました。自治体の損失補償が財政援助制限法３条
に定めた地方公共団体は会社、その他の法人の債
務については補償契約をすることはできないという規
定に抵触し、安曇野市の場合は財政援助制限法３
条に違反しているという判決が出たんです。

これはだめなんです。今回の事業収支計画は１年目
から赤字になり、私たちがもらっている事業収支計画
は３年目まで赤字なんです。
普通の常識から言って申し上げます。減価償却もなく、
金融機関からの借り入れも発生しない会社が１年目か
ら赤字になるはずがありますか、皆さん。普通会社を
つくるときには、金融機関からの借り入れをするんです。

安曇野市は、今常陸太田市が言っていることと同じこ
とを言いました。
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そして減価償却も払うんです。１０億円以上の資金を
使ったら幾ら払うんですか、銀行へ。

をした。赤字が出ても、赤字が出てもその赤字を市
が払うことができないんですよ。そういうことをしたらば、
訴えられるんですよ。負けるんですよ。そういうもっと、
もっとこの……。

この計画を、経営コンサルタントをやっている友人にこ
の資料を見せ、今までの状況を説明しました。彼は、
この計画は土地や建物をつくることが目的で、この施
設の経営を目的としているとは思えない。市のリスクが
見えない中で極めて不健全な意思決定であり、このよ
うなずさんな計画で事業を進めたら民間では̶̶民
間ではですよ̶̶損害を与えた段階で背任行為とな
り、刑事告訴される案件であると注釈を付けてくれま
した。

いいですか。１３億円ですよ。１３億円ですよ。１３億
円の予算を使うのに、法律的根拠も何も研究中であり
ますとか、これから考えますとか、そういうことで今回
の事業を進められたらたまったものじゃありませんね、
市民の皆さん。どうですか。
私は、今回のこの計画を考えるとき、その手順、順
序が整理されていなかったのではないかという疑念を
持ちます。まず複合交流拠点施設を２５年４月にオー
プンすることを前提として始めてしまった。だから、検
討委員会の皆さんにも検討委員会の資料として配っ
たスケジュールには２５年４月から逆算するとなんてい
う、そういう資料が渡って検討してもらった。

以上のことを申し上げ、お伺いをいたします。
先ほどのご答弁の中で、第三セクター経営を主体と
する、考えるということはございました。それでは、そ
の裏づけとなる第三セクターの法律的根拠は研究し
て、今回の事業提案をしているのかをお伺いし２回目
の質問といたします。

そして、農業者や商業者や地域に対する調査研究は
事前には行っていなかった。そして、場所が決まって
以降検討委員会は開かれているんですか。去年の８
月２０日に、私たち議員は全員協議会で場所を言われ
ました。それを検討委員会の皆さんから答申をもらっ
たとか、検討委員の皆さんから……。その場所は検
討委員会の皆さんで決めてもらった。しかし、我々議
員も検討委員会からどういう答申をもらったなんていう
説明は受けておりません。

執行部からの答弁
○議長

答弁を求めます。副市長。

○副市長 三セクについて研究をしているのかという
質問でございます。
ただいまお話がございました裁判の例も含めまして、
こうした行政の責任のあり方と、そしてかかわりのあり
方と、あるいは債務保証、あるいは損失補償といっ
たことについても、ありようについては研究しているつ
もりであります。

そして、総合計画に̶̶昨年３月か̶̶いただいた
総合計画の中にはこの計画は入っていましたよ。しか
し、基本計画だとか……。僕は何回か見ました、計画を。
あれを読み解くのは大変です。交流拠点施設に結び
つけるのは。そういう総合計画でありました。

３回目の質問
○議長

そして、そのすべてちぐはぐの中で計画を実行してい
るから、すべて合わなくなってきて、私は市民の理解
が得られなくなっている。そして議会のたびに私は先
ほど議員の報告をやった。その中には私は２月１日現
在で説明を受けている数字だということをきちっとう
たってございます。それ以降変更したんでしょう、数
字を。そして、議会のたびに収支計画の数字等の変更、
変更になって、１２月議会が終わった後、農業者への
農業アンケートをとるような行動をしているんじゃないで
すか。

平山晶邦君。

○平山晶邦 ３回目の質問をいたします。
私は、研究しているとかそういう抽象的なことをお伺
いをしているのではありません。私は先ほど法律的根
拠は勉強しているのか、法律的根拠に合致した今回
の事業なのかということを言っているのであります。
私は、それを法律的根拠に合致していなければ、今
回の事業は大変問題である。そしてまた、先ほど簡
単に、５年ぐらいまでは赤字を出すというふうなご答弁

そして、経営や内容をどのようにしていくかの議論が
当事者抜きで、ここでは農協の理事さんなんかも傍聴
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に来ていらっしゃいますから申し上げますが、農協の
理事会で説明をした、しかし、具体的な内容をそう
いう方々と、実務者レベルで話がされたということは、
私は聞いておりません。

した。私たち市民が、市政に無関心なのが一番悪い
のですが、私たちの代表として選んだ市議会議員の
皆さんはどのような議論をしたのでしょうか。
そして、この箱物を建設することは既に決定してしまっ
たのでしょうか。もし、決定してしまったならば、どう
すれば中止に持っていけるのでしょうか。この報告書
のとおりとすれば、断固として建設に反対をいたします。
私たちの納めている税金がどのような使われ方をして
いるのかきちっと見守る必要があると思います。

