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ま さ く に

常陸太田市議会議員 平山晶邦

ごあいさつ
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、２５年の３月議会から１
２月議会までの私の一般質問と執行部の答弁をまとめた議会活動報告を作
成いたしました。
また、常陸太田市がこれから直面するだろうと思われる課題、問題につ
いての私の考察も取り上げております。
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、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。

ひ ら や ま

常陸太田市議会議員

ま さ く に

平山 晶邦
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平成２５年３月定例議会

一般質問

25年度予算編成について

▶

旧瑞竜小学校跡地に県が開設を予定している特別支援学校に伴うインフラ整備について

▶

税収は４２兆円、公債金である国債は約４４兆円、そ
の他の収入６兆円でした。９０兆円の予算のうち、実
に２２兆円は国債費すなわち借金返済に回っている状
況で、国民のためには６８兆円しか使えていない状
況です。単年度のプライマリーバランスを見ても、２２
兆２,９９８億円の赤字になっています。毎年４０兆円
を超える借金をしながら予算を作っている状況です。
市長の施政方針にもありましたが、国は切れ目ない
予算という考え方から、２５年度予算は補正を含めた
１５カ月予算の考え方でありますが、国債発行も過去
最大の５０兆円を超える状況で、当然２５年度プライ
マリーバランスは赤字であります。現在でも、国の政
府債務状況は約１,０００兆円に近く、国絡みのさまざ
まな債務を合わせると１,０００兆円を超えるとさえ言わ
れています。このような状況が続けば、日本はどうなっ
てしまうのでしょうか。

旧瑞竜小学校の校庭にある「瑞桜」

一般質問内容
○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。
３月議会は予算議会であります。本市の予算は０.４１
という県内で最低の財政力で、自主財源が乏しいた
め、国の財政動向と政策に頼った予算となります。
常陸太田市の財政は国の施策と密着した、国の財
政状況に左右される自治体です。それゆえ、常陸太
田市の市民を初め、市行政にかかわる私たちは、国
の財政状況に敏感にならなければいけないと思いま
す。私はある官僚と話をしたとき、「日本の財政は臨
界に近い。今回の成長戦略にかけてみるしかない」
と言っておりました。
また、ある国会議員と話をした折、「今の日本にはモ
デルとすべき国がない」と言っておりました。彼は、
「高
度成長のころは、アメリカをモデルに日本流をプラスし
てきた。今の日本は、何もかもなくした戦後からミラク
ルの経済成長を遂げ、世界第３位の経済大国になっ
た。しかし、短時間のうちに、世界で最初の少子化、
高齢化という社会になり、特に少子化は大変な状況
になっている。日本の強みであった年金、医療など
の日本モデルの社会保障が厳しい状況になっている。
政府債務は世界で１番、そしてついに貿易収支が赤
字になってしまった。このような国は世界にはない。
すなわち見習うべきモデルがいない。残された時間
は限られている」と言っておりました。
国の状況を２４年度予算で見ますと、２４年度予算は
９０兆３,３３９億円でありました。９０兆円の予算のうち、
２

今、経済学的にはデフレからの脱却といって、２% の
物価上昇を目標にしましたが、物価が２% 上昇すると
金利は３%ぐらいになります。そうなってくると、財政
は国債の金利負担や国債の償還金額だけでも莫大
な金額になり、国債価格の暴落を招き、国債を大量
に抱える銀行や生・損保なども困り、国家財政とし
ては大変な状況を迎えるのではないかと考えます。ま
た、今までは、日本はアメリカと違って、財政が赤字
でも貿易収支は黒字であるから大丈夫なんだと言っ
ておりましたが、現在は貿易収支も赤字になってしま
いました。日本の経営収支の中で、大変な状況が生
まれているのです。アメリカと同じように、双子の赤
字に悩まされるようになってしまいました。アメリカは日
本の五、六年先を行くと言われます。つい最近の報
道を見ても、アメリカは減税打ち切りと歳出削減が重
なる財政の壁の問題を先延ばしにしておりますが、
直近では連邦職員の強制的な削減などを行い、官
民で７５万人の雇用が失われるような歳出の強制削
減が発動されるという事態になっています。それでも、
アメリカの政府債務は国内総生産ＧＤＰの１００% 程度
ですが、日本は国内総生産の２００% 近い政府債務
を抱えています。日本がなくなってしまうわけではあり
ませんが、アメリカの例からもわかるように、我が国
の財政は大変厳しい状況であるという認識と、大変

厳しい未来を予想しなければいけないと思います。

にとって、県の施設の開設は大変ありがたい事業で
あります。本市にとっても、小学校跡地の有効利用
は絶対成功させなければいけません。それには、こ
の施設の地域に住む住民の皆さんの協力が大切で
あります。支援学校が来ることによって、地域の皆さ
んが不便を感じるようになっては元も子もありません。
また、特別支援学校の皆さんや関係者が不便を感じ
てもいけません。

常陸太田市の財政を考える上でも、常陸太田市の未
来を考える上でも、国の財政状況の分析をしておくこ
とは非常に大切なことであります。常陸太田市におい
ても、小泉首相の三位一体改革の当時は、財政調
整基金を取り崩しながら予算を計上したではないで
すか。今は、その当時よりも日本の財政は確実に悪
くなっていることは明らかです。国からの交付税や補
助金削減は、すぐそこに来ているのではないでしょう
か。私は国の財政状況を興味深く見守りながら、常
陸太田市の財政を考えることが必要ではないかと
思っています。このことを申し上げ、一般質問に入り
ます。
２５年度予算編成について

旧瑞竜小学校・支援学校建設予定地

第１の質問は、２５年度予算の編成過程でＰＤＣＡサ
イクル、費用対効果についてどのように検討がなされ、
予算が決定したのかを予算編成プロセスの中で説明
していただきたいのであります。私は２５年度予算に
ついては、よく作った予算と評価いたしております。
私が２５年度予算を評価している視点は大きく３つあり
ます。１つには、市民にとって細やかな配慮をしている。
２つには、定住促進のための施策、人口増加、特に
生産年齢層を本市にとどめようとする即効性ある、め
り張りがきいた施策を打ち出している。３つ目には、
委託料やさまざまな経費の小さい積み重ねの縮減が
図られていることであります。

特に、瑞龍地区は生活や通学道路の整備がおくれ
ている状況が見受けられます。今考えられている支
援学校の通学道路は、瑞竜中学校の通学道路であり、
過去においても大きな事故があった道路であります。
通学に使うバスの運行や支援学校の職員の皆さんの
通勤に伴う事故などがあったならば、取り返しがつか
ない事態になってしまいます。また、災害などにも備
えた安全安心な道路整備が必要だと考えます。
そして、瑞龍地区はブドウなどの農産物や優良米の
産地であり、長尾谷津環境を守る会や、瑞竜のサク
ラを守る「瑞桜を守る会」などの環境や文化に留意
した活動を行っている地区でもあります。それゆえ、
施設から出る汚水や生活雑排水への配慮をする必要
もあります。県の施設ができたことによって地域が活
性化した、支援学校関係者からもすばらしい環境の
中で教育ができよかったなどの評価を支援学校、地
域住民双方からいただけるような施設にしていただく
ために、道路、下水等のインフラの整備についてお
伺いしたいのであります。

私が前段申し上げましたように、国の財政が好転し
ない状況であったならば、自主財源が乏しい常陸太
田市は一段の予算の縮減を図る必要も出てまいりま
すので、市民にとって何が必要かを考えた予算の執
行が大切になってくるのではないでしょうか。市民に
とって何が必要か、効率がよい行政はどうするのか
の議論が今回の予算編成にあったと推察いたします
が、どのような議論が繰り広げられたのでしょうか。２
５年度予算を広く市民にご理解いただくため、２５年
度予算に当たり、
ＰＤＣＡサイクルや費用対効果をどの
ように検討したのかを予算編成プロセスの中で説明し
ていただきたいのであります。

以上の２点の質問を行い、１回目の質問といたします。

執行部からの答弁
議長

特別支援学校に伴うインフラ整備について

答弁を求めます。政策企画部長。

政策企画部長 ＰＤＣＡサイクル、費用対効果を予算
編成に当たってどのように検討したのかとのご質問に
お答えをいたします。市では、実施計画に掲げられて

第２の質問として、旧瑞竜小学校跡地に県が開設を
予定する仮称県北特別支援学校に伴う市道や下水
などのインフラ整備について伺います。常陸太田市
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いる事務事業の継続的な見直し、改善を図るため、
平成１７年度より事務事業評価の仕組みを取り入れ、
事業の目標や成果、コストなどをできるだけ数値化す
ることにより、可能な範囲で事務事業を定量的に評価、
検証し、見直しを行っていくこととしております。平成
２４年度においては、平成２３年度実施計画に登載を
されていた２７７事業について事務事業評価を行いま
した。

額、上限１０万円を３年間助成する定住促進助成制
度については、定住人口の増加につながっているの
かどうか、またわかりやすい制度なのかどうかという点
についてやや疑問があり、制度内容を市民の方により
わかりやすく、また魅力あるものに見直しを行う必要が
あるとの評価から、事業の方向性が改善とされ、見
直しの検討の結果、平成２５年度からは市内に住宅
を取得した子育て世帯等に対し、住宅取得時に一括
して上限２０万円を助成する制度に改めることとして、
新年度予算案に所要額の計上を行っております。

まず、昨年５月に各部課等において、前年度の事務
事業について、事務事業評価シートに各事業の投入
コスト、目標指標の達成状況、事業の妥当性、成果、
効率性、今後の事業展開の方向性などを書き込み、
自己評価を行い、政策企画部のほうへ提出をいただ
きます。政策企画部といたしましては、各部課等が１
次評価した、自己評価をした事務事業のうち、重点
戦略事業として位置づけられた９５事業について、各
部課等における１次評価、自己評価の妥当性などに
ついて改めて検証をし、政策企画部としての所見を
書き込み、担当部課等にお返しをするとともに、その
中で特に全庁的な視点から評価、検証を行い、施策
展開の方向性の議論が必要であると思われる４５事業
については、８月中旬に庁議メンバーにより構成される
事務事業評価会議を開催し、最終的な事務評価を
行いました。

また、体験型交流事業として実施をしておりましたコシ
ヒカリオーナー制については、参加者側及び受け入れ
態勢側の双方においてメリット感が薄く、事業そのもの
が拡大しないことから、現行の内容での事業継続は
適切ではないのではないかとの見方から、事業の方
向も改善とされ、担当課のほうでは予算を縮減して予
算要求をいたしましたが、結局予算査定において事
業が廃止とされております。
さらに、放課後児童クラブについては、これまでの取
り組みに対して一定の評価を行うとともに、利用希望
ニーズ調査を実施し、未設置校への設置を進めるな
ど利用環境の充実を図られたい旨の所見を付して、
評価結果を担当部課へお返ししたところ、里美、水府、
郡戸、３カ所の新設並びに春、夏、冬休みの預かり
時間を朝夕３０分ずつ拡大する内容で、新年度予算
案での所要額の計上を行っております。

総合評価としてＡ、
Ｂ、
Ｃ、３つの段階の評価を行い、
それらの評価結果に対する今後の事業の方向性につ
いての所見を付して、担当部課等に戻しておりまして、
最終的に拡充が５事業、継続が４３事業、改善が３４
事業、統合が７事業、廃止が１事業、そして完了が
５事業という整理をいたしました。

ますます厳しくなる財政状況のもとで、持続可能な行
財政運営を行っていくためには、限られた財源を効率
的、効果的に活用することが重要になっておりまして、
事務事業のＰＤＣＡサイクルを回すことによって、どのよ
うな成果が得られたかを検証し、その後の予算へ
フィードバックする取り組みを徹底していく必要がありま
すので、今後も引き続き評価、検証の仕組みの改善
を行い、個々の施策や事務事業の質の向上を図ると
ともに、
スピード感を持った事業展開に努めてまいります。

これら評価結果につきましては、すぐに各部課等に
フィードバックされ、平成２５年度以降の実施計画の計
画原案に反映され、改めて政策企画部のほうへ提出
をされます。その後、事務事業評価結果と実施計画
原案のすり合わせのための調整作業が、各部課と政
策企画部の間で行われ、１０月の市長、副市長ヒアリ
ングを経まして、実施計画原案が取りまとめられ、１１
月に入りますと、それらの内容に従って各部課等が予
算要求を行い、また財政課においては、予算編成作
業の判断材料としてそれらが活用されるという流れに
なっております。

議長

建設部長。

建設部長 県の特別支援学校の開設に伴うインフラ
の整備について、近隣地区のインフラ整備促進につ
いて、旧瑞竜小学校跡地に県が開設を予定している
特別支援学校に伴って、市道や下水道などのインフラ
整備が必要だと考えるが計画等についてということで、
これにお答えいたします。まず、市道についてでござ
いますが、特別支援学校の開設に伴いまして、教職

以上のような事務事業評価の流れの中で、見直しが
された代表的な事例を何点か申し上げますと、新築
住宅建築等に係る固定資産税相当額の２分の１相当
4

員の通勤、父兄による生徒の送迎、スクールバスの
運行等によります車両の通行が見込まれます。ルート
としましては、国道３４９号の旧瑞竜小学校入り口交差
点にアクセスする市道０１０２号線の東側ルートと、瑞
竜中学校から市道０１０４号線、市道０１０２号線を通
る南側ルートの大きく２つのルートが考えられるかと思わ
れます。

ただきます。
２７年度には、本市は合併算定替えの交付税の削減
がやってきます。その他にも、交付税の問題につい
ては今後、地方にとって大きな状況変化が生まれてく
ると考えられます。本市の自主財源の確保は人口減
少が続く限り、私は改善しないというふうに思ってお
ります。そうであるならば、やはり事業の見直しに着
手しなければいけない状況が生まれてまいります。２
５年度は予算の執行に当たりながら、事業の一層の
検証を行って頂きたいということを要望しておきます。

