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１

平成２８年３月定例議会

一般質問

第三セクターの経営管理について
▶市施設の禁煙対策について
▶

一般質問内容
平山晶邦 平山晶邦です。通告に従いまして一般
質問を行います。先日新聞に、「夕張市の財政破綻
から10 年、夕張再生、険しい道」という内容の記事
が 載っていました。夕張 市 はこの 10 年 で 人 口 が
4,000 人減少し、現在は人口9,000 人、高齢化率は
39.7% から48.9%、小学校、中学校は1 校ずつ、市
議会の定数は18 人から9 人、市長報酬は86 万円か
ら26 万円に、それでも財政再建、地域再生の前に
人口の流出がとまらず、税収増が期待できないという
厳しい現実があり、水道料金などの負担増には耐え
ても、子どもの将来が見えなければ家族ごと故郷を
離脱するような状況が続いているようです。10 年たっ
ても夕張市は大変厳しい状況に置かれています。本
県も県内の市町村の中では、少子・高齢化、人口
減少が進んでいる市となっています。里美・水府・
金砂郷・常陸太田、地区ごとの格差や課題のばらつ
きが顕在化しつつあります。現在さまざまな少子化対
策を打ち出していますが、持続可能な地域づくりの
ためには、人口減、税収減に備えた対応、対策を
余裕があるうちに考えておく必要があるのではないで
しょうか。前段に以上のことを申し上げ質問に入ります。
第 1 の質問は、第三セクターの外部出資並びに出捐
金支出団体の経営管理について質問をいたします。
皆さんもご存じのように、外部出資している株式会社
水府振興公社は、平成 6 年に設立し、従業員数 39 名、
資本金 2,000 万円、代表取締役は市長が務めている
第三セクターの株式会社であります。水府振興公社
の経営は、25 年度、26 年度とも2 期連続で赤字決
算となっています。25 年度は7 万 7,000 円の赤字決算、
26 年度は実に1,771 万 2,000 円の赤字決算、26 年度
は市から指定管理料 3,000 万円を入れて21 年間積み
上げた今までの利益剰余金の半分以上を取り崩して
も1,700 万円の赤字決算をしなければならない経営と
なっています。月の販売額の半分ぐらいしか現金、
預貯金がないキャッシュフローが大変厳しい状況で経
営をしています。
出捐金支出団体の一般財団法人里美ふるさと振興
２

公社は、平成 3 年に出捐金 1 億 3、560 万円で設立し、
従業員 35 名、代表理事を小林信房氏が務めていま
す。やはり第三セクターの一般財団法人であります。
里美ふるさと振興公社の経営も25 年度、26 年度とも
2 期連続の赤字決算であり、25 年度 1,795 万 1,000
円の赤字決算、26 年度は2、483 万 7,000 円の赤字
決算となり、26 年度は市から指定管理料として約 4、
500 万円を入れていますが、出捐金 8、000 万円を取
り崩し、金融機関から3,000 万円の短期借り入れをし
た状況の経営となっています。現金預貯金はまだ8、
500 万円ほどありますが、出捐金 1 億 3、560 万円は、
今年度期首の段階で5、560 万円になっております。
里美ふるさと振興公社の経営も潜在的リスクを抱えた
経営になっているのではないかと大変心配です。現
在の本市の第三セクターの経営は、2 つの法人ともリ
スクを抱えた経営になっていると思います。
市長を初め執行部の皆さんはご存じだと思いますが、
ここに26 年 8月5日付で、総 務 大 臣 から総 財 公 第
101 号で第三セクター等の経営健全化の推進につい
て示された公文書を持ってまいりました。この中には
このように書いてあります。平成 21 年から平成 25 年
度まで、第三セクター等の抜本的改革を集中的に推
進し成果を上げた。この期間に茨城県は住宅供給
公社などを整理いたしました。しかし地方公共団体は、
自らの財政規律の強化を常に図っていくことが重要で
あり、平成 26 年度以降においても関係を有する第三
セクター等について、自らの判断と責任による効率化、
経営健全化に取り組むことが必要で、平成 26 年 6月
24日閣議決定された「経済財政運営と改革の基本
方針 2014」においても、地方財政改革推進のため
には、公営企業第三セクター等の徹底した効率化、
経営改善を図るとされています。
特に第三セクターの財政的なリスクを正確に把握して
いない地方公共団体や財政的リスクが潜在的に極め
て高い水準に達している地方公共団体にあっては―
―地方公共団体というのは各市町村とか県に当たる
と思いますが、当該第三セクター等の抜本的改革を
含む経営健全化に速やかに取り組むことを求めるとし
ております。

次に、それらを行うために、公文書総財公第 102 号
の総務省自治財政局長名で「第三セクター等の経営
化健全化等に関する指針の策定について」により、
地方公共団体に対して指針の内容を十分に留意をし
て適切な対処を求めています。

法人であり、第三セクター等の経営責任は経営者に
帰するものである。経営者は第三セクターの経営が
悪化した場合には、民事、刑事上の法的責任追及
が行われる可能性があり得ることを十分に認識した上
で第三セクター等の経営に当たることが必要であると、
このように通達にあります。

この指針の基本的な考えは、1 つには、地方公共団
体の自らの判断と責任により、徹底した効率化、経
営改善化に取り組んで財政規律の強化に努めなさい
ということであります。2 つには、地方公共団体が損
失補償を行っている第三セクターの経営状況が著しく
悪化している場合は、将来的に多額の財政負担が
生じないように第三セクターの抜本的改革、すなわち
第三セクターが行っている事業そのものの必要性、
公益性などの意義、採算性などの検討を行い、事
業継続の是非や事業手法のあり方について、第三セ
クターの増配、やめることも含めて判断を速やかに取
り組みなさい、これが指針の基本的な、総務省から
出されている意見であります。

そのことからすると、2 点目の質問としてお伺いした
いのは、株式会社水府振興公社と一般財団法人里
美ふるさと振興公社の経営責任についての考え方は、
現在どのように市として整理しているのかについて説
明願いたいのであります。商法上の株式会社や一般
財団法人に準拠した経営責任でいいのかについても
含めてご説明いただきたいのであります。
第 1 の質問は以上であります。第 2 の質問は、市施
設の禁煙対策についてお伺いいたします。茨城県は、
たばこ対策として喫煙はがん、循環器疾患、糖尿病、
歯周病など多くの疾患の原因となることから、喫煙者
を減らす、未成年や妊産婦の喫煙をなくす、受動喫
煙への曝露状況を改善するとしています。また県は、
総合がん対策の中でも目標数値を設定して禁煙対策
を強力に進めています。県は各市町村に対しても目
標値を設定して取り組んでいます。

次に、地方公共団体の第三セクターへの関与につい
ては、地方公共団体は、第三セクターの健全な経営
が維持されるように経営状況等を把握し、適切な関
与を行うことが必要であると書いてあります。
そこで1 点目の質問として、株式会社水府振興公社
と一般財団法人里美ふるさと振興公社の経営状況等
の把握、監査、評価を執行部としてどのような体制
でどのような対応を行い、指導、監督をしているの
かお伺いいたします。

例えば、茨城県禁煙認証制度を作り、多くの方が利
用する施設での禁煙化を促し、受動喫煙防止対策
を推進するため禁煙施設であることを公示、すなわ
ち看板を出して禁煙施設であることを利用者に知ら
せる制度を官民挙げて取り組んでいます。平成 27 年
9月現在では、建物内・敷地内禁煙認証施設は5、
497 施設となっています。茨城県は、県内市町村の
施設は禁煙施設 100%を目指しています。

また、常陸太田市は、道の駅経営のために新たな代
表取締役を市長が務める資本金 6,000 万円の第三セ
クター、常陸太田産業振興株式会社を設立し、本市
の第三セクターは、2 株式会社、1 財団法人となりま
した。第三セクターの経営状況が本市に与える財政
的影響はますます大きくなっています。それゆえ私は、
事業管理とは別に第三セクターの出資団体の経営を
管理し、経営の数字を読み解き、企業会計を理解し
た人材を置き、経営主導できる組織を常陸太田市の
中に作る必要があると考えますが、ご所見をお伺い
いたします。

市町村における受動喫煙状況は、44 市町村の中で
39 市町村は敷地内・建物内全面禁煙であり、分煙、
不完全分煙をとっているのは常陸太田市も含めて5
市町村だけであります。本市は医療費の抑制のため
にさまざまな施策を行っていますが、市役所庁舎や
支所において禁煙を行っていなければ、市民や県や
他市町村から何をやっているんだと見られているので
はないでしょうか。

次に、総務省からの通達の中で、経営責任の明確
化が示されております。

また、国も2020 年のオリンピックを控えて、喫煙とい
う個人的嗜好は多くの人々が集まる場所においては
認めないというグローバルスタンダードの基準で対応
するために、強力に禁煙対策を進めることとしており
ます。本県も国体を控えている中で、禁煙対策を行

1 つとして、第三セクター等は、地方公共団体から独
立した事業主体として自らの責任で事業を遂行する
3

政一丸となって進める状況にあります。

てまいりたいと考えているところでございます。

このような環境下の中で、本市は本庁舎内や支所内
禁煙を実施できておりません。そこでなぜ市施設内
で禁煙ができないのかについての理由をお伺いいた
します。

2 点目の経営責任の明確化についてでございますが、
第三セクターは市から独立した事業主体として自らの
責任で事業を遂行する法人であることに鑑みまして、
市が第三セクターの債務等について暗黙の補償を行
うといった誤解などを受けることがないよう、例えば第
三セクターの経営が悪化した場合には、法の規定に
準拠してその代表者や理事、取締役などの決定権を
持つ役員が民事、刑事上の法的責任を追及されること、
あるいは市が出資者として負うべき責任は原則として
出資の範囲内とすることなど、市及び第三セクター双
方の法的責任や財政的負担の範囲の明確化に努め
てまいりたいと考えているところでございます。

以上で1 回目の質問といたします。

執行部からの答弁
議長

答弁を求めます。総務部長。

総務部長 初めに、外部出資並びに出捐金出資団
体の経営管理についてのご質問にお答えをいたします。
1 点目の経営状況等の把握、監査、評価体制につい
てでございますが、水府振興公社及び里美ふるさと
振興公社の経営状況の把握や事業の評価につきまし
ては、現在は指定管理者の立場において指定管理
者制度モニタリングマニュアルに基づく自己評価、市
所管課評価及び指定管理者選定委員会における施
設ごとの経営状況等に係る評価を行っているほか、
施設管理所管課におきましては職員配置の再考、営
業外収益の確保、指定管理料の見直し、売り上げの
向上などの経営努力を求めているところでございます。
第三セクターの経営状況に対する適切かつ明確な把
握を行うには至っていない状況にございます。