ですから、当事者抜きで市の担当者レベルの話が、
さも決まったように各種団体に説明してしまう。そして
説明会の中で、終わったらそれは了解をしたという話
で、私たち議員にはあたかも了解をしたという報告に
なる。そこから、疑問や矛盾がまた露呈してしまう。
そればかりではありません。私が今考えるのは、行政
が大変な時期に、民間でも十分対応ができる、そし
てしているレストランや直売所の経営を、口をあけば
財政が厳しい、厳しいと言われる常陸太田市が行う
などという時代錯誤の事業に対し、市民が問題提起
をしているのだと思います。

私もある組織の長をしておりますが、市政に関する税
がどのように使われているかなど、話し合いはなされ
ておりませんでした。反省しております。

私は前段で、常陸太田市は超高齢化社会を迎えた
町になると申し上げました。あと１０年後は６０歳以上
が二人に一人です。２０年後……。補助金もらったら
３０年間経営するものですからね。３０年後の常陸太
田市、２０年後の常陸太田市というのは考えただけで
も恐ろしい地域になるのに、この事業を進めようとする。
ここに私は無理があるのではないかなと考えています。

という内容の文章をいただきました。市民も今回のこ
の複合交流拠点施設の今後の進捗は非常に興味深
く、私は見守っているのではないかというふうに思いま
す。
私は今回の複合拠点施設、現在のままの計画であれ
ば、常陸太田市議会議員として反対であるということ
を申し上げ、私の一般質問を終わります。

執行部からの答弁
○議長

この複合交流拠点施設を行う前に、多くやるべき政
策があると私は考えています。

副市長。

○副市長 ただいまの質問につきまして、誤解がある
といけませんのでお話をさせていただきます。

常陸太田市の社会構造を改革しながら、本市の未来
のためにやるべき事業は直売所やレストランの経営で
はないんじゃないですか。そして、交流人口の拡大
の前に、定住人口の拡大、定住人口の政策なんか
を進めなければいけないと、このように考えています。

研究しているということは、当然それに、法律にのっとっ
ているということを言っているつもりでございます。この
三セクにつきましては、私ども指定管理者制度ですよと。
公設民営でいきますよということをお話申し上げており
ます。したがいまして、三セクに対しまして、いわゆる
債務保証であるとか損失補償というようなことは考えて
おりませんということでございます。

そして、先ほど市長が多くの賛成の意見をいただい
ているということを言われましたが、私も若干でありま
すが、市民からの私に対するメッセージをここでちょっ
と読ませていただきます。

それから、補助金の話ですけれども、目的外使用等
の規則もございます。３０年という決まりはありません。
それから、その事業目的の施設につきましては、ただ
いまのところは１０年という決まりでございます。

市議会報告ありがとうございました。このような報告は
初めてなので、すごくショッキングでした。と同時に貴
殿の市に対する愛情と市民の市政に対する無関心さ
に警鐘を鳴らしてくれたことに深く敬意を表します。

公益性ということでございますけれども、市の行政と
いたしましては、公益上必要なものとして今回提案す
るものでございます。その判断は、もちろん市民でご
ざいます。そして、その代表である議会の判断であ

さて、報告にありました件、恥ずかしながら全く知りま
せんでした。数人の友人とこの件について話し合いま
したが、だれも知らず報告書を読んですらいませんで
22

ると考えております。ご理解をいただきたいと思います。
○議長

市長。

○市長 交流拠点整備の論争の違いといいますか、
議員からのご指摘はその施設をつくって、その施設
だけでの経営のあり方ということが中心になったご意
見でございました。
私は、冒頭申し上げましたように、その施設を使っての、
そこに農産物とか、あるいは加工食品とか、そういう
ことを、そこで販売をする、その人たちの生産にかか
わる、あるいは加工にかかわる波及効果、そしてまた、
交流人口を増やすことによって、交流人口が増えたっ
てその施設では買い物をしていただければ効果はあり
ますけれども、そのこと自体が交流施設の経営のもと
になるわけではありませんで、市内全域に交流人口
が増えると、そういうことによって地域での経済の活
性化が図れる。
そういう目的でありますので、民間企業でいうところの
会社設立、そしてまた設備投資、これは当然利益を
追求するための施策であります。しかし、今ご提案を
申し上げておりますこの交流拠点施設については、そ
の施設そのものが利益を生み出すということを追求す
るのではなしに全体での波及効果をねらっていくと。し
かし、経営ですから、その拠点施設においても採算
が取れるような経営をしていくのは当然のことでありま
す。そういうふうに基本的に考えております。

平成23年度 常陸太田市予算書より抜粋
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平成２３年３月定例議会

委員長報告 質疑・討論

質疑
○平山晶邦 平山晶邦であります。初めに、このた
びの東日本大震災に被災されました多くの皆様に対し
て、心よりお見舞いを申し上げます。常陸太田市を含め、
被災地の早急な復興を願っております。

複合型拠点施設整備費予算を認めることは、市議会
議員としてこの事業の推進を図ることを認めることだと
いう認識があると考えます。つきましては、予算特別
委員会の中で私が疑問に感じている問題について、
どのような議論があったのかについてお伺いをいたし
ます。
市長は「３年から５年間はこの事業の収支計画は赤
字である」と３月議会、一般質問に対する答弁で述
べられております。副市長は「市議会の議決をいた
だきましたならば」ということで、議会にその責任の一
端を求めていると考える答弁を行っておりますが、委
員会では複合交流拠点施設、すなわちレストランや
直売所の経営を行う事業が赤字でもよい計画と認め
た上で予算歳出の検討になったのかをお伺いをいた
します。