現況としまして、東側ルートでは、国道３４９号の南側
から入る市道０１０２号線の交差点部分は鋭角となって
おりますので、スクールバスの左折に支障を来すものと
思われます。この交差点につきましては、昨年１０月に
地元町会からも改良要望書が提出されておりまして、
平成２５年度から国道、警察など関係機関との交差
点改良協議と、交差点を広げるために用地買収が伴
いますので、土地所有者の協力をいただいた上で改
良工事を予定しております。

２問目の特別支援学校に伴うインフラの整備でござい
ますが、下水道に関しては本市が２５年度から行う総
合計画の中で、あの瑞龍地区も含めた総合計画の
下水道の中で見直すという回答でございました。こ
れは引き続きよろしくお願いをいたします。

また、南側ルートでは変則十字路が支障となりますので、
変則十字路を含めた東側、南側ルートで見通しの悪
い箇所や狭隘区間箇所の改善につきましては、平成
２７年４月の開校までに地元町会を初め、地元との調
整を図り、協力をいただきながら、改善に向けて努力
してまいりたいと考えております。

市道路の整備についてでございますが、今ご答弁い
ただいた内容は局所的な、一時的な対応としては理

次に、下水道につきましては、特別支援学校は旧瑞
竜小学校に比べ、生徒数、教職員数が大幅に増え
ることにより、現在の浄化槽では容量が不足しますので、
既存の浄化槽を使用するとともに、新たに浄化槽を増
設する計画となっております。
瑞竜中学校付近のせまい通学道路

また、近隣地区につきましては、市長の施政方針でも
申し上げましたが、茨城県那珂川久慈川流域別下水
道整備総合計画にあわせ、全体計画を見直す中で、
費用対効果を勘案するとともに、整備のあり方につい
ても数々の手法が考えられますことから、こうした点を
踏まえて、市の下水道事業全体の整備計画を作成す
ることとしております。当地区におきましても、全体計
画の中で検討を進めてまいります。

解をいたしますが、特別支援学校は先ほども答弁の
中にあったように、教職員等においても１００人弱、
生徒は２００人近く、合計で３００人前後が集う施設で
あります。常陸太田市においても一大施設になるわ
けです。また、通勤する先生方が万が一事故などを
起こした場合は、県職や先生という職業でありますか
ら、本人も大変な状況に置かれることになるわけです。
将来、予見されるであろう安全安心に配慮した道路
整備を、私は考えなければいけないとこのように思っ
ています。開設までまだ時間があるわけですから、
十分に県と協議して、県に対しては、瑞龍地区は２
９３バイパスの整備を予定しているようでありますから、
早急な２９３バイパスの整備と、市においては瑞竜中
学校の通学道路として、また瑞龍地区の皆さんの生
活道路としての総合的な市道の整備を考えて、地区
中央に走る道路整備等が必要であると考えます。今

２回目の質問
議長

平山議員。

○平山晶邦 ２回目の質問をいたします。
１問目の２５年度の予算のプロセスについては理解を
いたしました。この問題に関しては、要望をさせてい
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回の特別支援学校の開設に伴って、地区全体の活
性化と安全安心が図られる道路整備を改めて要望し
たいと思いますが、これに関してはご所見をお伺いし
たいと思います。

特別支援学校に関わる
インフラ整備の問題点について
茨城県文教警察委員会の長谷川県議会議員
と同行視察

執行部からの答弁
議長

答弁を求めます。建設部長。

建設部長 ２回目の質問にお答えいたします。
瑞龍地区を含めまして、国、県に対して国道２９３号
バイパスの整備促進を引き続き強く要望してまいります。
市道につきましても、国道２９３号バイパスの整備工事
と関連しますので、バイパスの事業者であります常陸
太田工事事務所と連携を密にしまして、市道の整備
の検討を進めてまいりたいと考えております。
議長

地図を見ながら検討する

平山議員。

○平山晶邦 ありがとうございました。ぜひ市長を先
頭に、今回の特別支援学校の事業を成功させなけ
ればいけないものですから、それにかかわる瑞龍地
区のインフラ整備についてはよろしくお願いをいたしま
す。改めてお願いをいたします。
最後に申し上げておきたいのは、国の２５年度予算を
提出したときに、麻生財務大臣が演説でも「いつま
でも財政出動を続けるわけにはいかない。日本の財
政に対する信認を確保していくことも重要だ」と言っ
ています。私は国が全て面倒を見てくれる時代は終
わったのかなという思いがあります。かといって財政は、
一地方自治体でできることは本当に限られています。
しかし、少しでもいいから地方自治体として常陸太田
市が自助努力をしていくことが大切になってくると確
信しています。

特別支援学校予定地を調査する

私は、常陸太田市の未来に責任を持った議員活動を
行うことをお約束いたします。２５年度の執行部の皆
さんの一段の奮闘を期待して、私の一般質問を終わ
ります。

道路の整備状況を確認する
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平成２５年６月定例議会

一般質問

行政に対する責任について
▶地方交付税抑制方針が行われた場合の本市の財政について
▶複合型交流拠点施設
（道の駅）の計画について
▶

複合交流拠点施設 平成23年度 常陸太田市予算書より抜粋

一般質問内容

我が国の財政立て直しが追いつくかどうかが大きな
ポイントなります。四十二、三兆円の税収で１,０００
兆円の借金をどう埋めていくのか、その道筋が問わ
れています。

○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。
我が国の財政は大変厳しい状況であり、今がターニ
ングポイントを迎えているのではないでしょうか。異次
元という金融政策を実施してこの半年頑張ってきまし
たが、金融政策ではもうどうにもならない状況になっ
ているようであります。いまや政府も厚生年金や国民
年金の積立資金まで使って、株式相場を動かすよう
な状況です。日本においては国債の買い入れの機関
投資家である銀行や生命保険会社、損害保険会社が、
国債の買い入れをしなくなっている状況であり、日銀
が国債を買い入れるという手段をとりました。これは
異常事態です。

政府債務の膨張、日本国債急落による長期金利の
急騰、日本経済の空洞化などのシナリオにならないよ
うな政府のかじ取りが今、求められています。政府も
骨太の方針を示し、その内容は地方交付税の見直
しや行政改革などの財政再建の必要性を行うことで
あり、地方財政へ厳しい内容となっています。国の
財政に頼っている常陸太田市にとっては、その動向
と政策を注視していかなければいけない状況に変わ
りはありません。常陸太田市の財政は、国の施策と
密着した国の財政状況に左右される自治体です。間
違いなく地方交付税などは現在よりも減少していくわ
けですから、市長を初めとして執行部の皆さんには、
無駄を省いた行政経営をお願いしたいわけでありま
す。

国の財政規律が緩むと国債の長期金利の上昇となり、
新たなリスクを生み、我が国の財政に響いてくる。また、
世界のマーケットに国債を委ねることは、金利の上昇
の抑えがきかない状況が生まれてきてしまいます。実
体経済成長が追いつかず、金融政策頼みの予算で
は早晩、破滅へのカウントダウンが始まってしまいます。

常陸太田市市民も国の財政状況に敏感になり、そこ
から市の状況をチェックしていかなければならないと
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思います。財政的には、国も常陸太田市も厳しさが
一段と増していくということを前段申し上げ、質問に
入ります。

出てくるのかを市民に説明しておく必要があると考え
ます。影響と今後の本市の財政見通しについてお伺
いをいたします。

行政に対する責任について

複合交流拠点施設の計画について

第１の質問は、市長の行政に対する責任についてお
伺いをいたします。私は市長が３期目の就任挨拶の
中で、職員に対して「責任は自分がとる」という話を
したと知ったとき、市長は行政運営の中で、制度的
な市長としての責任のとり方を整備する考えなのかな
と思いました。一般的に行政運営は、任期中に行っ
た事業などについて執行者が責任をとっていないこと
は、広く行政の不信につながっている要素もあります
ので、今回、大久保市長があえて責任論を出したこ
とはすごいことだなと素直に感心いたしました。

１反歩当たり約６００万円弱の予算を計上した
下河合町の計画予定地 2.4ha

権利と責任は表裏一体であることを明確にして、３期
目執行は一歩踏み出した、責任を明確にした行政運
営を行うと期待しているところであります。それを制
度的に作って行うならば、すばらしいことではないか
と思っています。行政責任のあり方について、市長
のご所見をお伺いいたします。

第３の質問は、複合交流拠点施設の基本計画見直
しについてお伺いをいたします。議員全員協議会に
おいて、ここに持ってまいりました複合交流拠点施設
基本計画の見直し計画が示されました。これまでに２
３年２月２８日以来の３回目の計画見直しであります。
複合交流拠点施設の事業は、２３年３月議会におい
て私は反対をいたしましたが、２０対２の賛成多数で
議決されております。その後、専門部署を設置して
２年がたっておりましたから、私は昨年の１２月議会に
おいて、事業の進捗状況について質問をし、当時の
産業部長はコンサルタントに委託して１０月に内容が
提示され、現在内部で協議して、整理した段階で市
民の皆様に示したいというご答弁がありました。そし
て今回３回目の提案でありますから、さまざまな意見
を踏まえ、執行部内部で十分詳細に協議され、この
基本計画見直し計画が私たち議員に示されたのだと
思います。

地方交付税抑制方針と本市の財政について
第２の質問は、国の骨太方針で言われているような
地方交付税の抑制方針が行われた場合、本市の財
政についてお伺いをいたします。政府は財政再建の
必要性から、社会保障、公共事業、地方財政の３
分野を聖域とせず、歳出の見直しに取り組むとして
います。県内で一番国の交付税に大きく依存してい
る本市にとっては大問題であります。国においても問
題となっております社会保障費などの拡大は、県内
最上位の高齢地域であります常陸太田市にも影響が
あり、地方交付税の交付は地方査定をすることとなっ
てまいりますと、那珂市に人口で抜かれた常陸太田
市が、那珂市よりも年に１００億円以上の予算を組む
などということは許されなくなるのではないでしょうか。

私は、この事業は新聞等にも大きく取り上げています
とおり、市長の強い意向で進められている事業であ
ると認識をしており、また市民の知るところとなってい
ます。私はこの事業については現在でも反対でありま
すが、議会においては賛成多数で承認されておりま
すので、この事業をとめることができないのは理解を
しております。しかし、今回示されました見直し計画
の中で、疑問点や理解ができない点については、市
民から質問されても回答できなければいけないと思っ

常陸太田市は、県内市町村の中で一番に地方交付
税や特別交付金に属してきた市であります。ですから、
逆に見直しなどが行われた場合は、大変厳しい状況
に直面してくるのではないかと危惧いたします。既に
平成２７年度から合併算定替えの２０億円のマイナス
は織り込んでいるようでありますが、今回の方針で示
されるかもしれない地方交付税の歳出特別枠、約１
兆円が削減された場合、どれくらいの影響が本市に
8

ています。基本計画見直し案の疑問点についてお伺
いをいたします。

ないのかを伺います。
５. 要員計画で書かれております施設職員別年間給
与について伺います。常陸太田市の１人当たりの市
町村民所得を見てみますと、４４市町村の中で４０番
目ぐらいに位置しておりまして、１人当たり約２３０万
円以下であります。それから見ますと、この施設の
正職員の給与は最高が約７７０万円、一般職員でも３
９０万円弱であり、実績がない会社で、レストランや
農産物を扱う同様の民間会社と比較しても高額に
なっておりますが、どのような検討の中でこのような
給与額の提示になったのかを伺います。

第１には、この基本計画見直し案が私たちに提案さ
れるまでに、執行部内部でどのような協議を行い、
どのような執行部メンバーで組織決定をして、提案し
たのかを時系列的にご説明願います。また、今回初
めてこの施設を防災拠点として位置づけております。
この地点は大雨が降った場合は水没する場所で、県
のハザードマップではそのような箇所という位置づけ
がされております。その場所を防災拠点として位置
づけることに問題はないのかについて、ご所見をお
伺いいたします。

人を雇用するとは、その人の人生を面倒見るというこ
とです。今回この事業がうまくいけばよいのですが、
失敗した場合の雇用関係などについては研究、検討
しているのかについてお伺いをいたします。

また、今回の事業は農林水産省の予算を使うことに
なっておりますが、先日の新聞報道を見てみますと、
道の駅の整備というふうな書き方をされております。
この道の駅という事業は国交省の事業名称であると
思います。今回の事業は農林水産省の予算を使うこ
とになっておりますが、そういうことに問題はないのか
について伺います。

６. 収支計画では銀行借り入れなどは想定していない
ようでありますが、銀行からの借り入れなどに市に債
務保証などが生じないような検討が行われたのかを
伺います。今、新聞で話題となっております県内の
河内町で、第３セクター株式会社への債務保証１億５,
０００万円が問題になっています。将来このようなこと
がこの事業にあっては困りますので、市民や市に負
担がかからないことをご説明願います。

次に、会計なくして経営なしの視点から複合交流施
設の管理運営計画、要員計画、収支計画、総事業
費及び財源についてお伺いをいたします。
１. 株式会社が適しているということは、以前から私
たちに説明がございました。民間会社出身の市長で
あればご存じだと思いますが、売り上げから管理費を
引いただけの単純簿記では、株式会社を経営するこ
とはできないことはご理解いただいていると思います。
株式会社を設立する、その経営を検討するときは複
式簿記である、通常３カ年くらいの貸借対照表、損
益計算書、そして資金計画案を作って検討すると考
えますが、そのような検討を行ったのかをお伺いいた
します。

７. 総事業費及び財源の中では、用地取得費は１億３,
０００万円となっておりますが、これで計算いたしますと、
市民の皆様にわかりやすいように申し上げますが、田
んぼ１反歩当たり約６００万円弱の購入費になります。
そして、公共事業への土地の提供は２０% 近い税金
が免除となりますが、現状の常陸太田市内の田んぼ
の売買状況や、現在、市役所の前で病院建設が行
われておりますが、その土地の取引状況などを聞い
てみますと、今回計上されております額はびっくりす
るような高額となっています。なぜこのような高額が
計上されているのかを伺います。