次に、市庁舎及び支所内の禁煙対策についてのご
質問にお答えをいたします。
市本庁舎及び支所におきましては、現在平成 15 年に
施行されました「健康増進法」第 25 条の規定に基
づきまして、受動喫煙を防止するために必要な措置を
講ずる必要があることから、喫煙室を設置し分煙を実
施してきたところでございます。
しかしながら平成 25 年度に茨城県が策定をいたしまし
た第 3 次総合がん対策推進計画におきましては、市
町村役場庁舎の禁煙化率 100%を目標とする達成年
度が平成 29 年度と設定されているところでございます。
また、現在行っております分煙につきましても将来的に
は全面禁煙とすることが求められているところでもござ
いますことから、本市といたしましては、平成 28 年度
から本庁舎及び支所の施設につきまして施設内禁煙
とする措置をとってまいりたいと考えているところでござ
います。

公共性と企業性をあわせ持つ水府振興公社や里美ふ
るさと振興公社、これらは地域の振興や雇用の場とし
て重要な役割を担っているものと認識をしているところ
でございますが、一方で全国の例を見ますと、経営
が著しく悪化した場合には市財政に深刻な影響を及
ぼすことも懸念されているところでもございます。
今後は第三セクターに対して出資出捐を行っている立
場に立って、引き続き施設管理所管課による指導を行
うとともに、所管課との連携を図りながら国の指針に基
づきまして総括的に総務課において管理してまいりた
いと考えているところでございます。

議長

なお、管理に当たりましては、職員の配置等について
も検討しながら、収入及び支出の実績や見込み、経
営の状況について報告を求め、必要に応じ調査を行
うとともに、また、市内の指定管理において健全経営
がなされている施設との比較も行い、第三セクターが
自らの判断と責任により徹底した効率化、経営健全化
等に取り組むことができるよう、市としての関与を強め

1 問目の第三セクターの経営状況の把握、監査、評
価体制についての質問でお伺いをいたします。私は、
市が第三セクターの経営状況を明確に把握できてい
なかったということは問題があったと言わざるを得ませ
ん。総務省の指針にあるように、関係する第三セクター
の現在、次が大切なんですが、将来の経営状況や
資産、債務の状況について適切に把握しておくこと

平山議員。

２回目の質問
○平山晶邦
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2 回目の質問をいたします。

が必要であると示されております。経営がよくとも悪く
とも経営状況を把握しておくことが必要だったと思い
ます。

これまでそれを行うための経営改善としましては、粗
利を稼ぐということが 1 つ、そしてまた、その稼いだ粗
利の中で営業経費が限度内に収まっていれば、それ
は経営的には黒字経営ということになるわけであります。
しかしそこまで至っていないのが実態であります。

茨城県は、総務部に出資団体指導室を設けて出資
団体の経営管理を行っています。本市においても、
ご答弁にあったように経営分析ができて経営主導が
担える、客観的に経営管理を行なえるセクションをぜ
ひ置いていただきたいと思います。よろしくお願いし
ます。

じゃあ、今までどういう努力をしてきたのかということを
かいつまんで申し上げますと、水府振興公社に指定
管理制度が導入された一番最初の年は平成 18 年で
す。そのときに指定管理料は4,649 万円でありました。
それから今日に至りますまで、先ほど来議員からの発
言にありました平成 25 年度は3、580 万円、そして平
成 26 年度は3,000 万円ということに、毎年毎年少しず
つではありますけれども、指定管理料の減額に努めて
きたというのが事実であります。

次に、第三セクターの経営者の立場から、水府振興
公社の社長である市長にお伺いをしたいのですが、
金砂郷地区にありますこめ工房、そば工房、金砂の湯、
金砂庵などの指定管理先はJA 常陸であります。JA
常陸に対しては、市から指定管理料は支払われてお
りません。26 年度に水府振興公社は、市から3,000
万円の指定管理料が支払われています。それでも水
府振興公社は1,700 万円の赤字を計上していること
は、指定管理料を支払われていないJA 常陸と比較
すると、水府振興公社は指定管理料 3,000 万円と赤
字分 1,700 万円で実に4,700 万円の利益の開きがあ
ると思います。そこで市長にお伺いをいたしますが、
水府振興公社社長として、職員に対してどのような
指示を出して経営されているのか、経営の大変さも
含めてご説明いただきたいと思います。

しかしこれを下げていくために何をもって下げていくの
かというと、一口に言えば経営改善なんですが、これ
までの実績で直近で申し上げますと、いわゆる指定管
理料等を含む営業外収益を含まない実質的な営業利
益という観点から言いますと全て損失を出しているわ
けでして、その損失額は、例えば平成 24 年はマイナ
ス4,000 万円です。25 年度はマイナス4,700 万円、そ
して平成 26 年度は約 1,000 万円ぐらい改善いたしまし
てマイナス3,700 万円という状況まで来ているのが事実
であります。しかしこれではまだまだだめなんです。
そういう観点から、私がかねがね従業員に申している
こと、やってきたことを少し、代表的なものだけお話し
させていただきますが、営業費用の際たるものは人件
費です。この人件費につきましては、私が社長になり
ました時点で8 名の正社員を全てパートに切りかえまし
た。そして人件費を削減するということと、あわせて
先ほど言いました粗利を稼ぐという観点からは仕入れ
価格を、できるだけ仕入れに必要な金額を抑えていく
必要があります。物産センター等のお土産品につきま
しては、仕入れ価格の5% 引き下げを業者に説明し理
解をいただきまして、その引き下げをしてまいりました。
またもう一方でレストランもあります。

執行部からの答弁
議長

市長。

市長 もともと水府振興公社、そしてまた里美の振興
公社につきましては、先ほど総務部長からもご答弁申
し上げましたように、地域へ交流人口を増やす、そし
て地域の経済的な活性化を高める、そしてまた、例
えば入浴施設に代表される地域住民の福利の向上と
いうことが目的、さらにはそこで働く人たちの働く場所
の確保というような大きくは3 点の趣旨を持って設立さ
れたと思っております。
そんな中で振興公社社長として私が絶えず考えてきま
したのは、今全体が自立できるような経営内容になっ
ていない、従って指定管理料を行政からいただきなが
ら毎年毎年経営をしているというのが実態であります。
早く指定管理料を減らし、そしてまた目標としてはこれ
をゼロに持っていくというのが経営者としての責任であ
ります。

また、竜っちゃん乃湯という入浴施設がありますが、こ
れは金砂郷の金砂の湯もそして里美のぬく森の湯も赤
字経営となっております。1 つの要因として、水府の
場合は宿泊施設になっておりますが、宿泊客は非常
に少ない、そういう状況です。したがってお風呂の経
費といいますか、そういう直接経費は結構大きくなる。
それをどこで稼ぐのかというと、食の販売、それでや
るしかない。
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食の販売において、初めに私が社長になりましたときは、
食材費、いわゆる直接経費としての食材費が売り上
げの45%ぐらいになっておりました。これは極めて高い、
30% 以下に抑えるのが大体民間のレストラン等を含ん
だああいう施設の経営の指針といいますか、実績は
そういうことであります。

うことは社長として当然の仕事でありますけれども、そ
んなこともやってきたところであります。
そしてなかなか経営の改善が遅いということもありまし
て、平成 27 年度からそれぞれの売店、レストラン、竜っ
ちゃん乃湯、その他施設について、そこにいる従業
員ではっきりとグループ化をいたしまして、その中にそ
れぞれの部門の経営の実態、そういうことを説明をし、
改善の方向性、それを申し上げた中で、従業員から
のグループ討議等々を通じた改善策の提案等々を出し
てもらい、それを実行に移していく、そんな体制を今
整えてきたところであります。

何をやったか、例えばあそこに入った瞬間に感じまし
たことは、メニューの中に水府のあそこまで来てお客
さんは本当にこれを食べるんかというようなメニューが
列挙されているわけですよね。わかりやすく言いますと、
舌平目のムニエルを何で竜っちゃん乃湯まで来てお客
さんは食べるんですかと。そういうことからポスシステ
ム対応のレジに全部切りかえまして、売り上げの状況
が毎日毎日把握できるようにして、その中で売れないメ
ニューについてはもうやめたらいいと。そして中心を地
元でできる食材を使ったメニューに切りかえる、そんな
ことを指導してまいりました。少しずつ食材費について
も今、比率は下がってきておりますけれども、まだまだ
3 割程度までにはいっていない。

これまでやってきたことにつきましてお話を申し上げまし
たけれども、いずれにしても社長である立場と市長で
ある立場と一人でやっているわけですから、これらの
施設についてほんとうに経営改善がなされないのであ
れば、その施設が今後継続する必要があるのかない
のか、その点を絶えず考えながら経営はしていく必要
があると思っております。

ちなみに食材費が 45%にもなるのは、国が国賓を招
聘して都内の有名ホテルで晩餐会をするときの食材費
は45%ですから、それをこの田舎でやったのでは経
営なんかとてもじゃないが成り立つわけはない、そんな
ことをやってまいりました。

最初市長になりましたときに、施設ごとの独立採算制
をもととした経費、経理計算にはなっておりませんでした。
それではどの施設をどう改善したらいいか、そしてま
た廃止をしたらいいのか継続をすべきなのか、そのこ
とが経営的な数字からよくわかりません。そのことを話
をいたしまして、そういう改善に結び付けてきた。これ
は水府振興公社だけじゃなしに、里美のふるさと振興
公社にもそのことをお願いいたしまして、各施設ごとの
経営経費の計算等々をやっていただいている、そんな
状況であります。その中から設立の趣旨、あるいは利
用の状況等々を勘案して、これから先の継続か否か
の判断をしていく必要がある、そう思っております。