それでは、議長のお許しをいただきましたので、質疑
に入ります。
議案第２６号平成２３年度常陸太田市一般会計予算
について、予算特別委員長に質疑をいたします。
３月１１日に起こった東日本大震災に被災した常陸太田
市でありますが、来年度の市税等の予算の歳入も影
響があると考えますし、もちろん歳出にも影響があると
考えますが、委員会ではどのような市税等の歳入の
落ち込みに対する検討が行われたのかをお伺いをい
たします。

また、赤字については一般財源から補てんする、す
なわち市民の税金から補てんすることを認めたのかに
ついてもお伺いをいたします。

次に、３月１６日の議員全員協議会で、市長から今回
の震災被害の災害復旧事業は基金、すなわち市民
的感覚で言うと市の貯金を取り崩した対応を行うと。
その後、国庫補助があった場合、また基金の積み増
しを行うという説明もありましたが、激甚災害に指定さ
れたとしても、被害を受けた地方公共団体等すべて
が特例措置を受けられるわけではありません。被害の
大きさが一定規模以上の地方公共団体に限って特例
措置が適用されるわけです。そして、最大でも事業
の１０分の９の補助であり、全部の災害復旧事業に最
大の１０分の９の特別措置の補助が適用されるわけで
はありませんので、災害復旧事業費用は２３年度の予
算と密接な関係であると考えますが、今回の大震災
の常陸太田市の被害状況と今後の被災整備に対す
る概算金額は、執行部より委員会に示され、それら
をもととした来年度の予算歳出の議論が行われたの
かをお伺いをいたします。

次に、この事業は、赤字が計上されると見込んでい
る第３セクターの株式会社に債務が生じた場合、市
はどのような責任をとるのかの議論になったと思います
が、お伺いをいたします。
私は、今議会の一般質問でも申し上げましたとおり、
長野県の安曇野市の事例を申し上げ、公益上の必
要性が認められないと、第３セクター株式会社が赤字
になり累積債務を計上しても、地方公共団体は会社、
その他の法人の債務については補償契約することは
できないという「財政援助制限法」３条に抵触すれば、
一般財源からの投入はできないことを申し上げました
が、市長が最初から赤字ですよという会社に対して、
法律的解釈は委員会の中で議論にならなかったのか
をお伺いをいたします。
また、第３セクター株式会社経営体制が整備されて
おりませんが、予算委員会において第３セクター株式
会社については、出資金や出資者等の経営体制に
ついて議論をしたのかについてお伺いをいたします。

また、今回の災害を受け、国でも２３年度予算の見
直し作業を進めておりますが、本委員会においては
常陸太田市の２３年度予算歳出の見直し等は行われ
たのかをお伺いをいたします。

以上のことをお伺いをいたしまして、私の１回目の質
疑といたします。

総務費の目の複合型交流拠点施設整備費予算３億
9,６３３万円についてお伺いをいたします。今回のこの
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答弁
○議長

答弁を求めます。予算特別委員長。

○予算特別委員長 予算特別委員長の高星でござ
います。平山晶邦議員のご質問にお答えをいたします。
今回の予算委員会については、過日の東日本大震災
の影響により審査日数を１日短縮し、委員一堂慎重な
審査を行ってまいりました。平成２３年度一般会計予
算については入れかえを行い、市長を初め各課長の
説明を受けながら審査を進めてまいりました。その中で、
先ほどご質問にありました市税についての減少部分が
どうなのかというご質問がございました。この市税に
ついて、いまだ災害の状況が市当局としてもすべて
把握し切れていないということで、この部分について
は試算ができる状況にはまだ至っていないということの
説明もございました。それから、２３年度予算全体に
ついても、市長から、この予算を作成してすべてが
そのとおりに行くかどうかというのは、この災害の状況
を踏まえて、いまだつかみどころがはっきりとあらわれ
てきていない、今その途中で一生懸命努力をしている
と、そういうご説明の中で審議を進めてまいりました。

私は、今のような委員長の答弁では市民に対しての
説明責任を果たしているとは到底思いません。委員
会での議論に私は失望を禁じ得ません。そのことを申
し上げ、私は質疑を終わりたいと思います。ありがと
うございました。
○議長

以上で質疑を終結いたします。

討論
○議長 これより討論を行います。議案第２６号につ
いて討論の通告がありますので、発言を許します。平
山晶邦君。

平山議員質問の複合型交流拠点施設整備事業にお
いても、災害の復旧を優先すべきではないかと、予
算自体を見直すべきとの意見も出てまいりました。執
行部からは当然のことでありますが、市民の命を守る
こと、災害の復旧を最優先と考え、さらに余震の続く
今日、二次災害の防止等の現時点の被害金額はそ
ういうことでまとまっていない。新年度の予算執行につ
いては、国の動向等を注視しながら状況に応じて補
正により対応するなど、現段階での判断が非常に厳
しいとの答弁をいただきました。最終的には、複合型
交流拠点施設のみならず全体を通した中で慎重に審
査をし、予算特別委員個々の考えもありますことから
起立採決により原案可決となったものであります。