２として、出資者としてＪＡ茨城みずほ、常陸太田市
商工会を中心としてとなっておりますが、両団体の意
見は事前に聞いているのかについてもお伺いをいた
します。

８. 用地取得費と造成工事を合わせますと、実に２億
４,０００万円になります。これは坪当たり単価が約１０
万円のコストがかかった土地になると考えますが、現
在、河合地区の宅地の路線価はどれぐらいの状況な
のかを伺います。

３. 組織構成の中の取締役は、商法上の取締役とし
ての権利と責任、責務を負うと理解してよいのかを伺
います。

９番として、建築工事費は４億７,０００万円を計上し
ておりますが、平屋の建屋面積１,４３０平米だとすると、
建屋当たりの坪単価は１０８万円になります。私たち

４. 組織構成と運営管理体制の中で代表取締役が市
長となっておりますが、商法上、利益相反に当たら
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の感覚では１坪１０８万円の建物はすごく立派な建物
になると考えますが、ご所見をお伺いいたします。

恐れず、守りではなく攻めの姿勢によってともにまちづ
くりを進めていきたいと考えております。

１０として、この施設計画の地盤調査はしていると考
えますが、その結果についてお示しをいただきたいと
いうふうに思います。それはなぜかと申しますと、先
ほどの回答の中で地震に対応するような防災拠点に
するというふうなお話がありましたが、あそこは古代
の昔から非常なる水田地帯でありました。３.１１の東
日本大震災が起こったときには液状化などが非常に
心配される土地となると思いますが、そういう点から
地盤調査の結果も聞いておきたいと思います。

５月２３日の３期目の就任式で、私が職員に対しまして
「失敗しても責任は私がとる」というふうに申し上げまし
た。当然のことではありますが、行政の最高責任者と
して職員のモチベーションアップを図ることが、行政執
行の上で何よりも大切なことであります。思う存分働い
ていただくための、私の考え方、姿勢を示したもので
ございます。責任のとり方の制度というお話もございま
したが、私は法のもとで市長としてしっかりと責任を果
たすということでありまして、新たな制度等を設けると
いったものではございません。

以上、大きな質問で３点について質問いたしました。
３点目の交流拠点の答弁は今までに趣旨、目的、内
容等については承知しておりますので、質問の内容
のみ簡潔にご答弁いただければ結構です。よろしく
お願いをいたします。

議長

総務部長兼政策企画部長 地方交付税抑制方針が
行われた場合の、本市の財政についてのご質問にお
答えいたします。先日報告されました財務大臣の諮問
機関であります財政制度等審議会の報告書によります
と、地方財政については地方交付税の別枠加算の解
消など、国と歩調を合わせての歳出抑制がうたわれて
おります。また、経済財政諮問会議に示された骨太
方針素案においては、地方財政については必要な財
源を確保しながらも、リーマン危機以前の状況に切り
かえを進めていくこととし、地方交付税の算定方法に
ついては行革努力や地域活性化の成果を算定の対
象にするという方針が示されたところです。平成２５年
度国の地方交付税予算額、出口ベースでございます
が、全体で１７.１兆円となっておりますが、このうち約
１兆円はリーマンショック後の危機対応として、地方交
付税に別枠として国の一般会計により加算されたもの
でございます。仮にこの別枠加算１兆円が廃止された
場合の本市の影響額ということでございますが、地方
交付税の交付額は５.８%の減額となり、本市に当て
はめますと５億５,０００万円の減額という非常に大きな
影響を受けることになります。また、本市は合併算定
替えにより、平成２４年度算定ベースで地方交付税１
９億５,０００万円、臨時財政対策債１億３,０００万円の
措置を受けておりまして、これらの合計２０億８,０００
万円が平成２７年度から平成３２年度にかけて、段階
的に減額となっていきます。

ちょっと訂正をいたします。２３年の３月議会でその当
時議長は入りませんので、１９対２の議決というふうに
変更させていただきます。

執行部からの答弁
議長

総務部長兼政策企画部長。

答弁を求めます。市長。

市長 ただいまの質問の中で、市長の行政に対する
責任についてのご質問にお答えを申し上げます。もと
より市長は行政の最高責任者であることをわかっての
上でのご質問だと思います。今、私が考えております
ことにつきましては、当市として先ほど来、大変な議
論をいただいておりますように、少子化対策、人口減
少に対する対策あるいは産業の活性化等々、さまざま
な課題を多く抱えているのも実態でございます。また
あわせて、財政面におきましても合併算定替え等を中
心として、今後市の歳入が減ってくることも事実でござ
います。それらの財政に対して、将来に向けて安定
的な基盤を整備することも課題でございます。それら
の課題に取り組んでいくのは、市長１人が取り組んで
いるわけではありません。市職員全てを上げて、そし
てまた事と次第によりましては、市議会議員の皆様あ
るいは市民の皆様を巻き込んださまざまな課題に対す
る挑戦をしていく必要があると考えております。そんな
中で、特に職員に対しましては、さまざまな課題に的
確かつ積極果敢に取り組んでいくことが必要でありまし
て、資質、やる気、倫理観あるいは危機対応能力な
どの向上を図っていくことを期待し、その上で失敗を

このように、本市の財政は今後ますます厳しい状況に
なっていくと予想されることから、これまでのように基金
の確保を図るとともに、地方債の発行抑制、定員適
正化計画による職員数の削減、市税等徴収率の向上、
施設管理の見直しなどを進めているところですが、予
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算編成においても事業の見直しを積極的に進め、めり
張りを付けた重点配分に努めていく必要があるものと
考えております。
議長

られます。なお道の駅とは、道路利用者の快適な休
憩と多様で質の高いサービスを提供する施設で、休
憩施設、地域振興施設、情報提供施設など一定水
準以上のサービスを提供できる施設で、国土交通省
の登録制度であり、その整備手法といたしましては設
置者が全ての施設を整備する単独型と、駐車場、
トイレ、
情報提供施設などの一部を道路管理者、その他の
施設を設置者が整備する一体型があります。いずれ
の手法で整備をいたしましても、国土交通省が定めま
す道の駅登録要綱に合致するものであれば、道の駅
としての登録が可能になるものでございます。

産業部長。

産業部長 複合型交流拠点施設に係るご質問にお
答えをいたします。
まず初めに、今回の見直し計画はどのように話し合い
をされてきたのかというご質問でございますが、先の５
月の議会全員協議会の中でもご説明をさせていただき
ましたが、昨年度専門業者に委託し、１１月末に報告
をされた震災前計画の検証報告書を踏まえまして、１
月以降、市長をトップとし、関係部課長で構成する内
部委員会並びに専門分野の方々や関係機関、市内
関係団体の代表の皆様、そして市民の皆様で構成
する外部委員会を開催し、各委員の皆様からいただ
きました貴重なご意見を反映しながら、計画の見直し
作業を進めてきたものでございます。今般その考え方
がまとまりましたので、先の５月の議会全員協議会の
中で報告をさせていただいたものでございます。

続きまして、第３セクターの貸借対照表、損益計算書
及び出資者の件につきましては、今後第３セクターの
設立に向けた諸準備を進めていく中で調整をしてまい
ります。具体的なスケジュールといたしましては、今年
度中に第３セクターの設立に係ります発起人会の組織
に向けた諸準備や会社の理念、業務領域、資本金
とその出資構成、役員構成や組織機構、そして開設
後約５年間程度の貸借対照表や損益計算書案を含
めた中期事業計画、中期収支計画などの第３セクター
設立構想の案を作成してまいりたいと考えております。

続きまして、防災拠点としての考え方でございますが、
まず本施設は、市域全体の農業振興や交流人口拡
大による地域振興を目的に、必要な機能を持った施
設を整備しようとするものでございます。そのためには
計画している場所が適地であると判断し、整備をしよ
うとするものでございます。その上で、大震災の教訓
と被災地での各道の駅などの同様施設が担った大き
な機能、役割となりました防災拠点としての機能を、
今般新たに加えたものでございます。

平成２６年度中には第３セクターの設立準備検討委員
会を設置いたしまして、その中でこれらについて種々
議論を重ね、その後発起人会の設置を得まして、開
設前年度となります平成２７年度中には第３セクターを
立ち上げてまいりたいと考えております。

その機能といたしましては、災害時の帰宅困難者の
一時避難所としての機能や、復旧支援活動や救援物
資の供給拠点機能、さらにはヘリポート機能等を考え
ているところでございます。本来の目的として整備する
直売所や飲食施設、加工所などの施設やそこで担う
商品やメニューなどが災害時には提供可能になるもの
と考えております。この防災機能はあくまでも二次的、
補完的な機能であることをご理解を賜りたいと存じます。
続きまして、道の駅という名称を使うことについてのご
質問でございます。議員ご発言のとおり、財源といた
しましては、農林水産省のほかに現在、国土交通省
の補助金についても調整を進めているところでござい
ます。全国の道の駅整備においても、国土交通省と
農林水産省の両方の補助金を活用した事例が多く見

なお、これら第３セクター設立構想案の作成時期につ
きましては、県内のほかの道の駅等の開設過程にお
いても、まずは何をどこでどのような規模でやるのかと
いったような収支計画などの、いわゆる事業化計画基
本計画の概要やそのスケジュール等をまとめることが
先決でありまして、その後運営母体となる第３セクター
の立ち上げに向けた諸準備に取りかかっているもので
あり、本市においてもその段階にあるところでございま
す。
なお、計画の中で、出資構成の一員として掲載のあ
るＪＡ茨城みずほや市商工会についてでございますが、
これら団体の代表につきましては、先にご答弁をいた
しました外部委員会の構成メンバーでもあり、本計画
の策定作業の中心となってかかわっていただいており
ますことから、ご理解はいただいているものではない
かと考えております。
続きまして、取締役の義務と責任についてでございま
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すが、これは会社法に基づくものになると考えておりま
す。

度調整をさせていただく予定でございます。

続きまして、代表取締役が市長で利益相反にならな
いのかというご質問でございますが、代表取締役が
市長だから利益相反になるという考えではなく、行為
そのものが利益相反に当たる場合は法令等で規制が
されているものでありますので、そのような行為はない
と考えております。なお、地方自治法第１４２条及び地
方自治法施行令第１２２条の規定によりまして、市の２
分の１以上の資本金、基本金、そしてそれに準ずる
ものを出資している法人については、市長は役員にな
ることができるとされております。第３セクターの設立に
おいてもこのような考えで進めてまいりたいというふうに
考えており、他の県内外の同様の道の駅等の第３セク
ターにおいても、市長が代表取締役となっている事例
が多く見られております。
続きまして、要員計画における正職員の人件費でござ
いますが、給与として最も高く見込んでおりますのは、
現場における施設全体の総括的立場になる総括支配
人を想定しているものでございます。同業種の民間企
業などでの経験やノウハウを持った方を想定しているも
のであります。また、直売施設やレストラン等においては、
その分野の専門的な知識や技能を持った方が必要で
あると考えているところであり、これらの方々を採用す
るに当たっての給与の額につきましては、複合的な施
設をあわせ持つ道の駅などの同様施設や、昨年度の
検証報告書、さらには全国の直売施設や同様の複合
施設、道の駅などの調査や、開設に関するコンサルティ
ング、経営指導、販売プロモーションを手がける方の
専門的な指導書などを参考に設定したものでございま
す。なお、雇用関係につきましては、会社法及び各
種雇用関連法に基づく雇用形態をとってゆくものと考え
ております。
続きまして、債務保証の考え方でございますが、市が
地域振興施設として整備した公の公共施設を、第３
セクターに指定管理制度を活用した指定管理とするた
め、債務保証、損失補償は発生はいたしません。ご
理解を賜りたいと存じます。

続きまして、下河合町地区の宅地の路線価について
のご質問でございますが、固定資産税の評価額の算
出方法は二通りの評価方法がございまして、１つは市
街化宅地評価法、いわゆる路線価による評価法、そ
してもう一つはその他の宅地評価法により算出する方
法がございます。下河合町地区の宅地につきましては、
その他の宅地評価法をとっておりまして、この評価法
は国の地価公示価格をもとに、状況類似地区ごと、
土地の状況が類似していると認められる宅地の所在
する地区ごとに区分をしております。その中から選定
をいたしました固定資産税の標準宅地の鑑定ポイント
に、比準割合を乗じて評価額を算出する方法でござ
います。下河合町の標準地につきましては、１平米当
たりの評価額は約８,７００円となっております。仮にこ
れを国の地価公示価格相当とした場合は、約１万２,
５００円となっております。
続きまして、建築工事費についてでございますが、こ
の工事費の中には本体建築のほか、電気設備や機
械設備、付属設備、さらには基礎部分となりますくい
基礎や地盤改良などの工事費を概算として算出して
いるものでありますが、先の全員協議会の中でもご説
明をさせていただきましたが、今後の基本設計、実
施設計の中で、本体構造物の軽量を図ることによる
基礎への負担軽減や造成工事費、外構工事費など
も含めた整備費の縮減に努めてまいりたいと考えてお
ります。
続きまして、地質及び地盤調査の結果についてでご
ざいますが、地層構成といたしましては、沖積低地に
堆積するやわらかい粘性土、及び緩い砂質土を狭在
する粘性土を主体とした地層の連続性が見られており
ます。建物に対する支持層としましては洪積礫質土層
が適当と考えられ、調査の結果、その深度が約４０メー
トルであると判断されております。
また、造成工事に際しましては、軟弱地盤対策として、
沈下対策を主目的とした盛り土放置期間の長期化や
地盤対策工を講じることを検討する必要があるとされ、
適切な工法の案についても数案示されているところで
ございますが、いずれにいたしましても、これらの調
査結果やデータをもとに、今後の基本設計、実施設
計の中で、施工性と経済性を考慮した工法により進め
るよう努めてまいりたいと考えております。以上でござ
います。

続きまして、用地取得につきましては、平成２２年度に
一度不動産鑑定を行い、用地取得費を計上させてい
ただいた経緯がございます。今回の計画の中では当
時の額を計上してございますが、鑑定からすでに２年
以上が経過してございます。本年、不動産鑑定の再
鑑定を行う予定でございます。その結果をもって、再
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２回目の質問
議長