それから、売り上げを上げるという観点から若干申し
上げますと、大吊橋でバンジージャンプが始まりまして、
おかげさまで震災前の渡橋者の数まで戻ってまいりま
した。売店の売り上げ状況、レストランの売り上げ状
況をチェックいたしますと、レストランは震災前に比べ
て3 割ぐらい伸びました。渡橋者の数は震災前と同じ
ぐらいです。ところが売店の売り上げはそこまで伸びま
せんでした。なぜか。要するに売店に入ったお客さん
が買いたくなるような品揃え、そして店内のレイアウト、
陳列の方式、そういうところが極めて不親切な状況に
ありましたので、これは27 年度ですけれども、店内の
レイアウトを全部変更させました。そして冒頭申し上げ
ました地場産品をお客の動線で一番買いやすい場所
に掲示をするようなそんなことをしてきたところでありま
す。

以上です。
議長

平山議員。

３回目の質問
○平山晶邦 市長からの大変細かい、今までのご
努力していただいているという内容のご説明がありま
した。ありがとうございました。今市長が言われた意
義といいますか、そういうふうなものを水府振興公社
の職員並びに里美ふるさと振興公社の職員の皆さん
一人ひとりが確認をしながら進めていっていただきた
いなと私も思っております。

その他いろいろありますけれども、年に1 回だけやって
いるんですが、つい最近全職員を集めまして経営の
状況について説明をし、それぞれの部門において具
体的に何をどう努力し改善をしていくべきか、そのこと
をこれまでずっと毎年説明をして指示を出してきたとい
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2 問目の質問に移ります。2 問目の質問の第三セクター
への経営責任の明確化について質問をいたします。

したが、そのことは本日ではなく後々議論をしていき
たいと思います。

私は私が思っていた以上に総務省からの指針は地方
公共団体や第三セクターの経営者に対して大変厳し
い自己責任を求めています。公的支援のあり方につ
いても、公的支援の考え方は支援を漫然と継続する
ことや支援の規模が安易に拡大してはいけない、地
方公共団体は第三セクターの損失補償を行うべきで
はない、地方公共団体が出資者として負う責任はあ
くまでも出資の範囲であることや、地方公共団体と第
三セクターが一体的なものであるという誤解や、地方
公共団体が第三セクターの債務等について暗黙の補
償を行っているとの誤解を他の出資者や利害関係者
から受けることがないように、それぞれの法的責任及
び財政的負担の範囲を明確に示しておきなさいという
ことを総務省は指針の中で書いてあります。

私は第三セクターの必要性を否定するものではありま
せん。第三セクターは利益を上げる組織でないことも
十分に理解をしております。しかし市民の皆さんから
負託をいただいている職責でありますので、地域振
興の名のもとに無制限に経営悪化や経営責任を放置
することはできません。今回の質問で本市が潜在的
なリスクを取り払い、持続可能な第三セクターの経営
に執行部の皆さんが一丸となって取り組まれることを
期待しております。
以上で1 問目の質問を終わります。
第 2 の質問の市施設の禁煙対策については、ご答
弁にあったように全面禁煙を行うということであります
から、施設として禁煙認証制度、認定施設の看板を
示した施設をお願いしたいと思っております。よろしく
お願いいたします。

地方公共団体と第三セクターとの関係は、ほぼ商法
に準じた通達になっているのではないかと私は思いま
す。そうしますと、市が今まで考えてきた第三セクター
への経営責任に対するアプローチよりも、その経営
責任は大変重いものがあると考えますが、執行部の
ご所見を再度お伺いいたします。

以上で私の一般質問を終わります。ありがとうござい
ました。

執行部からの答弁
議長

総務部長。

総務部長 国から示されました指針につきましては、
大変厳しい内容であるというふうに認識しているところ
でございます。今後総務課におきまして経営状況等の
指導、監督を行ってまいりますけれども、これに当たり
ましては、指針に基づきまして協議をし、指導、監督
をしてまいりたいと考えているところでございます。
議長

平山議員。

４回目の質問
○平山晶邦 総務省から出ている内容を十分理解し
て当たっていただきたいと思います。
私はこの第三セクターの経営問題の質問を考えたとき、
現地や現場を見てまいりました。そのとき3 つの視点、
先ほど市長もお答えになりましたが、公益性、公共性、
必要性があるのかという視点で現場を視察いたしまし
た。私からいたしますと幾つかの問題があると考えま
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一般質問

水府振興公社と里美ふるさと振興公社の決算内容分析と経営体制について
▶市道の整備等の仕組みについて
▶木造住宅耐震診断士派遣事業と木造住宅耐震改修助成金交付事業について
▶

私が 2 団体の決算報告を見た考察を申し上げて質問
をいたします。決算内容でありますので、数字が羅
列されますが、大切なことなのでご容赦をいただきた
いと思います。それでは、株式会社水府振興公社
から申し上げます。

一般質問内容
○平山晶邦 平山晶邦です。通告に従いまして一
般質問を行います。
6月1日に国会も終わり、参議院選挙に向けて事実上
の選挙戦に入っています。今回はアベノミクスの評価
について争点の選挙と言われております。また、政
府内でも消費税の扱いの中で、財政出動なのか財
政規律なのか議論が伯仲しておりますが、私は財政
規律が大切なのではないかと考えています。私の市
議会活動も、財政規律という視点で質問をすること
が多いと思います。財政規律が緩んでしまうと歯止
めが効かなくなるリスクがあるのではないかと考えま
す。それゆえ私は、財政規律を大切にした市の行政
運営を執行部の皆さんに求めるものであります。前
段に以上のことを申し上げ、質問に入ります。

株式会社水府振興公社は、平成 6 年に設立し、資
本金 2,000 万円、うち市からの資本金は1,000 万円で、
代表取締役は市長が務めております。事業内容は、
竜神大吊橋を中心としたレストランや物産販売等、そ
して入浴施設等の経営を行っております。水府振興
公社の経営は、25 年度、26 年度とも2 期連続赤字
決算で、27 年度も赤字決算となってしまいました。
その内容を損益計算書で26 年度と比較してみますと、
売上高は27 年度 1 億 7,195 万 1,000 円で、26 年度は
1 億 9,207 万 3,000 円 ありまし た から、26 年 度 より
2,012 万 2,000 円の 10% 減で、前年比 90% の売り上
げでありました。会計士に聞きますと、経営で10%
売り上げが落ちるということは、異常な状況だそうです。
この売り上げ状況は前年から見ると、一月分の売り上
げがなくなってしまったことを意味しています。売り上
げ 総 利 益も27 年 度 8,739 万 4,000 円 で、26 年 度 は
9,841 万 6,000 円、前年比 1,102 万 2,000 円減の 11%
減で、前年比 89% の総利益でありました。販売費と
一般管理費は、27 年度 1 億 2,369 万 8,000 円、26 年
度 は1 億 3,639 万 6,000 円 で、前 年 比 1,269 万 7,000
円の減で、前年の 90%に抑えて、販売費と管理は
低減したその努力がうかがえます。営業利益で見ま
すと、27 年度は3,630 万 4,000 円の赤字、26 年度は
3,797 万 9,000 円の赤字でありましたから、前年から
見ますと1,675 千円に赤字幅は減少しました。営業
外 収 益 は、27 年 度 3,460 万 9,000 円 で、26 年 度 は
3,485 万 3,000 円、前年比マイナス24 万 4,000 円の減
でありました。営業外費用は、27 年度 1,250 万 1,000
円 で、26 年 度 は1,439 万 3,000 円、前 年 比 189 万
1,000 円減しています。経常利益は、26 年度 1,752
万円の赤字決算、27 年度は1,419 万 7,000 円の赤字
決算になり、当期純利益は27 年度 1,438 万 2,000 円
の赤字決算となっています。赤字幅は、前年比から
見ますと333 万円減りました。

私は3月議会でも、株式会社水府振興公社と一般財
団法人里美ふるさと振興公社の経営管理の質問をい
たしました。ご答弁では、今後、第三セクターの市
における経営の管理は総務部が一括して行うこと、
また、市及び三セク双方の法的責任や財政的負担
の範囲の明確化に努めること等の答弁が総務部長よ
りありました。また市長より、施設の経営改善がなさ
れなければ、その施設が今後継続する必要があるの
かないのか、その点を考えながら経営はしていく必
要があるという旨のご答弁がございました。そのご答
弁を踏まえて、今回平成 27 年度の決算が示されまし
たので、第 1 の質問として、2 団体の決算内容を踏
まえた経営について質問をいたします。
1 問目の質問として、平成 27 年度の決算内容につい
て、市としてどのような分析を行って、どのようなご
所見をお持ちなのかお伺いをいたします。今回私た
ちに示された決算報告書を見たとき、総務部が管理
するとこの決算報告書がよくなったという思いを持ちま
した。それは前年との比較を報告書の中に折り込ん
でおりますし、これによって前年との経営の違いが見
えてきて、私たちも理解しやすくなりました。それでは、
この報告書に示されております決算内容について、
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この損益計算書から見えてくる最大の問題は、私は、
26 年度と比較して27 年度の売上高が 10% 落ちてい
ることだと思います。

み等の経営を行っています。
里 美ふるさと振 興 公 社の経 営も、25 年 度 1,795 万
1,000 円の赤 字 決 算、26 年 度は2,483 万 7,000 円の
赤字決算となり、27 年度も3,004 万円の毎年毎年赤
字が増加した赤字決算になっています。

次に、貸借対照表で見てみますと、27 年度の流動
資産 1,608 万 8,000 円で、26 年度は2,132 万 9,000 円
でありましたから、流動資産が 524 万 1,000 円減って
います。それに対する流動負債は、27 年度 1,851 万
8,000 円、26 年 度 は1,506 万 円 でありました の で、
345 万 8,000 円流動負債が増えています。資産合計
では、27 年 度 は3,726 万 2,000 円、26 年 度 は4,733
万 9,000 円、1 年で資産が実に1,007 万 6,000 円マイ
ナスしています。資産が減っています。それに対す
る負 債 は、27 年 度 が 1,936 万 6,000 円、26 年 度 は
1,506 万円で、負債が 430 万 5,000 円増えています。
負債は400 万円ほど増えています。純資産で見ますと、
27 年度は1,789 万 6,000 円、26 年度は3,227 万 8,000
円で、純資産は実に1 年間で1,438 万 2,000 円減って
います。資金面から評価をしてみますと、売上高 1
億 7,195 万 1,000 円ということは、月商では1,432 万
9,000 円、1,400 万円の売り上げになるわけです。し
かし手 元 資 金の現 金 が、これは預 貯 金も含めて
1,068 万 3,000 円と、月の売り上げの 0.7カ月しかない
状況です。会計士から見ると、
「通常では資金がショー
トして、不渡りを出していつ倒産してもおかしくない状
況だと思われる」と言われました。27 年度は新規借
り入れを初めて行っております。27 年度は、借り入れ
を行わなければ経営が大変難しい状況にあったので
はないかと推察いたします。