○平山晶邦 平山晶邦であります。議長のお許しを
いただきましたので、議案第２６号平成２３年度常陸
太田市一般会計予算について、反対の立場から討
論を行います。
３月１１日の東日本大震災は、私たちの町、常陸太田
市においても今まで経験したことがない被害を及ぼし
ました。残念ながら亡くなられた方もおり、家屋の全
壊や半壊、そして多くの常陸太田市民が被災してし
まいました。常陸太田市の市民のライフラインである
道路や水道や下水道や教育施設等の被害は、私た
ちの想像を絶するものがありました。そして、震災に
引き続き、福島第一原子力発電の事故は、私たち市
民にとって現在も続いている問題であり、その解決は
いまだ闇の中を突き進んでいる状況であります。常陸
太田市民が生きていく上で大切な水も汚染されて、
農産物や牛乳を初めとしての畜産物まで拡大していま
す。今後、土壌汚染等まで進むようなことになってま
いりましたならば、農業等に対してもどのような影響を
与えるか想像できません。これから常陸太田市は、

なお、この地震による復興までには長期にわたること
も考えられることから、予算の執行に当たっては慎重
なる対応をお願いしたいと考えております。以上でご
ざいます。
○議長

執行に当たっては慎重に行うということであったけれど
も賛成はしたんだという内容であります。しかし、この
予算の執行を一度決定してしまったならば、それはき
ちっと議員が決めたことでありますから、それは執行
部としては、この予算に基づいて進めるというのは、
これは行政の常道であります。そういう中で、私は今
回の予算に計上されている複合型交流拠点施設整
備を認めることは問題、課題が山積であるこの事業
そのものを市議会が認めたという重大な結果になると
考えているものであります。ですから、ましてや赤字
でもいいという事業を市議会が認めることは、市民に
対して議員として十分なる説明責任が伴うわけであり
ます。

平山晶邦君。

○平山晶邦 ただいまは、委員長からの質疑に対す
るご答弁をいただきましてありがとうございました。結
論から言えば、今の委員長の答弁は、執行部からは
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財政的にも未曾有の未体験ゾーンの状況が続いてい
くわけであります。

〔「言った」「訂正しないとおかしい」と呼ぶ者あり〕
○平山晶邦 それでは、この基金の取り崩しで対応
すると……。

国も２３年度予算を子ども手当の支給や高速道路の
料金等をさまざまな視点、観点から見直して、災害
復旧にどのように取り組んでいくかを検討しています。
常陸太田市の２３年度の予算は、事業の見直しを図
れば何も２３年度中に行わなければならないものばかり
ではないはずであります。特に新規の事業は見直し
があってしかるべきであり、市民の災害復旧を第一義
として取り組まなければなりません。市長は予算の見
直しには言及せず、災害復旧事業は基金を取り崩し
て行う方針を述べられておりますが、仮に激甚災害
の指定を受けても被害を受けた地方公共団体等すべ
てが特例措置を受けられるわけではなく、被害の大き
さが一定規模以上の地方公共団体に限っての特例
措置であります。

○議長 取り消しを願います。「̶̶̶̶」の発言
だけを取り消しを願います。
○平山晶邦 はい。じゃあ、「̶̶̶̶」は取り消し
をいたします。
まずは、今できる２３年度予算の見直しを行うべきなん
です。ですから、災害復旧事業と２３年度予算は密
接に関連があり、できれば２３年度予算の中で見直し
できるものがあれば見直しをして、災害復旧事業に充
てなければならないのです。そのことを前段申し上げ
ておきます。

皆さんもご存じのように、特例措置は通常の災害復旧
事業の補助金に１割から２割の特例が認められるだけ
で、最高でも１０分の９であります。１割は常陸太田市
が用意しなければならないのです。仮に激甚災害の
指定があり４０億円の災害復旧事業がかかるとすると、
すべてが最高ランクに位置づけられても４億円の金額
を常陸太田市は用意しなければなりません。すべて
の事業が最高ランクに位置づけられることは到底考え
られませんから１０億円ぐらいの費用がかかると想定し
なければなりません。ですから、簡単に基金の取り崩
しで対応するなどということを̶̶̶̶にいうべきでは
ないのです。

平成２３年度の一般会計予算の中に総務費として計
上されている複合型交流拠点施設整備３億 9,６３３万
円を私は認めることができません。複合型交流拠点
施設の事業は、市民に対しての説明責任を果たして
いるとは思えません。私は９月議会、１２月議会、３月
議会と一般質問を行い、この事業の問題性を指摘し
てまいりました。執行部からいただいた答弁は、地域
振興のため、農業振興のため、交流人口拡大のた
めという漠然とした答弁でありました。成功への確信
に満ちた希望ある答弁ではありませんでした。また、
経営収支計画、経営体制、法律に基づく今後発生
するであろう債務の問題等について、市民が納得す
る明確な答弁ではありませんでした。

〔「̶̶̶̶はないよ」と呼ぶ者あり〕

そして、
３月議会の私の一般質問の答弁で、市長が「３
年から５年は赤字経営になる」という衝撃的な答弁で、
一般財源、すなわち市民の税金を第３セクター株式
会社につぎ込むことは否定していない。市民にかわっ
て市の状況をチェックしなければならない市議会議員
として絶対に認めることはできません。今回の予算に
計上されている複合型交流拠点施設整備費３億 9,６
３３万円を認めることは、いまだ整理されていない事
業を見切り発車的に賛成することにつながり、市政の
番人であり二元代表制の一翼を担う私たち市議会議
員としては、あってはならないと考えております。

○平山晶邦 まずは、今できる２３年度予算の見直し
を行うときなのです。
〔「訂正しろよ」と呼ぶ者あり〕
○議長

平山議員、訂正を願います。

○平山晶邦 それでは、基金の取り崩しで対応する
ということは、考えるべきだと思います。
○議長 再度申し上げます。平山議員、
「̶̶̶̶」
の発言は取り消しを願います。