平山議員。

○平山晶邦 第１の質問の市長の行政責任につい
ては、職員のモチベーションを上げて、一緒になって
頑張りたいという期待だというお話で理解をいたしま
した。２番目の財政状況の件なんですが、部長のお
話は、財政の共通認識としては変わらないと私も思っ
ております。そういうことであれば、私は考えたんで
すが、今後の社会環境というのは消費税の値上げと
か、電力コストの値上げとか、あとインフレによるさま
ざまな消費財の値上げとか、常陸太田市の行政コス
トを維持するコストがこれから値上げになってくると。
しかし、国から来る地方交付税とか特交は減ってくる
ということになってくると、その点では逆に維持してい
くのに負担が多くなると考えておりますが、その辺の
ご所見をお伺いしたい。やはり２年、３年後というのは、
今よりも行政コストがかかるわけですから、確実に増
えていくわけですから、厳しくなるのではないかなと
私は思っておりますが、部長のご所見をお伺いいた
します。

執行部からの答弁
議長

答弁を求めます。総務部長兼政策企画部長。

総務部長兼政策企画部長 今議員のご指摘にありま
した消費税の増税ですとか、
もしくは今、
日銀がターゲッ
トにしている緩やかなインフレ、それから電気料金が、
これは特殊な事情により上がっているという状況です
が、確かに行政コストの負担増につながるのではない
かという部分に関しては、そういう部分もあるのではな
いかとは思います。ただ現時点において、これが全
体としてどのような影響があるのかということについて
は、推計はまだしておりません。

費税の財源としては、この一部が地方交付税の一部
に振りかえられるということ、それから消費税のうちの
一部は地方消費税となっておりますので、地方消費
税として来る分があるということ、ただ消費税の増税
は今後の社会保障経費に充てるという考え方もありま
すので、社会保障経費の地方負担分の増額という負
担を和らげるような影響と負担を増やすような影響の複
合的な影響がありますので、このあたりを総合的に判
断して、どれぐらい実質的な負担が高まっていくのか
については判断する必要があるのかなと考えています。
インフレについても、日銀としてはターゲットにしていま
すが、直近のＣＰＩを見ましても今のところ物価が上がっ
ているという状況にはなっていませんので、現時点で
は推計はしていません。インフレに関しても、プラスと
マイナス面があると思います。税収が増えてくる部分も
ありますし、また地方債の既発債に関しては額面が同
じと考えると、インフレが起きれば目減りしていくというこ
とで、地方債の負担が下がってくるという影響もありま
すので、これも負担の上がる部分と下がる部分を総合
的に判断する必要があるのかなと考えています。
電気料金に関しては、特殊な事情で既に上がってい
る部分はありますが、現時点においてはＰＰＳ事業者を
活用することにより、影響を最小限に抑えるような取り
組みを進めておりまして、今後もそのような取り組みを
進めていく必要があるのではないかなと考えています。

３回目の質問
議長

平山議員。

○平山晶邦 わかりました。あと１つです。今言った
ように約５億５,０００万円、そして２０億８,０００万円だ
と５年間で５億円弱、合計で１０億円ぐらいの地方交
付税が平成２７年度からなくなるということは想定され
るし、直近で言えば、来年ぐらいからは５億５,０００
万円近い特別加算枠がなくなるという社会環境の中
で、地方公共団体の査定をすることは、今よりも増え
るという要素はなかなか難しいのではないかなと思い
ます。そういう中で、今はまだ常陸太田市に余裕が
あるうちに、次に来る状況に備えた事業の優先順位
だとか、具体的な手段としての行財政改革の一段アッ
プした具体的な行動が私は必要だと思うんですが、
そういうことを今後執行部の内部でとるようなことがあ
るかどうかを伺います。

なぜかと申し上げますと、消費税の引き上げについて
はその時期がある程度、具体的には想定はされてお
りますが、政府与党の方針として、総合的な経済状
況を勘案した上で確定するという状況だと認識をして
おりますので、それがある程度固まってきた段階で、
どういう影響があるのかについては試算をしていく必要
があるのかなと考えています。
一方で、消費税の影響についてはいろいろ複雑な部
分もあります。例えば物品を購入するコストが上がって
いくという負担が増えていく面もありますし、一方で消

議長
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答弁を求めます。総務部長兼政策企画部長。

○総務部長兼政策企画部長 今の指摘にございまし
たように、先ほどの答弁でも申し上げましたけれども、
今後の財政状況が非常に厳しいということは引き続き
同じでございます。ただ一方で、先ほど地方交付税
の別枠加算が廃止されるかどうかについては、必ずし
も来年度廃止されるということではなくて、議論の俎上
にのっているということだと思います。なので、その５
億５,０００万円が減るかどうかは今後の総務省と財務
省の間、または安倍政権の考え方によると思いますけ
れども、この話は毎年地方財政対策でやっております
ので、これがどうなるかはわかりませんが、今後そうい
う可能性もあるということを踏まえて、引き続き行政改
革を進めていく必要があると思います。

いつやったのか教えていただきたいと思うんですが。
議長

産業部長 申しわけございません。ただいま２回と答
弁をさせていただきましたが、５回でございまして失礼
をいたしました。訂正をさせていただきます。
ただいまのご質問にお答えをいたします。外部委員会
の中では、直売所の並べる品物の問題とか農業との
関連等でございます。それから先ほど答弁もさせてい
ただきましたが、体験圃場の話とか、今後の施設の
運営に当たってどのような考え方でもっていったらいい
のかというようなことも含めて、いろいろご意見をいた
だいて進めてまいりました。

先ほど申したような基金の確保をより一層図っていくこ
と、それから地方債の発行を抑制すること、職員数を
削減すること、あとは施設の管理、統廃合も含めて
見直しを進めること、そして予算編成においても事業
の見直しを積極的に進めるということだと思います。た
だ、ここで気を付けなければいけないのは、単純に予
算総額を圧縮していけばいいということではなくて、何
が大事なのか、長期的に地域の力を高めるようなもの
については積極的に予算配分をする必要があると思
いますので、単純に減らしていくということではないの
かなと考えております。
議長

外部メンバーの構成でございますけれども、先ほども
答弁をさせていただきましたが、
ＪＡ茨城みずほの代表
の方、商工会の代表の方、それから認定農業士、
市内の方でございます、そういう方を数名。それから
有識者、学識経験者ということで、茨城町にございま
すポケットファームどきどきの元社長さんでありますとか、
観光関係でＪＴＢの旅行会社の方。それと市内では、
先ほどお話ししました女性農業認定士の方とか、
グリー
ンふるさと振興機構の代表の方にも委員会の委員と
なっていただいております。そのような関係機関、有
識者、学識経験者、それから市内の各団体、農業
関係の方を含めまして総勢１５名で構成をして、検討
委員会を進めてまいりました。以上でございます。

平山議員。

○平山晶邦 理解はいたしました。やはり優先順位
だとか内部で十分に検討して、今後の厳しい時代に
備えていただきたいと思います。

○平山晶邦 いつおやりになりました。

次に、複合交流拠点施設についてお伺いをいたしま
す。まず、この基本計画が私どもに提示されるときに、
市長をトップとして執行部の会議を開いて、そして外
部委員会の意見も聞いたというお話ですが、これは
何回ぐらいやったのでしょうか。
議長

答弁を求めます。産業部長。

産業部長 今年に入りましてから、１月以降実施をし
てきております。
○平山晶邦 何日にやったんですか。１５名の委員
会のメンバーで何月何日におやりになったんですかと
聞いているんですけれど。
議長

産業部長 ただいまの質問にお答えいたします。内
部委員会、外部委員会、合わせまして２回ほど検討
会をさせていただきました。
議長

答弁を求めます。産業部長。

答弁を求めます。産業部長。

産業部長 先ほどお話しましたように５回で、５月２３日、
４月２３日でございます。これらの回数を実施してきてお
りました。以上でございます。

平山議員。

議長

○平山晶邦 内部はいつでもやっているんだと思い
ますが、外部委員会というのはどういうメンバーで、

平山議員。

○平山晶邦 わかりました。４月２３、５月の２３とか、
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議長

市長をトップとして外部委員会の皆さんとやったと。
そのときに、そこに防災の拠点を入れるときに、ハザー
ドマップでここが水没地帯になっているなんていうこと
は議題にはならなかったんですか。

産業部長 現在、県とその調整を進めているところで
ございます。

議長

議長

答弁を求めます。産業部長。

産業部長
議長

平山議員。

議長

答弁を求めます。産業部長。

答弁を求めます。市長。

市長 道の駅と称することに関しましては、国交省の
補助事業で成立をさせる場合と、それから道の駅制
度というのは別にありまして、この設備を道の駅として
登録する、それが資格要綱に合っていれば道の駅と
称することができるとなっておりますので、一般の皆さ
んの理解ができるように、イメージができるように、道
の駅として括弧してその表題を出させていただきました。
以上です。

産業部長 ご答弁を申し上げます。このハザードマッ
プにつきましては、対象としております久慈川とか里川、
山田川等の堤防が決壊したのを想定して作成された
ものでありまして、この複合型交流拠点施設の全体の
計画の中のことで示しているということではございませ
ん。
議長

平山議員。

○平山晶邦 決まっていないのに、茨城新聞には大
きく道の駅の事業と載りました。そういうふうなことは
問題にならないんですかね。やはり現在のところは複
合交流拠点施設でありますから、複合交流拠点施設
という形で載せるべきだと思ったんですが、その辺は
どうなんでしょうか。

議題にはなっておりませんでした。

○平山晶邦 そうすると、それをやっているときには、
ハザードマップの水没地域だということは全く検討の
俎上にはのらなかったということですね。のらないで。
議長

答弁を求めます。産業部長。

平山議員。

議長

○平山晶邦 それは存じていますよ、それは。洪水
土砂災害ハザードマップという。

平山議員。

○平山晶邦

産業部長 外部委員会の中では議題にはのせてござ
いません。

理解をいたしました。

○平山晶邦 結局こういうことは俎上にのらないで、
ただ単に防災の拠点としていいだろうというレベルで
載せているということですね、この内容は。

次に、今回３回目なんですけれども、株式会社として
の経営的な検討というものは、先ほどのやつだと貸
借対照表も損益計算書も資金計画も作らなかったと
いう認識でよろしいんですね。今後、それについて
行っていくということでよろしいんですね。先ほどその
ようなご答弁をなさいましたよね。

議長

議長

答弁を求めます。産業部長。

答弁を求めます。産業部長。

産業部長 内部委員会の中では検討をさせていただ
いておりました。

産業部長 これからセクターの設立にあわせまして、
同時に進めてまいります。

議長

議長

平山議員。

○平山晶邦 俎上にのらないで決まったというふうな
感じを私は受けました。

平山議員。

○平山晶邦 これはもう３回目なんです、訂正で出さ
れたのが。この２年間の中で、市長から株式会社と
言われた担当課は、そのくらいのことはコンサルと協
議して、案を内部で作りませんと私はいけないと思い
ますよ。貸借対照表だとか損益計算書だとか、そう

次に、国交省の道の駅というのは、まだ国交省から
は全然決まっていない話ですね。
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いう中で今度は出資金の問題だとかさまざまな課題
が出てくるわけですから。我々議員は何も知らないで、
ただ単に売り上げと管理費だけの単純な差だけの話
になりますから、そういうふうなことも知らないといけ
ないと思います。我々はそういうものをちゃんと理解
する必要があると思いますが、その辺は今後十分に
精査をしていただいて、時期が来たらお示しいただ
きたいと思います。

次に、
１０万円というコストがかかった土地です。そして、
河合の宅地の路線価は８,７００円だと。政府のやつ
を勘案しても１万１,０００円だと。そうしますと坪当たり、
最高に見積もっても３万３,０００円ぐらいの宅地の評
価になるという認識でよろしいですか。
議長

それと３番の今回の取締役というのは、会社法、商
法上の取締役の権利と責任を負うという形の理解で
よろしいということでありますので、理解をいたしました。

あとは５の会社法にのっとってやると。これは当然労
働法絡みでも大切なことだと思うんですが、ただ単に
これに７７０万円と示されましたけれども、その他に今
度は社会保険だとかさまざまなやつだともっとコストが
上がると思います。だから、そういうことも検討がで
きないんですよ、これだけでは、私たちが見ても。で
すから、その辺もただ単に金額だけを載せるというだ
けでは私はいけないと思います。

それと６番の、これは指定管理者で運営するから債
務保証は発生しないということは、改めて確認いたし
ますがそういうことでよろしいんですね。

議長

議長

平山議員。

常陸太田市は、県内で最初に子どもの減少と就業者
の減少と高齢者の激減というんですか、同時進行を
経験する地域となります。先ほどの財政の質問に総
務政策企画部長が答弁したように、今までのような
財政では回っていかないと思います。私は、５年以
内に今まで経験したことのないような状況が生まれて
くるのではないかなと認識いたしますので、ぜひ大久
保市長を中心に執行部の皆さんにも奮闘、努力をお
願いいたしまして、私の一般質問を終わります。あり
がとうございました。

あと１つは、研究課題はちゃんとしていただかないと、
人の人生を決めるんですから、そういうふうなものも
含めて研究課題をしていただきたいと要望をしておき
ます。

答弁を求めます。産業部長。

産業部長

産業部長 先ほど答弁をさせていただいたとおりでご
ざいます。

○平山晶邦 わかりました。そしてまた見直しをする
ということでありますから、ぜひ見直しをしていただい
てよろしくお願いをしたいと思います。

４番の利益相反にはならない、これも理解をいたしま
した。

議長

答弁を求めます。産業部長。

発生しません。そのとおりでございます。

平山議員。

○平山晶邦 わかりました。
７番の用地に関しては、３年前の話だから今後精査
をしていくということだと思いますが、ぜひ現在の常
陸太田市の田んぼの取引状況、そしてまた市役所の
前の田んぼの取引状況、そういうふうなものを勘案し
て、不動産鑑定士さんも大切なんでしょうが、実態
に近づけた取引をよろしくお願いをしたいと思います。
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平成２５年９月定例議会