27 年度決算を26 年度と比較してみたいと思います。
正味財産増減計算書で見てみますと、経常収益は
27 年度 3 億 2,983 万 1,000 円で、26 年度は3 億 1,614
万 9,000 円ですから、26 年 度よりも収 益は1,368 万
1,000 円増えています。しかしそれに対する経常費用
で 見てみますと、27 年 度 3 億 5,978 万 4,000 円、26
年 度 は3 億 4,089 万 5,000 円 で、前 年 より1,888 万
9,000 円の費用が増えています。1,300 万円売り上げ
が増えたけれども、1,800 万円の経費がかかってしまっ
たという状況です。27 年度の経常収益 3 億 2,983 万
1,000 円から経常費用 3 億 5,978 万 4,000 円を引きます
と2,995 万 3,000 円の赤字です。26 年度は経常収益
から経常費用を引いたマイナスは2,474 万 6,000 円で
ありましたから、赤字が 1 年間で520 万 7,000 円増え
てしまいました。
経常収益と経常費用から見ると以上ですが、それで
は、事業として成り立っているのかという視点で見て
みます。

私は、水府振興公社に対しては、以上のような考察
を持っています。

事業収益と事業費用で見てみますと、27 年度の事
業収益は3 億 2,978 万 9,000 円ありました。前年度よ
り1,412 万 8,000 円増加しています。しかし、事業費
用は3 億 4,405 万円で、費用も前年から比較すると
2,021 万 9,000 円増加しています。前年より事業売り
上げが 1,400 万円上がったけれども事業費用が 2,000
万円多くかかっています。27 年度事業でも1,426 万
円のマイナス赤字となっています。26 年度の事業赤
字は817 万 1,000 円でありますから、現在の内容では、
事業をやればやるほど赤字幅が倍に増えた状況です。
事業のあり方を見直さないで今のままで事業を行って
いたのでは、赤字が毎年毎年増えていく状況となりま
す。当期の正味財産のマイナスは3,003 万 9,000 円で、
26 年度は2,483 万 7,000 円ですから、正味財産で見
ましても520 万 1,000 円の赤字幅が増えています。

次に、一般財団法人里美ふるさと振興公社は、平
成 3 年に出捐金 1 億 3,560 万円、うち1 億円を市が出
して設立し、代表理事を小林信房氏が務めています。
事業内容は、ぬく森の湯や和牛の飼育やプラトーさと

それよりももっと深刻なのは、一般正味財産の期末の
残高がマイナス466 万 3,000 円になってしまったことで
はないでしょうか。27 年度の事業の最初の段階では、
この一般正味財産は2,537 万 5,000 円ありました。そ

現在の決算内容では、これはわかりやすいようにたと
え話として申し上げますが、水府振興公社は今年の
3月31日に、例えば団体を清算するということにして
も300 万円ほどお金が足らなくて、債務清算ができな
い状況だということなんです。誰かがお金を出してく
れなければ借りているお金を清算できない状態なんで
す。それゆえ、出資金なども全部使っているわけで
すから、水府振興公社においては、経営を立て直し
て少しずつ内部留保ができる経営体質を作っていく
必要があります。
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れが期末ではマイナス466 万 3,000 円、実に3,003 万
9,000 円のマイナスになってしまいました。

ではないでしょうか。
そこで、市は今回の決算状況を踏まえて、どのよう
な考察とご所見を持っているのかについてお伺いを
いたします。

これが私が里美ふるさと振興公社の正味財産増減計
算書から見た考察です。
次に、貸借対照表でこれを見てみます。現金預金が
27 年 度 期 末では5,373 万 8,000 円、26 年 度 期 末は
8,522 万 2,000 円、実に1 年間で現金預金が 3,148 万
2,000 円減ってしまっています。流動資産は27 年度
8,640 万 円、26 年 度 は1 億 1,777 万 1,000 円 で、26
年度から27 年度で実に3,137 万 1,000 円の流動資産
を減らしています。資 産 合 計では、27 年 度は1 億
8,186 万 9,000 円、26 年度では2 億 1,942 万 4,000 円で、
資産が 3,755 万 4,000 円減っているんです。資産の
対極に位置する負債で見てみますと、流動負債は27
年 度、借り入れなどを含めて5,093 万 3,000 円、26
年 度は5,844 万 8,000 円で、負債は前 年より751 万
5,000 円減額しました。
しかしここで考えなければいけないことは、流動負債
を払うべき流動資産で、ここに書いてあります牛――
二千何百万円流動資産の中に上がっておりますが、
それを除いたキャッシュといいますかお金で見てみま
すと、現在 6,015 万 8,000 円しかありません。その流
動資産と流動負債の差は、27 年度――今年の 3月
の期末には、実に922 万 5,000 円しかありません。負
債と正味財産の合計で見ましても、26 年度は2 億
1,942 万 4,000 円 が ,27 年 度 は1 億 8,186 万 9,000 円、
実に1 年間で3,755 万 4,000 円減っています。

2 点目として、水府振興公社と里美ふるさと振興公社
の経営体制についてお伺いをいたします。
今回の決算状況を踏まえて、どちらの団体も3 期連
続して赤字決算が続いています。水府振興公社は
現金がない自転車操業の状態です。里美ふるさと振
興公社は、あと2 年、3 年で資金がショートする状態
です。また、里美ふるさと振興公社においては、赤
字決算であるにもかかわらず、建物の取得や機械の
購入など新たな固定資産の購入を進めています。自
己資金があるにもかかわらず借り入れを進め、利子
の支払いを行っています。これは経営体制の危機で
す。私は抜本的な経営体制の見直しが必要であると
いう認識を持っています。私たち市民から負託されて
いる市議会議員も、この危機にどのように対処してい
くのかを真剣に考えていかなければならないときだと
考えます。そこで現在の経営体制についてのご所見
と今後について、市長にお伺いいたします。
第 2 の質問は、市道の整備等の仕組みについてお
伺いをいたします。

27 年度と26 年度を比較した貸借対照表から見えてく
る、これは私の考察でございますが、資金の手当と
いう側面から見ると、26 年度からの現金預金の減少
は3,148 万 2,000 円あり、27 年度末は現金預貯金の
残 高 が 5,373 万 8,000 円、それと出捐 金、本 来は1
億 3,600 万円あったものが、現在は定期預金で5,560
万円でありますから、この 5,560 万円を含めても、手
持ち資金は1 億 933 万 8,000 円で、そこから借入金
3,000 万円を引くと手持ち資金は7、933 万 8,000 円で
す。仮に27 年度のような3,000 万円の赤字が続くと、
2 年半で里美ふるさと振興公社の資金がショートして
しまいます。また、28 年度の期首の一般正味財産は、
これはマイナスの 466 万 3,000 円から始まるのです。
私はこれは大変厳しい経営状況であると認識してい
ます。個々の事業を精査して、事業の取捨選択を行っ
て、公的事業にふさわしい経営を行う必要があると
私は思います。市執行部の皆さんも認識しているの
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よく市民から「町会長さんに話してあるんだけれども、
この道路の補修や改良はどうなっているのだろうか」
という質問を受けます。私も立場上調べてお答えて
するわけですが、市民は要望があった市道の整備が
行われるまでの仕組みについては、よほど勉強して
いる方でないと存じ上げないのではないかと思います。
やはり市民にとっては生活道路や農道改修や市道の
改良工事は、一番身近な市に対する要望事項であ
ると思います。そこで市道等の整備までの市の仕組
みについて、ご説明願いたいのであります。
第 3 の問題は、木造住宅耐震診断士派遣事業と木
造住宅耐震改修助成金交付事業についてお伺いを
いたします。
私の友人が熊本県に行ってきて、その状況を教えて
くれました。「木造住宅の被災状況はすさまじく、よく
あの状態で死者が 50 人弱で済んだと思う」と話して
くれました。その話を聞きながら、私たちが住む常陸
太田市も高齢者が多く木造住宅が多い地域でありま

すし、マグニチュード6や7 の地震がいつ起こっても
不思議でない環境でありますので、木造住宅の改修
強化を進めていくことは重要課題であると考えます。

にも考えております。
次に、議員ご発言の中にもありましたように、当然のこ
とながら水府振興公社の社長を私が務めておりますの
で、これまで社長になりましてから、水府振興公社の
運営にかかわって何を基本として運営してきたか、そ
してまた、前年度の売上が 1 割強落ちておりますが、
それらについて概略をご報告させていただきたいと思
います。

そこで1 点目として、常陸太田市木造住宅耐震診断
士派遣事業と耐震改修助成金交付事業の進捗状況
についてお伺いをいたします。2 点目として、今後ど
のようにこの 2 つの事業を推進していくのかについて
もお伺いをいたします。
以上で1 回目の質問といたします。