あとは、先ほど申し上げましたように、複合型交流拠
点施設のレストランや直売所などと、市民の生命財産
にかかわるライフラインの災害復旧とどちらが重要なの
でしょうか。私は災害復旧事業はすべてに優先される

○平山晶邦 「̶̶̶̶」とは申しておりません。
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ものであると思います。そして、災害復旧事業には少
しでも財政支援が必要なのです。それには、レストラ
ンや直売所などの事業は整理されていない課題であり、
現在でも民間事業者で対応ができているわけでありま
すから、土地の買収費や土地の造成費用は今すぐ
の問題ではないはずです。レストランや直売所で合併
特例債を使うのではなく、災害復旧事業や教育整備
に充てるべきであると考えます。予算を使う優先順位
が違うのです。
議員の皆さん、自分ちの家計を考えてみてください。
自動車が古くなってきた、来年は取りかえよう……、
自動車ローンを組もうとしたとき災害が起こってしまった。
そのときは、自動車を買いかえることはやめて災害復
旧のためにお金を回すでしょう。自分のお金だったら
そうするでしょう。
〔「補正予算だってあるんだから、後からやる話しじゃ
ないの」と呼ぶ者あり〕
○平山晶邦 空前絶後の大災害時の交流拠点施設
が真に市民の立場に立った予算とは到底考えられま
せん。それが常識的な市民の考えであると思いますが、
議員の皆さんはどうでしょうか。
私を含め、議員の皆さんは、昨年の７月に市民の目
線で市民の感覚で、市民の皮膚感覚で市政をと市民
の皆さんに訴えて市議会議員に当選させていただい
たのだと思います。ですから、私は市民の目線で、
多くの課題や問題が解決されていない複合型交流拠
点施設整備費３億 9,６３３万円が計上されている平成
２３年度常陸太田市一般会計予算に市議会議員とし
て反対をいたします。議員各位におかれましては、
市議会議員であるプライドと責任と勇気を持って複合
型交流拠点施設整備費が計上されている２３年度常
陸太田市一般会計予算に反対することをお願いを申
し上げまして私の討論といたします。ありがとうござい
ました。

損益分岐点グラフ
経費
（百万円）

売上高

1,200

〔「強要するような言い方はするなよ」「傍聴席退場だ
よ」
「だれも市民のために考えているんだよ」「退場さ
せろよ、本当うるさいから」「おい、傍聴席、連れて
くるなよ傍聴人」と呼ぶ者あり〕

損益分岐点

1,000

656百万円

総費用
（固定費＋変動費）

800
600
400

○議長 傍聴者の皆さんは、拍手をおやめ願います。
お願いします。
〔「退場させろよ、２回目なんだから」と
呼ぶ者あり〕

固定費用 200百万円

200

200

400

600

売上高（百万円）
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800

1,000

1,200

（収支計画概要案より）

平成２４年１２月定例議会

一般質問

一般質問内容

が枯渇する時代、すなわち政府閉鎖が現実味を帯
びたということであります。茨城県は予定していた事
業を延期するという、今までになかった状況が地方に
生まれました。２つには、地方公務員の交付税に算
定されている地方公務員給与関係費を減額するとい
う財務省の方針が示されたことであります。地方交付
税の減額が現実となります。２７年度まで常陸太田市
交付税がそのまま来るということがなくなるかもしれま
せん。３つ目に、今回の選挙において地方交付税の
地方税化が争点になってきていることです。選挙の争
点に地方交付税のあり方が話題になったことは今まで
にないと思います。

○平山晶邦 平山晶邦です。議長のお許しをいただ
きましたので、一般質問を行います。
今回の質問を考えるとき、まず認識しておきたいこと
がございます。それは、常陸太田市の現状とこれか
らです。常陸太田市の財政力指数は 0.４１と、県内
市町村の中で最低に近い状態です。今後も１８歳か
ら６０歳までの現役世代の減少が続き、震災以後は
固定資産税の落ち込みもあり、市税、歳入の改善は
いまだ見られておりません。
高齢者率は県内市町村の中で最高に近く、高齢者
が多く人口減少は大変な勢いで進んでいる市です。
生活保護世帯も増加しています。今後、本市の社会
保障費の増大を予想しなければなりません。子どもの
出生数は県内市町村の中でも最も少なく、人口比で
は県内最低の出生数ではないかと思います。地域に
子どもの声が聞こえない、活気がない地域となってい
ます。また、生活道路である市道の舗装整備率は県
内で最低です。

国の動きのこれらの３つの問題は、今後紆余曲折が
あるでしょうが、国の交付税や交付金のあり方の変更
を間違いなく予感させるものであり、現在の地方行政
を取り巻く状況が厳しい方向で変化していくことは事
実です。私は今までも議会の場で申し上げてまいりま
したが、常陸太田市のように交付税、特別交付金な
ど国からの歳入に頼っている市には財政が厳しい状
況になっていくと考えます。厳しさが現実味を帯びてき
たように思います。常陸太田市にとっては、今後の国
や県の状況変化を敏感に察知した行政運営を行って
いくことが大切です。