一般質問

市から補助金を出している団体及び事業について
▶指定管理者への管理体制について
▶市の建物などの資産管理について
▶

一般質問内容
○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。
２０２０年のオリンピックが東京に決まりました。１９６４
年以来の開催です。１９６４年は日本が高度経済成長
真っ盛りの中、アジアで初めて行われたオリンピックで、
日本に自信と勇気を与えたイベントとなりました。その
後の日本の経済成長にも大きく寄与したと思います。
２０２０年のオリンピックは、これからの日本の未来にど
のようにかかわっていくのかが楽しみになりました。
本当に東京に決まってよかったです。

近い将来に本市の予算を大きく見直さなければならな
い状況が来ると思います。国も県も金がない、借金
が多いと言われる中で、今までのような常陸太田市
の財政規模が、交付税等の算定が続くとは思いませ
ん。そのことを市民にも理解していただくような取り組
みが必要になってくるのではないでしょうか。以上の
ことを申し上げ質問に入ります。
補助金を出している団体及び事業について
第１の質問は、市から補助金を出している団体及び
事業についてお伺いをいたします。
私も含め市民の皆さんは、常陸太田市が支出してい
る補助金を全体で幾つの団体が受けているのか、補
助金を使う事業数は幾つあるのかを理解していませ
ん。また、本市の補助金総額はどのぐらいになって
いるのかについても理解ができていないと思います。
私も予算書や決算書を見ましても部門ごとの縦割りの
中では全体像をつかみづらい状況です。そこで１点
目として、団体数と事業数はどのぐらいあるのか、２
点目として補助金の総額は幾らになっているのかをお
伺いをいたします。

一方、今政府が来年の４月から消費税を上げるのか
に注目が集まっています。経済が先か財政が先かの
議論をしています。どちらにせよ、地方行政にかか
わる私たちは現在ある事実をどう理解するのかが大
切だと考えます。４２兆円の税収で国債を発行しなが
ら９２兆円の年間予算を組んで、政府債務が１,０００
兆円以上という現実を地方行政の中でどう捉えていく
のかがポイントになります。
常陸太田市は財政の６０%を国の交付税等に依存し
ているわけですから、国のありように無関心ではいら
れません。９月議会は決算議会でありますが、市税
等の自主財源の確保が難しく、２３年度と比較して２
４年度の財政力指数は一段と厳しくなっています。こ
の１年だけではなくここ何年かは年々少しずつ悪く
なってきています。そこで、市民に対しても本市の財
政がどのように進捗していくのかを公開して、市民の
皆さんにも真剣に考えていただかなければなりません。
国が何かをやってくれるなどと思っていてはいけない
のではないでしょうか。
自分たちの町は自分たちで守っ
ていくという気構えが必要だと思います。

次に、３点目としてお伺いいたしたいのは、団体及び
事業を行っていることに対しての進行管理についてお
伺いしたいのであります。私は、補助金の支出は「補
助金等適正化法」に基づき市は運営しているものと
考えます。現在、補助事業者である各種団体は適
正化法にのっとり事業を行っていると思いますが、申
請決定補助金交付実績報告ということで事業を行っ
ています。しかし私は、この１年のサイクルの中で補
助金を出し、あとは報告書や実績書を提出させて終
了ではなく、担当部門は現場でどのように活用されて
いるのか、公益的に行われているのかを把握し、途
中経過等も現場で確認して適切な補助金の使われ方
について検討しておくことが大切だと考えますが、現
状はどのようになっているのかを伺います。

私は今までも指摘してまいりましたが、国の交付税の
算定にしても那珂市より人口が減ってしまった常陸太
田市が那珂市より年間１２０億円も多く予算を使える
状況を将来にわたっても許されるのでしょうか。私は

指定管理者制度について
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第２の質問として、指定管理者制度についてお伺い
をいたします。

などして、運営方法などについて調査研究を行って
いるのかについてお伺いをいたします。

今議会でも議案として高齢者生産活動センター、市
民交流センターの指定管理者制度へ移行する条例
が出ています。常陸太田市は現在でも多くの施設を
指定管理者制度で運営しています。民間の能力が
高い、民間に運営を任せたほうが施設の質が上がる、
地域の質がよくなる、つまり市民生活の向上が図られ
るから民間に任せたほうがよいという思いで、本市に
おいても指定管理者制度を導入していると思います。
また一方では、行政のコスト削減による外部委託に
なっている面もあると思います。財政面での効果も考
えなければいけない状況であります。
私は、指定管理者制度がよりよく運営される第一義は、
絶対的に市民にとって有効である、市民生活の質が
向上するということでなければいけないと思っていま
す。そこで１点目として、本市において指定管理者
に任せている施設及び事業数をお伺いいたします。
次に、私も指定管理されている施設を利用しています。
そこで感じることは、指定管理者の質の差が現実的
にあるということです。感心するぐらいすばらしく利用
者を考えた施設運営を行っている施設もあります。し
かし残念ながら課題を抱えている施設があることも事
実です。市民や利用者から不満が出るのではないか
と危惧する状況もあります。
そこで２点目として、担当部門だけに任せるのではなく、
全庁的な統一マニュアルが整備されているのか、職
員教育やクレーム処理やサービス提供、施設管理、
実績管理等の指定管理者に対する指導管理体制は
どのようになっているのかをお伺いいたします。

市の建物などの資産管理について
第３の質問は、市の保有する建物施設の管理につい
てお伺いをいたします。
この質問は、６月議会においても同僚議員から「公
共施設の最適管理」という質問がありました。答弁
では「今後の施設のあり方、改善の方向性を検討し
ていく材料として、各施設所管課に施設の現況調査
を６月までに行っていく」というご答弁がございました。
私も今までのような縦割りの所管課任せの施設管理
ではいけないと考えています。施設管理情報の一元
化ができていきませんと施設の非効率化が出てくると
危惧いたします。
特に既存ストックの有効活用を図ることは時代の要請
であり、そのために社会資本の計画的維持更新や
民間を活用した資産、債務の圧縮、運用コストの削減、
利用者への適切なサービス提供を図るための長期修
繕計画や更新、建てかえ計画の策定など社会資本
の資産全体としての計画的管理を行う必要がありま
す。アセットマネジメントやファシリティマネジメントは財
政再建の切り札とも言われます。本市においても７月
以降、公共施設の情報管理の一元化のマネジメント
がどのように行われ、どのような形で公共施設の検
討が行われているのかをお伺いいたします。
以上、大きな質問で３点を質問し、１回目の質問とい
たします。

執行部からの答弁
議長

次に、施設は指定管理者だけに運営を任せればよい
ということではないと思います。常に市の施設である、
市民にとって必要な施設であるという意識を市は持っ
ていなければいけないと思います。市の担当課に施
設の問題点を申し上げることがありますが、担当者か
らは事業者に任せているので問題を調べてから報告
しますという話を聞きます。市の問題として捉えてい
ないように思えてなりません。市も市民の利用者調査
等を行い、常にニーズを把握しておく、課題、問題
を把握しておく必要があると考えます。

答弁を求めます。総務部長兼政策企画部長。

総務部長兼政策企画部長 まず、市から補助金を
出している団体及び事業についてのご質問にお答えを
いたします。補助金を出している団体数、事業数、
そして金額ですけれども、本市で交付している補助金
等については、団体に対する運営費補助と事業費補
助の２つに分けて経理をしております。平成２５年度当
初予算で申しますと、団体運営費補助は３５団体に対
し約１億９００万円を支出しております。事業費補助に
ついては１５７事業、約７億２,９００万円を予算化して
おります。全体では約８億３,８００万円ということになり
ます。

そこで３点目として、指定管理者に任せてからの市
民の反響について、市は定期的にアンケート等をとる
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これらの補助金等の交付に当たっては、常陸太田市
補助金等交付に関する条例、それから、常陸太田
市補助金等交付に関する規則に基づきまして、担当
課において各事業ごとに設けた補助金交付要綱に基
づき交付の申請を受けて、事業終了後の実績報告に
より審査を行って、その後に補助金の交付を行ってお
ります。

いて年に１回、先ほどの指定管理者選定委員会にお
いて総合評価を行い、その結果を指定管理者に通知
するとともに、改善事項等については所管課から指示・
指導を行うこととしております。
なお、現在のところ、指示・指導をした事項について、
改善を担保するための手段が十分でないということを
課題として捉えておりまして、今後改善を進めていく必
要があるものと考えております。

団体運営費補助の進行管理については、例えば社
会福祉協議会、シルバー人材センター、地方家族会
などの団体においては、役員会や理事会への職員の
参加を通じて事業の計画策定やチェックに携わってい
るほか、イベントや講演会、研修会など団体の事業に
出席するなどして団体の適正な運営にかかわっている
ところでございます。団体の行っている活動や事業に
ついては千差万別でございますので、各所管課にお
いて先ほど申しましたような役員会などを通じて団体の
計画策定に積極的にかかわることで適正な進行管理
に努めていく必要があるものと考えております。

３点目の市民からの反応を把握しているのかとのご質
問についてですが、このモニタリングにおきましてサー
ビスの質を向上させるため、利用者へのアンケート調
査の実施や苦情等への対応につきましても評価項目と
しているところです。一方で、アンケート結果をどのよ
うにサービスの向上に生かしているのかというフォロー
アップについて十分でない点もあると認識しておりまし
て、各担当課においてしっかりと意識づけがなされる
ように改善を図ってまいりたいと考えております。

次に、指定管理者への管理体制についてのご質問に
お答えをいたします。

最後に、建物等の管理の一元化についてのご質問に
お答えをいたします。

１点目の指定管理者制度を導入している施設数でご
ざいますが、１９施設に導入しておりまして、指定管
理者数は９団体となっております。これらの導入施設
の指定管理料につきましては、平成２４年度の決算で
は、総額約１億７,８００万円、平成２５年度の予算では、
約２億３,３００万円となっているところでございます。

初めに、建物等の管理は一元管理となっているのかと
いう点でございますけれども、平成１６年の合併後、
各市町村の財産を管理するために、契約管財課にお
いて平成１８年度から公有財産台帳システムを導入し、
一括で台帳管理を行っているところでございます。一
方で、各施設のメンテナンス等については、担当課で
実施しているという状況です。

２点目の指導管理体制についてでございますが、施
設への制度導入、それから更新時期においては、公
の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条
例、また、公の施設の指定管理者選定委員会審査
要領の選定基準などに照らして、副市長を委員長とし
て各部等の長で構成される指定管理者選定委員会に
おきまして、募集要領の内容、それから申請団体に
ついての協議、審査を行って指定管理者を選定して
いるところです。

次に、建物等の管理で耐用年数等の検討によって今
後の施設管理のあり方を検討しているのかという点の
ご質問についてお答えをいたします。
現在、各担当課が管理運営を行っている公共施設に
ついて、今まで把握できていなかった公共施設の状
況や課題、そして全体像を明らかにするために、各
施設の建築年次、経過年数や延べ床面積等のストッ
ク情報、それから各施設の運営に係る支出や収入や
減価償却費などのコスト情報、
その把握分析を行う
「公
共施設白書」の取りまとめを行っているところでござい
ます。６月末に各部課から情報が上がってきまして、
取りまとめを今進めているところです。おおむね作業を
終えているような状況でございます。

選定後の指定管理者の管理運営状況のチェックにつ
きましては、指定管理者制度モニタリングマニュアルに
基づき評価を実施しているところです。具体的には、
施設の管理状況や提供されているサービスが募集要
領や協定書どおりに履行され、一定の水準を充足し
ているかなどを指定管理者がまず自己評価をし、これ
をさらに所管課が評価するもので、年２回から４回実
施しております。加えて、このモニタリングの内容につ

その白書の中で、個々の公共施設ごとに老朽化の状
況、耐震性能、また、バリアフリーの状況、１平方メー
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トル当たりの利用者数、利用者負担の割合、また、１
平方メートル当たりの施設維持コストの６つの指標で分
析を行い、実態の把握を行っています。

今ご指摘があったように、補助事業が適正に執行さ
れているかどうかということについては現場を確認する
こともその重要なファクターになると思いますので、そ
の点については各課でそのような指導といいますか、
管理がなされるように周知をしていきたいと思います。

また、市の管理する公共施設全体の中長期的なコス
トの推計結果、そのコストに対する財政面での裏づけ、
そして人口動態の推計等をもとに、全市横断的な視
点から維持管理や更新を行い、あわせて施設の統廃
合、再配置についても検討し、計画的で実効性の高
い公共施設のマネジメントを推進してまいりたいと考え
ております。
議長

議長

○平山晶邦 総務部で１５０幾つもの事業数もありま
すし、団体数も３５団体あるわけですから、それを全
部把握しておけということではなくて、やはり主管部、
主管課は少なくてもきっちり現場に行って確認をとって
いただきたいと思っております。

平山議員。

２回目の質問

あと一つは、私は行政というのは費用対効果ではは
かれないと思ってはおりますが、補助金の効果につ
いては補助事業者と十分検討を行うべきと考えておる
んです。これは総務部ばかりだけではなくて主管課
が徹底して効果に関してはやるべきだと思っているん
です。そこのところの効果に関して、しつこいようで
すが、主管課をヒアリングしたときに執行部側から見
た効果の検証をされておるのかどうか、改めてご答
弁をお願いしたいんですが。

○平山晶邦 ご答弁ありがとうございました。
第１の補助金の質問について３５団体、事業規模で
は１５７団体という形で、総額８億４,０００万円かかっ
ていると。その管理は副市長が中心となった全庁的
な会議で、適正に行われていることを把握して出して
いるというご答弁でありました。

議長

今回、監査委員の意見書がございますが、２４年度
の監査意見書の３ページに、「補助金等については、
所管課は補助事業が適正かつ公益的に行われてい
るのかよく確認するとともに、補助金等の交付目的や
効果の内容から判断し、見直すべき点がないかを検
討し、適切な補助金の交付を望むものである」と指
摘されております。ですから、監査委員さんの目から
見ても不都合というか、ちょっと不備があったのかな
と思います。
あと一つは、私は先ほども質問の中で、現場で確認
をきちんととっているのかというお話をいたしました。
現場の確認を執行部できちんとなされているのかどう
かが今のご答弁ではよくわからなかったものですから、
「現場の確認」という視点でどのようになっているのか、
もう一度ご答弁をお願いいたします。
議長