執行部からの答弁
議長

答弁を求めます。市長。

市長 2 つの振興公社についてのご質問の中で、そ
れぞれの経営体制についてどう考えるかというお尋ね
がございました。そもそもこの2 つの振興公社は、行
政が地域振興のために必要な施設整備をした上で、
そこの管理運営のために受け皿として第三セクターと
しての振興公社を立ち上げてきているというのが基本
的な考えであります。その中にありまして、第三セクター
は一般的に、だからといって経営を投げやりにしてい
いという法はどこにもありませんで、水府、里美両振
興公社においては、地方公共団体から独立した事業
主体として、自らの責任で事業を遂行する法人でござ
います。その経営は、自らの判断と責任に基づいて
遂行することが原則であると認識しているところであり
ます。すなわち、言葉をかえますと、売り上げを伸ばし、
そして市から支払われる指定管理料を含む全体の収
入の中で、経費等々を削減して利益を出すことが具
体的な公社としての仕事だと考えております。しかしな
がら、経営が悪化した場合の経営健全化、特に抜
本的改革につきましては、事業の公益性、公共性、
地方公共団体が行う公的支援による財政的リスク等を
踏まえ、地方公共団体が主導することが必要であると
考えております。
このことから、市におきまして分析した結果を示しながら、
事業の必要性や採算性、経営改善等の指導を行うと
ともに、それぞれの振興公社の組織体制等について
も出資出捐者としての実質的な関与を強めることがで
きるようにする必要があると考えております。そのために、
経営状況についての会計士等の分析はもとより、それ
を改善に向けて課題を抽出した上で、改善に向けて
どう運営をしていくか、そのことについても行政として
もっと強く関与をしていく体制を整えるべきだというふう
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まず、先ほど申し上げましたような観点から、水府振
興公社におきましては、市からいただく指定管理料を
毎年上げることではなしに、経営の改善を行うことに
よって毎年下げる方向への経営活動ができるようにと
いうことが第一の目標であります。これまで指定管理
料につきましては、そういうことで毎年下げてきたという
経緯がございます。ただその中で、もっと利益を出せ
るようなところへ抜本的な改善ということになりますと、
なかなか難しい点があったのも事実でございます。
たまたま東日本大震災により、福島第一原発の事故
が発生いたしました。あのときに吊橋に来てくれるお客
さんが半減いたしました。当然のことながら営業賠償
金として、東電より多額の補償金をいただきました。
発生前に指定管理料も決まっておりましたので、多額
の補償金についてはその一部を、指定管理料を低減
するという考えで市のほうに戻させていただきました。
その後、平成 26 年にはわずかな補償金が入っており
ましたが ,27 年は当然お客の数が回復いたしましたの
でゼロになっていた。そのときに指定管理料について
見直しをきちんとすべきであったわけですが、少し厳し
く見過ぎまして、指定管理料については上げることは
しませんでした。その結果として27 年の状況となった
ところであります。
売り上げ落ちた理由は大きく2 つあります。1 つは、渡
橋者の数がおかげさまで震災前に戻ってきたものの、
売店の売り上げがその戻り具合に比較をして伸びが
悪かったということがあります。それからもう一つは、
従来あの売店では常陸太田市内の特産品を中心とし
て販売をすべきだというのが私の経営の基本的な考え
方であります。その観点からコンサルを入れまして、1
カ月ちょっとの間売店を閉鎖して、商品のレイアウト、
それから商品の棚揃え等について全て見直しをかけま
した。その間は当然営業停止しておりますから売上高
が減少していたという状況であります。これは将来に
向けてどうしてもやらないかんということでそういうことを
させていただきました。また、入浴施設につきましても

水回りの補修をする必要がありまして、ここも1カ月間、
営業を続けながらではありますが、途中工事現場と客
室を板張りで仕切りながら営業をしたということで、当
然のことながらお客は減っていた、その2 つが重なりま
して1 割の売り上げの減ということになったところであり
ます。

次に、流動資産でございますが、未収入金が減って
いるにもかかわらず減少いたしておりますのは、売上
高の減少が大きく影響しているものと分析いたしている
ところでございます。さらに課題となりますのは、固定
費である人件費の占める割合が 40%と高いこと、原
価率につきまし

しかし一方で、経費についてもできるだけ削減いたし
まして、先ほどご発言にありましたように、経常収支は
まだ赤字ではありますけれども、それも330 万円ほど前
年比で改善してきたというのがこれまでのいきさつでご
ざいます。

ても49%と同様に高くなっていることが経営を圧迫して
いると分析いたしているところでございます。
なお、これらの状況を受けまして、平成 28 年度におき
ましては、固定費である人件費の削減、ガードマン経
費等の営業外費用の圧縮、指定管理料支払い時期
の変更によるスムーズな資金の供給など、収支の改善
を図る取り組みを始めたところでございます。

いずれにしましても赤字でいいんだという理由にはなり
ませんので、冒頭申し上げましたように、その組織体
制等々について、少し時間は必要になるかもしれませ
んが、その中身を直していきたい。そして長期的には、
地域振興のためにつくったああいう施設について、こ
れが先ほど言ったように公共性、広域性の観点から
見て未来永劫必要なのかどうかということは、長期的
に行政が判断していく、これは振興公社の判断範疇
ではありませんので、行政のほうとして判断をしていき
たい、そんな思いであります。

次に、一般財団法人里美ふるさと振興公社でござい
ますが、里美ふるさと振興公社の事業収益は、約マ
イナス3,000 万円で、議員ご指摘のとおり2 年連続で
正味財産増減額のマイナスが続いておりまして、一般
正味財産が大きく減少している状況にございます。さ
らにこの中で課題となりますのは固定費である人件費
の占める割合が 35%と高いこと、さらに原価率につき
ましても46%と同様に高くなっていることが経営を圧迫
していると分析いたしているところでございます。

以上です。
議長

総務部長。

また、事業収益を事業ごとに見てまいりますと、実施
事業等会計として計上されております小里牧場の正味
財産現額が公社全体の正味財産現額の64.8%を占
めており、経営状況に大きな影響を及ぼしているもの
と認識しているところでございます。

総務部長 株式会社水府振興公社、一般財団法人
里美ふるさと振興公社の平成 27 年度の決算内容につ
いてのご質問にお答えいたします。初めに、株式会
社水府振興公社でございますが、事業収益は約マイ
ナス1,400 万円で、議員ご指摘のとおり、平成 26 年
度からの売上高が減少しておりますが、これにつきま
しては先ほど市長の答弁にもございましたが、物産セ
ンターの売店の改修工事を10月15日から30日までの
間行っておりますが、対前年度同時期と比較をいたし
ますと約 420 万円の減となっているところでございます。
また、竜っちゃん乃湯も6月15日から8月10日にかけま
して耐震工事を行っておりますが、これを対前年度同
時期と比較いたしますと約 440 万円の減となっていると
ころでございます。これらが売り上げに大きな影響を
及ぼしたものと分析をいたしているところでございます。

議長

建設部長。

建設部長 市道の整備等の仕組みについてのご質
問にお答えをいたします。
市では市民が安全で安心して暮らせる地域づくりのた
め、市道整備に取り組んでおります。その基本的な
考えでございますが、幹線道路につきましては、国道、
県道を補完して市内の道路ネットワークを形成し、地
域の活性化や交通渋滞を解消するなど、広域的な幹
線として整備が必要な路線につきましては、年次計画
を定めまして計画的に整備を進めております。また、
市民生活に密着し、安全性、利便性を向上させ、
使い勝手のより道路として整備する生活道路につきま
しては、主に地元町会からの要望等を踏まえまして現
地調査を行い、地域性、緊急性、経済性などを考慮し、

次に、販売費及び一般管理費につきましては、議員
ご発言のとおり、経費節減等により低減が図られつつ
あるところでございます。
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優先順位等の整理をしまして整備を進めております。

続きまして、3 項目めの木造住宅耐震診断士派遣事
業と木造住宅耐震改修助成金交付事業についてでご
ざいます。

これらの市道整備を進めていく中で、地元町会等から
の要望により市道を整備する場合の仕組みにつきまし
ては、大きく3 つに分けられます。

まず初めに、この事業の進捗状況についてのご質問
にお答えします。

まず 1 つ目は、用地取得を伴うなど規模の大きな道路
改良に関する整備ですが、要望を受け付けた後に、
速やかに現地調査を実施し、概略の事業計画を立案
した後、道路整備の適正化及び計画的推進を図るこ
とを目的に設置された市の審査機関である常陸太田
市道路整備審査会で審査がなされ、承認された路線
について事業課を進めてまいります。
承認された路線につきましては、地元役員さんとともに
準備に入りますが、地域の方々との合意形成を図りな
がら進めるために、各測量調査、地形調査、路線測量、
用地測量の前に地元説明会を開催し、その内容及び
スケジュール等の説明を行います。事業化から用地
測量の完了まで順調に進めばおおむね3 年以内に完
了し、その後用地取得交渉と工事を実施し、全体で
5 年から6 年程度で事業が完了できるように努めている
ところでございます。
2 つ目は、市道及び法定外道路――主に農道でござ
いますが――の維持補修への要望ですが、指導につ
いては建設課が窓口となり、法定外道路――農道に
ついては農政課が窓口となります。維持補修につきま
しては緊急性がある事案があることから、要望書を受
けた後、ただちに市職員が現地確認をするなど速や
かな状況把握に努めております。緊急性や経済性、
施工性、必要性を検討した後、実施内容に応じて担
当職員が直接実施するか、もしくは専門業者へ工事
依頼をしまして対応しております。

木造住宅の耐震化つきましては、今後予想される大
規模地震に対して市民の生命、財産を守ることを目的
とし、既存建築物の耐震性の向上を図るため、平成
21 年 3月に策定されました常陸太田市耐震改修促進
計画に基づいて、耐震化が図られるように情報の提
供や助成制度による支援を行っているところでございま
す。
耐震改修を促進するための木造住宅耐震診断士派
遣事業と木造住宅耐震改修助成金交付事業につきま
しては、新耐震設計基準が適用される昭和 56 年 5月
31日以前に着工された建物を対象としまして、国の社
会資本整備総合公金事業を活用し事業を実施してま
いりました。
木造住宅耐震診断士派遣事業につきましては、木造
住宅の所有者が耐震診断を受けようとする際に2,000
円を負担していただくことにより、市が耐震診断士を派
遣し、耐震診断士が地盤や基礎及び建物内部の柱、
天井裏、床下などを目視により確認し、図面化するこ
とで構造的な評価を実施し、その結果得られた上部
構造評点が 1.0 以上あれば耐震性を有するものと判断
いたします。
この事業は、平成 21 年度から実施しており、
平成 27 年度までの7 年間で159 件を診断しております。
次に、木造住宅耐震改修助成金交付事業につきまし
ては、木造住宅耐震診断士派遣事業をフォローする
事業として平成 23 年度から事業を実施しており、耐
震性能の判断となる上部構造評点が 1.0 未満の住宅
について、耐震改修計画と耐震改修工事を実施する
際の費用を一部助成する制度であります。助成金の
額につきましては、耐震改修計画につきましては、限
度額が 15 万円で、費用の3 分の1 以内、耐震改修
工事は限度額を45 万円とし、費用の3 分の1 以内と
しております。平成 23 年度から平成 27 年度までの5
年間での実績としましては、改修計画が 5 件、改修
工事は7 件となっております。

3 つ目は、通学路の整備についてですが、毎年度初
めに各学校の職員と保護者が合同で通学路の点検を
行い、危険箇所等の改善に向けた要望を取りまとめ、
教育委員会に提出されます。教育委員会は、現場を
確認した上で管理台帳にまとめ、毎年 8月ごろに開催
される常陸太田市通学路安全対策連絡協議会で対
応策の協議がなされ、関係機関にハード面、ソフト面
での対策と連携を図りながら講じているところです。
なお、道路改良事業等の道路整備の理解を深めて
いただけるように、市の道路整備における事業工程等
につきまして市ホームページへ掲載するなど、市民の
皆様への周知に努めてまいります。