市民からは、常陸太田市のまちづくりは、那珂市や
常陸大宮市と比べても見劣りしていると言われ、本市
で買い物をする人は、生鮮産品以外はほとんどが市
外に買い物に出かけてしまうという状況です。食事な
どの外食関係も同様な状況です。若い人からは町に
勢いが感じられないと言われています。那珂市や常
陸大宮市や近隣の市町村に住んでいる人からは、常
陸太田なんか行ったことがない、用事がないと言われ
ます。そして、本市は行政面積が県内一であり、行
政コストが多くかかる市になっています。このような状
況に常陸太田市があることの認識が必要ではないか
と考えます。

以上のことを前提に質問を行います。
第１の質問として、複合型交流拠点施設整備の進捗
状況について伺います。私は、２３年３月議会でこの
問題を質問いたしました。その時の答弁と、９月議会
の中で同僚議員の質問に対して震災後に変化した本
事業を取り巻く周辺、社会環境等を踏まえた現計画
の検証を行うための調査業務を６月から１０月までの工
期で進めているという答弁をもとに、現在の複合型交
流拠点施設整備の進捗状況を質問いたします。

また一方、国も国家財政が厳しい中でどのような国家
経営をしていくのかということが大きな問題で、今般の
衆議院選挙の争点もこの点にあると私は思っています。
国の動きの中でこの３カ月ぐらいの間に、私たちが関
係する地方公共団体にとって関係のある大変大きな
動きがあったという認識を持たなければいけないとも考
えています。
１つには、特例公債法案が設立しなければ国の資金
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質問の１つ目として、施設整備事業費１３億円、利用
者３６万人、損益分岐点４億 2,０００万円の事業計画、
経営計画に変更はないのかをお伺いをいたします。
２つ目として、市長は３年から５年目には黒字化を見込
んでいると。仮に黒字化ができなくても産業活性化、
地域振興を図るためには公共投資が必要であるとい
う答弁をしておりますが、どのような経営を行い黒字
化を図っていくのかを伺います。

また市長は、答弁の中で交流施設そのものが利益を
生み出すことを追求するものではなく、地域全体の波
及効果を生み出すと答弁をしておりますが、この施設
をつくることによって、常陸太田市の交流人口や産業
振興などの地域全体の経済効果はどのように計画さ
れているのか、現在よりも人数や金額で拡大していく
計画を持っているのかをお伺いいたします。

通しについてでありますが、ただいま申し上げましたと
おり、現計画の検証報告書は１１月末に業者より提出
されたばかりであり、その内容につきましては、まだ十
分な分析をしていない状況であります。今後は、本
事業推進のために設置しております内部委員会や市
民、関係機関、専門家などで構成する整備検討委
員会等を早期に再開し、この報告書の内容について
分析・検証を進めてまいりたいと考えております。

３つ目として、公設民営化方式の第三セクター株式会
社の出資は、市のほかに誰が出資することになって
いるのか。個人や団体はどのような扱いを考えている
のか。市が出資する第三セクターを指定管理者とす
ることの問題点はないのかを伺います。
４つ目に、私は図書館や教育施設は公益性が高いと
考えますが、農産物販売やレストラン経営の施設が
公益性があるという論拠と、運営管理費に税金を投
入できるという説明を具体的にしていただきたいと思い
ます。

次に、本施設を整備することによる交流人口増や産
業振興による地域全体への経済波及効果の計画に
つきましては、現在計画をしております本施設機能の
中で特徴的なものが情報館であり、この機関は特に
観光拠点地や体験施設、観光果樹園など、また、
市内各地で行われる四季折々のイベント、地域のさま
ざまな自然・歴史・文化・食などの地域資源等の各
種情報を効果的に受発信しようとするものであり、こ
の機能の強化により市域全体への交流人口の拡大を
図ろうとするものであります。

項目の最後の５つ目の質問として、この事業と関連が
あり、売り上げが落ちていると言われている市内の５
つの直売所の現在の経営はどのような状況なのか。
経営対策はどのように考えているのか。また、複合型
交流拠点施設が建設された後、直売所と共存するた
めの計画施策をどのように考えているのかを伺います。

経済波及といたしましては、観光地などへの直接的
な波及のほか、宿泊業、交通運輸業、飲食業、土
産品の製造販売業など、さらには地域の特性を生か
した各種体験などのツーリズムを進めることによる地域
の方々への経済波及などさまざまな分野にわたること
から、これらを高める施策展開を図ってまいります。

以上で第１回目の質問といたします。

また、農産物や加工品等の直売施設や飲食施設等
の整備による経済波及といたしましては、施設で販売、
あるいは消費される売り上げ等が直接的な効果となり、
これを生産する農業者や商業者の方々の所得向上へ
とつながるものであります。そのためには、いかにし
て農家の皆様や加工に携わる方々が消費者ニーズに
合った、あるいは消費者に喜ばれるものを作っていくか、
また、その商品をいかにＰＲしていくかが必要となって
まいります。そういったことから、現在進めている計画
生産による生産振興や６次化、あるいは農商工連携
による加工品開発等をさらに進め、意欲ある生産者
が地域全体へと広がっていくよう施策展開を進め、波
及効果を高めてまいります。

執行部からの答弁
○議長

答弁を求めます。産業部長。

○産業部長 複合型交流拠点施設についてのご質
問にお答えいたします。
ご案内のとおり、本事業につきましては、地域産業の
重点振興施策として継続して取り組むこととしておりま
すが、震災からの復旧・復興に優先的に取り組むため、
平成２３年度、２４年度と事業の先送りをしてきたとこ
ろであります。
なお、今年度につきましては、震災後の本事業を取り
巻く環境等を調査・検証し、より適正な事業内容とし
ていくため、現計画の検証、調査業務を専門業者に
委託し、１１月末に終了したところであります。
ご質問の事業計画、経営計画の変更と黒字化の見
29