平山議員。

答弁を求めます。総務部長兼政策企画部長。

答弁を求めます。総務部長兼政策企画部長。

総務部長兼政策企画部長 これにつきましても団体
数、事業数が多いという中で、全て総務部で把握し
ているというわけではございませんけれども、個々の補
助事業について実際に効果がしっかり上がっているの
か各担当課でまず確認をしていただくこと。そしてまた、
予算編成のプロセスの中で財政課がメーンになるとは
思いますけれども、その補助事業の効果が上がって
いるのかどうか、しっかり担当課からヒアリングをして、
その中で補助事業として残していくのかどうかというこ
とについてはきっちりと見きわめていかなければいけな
いのかなと思っております。
議長

平山議員。

○平山晶邦 わかりました。
これは要望になるんですけれども、先ほど言ったように、
監査委員からも指摘を受けていると。今回の議会を
通じて市民の皆様からも質問を受けていると思います。
今後執行部の中でこの補助金をどう見直していくの
かという体制、そして仕組みを作っていくことをぜひ
約束していただきたい。

総務部長兼政策企画部長 補助金を交付する事業
に関して現場の確認が十分に行われているのかどうか
というご質問ですけれども、全ての補助金の事業の現
地確認が行われているかという状況について、総務
部で全てを把握しているわけではおりませんけれども、
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私から見ても個々のやつはわかりませんが、補助金
の使い方、出し方に対して私は今でも不満に思って
いる点がありますので、ここの仕組み、体制づくりに
関してもう一度、どう作っていくのか考えがあればお
答え願いたいんですが。
議長

施設の管理であるとか事業運営、利用状況、また人
員体制、さまざまな評価の項目がありますけれども、
それぞれについてＡ、
Ｂ、
Ｃという形で、先ほど申しまし
たけれども、まずは指定管理者自身が評価をして、担
当課が評価して、最終的に指定管理者選定委員会
が評価をするわけです。今委員からご指摘があったよ
うなさまざまな項目について一つ一つ評価をしていくと
いうことをやっております。

答弁を求めます。総務部長兼政策企画部長。

総務部長兼政策企画部長 新たな体制というのが適
切なのかどうかはわかりませんけれども、個々の補助
事業について効果をしっかりと確認をしながら来年度
の予算編成につなげていくことは必要だと思いますの
で、やり方についてはある程度お任せをいただきたい
と思います。今の補助金の現状がパーフェクトだとは
思っていませんので、しっかりと改めるべきところは改
めてやっていくという考えでおりますので、ご理解をい
ただきたいと思います。
議長

議長

○平山晶邦 そうしますと、指定管理者が受けてい
るサービスの質の均一性というのは、私が考えるより
ももっととれていてもいいと考えるんですけれども。

平山議員。

○平山晶邦 理解をいたしました。第１の質問は了
解をいたしました。
第２の質問の指定管理者について２回目の質問です
が、先ほど指定管理者を選考するときも選定委員会で、
なおかつ１年に一度選定委員会が中心となって全庁
的な会議をもっているというご答弁がございました。
直近の会議というのはいつお持ちになったんですか。
議長

答弁を求めます。総務部長兼政策企画部長。

総務部長兼政策企画部長 お答えします。正確には
７月３０日と３１日、それぞれ午後に時間を設けて議論
をしてまいりました。
議長

すばらしい管理をしている指定管理団体はあります。
本当に僕もびっくりするぐらいきちんとしているなと。
そういうところの実績を見ますと、利用者数も伸びて
いるという状況にございます。全体の評価は１年に１
回しかないですから、それをきちんと団体にフィード
バックしてそこが確認されておれば、悪いですけれど
も、指定管理の団体は相対的にもっとレベルが上がっ
ていると私は思うんですが。
個々のやっている内容は千差万別です。しかしホス
ピタリティというか市民に対しておもてなしをするという
気持ちは同じですから、私はぜひ１９団体の責任者
の方にお集まりいただいて、すばらしくよくやっている
施設も常陸太田市にはありますから、そういう方の指
導を仰いだり、
ただ単にペーパーでこういう結果になっ
たよと返していくだけではなくて、団体への研修会と
申しますか、そういうふうなことも必要なのではない
かと考えますが、ご所見をお伺いします。
議長

平山議員。

答弁を求めます。総務部長兼政策企画部長。

総務部長兼政策企画部長 今ご指摘いただいた点
についてはごもっともでございます。まず、指定管理
者の選定委員会の評価を指定管理者にお返しするわ
けですけれども、その中で担当課がこれは市の施設
であることをしっかり意識した上で指定管理者を指導し
ていくというところがありますし、あと団体自体がそれを
受けた上で改善するような体制が整っているような団
体なのかどうかと、その２点が課題となると思いますが、
各担当課への意識づけについては総務部である程度
対応することが可能だと思います。また、指定管理者
の中で今ご指摘があったようにすばらしい形でサービ
スを提供しているところがあれば、他の指定管理者と

○平山晶邦 実績だとか、職員の教育だとか、サー
ビス業務だとか、あとはマニュアルがあるのかないの
かとか、クレーム処理等はどう行っているのか、１９
団体のそういう内容の検討は会議の中で行われてい
るのでしょうか。
議長

平山議員。

答弁を求めます。総務部長兼政策企画部長。

総務部長兼政策企画部長 はい、お答えします。
評価の仕組みでございますけれども様式がございます。
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議長

情報の共有を図ることで教育という面で生かされて、
他の指定管理者の中でも導入されて全体としてサービ
スの底上げが図られていくことはあると思いますので、
その点については積極的に対応したいと考えます。
議長

総務部長兼政策企画部長 今すぐに出てこない部分
もありますが、温水プールについては利用者数を伸ば
しているという現状がございます。

平山議員。

議長

○平山晶邦 先ほども申し上げたんですが、私は常
陸太田市ですばらしい指定管理をしている施設の管
理者の方と面談をいたしました。そうしましたら、市
の主管課と毎月１回会議を開いている。実績等も主
管課と一緒にきっちりやっている。そして、新しく入っ
てきた職員をどうやって教育なさっているんですかと
聞きましたら、マニュアルを見せて２４時間で一人の
職員を均一がとれるようにきっちり仕上げると言うんで
す。なおかつそのマニュアルを取り上げてしまうそう
です。マニュアルどおりにやっていると失敗するので、
今度はノートを持たせて１日の動きを個人が書くという
ことをやって均一化している。

議長

議長

平山議員。

○平山晶邦 今なければ後でお示しいただければ結
構でございます。
議長

総務部長兼政策企画部長。

総務部長兼政策企画部長 わかりました。よろしくお
願いします。
議長

平山議員。

○平山晶邦 ポイントになる点ですから、ぜひ今後
は勉強方、よろしくお願いします。
次に、３番の指定管理者の問題について要望をして
おきたいんですが、指定管理の施設を経営している
のは常陸太田市であるという自覚、これは各担当部門、
持っていらっしゃるんでしょうか。

答弁を求めます。総務部長兼政策企画部長。

総務部長兼政策企画部長 質問の趣旨を確認させ
ていただいてもよろしいですか。

議長

答弁を求めます。総務部長兼政策企画部長。

総務部長兼政策企画部長 はい、お答えします。そ
うあるべきだと考えています。

議長 どうぞ。

議長

総務部長兼政策企画部長。

総務部長兼政策企画部長 状況としてはもちろん全
てを把握しておりますので。

２点目でございますが、今度は実績をちょっと聞きた
いんですけれども、指定管理者でここ２年ぐらいの実
績が上がっているというのは１９団体のうち幾つある
んでしょう。施設名でも結構です。

総務部長兼政策企画部長
者数ということでしょうか。

平山議員。

○平山晶邦 先ほど７月３０日、３１日に会議をやった
ということですから、実績が伸びているものを把握し
ているのかなと思って聞いたんですが。

あと一つ、私は驚いたんですが、夜そこを出ようとし
ましたらトップに立つ人が草刈りをやっているんです。
環境の整備は管理者の人がやって、アルバイトで雇っ
ている子には決められたことをきっちりやらせている。
あとトイレに入りまして、私もいじわるなものですから、
トイレにある棚をこうやったらきれいなんですよ。常陸
太田市内でもそういうすばらしい管理運営をしている。
そして市民に喜ばれている団体があるということを改
めて申し上げておきます。

議長

総務部長兼政策企画部長。

議長

実績と言いますと、利用

平山議員。

○平山晶邦 わかりました。なぜ、それをお聞きす
るかというと、今日来ましたら、茨城みずほ農協から
指定管理者の陳情書が私たち議員に配られておりま
す。しかし指定管理者が直接施設を直すということは、

平山議員。

○平山晶邦 はい、そういうことです。
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指定管理の条例の中ではないと思うんです。それが
こういう陳情書で配られている。これは産業部が管
轄していると思うんですが、この陳情書が私どもの手
に届くまでに、産業部と茨城みずほでやりとりがあっ
たんでしょうか。そしてまた、こういうふうな陳情書を
出すということを執行部は了解して、私たち議員にこ
の陳情書が出てきたのでしょうか。そこのところを
ちょっと確認させてください。

状況ですから、それはそれで結構です。
ただ先ほども僕は申し上げましたが、アセットマネジメ
ントとファシリティマネジメントというのは財政再建の切
り札だと。財政に物すごい重要なことだと言われてお
りますので、９月ですからぜひとも下半期に向かって
今後もしっかり行っていただきたいということをお願い
申し上げまして、第３の質問も終わりにいたします。

議長 平山議員に申し上げます。この陳情につきまし
ては私宛に来ているものですから、執行部に相談した
とか、そういうことではなく、執行部でもこのことを知っ
ているかどうかということでお尋ねしていただきたいと思
います。

以上で、この３つの質問に対しての一般質問を終わ
ります。ご答弁ありがとうございました。
議長

○平山晶邦 それで結構です。
議長

答弁を求めます。産業部長。

産業部長 ただいまのご質問でございますが、茨城
みずほ農協で指定管理をお願いしております湯けむり
の郷の老朽化が進んでいることについては、私どもも
確認しました。今回の陳情については承知しておらず、
この内容を見る限りではどちらかというと要望と感じて
おりますが、議員ご発言のとおり、あくまでも施設は市
の持ち物であるという認識を持っております。以上です。
議長

平山議員。

○平山晶邦 了解をいたしました。指定管理を受け
ている団体も誤解をしないように、指定管理の趣旨
の徹底を全庁的に図っていただきたいと思います。

答弁を求めます。総務部長兼政策企画部長。

総務部長兼政策企画部長 今、議員のご発言の中
に６月の答弁と何も変わっていないというご指摘がござ
いました。確かに現在取りまとめ中ということもあり、な
かなか言えないところもあってこういう答弁とさせていた
だきましたけれども、作業としてはかなり進捗しています。
余り数字に関しては今の時点で申し上げることはできま
せんが、例えば４０年後という将来を見据えた中で、
どれぐらい公共施設を減らしていく必要があるのかとい
うことについても推計をし終わっています。数字につい
ては精査中ですのでお答えできませんが、かなりの数
の公共施設を減らしていかなければ財政的にもたない
という状況が明らかになっています。ですので、どうい
う優先順位づけをして公共施設を減らしていくのか、
さまざまな分野の公共施設がございますけれども、今
その優先順位づけをしているところです。
もちろん取りまとめをした段階で市民の皆様にも、また
議会へもご説明をする必要があると考えていますけれ
ども、まさに最後の調整をしているところです。公共
施設の廃止というのは非常にセンシティブなものでもご
ざいますので、数字などについても十分に精査をして
出していきたいという考えがございます。進捗としては
かなり進んでいるということはご理解をいただきたいと
思います。

あと一つは要望ですが、利用者に対する施設の質の
均一性というのはすばらしいものもあればだめなもの
もあるということではなくて、ぜひホスピタリティある施
設、すなわち思いやりのある、心からのおもてなしを
するという施設にしていただきたいということを要望し
ておきます。
次に、第３の質問の施設管理については了解いたし
ました。しかし先ほどの政策企画部長の答弁は、はっ
きり申し上げて６月の同僚議員の質問から一歩も前に
出ていない。６月末までにまとめて、その後ファシリティ
マネジメントという観点から精査してまいりますというこ
とだったんですが、残念ながら先ほどのご答弁では
まだ取りまとめが終わっていないと。今、６月と同じよ
うな答弁をなさったと私は思います。それは今の進捗
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平成２５年１２月定例議会

一般質問

人口減少対策について
▶商工行政について
▶

常陸太田市
合併後10年間の人口状況
高齢者を支えてくれる子供たちの数
が減ってしまい、社会保障や教育環
境の整備等、常陸太田市の構造的な
改革を進めていく必要があると思い
ます。
常陸太田市は、県内の市で、最初に、
子供の減少と就業者年齢人口減少
と高齢者の激増の同時進行を経験
する地域となります。

立ちます。常陸大宮市も本市と地政学的には似通っ
た自治体です。美和、緒川、山方、御前山という過
疎地域を持っています。面積も常陸太田市に次いで
広い面積を有しています。高齢化率も常陸太田市と
変わりません。しかし本市と比較して人口減少が低
位となっている。そして出生数が多いのはなぜでしょ
うか。

一般質問内容
○平山晶邦

平山晶邦です。一般質問に入ります。

私は先日、茨城新聞の県内市町村１１月１日現在の常
住人口記事を読み、改めて常陸太田市の人口減少
の厳しさを確認しました。常陸太田市は１０月単月で
マイナス８４人、常陸大宮市ではマイナス１１人、那
珂市はプラス１９人で、近隣の市の中で断トツの人口
減少でありました。常陸太田市の人口が、今年６月
に那珂市に抜かれてしまったことは皆様もご存じだと
思います。１１月現在、那珂市は５万３,８５４人、常
陸太田市は５万３,６００人であります。現状のままで
は１０年後には常陸大宮市にも抜かれてしまう予測が