続きまして、今後の推進についてでございますが、こ
れまでの木造住宅耐震化の状況としましては、常陸
太田市耐震改修促進計画において、平成 27 年度末
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までに90% 以上を目標として木造住宅耐震化の促進
に努めてまいりましたが、平成 27 年度末時点の推計
時で76.1%にとどまっている状況でございます。このよ
うな中、東日本大震災での甚大な被害や首都直下地
震の切迫性が指摘されている現状や平成 25 年の「耐
震改修促進法」の改正を受けて、国が平成 27 年 6
月に策定した「国土強靭化アクションプラン2015」に
おきましては、耐震化の具体的数値目標を平成 32 年
度末までに95%としております。また、県の耐震改修
促進計画におきましても同様の目的としておりますので、
当市といたしましても本年 3月に計画を見直し、平成
32 年までの耐震化の目標を95%としたところでござい
ます。

執行部からの答弁
議長

このため、より一層の耐震化の促進に向け今年度から、
耐震改修計画につきましては助成限度額を10 万円か
ら15 万円、耐震改修工事は30 万円から45 万円へと
増額し、利用者の負担軽減を図るとともに、これまで
の広報紙やパンフレット、ポスター、ホームページなど
による周知啓発を一層充実させるほか、東日本大震
災による甚大な被害を受けた経験や震度 7を2 回記録
した熊本地震を教訓とする新たなチラシを作成し、町
内に回覧するなどにより住宅の耐震化の推進に努めて
まいります。
議長

平山議員。

２回目の質問
○平山晶邦 2 回目の質問をいたします。1 問目の決
算内容についてお伺いをいたします。水府振興公社、
里美ふるさと振興公社とも事業や施設が多岐にわ
たっています。これではどの施設やどの事業がプラス
なのかマイナスなのか私たちにも判断ができません。
先ほどお示ししましたこういう総合的な決算書では出
てくるんですが、個々の事業の中でのプラスマイナス
が出ておりません。水府振興公社は事業が似通って
いますし、市の事業担当部門も一部一課ですかね、
一部が管理していますからまだ理解できるんですが、
里美ふるさと振興公社は事業、施設とも市の複数の
部門が担当しています。これではどの事業や施設で
決算状況がよいのか悪いのか判断がつきません。今
後、事業ごと、施設ごとの会計状況を報告していた
だきたい。例えば仮決算というか上期決算、下期で
本決算という中で事業ごと、そういう会計状況を報告
願いたいと考えているんですが、ご所見をお伺いい
たします。

市長。

市長 事業のスクラップ・アンド・ビルドに資するため
には、今議員ご指摘のように、各事業ごとの経営状
況をきちんとつかまないことにはそこから先へ進めませ
んので、水府振興公社につきましては、それぞれの
部門ごとの収支計算をきちんと出させるようにしておりま
す。また、里美ふるさと振興公社に対しましても同じよ
うな考え方で、各事業ごとといいますか、施設ごとの
収支状況がわかるようにしてくれと、そういうことは前々
から話をしているところであります。私の手元にはその
数字がありますけれども、議員さんにはこれまで全体
のものしか出ておりませんので、今後そういうものに付
けるようなことを考えていきたいと思います。
議長

平山議員。

２回目の質問
○平山晶邦 ありがとうございました。ぜひよろしく
お願いいたします。
それと体制の話ですけれども、先ほど市長から組織
体制等につきましても出資出捐者として市の関与を強
めたいというご答弁があったと思います。私は、構造
的な経営体制、今の経営体制の中にも何が問題か、
個々の細かいことは申し上げませんが、相対的な中
で私は問題があるのではないかなという認識を持って
おります。どういう組織体制がいいのかは私はわかり
ませんが、執行部の皆さんには抜本的な組織体制を
お考えいただいて、そして、先ほど市長からご答弁
あったように、指定管理料を公的なセクターが当然、
そんなことは当然なわけでありますから、指定管理料
の範囲内で利益を出せとは言いませんから、その中
でおさまるような経営体制というんですか、そういう
ふうなもの。あと一つは透明性だと私は思うんですよ。
そういうふうな透明性が確保された執行体制というか
経営体制が私は必要だと考えているんですが、それ
は水府振興公社に限りません。里美ふるさと振興公
社に対しても市長はどのようにお考えなのかお聞かせ
いただきたいと思います。

執行部からの答弁
議長
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市長。

市長 それぞれの振興公社の執行体制を比較いたし
ますと違いがあります。水府振興公社の場合には、
金融機関等も含めた出資団体に取締役として入って
いただきまして、毎年の予算の状況、それから決算
の状況については取締役会等々で厳しい審議をいた
だくと、そういうことをやっております。それからもう一
方の里美の場合には、理事会が経営責任を持ってい
るわけです。その理事会の中で理事さんが経営の方
針、あるいは方向づけについての承認を理事会でやっ
た後、職員ではなく理事さんですけれども、実行側に
も回っているというところが少し違います。

それと2 番目、3 番目の道路の整備、そしてまた耐震
化に対する進捗状況の説明はよく理解できました。
ありがとうございました。
前段の要望を申し上げて、私の一般質問を終わります。

私の考えとしては、民間企業も同じですけれども、そ
の経営状況について厳しくチェックのできる部門、そ
れから執行体制の部門というのは、やっぱり切り離し
てやっていかないことには前進といいますか、そういう
ことが図られないのではないかという気がします。それ
を促すもととして、指定管理料、あるいは出資団体と
して地方公共団体の中で財務諸表をきちんと読み解き、
その中から課題を抽出できるような能力といいますか、
それを持った体制になっているかどうかという見方をし
たときに、それは弱いと思うんです。そういうところに
ついても時間はかかりますが、行政執行側としても体
制を整え、そしてまた、振興公社のほうの人事体制
に絡むことについては、費用も発生する、あるいは変
化は出てくるわけですから、それらについても事の次
第によっては指定管理料への反映ということもせざるを
得ないかもしれません。しかしそうやっても長期的には
経営体質を強化することが必要ですから、そんなこと
を考える必要があるだろうと思っています。
議長

平山議員。

３回目の質問
○平山晶邦 市長のご認識はわかりましたが、私が
前段で申し上げたのは、そういう残された時間も非
常に少ない現状があるということです。そしてまた、
里美ふるさと振興公社の一般財団法人の理事の執
行体制に関しましても、やはり4,500 万円ぐらい年間
出して、なおかつ3,000 万円の赤字なわけですから、
トータル的に言えば 7,000 万円もの差があるわけです。
そしてまた、現金も物すごく荒い動きをしていると思う
んです。1 年間で普通預金が 3,000 万円も取り崩され
ている、出捐金も8,000 万円取り崩されている、里美
におきましてはそういう実態があると。そういうふうな
残された時間の中で、ぜひとも抜本的な改革をよろし
くお願いしたいと要望しておきます。
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平成２８年９月定例議会

一般質問

指定管理者制度で運営している施設の経営・運営管理について
▶補助金の支出団体の運営管理について
▶

一般質問内容
○平山晶邦 平山晶邦です。通告に従いまして一
般質問を行います。4月に入った28 行政年度も9月に
入りました。9月は執行部の皆さんも上半期の状況を
検証し、下期にどのように実績を上げるのかを考える
月になっています。上期は道の駅ひたちおおたも開
業して勢いがついた状況なのではないでしょうか。下
期も茨城県北芸術祭が 9月17日から11月20日まで開
催され、県北に焦点が当たった期間になっていくと思
います。しかし市の事業は交流人口の拡大だけでは
ありません。市民のさまざまな福祉の向上に努めなけ
ればなりません。各事業部門においても行っている事
業の進捗状況、そして事業について課題、問題を
下期に向けて整理し、取り組んでいく時期だと思いま
す。前段に以上のことを申し上げ、質問に入ります。
第 1 の質問として、指定管理者制度で運営している
施設の経営・運営管理について質問をいたします。
私は、国の「官から民へ」の合言葉で始まった指定
管理者制度はとてもすばらしい制度であると考えてお
ります。その制度の運用は、財政が年々厳しさを増
す地方行政にあっては、施設を所有する地方公共団
体の負担の軽減や民間のノウハウを活用したサービ
ス向上による利用者の利便性の向上などの意義を考
え取り組んでいかなければならないことだと思います。
しかし、本市においての指定管理者制度による施設
運営は、経営上や運営上、施設ごとに格差が生じて
いるのではないでしょうか。公共の施設でありますから、
格差が生じたままでは問題があると言わざるを得ませ
ん。私は、3月、6月議会で指摘いたしました指定管
理者の第三セクターの経営問題などもありますし、施
設の運営状況による問題もあるように思います。その
ことを指摘して、7 項目について現状と対応について
質問をいたします。
1 点目の質問として、本市の指定管理者制度で運営
している施設数を部門ごとにその数を伺います。

3 点目として、市と指定管理者は、定期的な収支報
告会や運営会議等を設けているのかをお伺いをいた
します。
4 点目として、市は市民のチェック制度を機能させて
いるのかを伺います。5 点目として、市及び第三者機
関等による監査を指定管理者は受けているのかを伺
います。6 点目として、市は指定管理者のリスク分担
に関する事項や損害賠償保険の加入や労働法令の
遵守や雇用労働条件や個人情報保護の情報管理体
制が適切に運用されているのかを確認しているのか
を伺います。
7 点目として、市がサービス向上や経営状況の均一
化を図るための指定管理者等を集めた研修などを実
施しているのかをお伺いをいたします。
以上でありますが、現状と今後に向けての方策があ
りましたら、答弁の中で触れていただきたいと思います。
第 1 の質問は以上です。
第 2 の質問は、補助金の支出団体の運営管理につ
いて質問をいたします。
補助金を支出するに当たっては、事業にふさわしい
団体に対して年度当初に補助金を支出して、事業年
度が終わったら実績報告を提出していただいている
のだと思います。私は、年度の途中で市と補助金を
受け取る団体との接点が現在は非常に少なくなって
いるのではないかと考えております。このような接点
が市と補助金団体の中で必要であると考えておりま
すので、2 点ほどお伺いをいたします。
1 点目として、市として、市と補助金支出団体は補助
事業の進捗状況などを検証する会議等を設けている
のかを伺います。
2 点目として、市は補助金の交付によってどのような
効果があるのかをどのように検証しているのかを伺い
ます。