なお、これらのことは経済波及効果ばかりではなく、
課題となっている担い手の育成・確保、耕作放棄地
抑制、農地や風景・環境等の保全等へもつながって
いくものと考えております。したがいまして、これらの
検証作業における検討結果をもって、適切な時期に
議会や市民の皆様方には報告してまいりたいと考えて
おります。

次に、第三セクターの出資者は、市のほかに誰が出
資することで調整をしてきたのかという質問であります
が、震災後は現計画の検証や農産物等の生産性の
向上等を中心とした施策展開を行ってきたところであり
ます。

ではなく、その公共施設の管理運営に指定管理制度
を活用するものであります。また、近隣市町村や近県
の道の駅等で農産物直売所やレストラン、農産物加
工施設等を備えた同類の施設を調査したところ、２１
施設中１６施設が会社法法人である株式会社、残り
の５施設が財団法人であり、全てが第三セクター方
式による運営となっております。

本施設の経営母体としましては、第三セクターで行う
方針としているところでありますが、現計画の検証結
果等を踏まえた経営計画の方向性を出す中で、第三
セクターの枠組み等についても協議、調整を行ってま
いりたいと考えております。

次に、市内の５つの直売所の経営状況とＪＡ直売所と
共存していくための見通しについてでありますが、
ＪＡ
直売所の経営状況につきましては、震災直前の平成
２２年度では、５直売所合計で直売部門や飲食部門、
加工部門等を合わせ年間約８億円程度、ピーク時に
は約９億 8,０００万円程度売り上げがあり、入込客数
は５直売所を合わせて約６０万人を超える入り込みが
ありました。震災後の平成２３年度には、売上額、入
込客数とも震災前の８５から９０％前後で推移している
状況であります。

また、市が出資する第三セクターを指定管理する問
題性はないのかというご質問でありますが、現在、市
が出資している団体等に指定管理制度を活用して管
理運営している他の公共施設においても、指定管理
にかける施設の歳入・歳出の会計については独立し
た管理をするよう指導しているところであり、本施設に
おいても同様の対応をしてまいりたいと考えております。

また、直売所の売上額向上策の１つとしましては、地
場産率のアップが直売所に求められている機能であり、
消費者にとっても魅力ある品ぞろえとなるよう、ポス
データに基づく品種や時期等の計画生産についてもＪ
Ａ・県・改良普及センターと市が連携し、取り組んで
いるところであります。

また、平成２３年度に総務省より出された第三セクター
等の抜本的改革に関する指針におきましても、第三
セクターの設立につきましては、外部の専門的意見を
聞くことにより客観性や専門性を確保した上で将来需
要予測、事業計画等を立てることや、第三セクター
の法人類型等についても一般社団法人及び一般財
団法人、会社法人等、それぞれ特色を踏まえ、適
切に選択を行うべきなど６項目の留意事項について通
達が出ておりますので、これらの留意事項等の考え
方を十分に踏まえて慎重に判断してまいりたいと考え
ております。

また、
ＪＡ直売所との共存はということでありますが、昨
年３月の定例会でも申し上げ、また先ほど申し上げま
したが、本事業は施設の整備やその経営を目的とし
ているわけではなく、この施設を使ってそこで農産物
や加工品などを販売する農家などの生産や加工に係
る波及効果、あわせて交流人口を増やすことにより、
地域全体の経済の波及効果を図ろうとするものであり
ます。なお、既存の直売所におきましては、一時的
には若干売り上げ等への影響があると思いますが、
他の先進事例等を見ましても、相乗り等の効果が大
きいとの報告がありますので、それぞれの施設が生
産されるものをより多く販売あるいは活用でき、さらに
は地域の特色を生かした運営をするなどお互いに連
携し、消費者や生産者にとって魅力ある施設となるよう、
また、あわせて市内外から多くの方々に来訪いただけ
るよう相乗り効果を高めていきたいと考えております。

次に、農産物販売やレストラン施設の公益性につい
てでありますが、本市の基幹産業である農業が今後
とも地域の主産業として持続、発展し、地域の活力
として生まれていくためには、生産振興はもちろんの
こと、生産されたものが再生産可能な価格で適切に
販売され、生産者の所得に反映される必要があり、
そのことから生産者の意欲向上にもつながっていくも
のであると考えております。そのことから、地域で生
産される農産物等の販売や利活用を促進するための
直売所や飲食施設を整備しようとするものであり、あ
わせて交流人口を増やしていくことにより、地域産業
全体の底上げを促し、地域の活性化、発展に寄与
する公益性のある地域振興施設であるものと考えて
おります。

２回目の質問
○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

なお、第三セクターの運営管理に税金を投入するの
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した。まず、複合型交流拠点施設の件ですけれども、
１１月に調査報告が出るので今はわからないという回
答、昨日もそのような回答だったんですが、この事業
は議会で議決されている事業で予算も議決されたとい
うことがあるわけです。そうしますと、やはり何にも増
してこの事業のあるべき姿というものを議会なり市民に
示すというのは、担当部としては第一義の仕事だと私
は思うんですよ。今、ここにおられる議員一人一人も
市民の負託を得て議決した事業ですから、昨日も同
僚議員からどのようになっているんだろうと心配して質
問があったと思うんです。