日本全体が人口減少であるから常陸太田市も例外な
く人口が減ることは当然だと思っていては大変な状況
が生まれるのではないかと心配をいたします。常陸
太田市は、県内でも超厳しい人口減少自治体で、人
口減少により地域の社会経済や住民の生存基盤その
ものが崩壊することも否定できません。市税が減少し、
商店がなくなり、地域コミュニティが崩壊し、医療過
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疎や公共交通弱者を作り、社会保障費の高どまりな
どという地域経済や社会機構や自治体財政の行き詰
まりという人口減少から生じてくる事実を直視してい
かなければいけないと考えます。

ンを描く際に、まず把握しておかなければいけないの
は人口動態であると言われます。

一般的に、人口減少のプロセスには３つの減少段階
があると言われます。第１段階は、老年人口の増加、
生産・年少人口の減少。第２段階は、老年人口の維持、
微減、生産・年少人口の減少。第３段階は老年人
口の減少、生産・年少人口の減少です。私は、常
陸太田市は絶対人口が減少する第３段階の老年人
口の減少と生産・年少人口の減少の同時減少状況
にある自治体だと思っています。

そこで１番目の質問として、本市は人口減少の地域
別・世代別・老年・生産・年少別人口流出状況の
把握や、５年後、１０年後における本市の分析を行っ
て対応策等の検討を図っておられるのかをお伺いい
たします。
２番目の質問として、本市において集落を町内として
見た場合、現在本市には限界集落、言いかえれば「限
界町内」があるのか、また、将来にわたっては、限
界町内がどのぐらいになっていくかという予測を行っ
ているのかについて伺います。

本市の人口減少をもっと詳しく分析すると、総人口の
減少よりも生産年齢の人口減少が大きくなっているこ
とは問題です。生産年齢人口の実態をもっと詳しく掘
り下げ、１８歳から６０歳までの就業人口で見ると、就
業者人口が総人口の５０%を切ってしまっているとい
う本市の人口減少の問題点が理解され、本市の人
口減少が抱える深刻さが理解できると思います。人
口減少の問題は決して遠い将来の話でなく、まさに
現在のことなのです。

４番目の質問として、限界集落の中の独居高齢者や
超高齢者宅に対する安全対策や買い物難民対策や
医療介護対策など、生活していくための対応はどの
ように考えているのかについてお伺いをいたします。

以上のことを前提として今回の質問をいたします。

以上までが第１の質問です。

３番目の質問として、限界町内のコミュニティ機能を
どのように維持していくおつもりなのか、今後の方策
と対応についてお伺いをいたします。

人口減少対策について
第１の質問は、限界集落という切り口で人口減少に
伴う地域コミュニティの集落機能をいかに維持するか
について質問をいたします。
限界集落という意味は、皆様もご存じだと思いますが、
人口の５０% 以上が６５歳以上の高齢者になって、社
会的共同生活の維持が困難になっている地域を言い
ます。現実に私の町会、すなわち回覧板を回す単
位の最小単位のコミュニティでは、町内の役職を行う
ことが今後困難になってしまうのではないかと思われ
る状況です。３年から５年後には社会的共同生活が
困難な状況が生まれてしまうでしょう。本市において
も老人会の役員になり手がいなくなり、解散したとか
町会長の人選ができなくて町内で何回も集まりを開い
ているが決まらないとかという話を聞きます。地域コ
ミュニティが危機にあることは間違いありません。
現実的に、人口減少に伴って地域の社会機構や環
境が変わっていくことにどのように対処していくかとい
うことが大きな問題となってまいります。市の将来ビジョ
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商工行政について
次に、大きな第２の質問として、本市の商工行政に
ついて質問をいたします。今の若い人たちは、ネット
ショッピングや県外まで出かけていき、生活用品や生
鮮食品を求めているようであります。私などが想像つ
かない消費動向があり多様性に富んでいます。また、
買い物は地元でなどという感覚は市民の中には難しく、
近隣市町村であっても自分に合った買い物を行って
います。そのような状況の中で、地元商店主などか

らは、「閉店するほかない」とか、「俺の代で店は終
わりにする」という話を聞かされます。そこで、常陸
太田市の商工業者の売り上げはどのような状況に
なっているのか。市は今後の商業者とどのように向き
合っていくつもりなのか伺います。

７０人から５１人に、生産年齢人口が２９９人から２５２
人に、老年人口が１３０人から１３９人に、高齢化率に
ついても２６.１% から３１.４%となっており、町会ごとに
それぞれ同様の実態を把握しております。
また、５年後、１０年後における分析につきましては技
術的に難しい面もあるため、町会ごとの推計までは行っ
ておりませんが、今後は町会などのコミュニティ組織を
１つの生活圏として維持していくことが困難になってい
くことなども想定されることから、地域ごとにさまざまな
対策を講じていくためにも、議員ご指摘のような将来
を見据えた状況の把握を行っていく必要があるものと
考えております。

１番目の質問として、常陸太田市の商業者の売り上
げ実態や実績はどのような状況にあるのか。実績を
通じて市はどのように分析をして今後の商工行政を
行うのかということについてお伺いをいたします。
２番目の質問として、消費に関しても本市の大きな
キャッシュフローは高齢者の方々の年金です。また、
高齢者の方は地元で買い物をする率が大きい方々で
す。しかし、高齢者の年金の減額や高齢者の絶対
数が減少する状況では、本市の商業環境を考えると
商業者の売り上げは今後ますます厳しくなることが予
測されるのではないでしょうか。市としての考えをお
伺いいたします。

次に、限界集落の現状は本市にあるのか、将来はど
のように予測しているのかとのご質問にお答えをいたし
ます。

３番目の質問として、２年前から商工会が行っている
プレミアム付商品券が市民の中に浸透して好評であ
ると思います。そしてプレミアム付商品券の事業は、
市民が本市の多様な商業者において使用するという
市の中でお金が循環することで、市民にとっても本
市の商業者にとっても有効施策であると考えます。プ
レミアム付商品券の状況についてお伺いをいたします。

いわゆる「限界集落」という言葉につきましては、必
ずしも明確な定義が確立しているわけではございませ
んが、一般的には６５歳以上の高齢者が集落人口の
半数を超え、冠婚葬祭を初め、社会的共同生活の
維持が困難な状態に置かれている集落と言われてお
ります。

以上、大きな２項目について質問し、１回目の質問と
いたします。
議長

答弁を求めます。総務部長兼政策企画部長。

執行部からの答弁
総務部長兼政策企画部長 本市の人口減少問題に
起因する限界集落問題についての中の、人口減少に
ついての地域別・世代別・老年・生産・年少別の
状況や、５年後、１０年後を見据えた分析ができてい
るのかとのご質問にお答えをいたします。
まず、今日までの人口の推移につきましては、住民基
本台帳の人口の集計結果をもとに、月別に、町内別、
年少・生産・老年別の状況について把握をしています。
例えば、金砂郷地区のある町会の事例で、合併時
の平成１６年１２月と本年１２月の比較を行いますと、そ
の町会では人口が４９９人から４４２人に、年少人口が
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限界集落の１つの目安である高齢化率５０% 以上とい
う指標で当市の町会の状況を見ますと、平成２５年１２
月１日現在で、常陸太田地区に５町会、東三町が５９.
０%、西二町５６.５%、長谷町６２.５%、上土木内町
５６.０%、西河内上町５５.４%でございます。それ以
外にも高齢化率が４０%を超える町会が常陸太田地
区で７町会、金砂郷地区で４町会、水府地区で８町会、
里美地区で１町会ございまして、これらの町会が将来
的には高齢化率５０% 以上になってくることが予想され
ます。

議長

市民生活部長。

市民生活部長 地域集落のコミュニティをどのように
維持していく方策や対応を考えるのかとのご質問にお
答えいたします。少子・高齢化や人口減少が進む本
市におきましては、地域集落、いわゆる町会単位で
のコミュニティ組織だけでは、活動の担い手不足など
により、これまでのような地域の自治活動の維持が困
難な状況に来ております。
このような状況を踏まえまして、
平成２１年１１月に、市民を委員とする「市民協働のま
ちづくりを考える会」を設置し、今後の地域コミュニティ
のあり方についての話し合いを行っていただきました。
その結果、平成２４年１月に、協働のまちづくりの提言
書として提出されたところでございます。
この提言書では、今後の地域コミュニティのあり方に
ついて、小学校区程度の範囲で各町会、公民館及
び各市民活動団体などが一堂に会し、幅広い意見
交換や情報の共有化を図りながら、連携して事業等
を行うことにより、地域活動の活力の維持と地域内の
結びつきが一層強められるよう、新たな地域コミュニ
ティの組織づくりの必要性について示されております。

今後、災害時要援護者台帳に登録されました方々に
つきまして、地域ケアチームにつながるよう取り組みを
進めているところでございます。また、配食サービス、
緊急通報装置設置などの福祉サービスによる見守りと
あわせまして、郵便局、新聞販売店を初めとする民
間の１４業者と高齢者等の見守りに関する協定を締結
しておりまして、高齢者が安全に暮らせる重層的な見
守り体制を進めております。
次に、買い物難民対策でございますが、現在、市内
の商店による宅配買い物代行サービス事業を初めとし
て、
ＪＡ茨城みずほや市内のスーパー、生活協同組合
などの民間事業者による食料品等の宅配サービスが
行われております。また、太田地区北部、金砂郷地区、
水府地区、里美地区では、９事業者により定期的な
食料品などの移動販売を行っている状況でございます。
今後も買い物対策につきましては、民間事業者との連
携の可能性を模索しながら検討を進めてまいりたいと
考えております。次に、医療、介護対策でございますが、
要介護の状態でも自宅での生活が問題なく続けられる
ようにしていくためには、市内の医療機関と介護機関
との緊密な連携によるサポート体制を整備する必要が
あることから、現在、県の補助事業を活用いたしまして、
在宅医療、介護連携推進事業に取り組んでいるとこ
ろでございます。

本市ではこの提言を受けまして、現在、地域に出向き
新たな地域コミュニティづくりの趣旨を説明し、地域関
係者のご理解、ご協力のもと、この取り組みを進めて
いるところでございます。そして、ここでの話し合いを
通しまして、地域内における協力、連携体制の整備
を行い、地域内での支え合いによる地域活動の基盤
となる地域集落の活力と維持に努めてまいりたいと考
えております。
議長

帳を整備しておりまして、自主防災組織、消防団、
社会福祉協議会などと情報の共有化を進めているとこ
ろでございます。

保健福祉部長。

保健福祉部長 集落の中の独居高齢者や超高齢者
宅の安全対策など、生活対応についてお答えをいた
します。ひとり暮らし高齢者の安全対策でございますが、
援護を必要とする高齢者一人ひとりを見守る近隣住民
などによる地域ケアチームの取り組みを進めております。
また、地域ケアチームを組んでいるひとり暮らし高齢者
に対して、日ごろの協力者、家族、親戚などの氏名、
連絡先などが記載されている「見守りネットワーク連絡
カード」を作成いたしまして、冷蔵庫の横に張りつけ
るなどしており、緊急時に家族への連絡がとれる体制
をとっております。
現在、日ごろの近隣住民による見守りや災害時におけ
る地域の支援者が記載されている災害時要援護者台

本年度の事業内容としましては、市内の現状を把握
するためのアンケートの調査を実施しております。そし
て、医師会を初め、医療、介護など関係職種同士
の顔の見える関係の構築と事業内容を検討するため、
管理者レベルと実務者レベルの推進協議会を設置し
てまいります。
また、市民の皆様、医療、介護関係者の方々の理
解を深めることを目的に、在宅医療、介護に関するシ
ンポジウムや研修会を開催することとしております。こ
れらの事業の実施により、常陸太田市における在宅
医療、介護連携のための土台作りを進めているところ
でございます。以上です。
議長

産業部長。

産業部長
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本市の商工業者についてのうち、人口減

少などや市民の消費動向の多様化などによる商業者
の現状と方向性につきましてご答弁を申し上げます。
まず、本市商業者の現状分析についてでございますが、
商業統計の調査結果によれば、平成１６年６月１日現
在の商業者数は、卸売業９５社、小売業５８１社、合
計６７６社でございましたが、平成２４年２月１日現在の
経済センサスの調査結果によれば、商業者数は卸売
業５９社、小売業３６５社、合計４２４社でございます。
ここ８年間において、卸売業３６社、小売業２１６社、
合計２５２社が減少している状況でございます。

そして近隣市町村における大規模ショッピングモール
の台頭、そして情報通信網の発展に伴うインターネット
ショッピングなど購入方法の多様化などによるものと推
測しております。このような厳しい経済状況に対処す
るため、商工業者の取り巻く状況の把握に努め、市
商工会
とこれまで以上に連携を図り、経営改善指導などに加
え本市創業者の振興となる支援策を講ずる必要があ
ると考えております。
続きまして、プレミアム付商品券の状況についてでご
ざいますが、東日本大震災以降低迷する消費需要を
喚起し、個人消費を拡大することにより震災復興、地
域商工業の活性化を図ることを目的といたしましてプレ
ミアム付商品券について支援をしてまいりましたが、平
成２３年度の発売より本年度の販売において売り切れ
期間が大幅に短くなるなど、市民の皆様に徐々に浸
透しつつある傾向にあると認識しております。

また、年間商品販売額につきましては、平成１６年６
月１日現在が５３７億５,７２７万円に対し、平成２４年２
月１日現在では３４１億１,５００万円となり、１９６億４,２
２７万円の減少となっており、ただいま議員ご指摘のと
おり大変厳しい状況にございます。
また、過去８年間の商工会の退会者でございますが、
退会者４４１事業者のうち約３割に当たる１３９事業者
が商業者でございます。そのうち約９割の１２０事業者
が廃業による退会であることを踏まえますと、商業者
数が減少している主な原因は、業績不振や後継者不
足などによる廃業であり、年間販売額の減少につきま
しては、近隣市町村の大型店舗の台頭、本市商業
者の減少に加え、東日本大震災による風評被害など
によるものと捉えております。