2 点目として、指定管理料以外の費用を支出してい
る団体はあるのかについて伺います。
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以上、大きな項目で2 項目の質問をし、1 回目の質問
といたします。

実施をいたしておりません。
なお、指定管理者は市民の皆様が利用する施設を管
理運営するものであり、市といたしましても指定管理
事業が適切に行われているのかを市民の皆様にも
知っていただく必要があると考えておりますので、今後
につきましては、モニタリングマニュアルに基づく総合
評価の公表について検討してまいりたいと考えておりま
す。

執行部からの答弁
議長

答弁を求めます。総務部長。

総務部長 指定管理者制度で運営している施設の
経営、運営管理についての7 点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
施設数につきましては、部署別に申し上げますと、市
民生活部が 1 施設、保健福祉部が 5 施設、農政部
が 1 施設、商工観光部が 12 施設、教育委員会が 3
施設、里美支所が 1 施設、合計 23 施設に導入いた
しまして、指定管理者数は13 団体となっております。

また、接遇や経営管理などの研修につきましては、そ
れぞれの指定管理者において実施しているところでは
ございますが、今後につきましては担当部署の職員間
等において情報共有を密にし、適切な運営管理とさら
なるサービスの質の向上が図られるような体制づくりに
努めてまいりたいと考えているところでございます。

2 点目の指定管理料以外に費用を支出している団体
につきましては、指定管理の内容に含まれていない事
業費へ補助金を支出している団体が一部ございます
が、それ以外につきましては指定管理料以外の支出
はございません。

次に、補助金支出団体の運営管理についてのご質
問にお答えをいたします。
初めに、市と補助金支出団体は、補助事業の進捗
状況などを検証する会議等を設けているのかとのご質
問でございますが、現在、当市におきましては、平成
28 年度当初予算におきまして、団体運営費補助 28
団体、約 1 億 1,900 万円でございます。事業費補助
につきましては155 事業、約 8 億 7,200 万円でございま
すけれども、これを予算化しているところでございます。

3 点目の指定管理者との定期的な収支報告会や運営
会議等につきましては、指定管理者モニタリングマニュ
アルにおいて、月報の作成、確認及び連絡調整のた
めの打ち合わせは毎月行うこととしており、各担当部
署において毎月の業務報告書の提出の際に連絡会を
実施しているほか、指定管理者によっては年に数回
の収支報告会を実施しているところもございます。
4 点目の市民のチェック体制についてでございますが、
指定管理者の評価は、指定管理者制度モニタリング
マニュアルに基づきまして、指定管理者の自己評価、
所管課の評価、指定管理者選定委員会における総
合評価を実施しておりますが、その結果につきまして
は現在のところ市民の皆様へは公表しておりません。
5 点目の監査につきましては、市監査委員より毎年抽
出されました指定管理者の監査を受けておりますほか、
各担当部署による監査を行っているところでございます。
6 点目のリスク分担に関する事項や損害賠償保険の加
入、個人情報の保護管理、労働法令の遵守等につ
きましては、各施設の指定管理者募集要項及び協定
書の中で定められているところで、これに基づきまして
運用しているところでございます。

補助金の交付に当たりましては、補助金等交付に関
する条例、補助金等交付に関する規則のもと、担当
課において各事業ごとの補助金交付要綱に基づき交
付の申請を受け、事業の目的や内容、経費の使用方法、
事業遂行に関する計画、補助金の算出基礎等につき
まして審査や調査を行い、交付の決定をしているとこ
ろでございます。また、事業終了後、実績報告書に
より内容が適正であるか等について審査を行った上で
補助金の交付を行っております。
補助金交付後の事業の効果の検証につきましては、
基本的に担当課において行っておりますが、事業によ
りましては事務事業評価で検証され、一方では監査
委員による決算監査、財政援助団体に対する監査も
実施いたしまして、適正な執行であるかの確認がなさ
れているところでございます。
補助金が交付の目的を効果的かつ効率的に達成する
上で、事業終了後の実績報告による検証はもちろん
でございますが、事業によっては、年度途中において

7 点目の指定管理者を集めた研修会につきましては、
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進捗状況の把握に努めることは事業課において必要
なことであると認識しているところでございます。

２回目の質問
○平山晶邦 2 回目の質問をいたします。2 回目は要
望を申し上げたいと思っております。内容等に関して
は十分に理解をいたしましたので、要望を申し上げ
たいと思います。第 1 の質問の指定管理者制度で運
営している施設の経営、運営管理については、本市
の指定管理者の経営格差、先ほども申し上げました
が運営格差が生じていることは事実であります。私は、
3月議会、6月議会でも取り上げましたが、例えば同
じような施設でJA 常陸には指定管理料を支出してお
りませんが、水府振興公社には3、000 万円近い指
定管理料を支出している事実は、やはり経営格差が
生じている事例であると思います。運営管理につい
ても、事業部門が同じでも運営のよさや悪さが生じて
いることは、その指定管理施設に行ってみればわか
ります。指定管理されている施設を利用される方は、
常陸太田市が経営し、運営していると大部分の方は
思っているのではないでしょうか。それゆえ接遇や運
営や経営の均一化した体制は大切だと考えておりま
す。

各事業課における会議、ヒアリング、現地確認等の
進捗状況の把握の状況でございますが、年度途中の
検証が難しい事業等を除きますと、約 8 割程度の補
助事業で現地確認や補助事業者とのヒアリングにより
まして進捗状況の確認が行われており、その他にも総
会やイベント、研修会等に参加するなど、補助事業
者とのかかわりの中で現況を把握している状況でござ
います。
今後とも補助事業者に必要に応じて係ることによりまし
て、適正な進行管理に努めてまいりたいと考えており
ます。
続きまして、補助金の効果をどのように検証しているの
かとのご質問でございますが、各種補助金の執行に
ついては、年度初めの行政経営会議におきまして、
予算執行に当たっての留意点の1 つとして、交付した
補助金が有効に活用され適正な処理がなされている
か精査するなど実態を把握し、一層の改善合理化を
進めることとし、全庁的に周知を図っているところでご
ざいます。

ご答弁で、今後、研修などを実施して、接遇や経営
管理や運営管理とさらなるサービスの質の向上を図る
体制づくりを行うという回答がありましたので、ぜひ下
期に向かっては研修の実施などを行っていただきた
いと強く要望をしておきます。よろしくお願いをいたし
ます。

各担当課におきましては、おおむね年度途中に補助
事業者に対するヒアリングや現地確認などによりまして、
事業の進捗状況や進めていく上での課題等を把握し、
事業が補助金の交付目的に沿って適切に行われてい
るかどうかを確認しているところであり、引き続き補助
金の適正な管理執行について全庁的に周知をしてま
いりたいと考えているところでございます。

また、第 2 の質問の補助金支出団体の運営管理に
ついては、ぜひとも今後についても事業を行う支出
団体と課題、問題の共有化を図りながら、連携を密
にした対応をお願いしたいと思います。

また、財政課といたしましても、予算編成の際の担当
課とのヒアリングを通じまして、公益性、公平性、社
会的ニーズ、行政効果を念頭に置きながら、有効に
活用されているかどうかを精査してまいりたいと考えて
おります。

以上、2 つの質問に対して要望を申し上げて、私の
一般質問を終わります。

今後につきましても、補助金の交付に際しましては、
補助事業が交付目的に合致しているかどうか十分に
見きわめ、その目的に沿った適正な事業が執行されて
いるかどうか、的確な進行管理を行うとともに、その
効果の十分な検証把握に努めてまいりたいと考えてい
るところでございます。
議長

平山議員。
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一般質問

認知症対策の取り組みについて
▶地域公共交通網形成計画について

学校でのいじめ防止について

▶

▶

一般質問内容

う観光入込客数の大幅な減少や期間利益で借入金
の返済が行えないという返済超過状態になってしまい
ました。

○平山晶邦 平山晶邦です。通告に従いまして一
般質問を行います。私は11月に、財政破綻した夕
張市に研修視察に行ってまいりました。私が研修に
行った目的は、財政破綻した市が 10 年たってどのよ
うな状況に置かれているのか、自分の目で見て、自
分の耳で聞いて、自分の肌で状況を確かめるためで
す。春や夏ではなく、冬に行って確かめたかったの
です。北海道の人は雪のことを「白い悪魔」「白い
恐怖」と言っていると、昔聞いたことがあります。春
や夏などには見せない冬の厳しい姿が北海道にはあ
るのです。その厳しい環境の中で高齢化率 48.9%、
14 歳以下の比率が 5.6%、人口8、800 人になってし
まった夕張を研修したかったのです。研修の中で夕
張市の財政課長さんに説明していただいた内容をご
披露したいと思います。なぜ夕張市は財政破綻した
のか。その要因の 1 つは、炭鉱閉山の後に身の丈
に合わない社会基盤の整備をしたことにあります。観
光関連施設への過大投資と、炭鉱会社が手放した
住宅や浴場等を市が肩がわりしてライフラインの維持
等を行い、その結果、公債費が多額になって、破
綻前の公債費は夕張市民 1 人当たり18 万円でありま
した。同じような規模の市では6 万円ですので、約 3
倍でありました。ちなみに現在の常陸太田市は、公
債費は1 人当たり5 万 5,000 円であります。

要因の 4 つ目は、歳入が減少したが、これに対する
補助金や事業の歳出削減ができなかったそうでありま
す。
要因の 5 つ目は、財政状況が逼迫する中で、会計年
度の出納整理期間を利用して、会計間で年度をまた
がる貸付償還を行い、市民の皆さんに赤字が見えな
い不適切な財政処理手法を長年繰り返しました。市
民の皆さんには理解できないと思うんですが、市の
行政というものは4月から3月の年度で事業を行い、
その後 2カ月間を出納整理期間としています。年度
の中で4月から3月まで一般会計から特別会計や第
三セクターにお金を貸して、出納整理期間の 2カ月で
一般会計に戻す行為を行っていたわけであります。
その結果、財政破綻に至ったそうです。
財政破綻後の財政再建計画では、総人件費を大幅
に削減、事務事業の抜本的見直し、観光事業の見
直しや税率の見直しや受益者負担の見直し、徴収
率向上対策や施設の統廃合等を行い、例えば一般職、
特別職、議員報酬の大幅な削減、議員定数は18 人
から9 人に、補助金の廃止や公共施設の廃止や東
京 23 区より広い夕張市にあっても小学校 1 校、中学
校 1 校の学校の統合などを行いました。財政再建計
画の過程では、この事業や補助金をやめても市民は
死なないでしょうと言われながら作業をし、市民にとっ
ても過酷な財政再建計画であったようであります。平
成 21 年に財政再編計画から財政再生計画に変わっ
た現在でも、市税の引き上げ、上下水道などを含め
た使用料、手数料の引き上げなど、厳しい状況にあ
ります。