で終わりにしておきます。
それでは、震災が起こる前にどのような経済波及効
果があったのか数字でお示しください。
そうしませんと幾ら波及があると言っても言葉の遊びに
なってしまいます。今は新たな検討をしているんでしょう。
では、４億円近い予算を議決した前の段階の波及効
果というものを数字でお示しください。交流人口がど
のくらいだとか、経済的な波及効果をどのくらい想定
していたのかとか。現在は結構ですから、１３億円と
４億 2,０００万円という数字を言ったときの波及効果を
お示しください。そうしませんと、市長が波及効果が
あるという前提がなくなってしまうんです。

そしてまた、９月の議会では６月から１０月末までに調
査は終了するというご答弁をしておりますよね。これは
なぜ１１月になったんでしょうか。コンサルとの契約が１
０月末といったら、普通は１０月末にはその調査資料を
出させて、そして１１月１カ月かけてきっちり内部で検
討してという作業が必要だと思います。ましてやこの１
２月議会は、来年度予算に向かって検討する大きな
時期だと私は考えています。それがいまだ調査が出
ていないということはどのようなわけでしょうか。改めて
その点に関してお聞きします。

２３年度の３月にも、市長はこの施設は赤字でもいい
んだと、だけれども全体的に波及効果があるんだとい
うことでありますから、前の段階の波及効果を数字で
お示しください。

執行部からの答弁
○議長

〔傍聴席にて発言する者あり〕

○産業部長 みなす前の地域全体への経済効果と
のことでありますが、あくまでも震災前の試算でありま
すが、茨城県産業連関表３７部門による試算といたし
ましては、年間約４億 5,０００万円から４億 8,０００万
円程度を見込んでおりました。

執行部からの答弁
○議長 傍聴人に申し上げます。静粛に願います。
答弁を求めます。産業部長。
○産業部長 先ほども答弁申し上げましたが、現計
画の検証報告書は１１月末に業者より提出されたばか
りでありますので、その内容につきましてはまだ十分な
分析等をしていない状況であります。その分析を行い
ながら、また、内部委員会や先ほど申し上げました整
備検討委員会等を早期に開催し、この報告書の内
容について分析・検証を進めてまいりたいと考えてお
ります。

４回目の質問
○議長

平山議員。

○平山晶邦 それでは震災前に、現在これくらいだ
けれども、この施設をつくることによってどのくらいの交
流人口の増加が見込まれるのか、「交流人口」という
言葉を使いますから、その交流人口の拡大はどのくら
いを想定しておったんですか、教えてください。

したがいまして、これらの検証作業における検証結果
をもって、適切な時期に議会や市民の皆様には報告
してまいりたいと考えております。

○議長

答弁を求めます。産業部長。

○平山晶邦 議長、時間がないものですから、もし
それが出てこないということであれば、後にしてもらっ
ても結構です。時間がないですから。

３回目の質問
○議長

答弁を求めます。産業部長。

平山議員。

○議長 それでは先に進めてください。

○平山晶邦 これはもう水かけ論になりますからここ
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○平山晶邦 あるのであれば示してください。それで
は、経済的波及効果としては４億 2,０００万円くらい
あったということで。

に検討結果を市民の皆さんに報告してください。よろ
しくお願いします。
最後になりますが、私がこのような質問をいたしました
のは、やはり行政に携わる私たちは常陸太田の未来
に責任を持たなければいけないと思うんです。私は不
安を残す事業を心配したのでありまして、ぜひともこ
れからの事業の完遂をよろしくお願い申し上げまして
私の質問を終わります。

先ほど私は第三セクターの問題点、そして指定管理
者をどのように考えるかということを申し上げました。よ
く指定管理者制度を取り入れるんですけれども、指定
管理者制度にも問題点がございまして、特に地方公
共団体が出資者となる第三セクターなどが指定管理
を受ける場合は、指定管理料以外の費用を地方公
共団体側が負担していることがあると。財政支出の
項目が二種以上にわたる場合などには、当該施設の
運営に対して地方公共団体がどれくらいの経費を負
担しているかが極めてわかりにくいという問題点が指
定管理者制度で指摘されております。
あと一つ、平成２２年１２月の総務省の自治行政局長
からの通達で、指定管理者の指定申請に当たっては、
住民サービスを効果的・効率的に提供するため、サー
ビスの提供者を民間事業者等から幅広く求めると。こ
れが意義があるんだと言っています。その複数の申
請者に事業計画を提出させてそこから選ぶ、だから
議会の議決が必要ですよと言っています。
私は、この２点があるからあえて今、指定管理者は
どうなんですかという質問をしております。
あと一つ、前に副市長が私に公的な施設だと。議会
で議決されたから公的な施設なんだというご答弁をさ
れておりますが、公的な施設というものは、地方自治
法の第２４４条、普通地方公共団体は住民の福祉を
増進する目的をもってその利用に供するための施設、
これが公的な施設なんだということを言っております。
例えば体育館だとかプールだとか、教育・文化施設
だとか、社会福祉法人のものだとか、公益企業の公
立病院や公園や公営住宅などがこれに当たると言わ
れているんですよ。市庁舎は公の施設とは言わない
んです。私もこれは初めてわかりました。ですから私は、
公的な施設とはどういうふうなものなのかと。そこから
行きますと、都市計画法の開発行為に当たる今回の
このような施設というのは、公的な施設に当たらないと
いうことです。そこを十分ご認識いただきたいと思いま
す。
これは数字が出てこないということですから議論になり
ませんので、交流拠点施設はそういうことでわかりま
した。後で数字をお示しください。そしてまた、早急
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