また、購入者数につきましては、平成２３年度の４,２８
０人に対し、本年平成２５年度には３,７１３人となり、１
人当たりの購入単価が上昇している状況にございます。
また、市が補助しておりますプレミアム分が消費に回る
ことや、大型店舗での利用制限により中小商工業者
への利用を促すこととなるため、一定の経済効果が
あったものと認識しております。

続きまして、高齢者の絶対数の減少による商業者の
事業状況は厳しくなるとの予測に対する本市の考えに
ついてでございますが、茨城県広域消費動向調査結
果報告書によると本市内の買い物依存率は１９７８年
の調査時には５０%を超えておりましたが、１９９４年に
おいては、旧常陸太田地区は３５%、水府地区は５０
%を超えていたものの、金砂郷地区及び里美地区は
５０% 以下の状況にございます。

来年４月から実施されます消費税の増税により、消費
の押し込みが懸念されており、さらに商工業者の経営
状況が厳しくなるものと予想されることから、今後プレ
ミアム付商品券の継続など、市内商工業者への支援
につきましては、商工会と連携を図りながら引き続き検
討してまいります。
議長

また、平成２３年度に本市にて実施いたしました高齢
者ニーズフォローアップ調査結果によると、高齢者の
約９割が近所の商店や市内の商店にて買い物をして
いる状況にあり、買い物依存率と本市市内の商業者
の減少を踏まえますと、生産年齢層における本市への
買い物依存率が低い傾向にあると推測できることから、
ただいまの議員のご指摘のとおり、今後高齢者の絶
対数の減少により、本市商業者における状況がさらに
厳しくなるものと認識しているところでございます。生
産年齢層における本市への買い物依存率が低い理
由といたしましては、昨今のニーズの多様化、モータ
リゼーションや道路交通網の整備による商圏の変化、

平山議員。

２回目の質問
○平山晶邦 ただいまは詳細にわたるご丁寧な説明
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。１番目の人口減少に伴う地域コミュニティの
機能をいかに維持するかという質問、その１番目の
人口減少の将来予測についてなんですが、これは質
問ではなくてお願いですけれども、私個人が２年くら
い前に、こういう形で常陸太田市の人口動態を自分
なりに分析いたしました。そして１０年後の常陸太田
市は、６０歳以上の人口が５０%を超えてしまうという
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ことで市民にお知らせをいたしました。それからもう２
年たっているわけでございますから、あと８年後には
６０歳以上――これは高齢化率ではございませんが、
これが半数以上になる「準限界自治体」と申しますか、
そういう自治体になるということだと思っております。
先ほど部長からのご答弁にありましたように、５年後、
１０年後、常陸太田がどのような形になるのかという
のは、これは行政の事業を進める上で大切な要素だ
と考えます。ですから、市の職員の皆さんの英知を
集めればそんなに難しい問題ではなく、地域別、世
代別、人口流出状況の５年後、１０年後の人口動態
の分析は、現在でも行えると私は考えております。そ
して地域や世代別実態に即したきめ細かな行政施策
を行い、ぜひとも人口減少に歯止めをかけていただ
きたいと思っております。これはよろしくお願いいたし
ます。

議長

答弁を求めます。市長。

執行部からの答弁
市長 人口減少に対してはできるだけ抑制していきた
いということで、これまでも行政執行をしてまいりました。
その中の大きな目玉といたしましては、子育て支援に
対する財政的な支援等々でございます。先ほど議員
のご発言の中で、常陸大宮市あるいは那珂市との比
較においてのお話がございましたので、今申し上げま
した２市よりもなぜ常陸太田市の人口減少が早く進ん
でいるか、結果論から言いまして、１つには毎度申し
上げておりますけれども、若い人たち――労働人口と
称される人たちの働く場所が極めて少ないことが大き
な要因となっているところでございます。
具体的に数字で申し上げたいと思いますが、国勢調
査が５年ごとに行われますけれども、その中で常陸太
田市の働く場所の確保という観点から製品の、いわゆ
る工業製品、第二次産業といいますか、製品の出荷
高を見てみますと、常陸太田市は年間４２６億円強の
状況でございます。これに対し常陸大宮には、ご案
内のとおり水戸北部工業団地が早くからございます。
そこを中心とした製品の出荷高が９０２億円、常陸太
田市の倍以上になっている状況です。

また２番目、３番目、４番目の限界集落に対する対策
でありますが、常陸太田市の現状からして、そして
今後を予測して「限界町内」をなくすことは難しいの
ではないかと思っております。厳しい見方をすれば、
もう限界集落になって、極端に言えば、あと何年か
後にはコミュニティが活動できなくて消滅する町内が
常陸太田市には現出してくるといっても過言ではない、
そういう見方もできるかなと考えます。

あわせまして商品の販売額等々で見てみますと、これ
は平成１９年のデータでございますが、常陸太田市は
５１０億円、先ほどの産業部長の答弁の数字と年次が
若干違いますので数字は合わないかもしれませんが、
比較の上で５１０億円、そして常陸大宮の商品の販売
高が７５０億円、それから、那珂市の商品販売高が７
６５億円ということで、この製品出荷高、さらには商品
販売額等においては、当市をはるかに上回っている
状況にあります。ということは裏を返しますと、この第
二次産業、第三次産業の場で働く雇用の場が当市よ
りも大きいということが背景としてあるわけでございます。
これらに対しこれまでも企業誘致等々進めてきた理由と
しては、そういうことを申し上げることができるところで
ございます。

けれども私は、限界町内をなくすのではなくて限界町
内に住んでいる人に対して市はどのようなコミュニティ
機能の仕組みを提案できるか、そして常陸太田市民
としての安全・安心を担保とした行政サービスをこれ
からも提供し続けられるのかと、そういうことだと私は
考えています。
改めてお願いをいたしますが、各部門にわたって詳
細なご答弁があったように、細かい対応を現在でもし
ているということでございますが、それをもっと現実に
即して、そしてその中で変えるものは変えて新たな
施策を行っていくことが大切なのではないかと思いま
す。それにはやはり、今後人口減少によって予見さ
れるであろうことをいち早く取り入れた常陸太田市ス
タイルを確立して、仕組みや施策を実行に移していっ
ていただきたいと考えております。

ちなみに、なぜ常陸太田市の商品販売額が少ないか
ということを考えましたときに、那珂市、常陸大宮市は
それぞれ国道３４９号の沿線、あるいは１１８号のバイ
パス沿いに比較的大型の商業施設が立地しているの
はご案内のとおりでございます。

人口減少問題については、最後に常陸太田市をあ
ずかる責任者として市長のご所見をお伺いしたいと
思います。

比較しまして常陸太田市は、３４９号、バイパス沿い
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に大型商業施設等々の進出ができていない、そのこと
は大きな要因として言えると思います。なぜそうなった
か、１つには里川西部圃場整備事業の換地等にかか
わる問題で１２年間の農地転用の凍結がなされてきた
ことが、結果からではございますけれども、非常に大
きなマイナス要因として働いたことだと思っているところ
であります。

の商業に対する危機感を私自身が持ったんです。
そして、これらのアメリカ資本のスーパーがひたちな
か市に進出してくる、また、那珂市には大手量販店
のメガアミューズメントストアといいますか、そういうふ
うなものが進出してくる。今、流通業というのは大変
大きな転換期を迎えているなという思いを強く持って
おりまして、これでは常陸太田市の商業者の売り上
げは大変な状況になっているのだろうと考えました。
現実に、先ほど部長よりご答弁いただいた１番目の実
績は、やはり深刻な状況であることは理解いたしまし
た。市も商工会などと連携を図って状況分析をしっか
り行っていただけるということでありますから、ぜひと
もよろしくお願いしたいと思います。

これらを踏まえまして、従来からやっております子育て
支援に加えて、なお一層商工業等を中心とした企業
の誘致を進め、若い人たちの働く場の確保を進めて
いく必要があると思っているところでございます。
ちなみに、先ほど人口減少を単月で毎月毎月ご報告を
させていただいておりますが、１２月１日現在の人口の
動態がわかっておりまして、まだ新聞報道しておりませ
んけれども、５年ぶりに１１月単月での人口減少がプラ
スマイナスゼロになったところでございます。これがこ
れまでの人口減少抑制策の効果だと即思えないと認
識しておりますけれども、こういうことを続けながら地道
に人口減少対策を進めていきたいと思っております。
以上でございます。
議長

２番目の高齢者の消費をどう確保していくかということ
について、現在のところでよろしいんですが、もっと
詳しいお考えがあればお聞きしたいと考えているんで
すが、よろしくお願いします。
議長

答弁を求めます。産業部長。

執行部からの答弁

平山議員。

産業部長 高齢者の買い物対策につきましてでござ
いますけれども、高齢者のニーズフォローアップの調査
でもわかりますように、高齢者の方の買い物を見てみ
ますと近所で買うのが多いように回答されております。
また、家族の人に買い物を頼むという状況で、いわゆ
る買い物難民といいますか、買い物がなかなか大変
だと、困難だということがございます。

３回目の質問
○平山晶邦 ありがとうございました。
私も３月議会のときに、子育て支援の事業は県内に
先駆けてやってすばらしいことだなと。しかしこれは
やはりカンフル剤的な要素でありまして、ぜひともそれ
が着実に根づくような、そして町に勢いを取り戻すよ
うな対策をこれからもぜひともよろしくお願いしたいと
思っております。

そういうことを考えますと、先ほど担当部長のほうから
も答弁させていただきましたように、市内の宅配サービ
ス事業は民間事業者が進んでおるという状況がござ
いますので、これらのことを考えますと、今後の対策と
しましては、民間事業者の宅配サービスとの連携の可
能性を模索しながら検討していくことが必要だと考えて
おります。あわせまして、今後民間事業者、そして商
工会ともさらに連携を図り進めていく必要があると考え
ております。以上でございます。

次に、本市の商工行政の質問でありますが、この質
問を私が考えたのは、
１２月１日に町内の研修会があっ
て、町内会長を初め協議委員さん――町内によって
は運営委員さんというのかもしれませんが、９名と話
をしたときに、つくば市にできた会員制のアメリカ資本
の量販店の話になったんです。そこで９名のうち２名
のご家族が埼玉県三郷市の量販店に２カ月に１度の
割合で出かけていって生活用品や生鮮食品を買って
いるという話を聞いたとき、高速を使ってガソリン代ま
でかけて、１回行くと四、五万円のお金を使ってくる
という話を聞いたときに、これは私の想像を超える消
費動向になっているなという驚き、それと同時に本市

議長

平山議員。

４回目の質問
○平山晶邦 ありがとうございました。１点だけ今の
答弁で、一般の品物は大丈夫ですが、今よくガソリ
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一刻も早く有効な対策を講じていかなければいけな
いと考えております。執行部の皆さんのこれからのご
奮闘を期待して、私の一般質問を終わります。あり
がとうございました。

ンスタンドの危機といいますか、過疎のガソリンスタン
ドの過疎化といいますか廃業という形で、燃料に関し
ては今言ったような宅配というのは非常に難しいです。
ですから、一般の生活物資等はそれで充足できるの
かなと考えますが、地域のガソリンスタンドをなくさな
いような施策も、ぜひとも商工会などと協議してやっ
ていただきたいなと改めてお願いをしておきます。よ
ろしくお願いします。
３番目のプレミアム付商品券の問題は、私は現在のと
ころこの施策より有効な商業振興策は本市ではない
のかなという思いでおります。先ほどのご答弁でもあ
りましたものですから、商工会との連携でこの事業の
拡大を期待いたします。ぜひよろしくお願いいたします。
それからもっと膨らませて拡大した予算取りもお願い
したいなと。来年は合併１０年ですから、合併１０年
に向けての予算取りもお願いしたいなと考えます。
最後に私、人口減少の所見を述べさせていただきた
いと思うんですが、今年３月に国立社会保障・人口
問題研究所が、日本の地域別将来推計人口を出しま
した。この中で日本の人口減少が本格化し加速度的
に進行していくことを明白にして、集落が消滅すると
いうことも具体的に２０４０年を基準にして出しておりま
す。限界自治体が生まれていることに対しても警鐘を
鳴らしております。

あとがき
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。

私たちが住む常陸太田市は、茨城県の中でも加速
度的に人口減少が進捗する自治体だと私は認識して
おります。ただ残念なことに、市民の中には「全国
でもそうだから、常陸太田市も少子・高齢化は当た
り前なんだよな」ぐらいの認識しか持っていないのか
なという感じがいたします。常陸太田市は先ほども申
し上げましたように、少子化でなおかつ高齢者人口
が減少する絶対人口減少の自治体になっていると。
なおかつ限界集落があると。人口減少が及ぼす社会
的環境変化や行政環境の変化が迫っていることには
まだ気づいていません。人口減少の怖さを理解して
いないというふうに思います。

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。

人口減少という近未来の危機に立ち向かうには、み
んなが――これは市民、執行部、私たちもそうでしょ
うが、事実を直視して危機感を共有するところから始
めなければいけないと、いろいろな方が申しております。
厳しい将来予測をして冷静に受けとめつつ一刻も早
く......、一刻も早くというのは先ほど市長がご答弁さ
れたように、雇用する、そういうような就業人口を増
やすということもあるのかもしれませんが、行政自体も
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友人の支援に感謝

茨城県前議会議長 白田信夫 氏

小美玉市長 島田穣一 氏

前東海村長 村上達也 氏

参議院議員 上月良祐 氏

茨城県議会議員 長谷川修平 氏

株式会社Ｔｅｄｙ 代表取締役 林俊秀 氏

勉強、勉強、そして前進

勝田特別支援学校研修視察

勝田特別支援学校研修視察

笠間寺本陶房研修視察

旧瑞竜小学校跡地確認

特別支援学校の勉強のため、誉田公民館の研修に参加させていただきました

市民有志の皆さんと東北応援視察研修

東北応援視察研修

3.11「東日本大震災」常陸太田市の被害調査
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輝きつづける明日へ
あなたの声を市行政に活かします！

ひ ら や ま ま さ く に
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