要因の 2 つ目は、行政体制の効率化の後れでありま
した。財政破綻前の夕張市役所の普通会計職員は、
人口1,000 人当たり約 21 人で運営していた。同じよう
な市は約 10 人ぐらいであります。現在の常陸太田市
は10.3 人です。それでは人件費はと見てみますと、
破綻前の夕張市の人件費は、市民 1 人当たり18 万
4,000 円かかっていたと。同じような市は約 9 万 5,000
円ですので、2 倍であったそうです。現在の常陸太
田市は、市民 1 人当たり8 万 9,000 円の人件費であり
ます。いかに人件費の行政コストが多くかかっていた
かということが理解いただけると思います。
要因の 3 つ目は、観光施設への過大投資でありました。
民間が持っていたホテルやスキー場を市が取得したり、
老朽化、陳腐化の進んだ施設での競争力低下に伴
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本市はまだまだ夕張などの状況になることは考えられ
ません。しかし、研修の最後に夕張市の財政課長は、
市民に対しての財政の情報公開は大切であると言っ
ていました。常陸太田市においても第三セクター等
の経営状況を含め、市民に財政状況を情報公開して、

その説明責任を果たしていくことが必要だと私は強く
思いました。

す。4 点目として、市民に時刻表などを配って終わり
ではなくて、自家用車などを使っていた高齢者の方々
にどのように公共交通の利便性を理解していただくか
が大切であると思います。市民への継続的な利用促
進の周知及び対応はお考えになっているのかについ
てお伺いをいたします。

前段に以上のことを申し上げて質問に入ります。第 1
の質問として、認知症対策の取り組みについて質問
いたします。私は高齢化率が高い本市において、認
知症対策への取り組みは重要な施策であると考えま
す。

5 点目として、市民や事業者からの課題や問題を今
後どのような組織や仕組み、対策で対応していくの
かについてお伺いをいたします。

国は団塊の世代が 75 歳以上になる平成 37 年を見据
えて、認知症施策推進総合戦略 ( 新オレンジプラン)
を推進し、平成 30 年までにさまざまな施策を市町村
に求めています。本市においてもその体制づくりを進
めている状況なのではないでしょうか。そこで、本市
における新オレンジプランの取り組み状況と今後の推
進状況についてお伺いをいたします。以上が第 1 の
質問であります。

以上が第 2 の質問であります。
第 3 の質問として、学校でのいじめ防止についての
対応を本市はどのように取り組まれているのかについ
て質問をいたします。
横浜市で小学校 3 年生からいじめを受けていた生徒
の手記が全国的に問題になり、横浜市の対応が不
適切であったと文科省からの指導を受けました。また、
直近では国立大附属高校においても、いじめが発生
したにもかかわらず放置したことが問題になり、新潟
県においても小学校の担任教師の発言が問題になり
ました。この 2 つの問題は、
「いじめ防止対策推進法」
に基づく重大事態の捉え方の不備や教育委員会の
対応や学校の対応にありました。学校でのいじめ防
止対策について、本市はどのような対応をとる仕組
みがあるのかについてお伺いをいたします。

第 2 の質問として、地域公共交通網形成計画につい
て質問いたします。
今、高齢者の交通事故が全国的に問題となり、高
齢者への運転免許交付のあり方や地方における地域
公共交通のあり方が話題となっています。このような
社会環境の中で、私は今回の本市における公共交
通の大幅な改変を行った地域公共交通網計画事業
は、全国的にも例を見ない、もちろん県内において
は初めての地域公共交通のあり方を体系的に整理し
た事業であると思います。高齢化や少子化が進む地
方において、今後の公共交通のモデル事業として全
国的にも注目される事業ではないかと高く評価をして
おります。隣の常陸大宮市においても、本市をモデ
ルとして巡回バスの運行を県と協力し行ったと聞いて
おります。私にも市民から評価する声が聞こえており
ます。

1 点目として、常陸太田市いじめ防止基本方針につ
いてお伺いをいたします。2 点目として、学校、教育
委員会の組織整備についてお伺いをいたします。3
点目として、重大事態の考え方と基準についてお伺
いをいたします。以上が第 3 の質問であります。第 4
の質問として、普通財産の土地の取り扱いについて
質問いたします。夕張市の問題でも申し上げましたが、
財政が厳しい状況になってまいりますと、自主財源の
確保として、税や使用料などの値上げや徴収率向上
対策を講じることは必然であります。少子・高齢化
が進み、人口減少が進んでいる本市においては、普
通財産の賃借料の確保も必要なことであるのは周知
のとおりであります。そこで普通財産の土地の賃貸
借についてお伺いをいたします。

しかし、机上で計画していたことと実際に運用した、
実施した中ではある程度の齟齬が生じ、課題等が見
られると思います。そこで、地域公共交通網形成計
画を実施しての課題等を今後どのように対応していく
のかについて伺います。
1 点目として、市民からの評判と課題は聞いているの
かについて伺います。2 点目として、事業者からの課
題提起は聞いているのかを伺います。3 点目として、
高齢者であっても理解されれば非常に使いやすいこ
のようなICカードがあります。この ICカードはどのぐ
らいの市民が利用している実績があるのかを伺いま

1 点目は、普通財産である土地を民間や法人に無償
で賃貸借している事実はあるのかについてお伺いを
いたします。
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2 点目は、無償で賃貸借している事実があるのであ
れば、その法人名、面積、現在の賃借料、その契
約内容と無償で賃貸借した根拠、そしてその根拠に
ついての管理や方針の確認は市としてどのような形
で行っているのかについてお伺いをいたします。

福祉協議会に委託をいたしまして、介護職員、地区
民生委員など一般市民を対象に養成講座を開催して
きておりまして、今年の6月末現在で延べ 3、768 人が
受講され、認知症サポーターとなっているところでござ
いますが、現状においてはサポーターの養成の取り組
みにとどまっているところがございまして、復習も兼ね
て学習できる仕組みづくりや、介護・看護等専門職
員との連携、協働による活動の推進によりまして、そ
の実効性を高めていくことが今後の課題であると認識
をいたしております。

3 点目として、普通財産の通常の賃貸借契約はどの
ようになっているのかをお伺いいたします。
4 点目として、私は「民法」上の土地の賃貸借の存
続期間は20 年を超えることはできない、借地権の存
続期間も30 年であるという認識を持っておりますが、
今回の賃貸借についての解釈をお伺いいたします。
以上で私の 1 回目の質問といたします。

執行部からの答弁
議長

答弁を求めます。保健福祉部長。

保健福祉部長 認知症施策の取り組みについてのご
質問で、新オレンジプランの中で国は平成 30 年度まで
にさまざまな施策を市町村に求めているが、本市にお
ける取り組み状況と今後の推進についてのご質問にお
答えをいたします。議員のご発言にございましたように、
国では認知症の方の意思が尊重され、できる限り住
みなれた地域のよい環境のもとで自分らしく暮らし続け
ることができる社会の実現を目指して、平成 27 年 1月
に認知症施策推進総合戦略、いわゆる「新オレンジ
プラン」を策定しております。新オレンジプランでは、
認知症高齢者等に優しい地域づくりを推進していくた
め、認知症への理解を深めるための普及啓発の推進、
認知症の様態に応じた適時適切な医療、介護の提供、
若年性認知症施策の強化、認知症の人の介護者へ
の支援、さらには認知症の人を含む高齢者に優しい
地域づくりなど7 つの柱を立て、それに沿って施策を
総合的に推進することといたしております。
その中でもまず、認知症への理解を深めるための普
及啓発の推進が大きな柱となってございまして、認知
症について正しく理解し、認知症の方やその家族を
温かく見守り、地域で支援をしていく応援者として認
知症サポーターの養成を進めることといたしておりまし
て、具体的には、平成 29 年度末までに全国で800 万
人の認知症サポーターを養成することを目標に掲げて
おります。

さらに、認知症の様態に応じた適時適切な医療・介
護等の提供を図るための体制整備といたしまして、地
域包括支援センターなどに認知症初期集中支援チー
ムを平成 30 年度までに全ての市町村に設置することと
なっております。認知症専門医の指導のもとで複数の
専門職によって認知症が疑われる方やその家族を訪
問いたしまして、観察、評価を行った上で、必要な
医療や介護の導入、調整や家族支援などの書記の
支援を包括的、集中的に行い、自立生活のサポート
を行うものでございます。また、認知症の人が認知症
の様態に応じた必要な医療や介護のサービスが受け
られるよう、医療機関や介護サービス及び地域の支
援機関の間の連携の支援や、認知症の人や家族へ
の相談支援を行う認知症地域支援推進員もあわせま
して、平成 30 年度までに全ての市町村に設置するこ
ととされております。
次年度、平成 29 年度がその準備期間となりますので、
市の地域包括支援センター内に認知症初期集中支援
チーム及び認知症地域支援推進員となる保健師、看
護師、介護福祉士などの人材を確保するとともに、支
援チームに必要となります認知症専門医の選定などを
市の医師会と関係機関と協議を重ねながら進めてまい
りたいと考えております。
また、新オレンジプランでは、生活の支援や生活しや
すい環境の整備、就労、社会参加の支援、さらには
安全確保など、認知症の人を含む高齢者に優しい地
域づくりを推進することといたしております。
本市におきましては、高齢者の皆様の健康づくり、あ
るいは認知症予防につながるいきいき健康運動教室
やスクエアステップ教室などの介護予防事業に取り組
みますとともに、介護の掃除などの家事、買い物弱者
への宅配等のサービスの支援、高齢者サロン等の設
置、公共交通や建物等のバリアフリー化の推進、地
域活動やボランティア活動等社会参加への促進、さら

本市におきましては、認知症サポーターの養成を社会
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には独居高齢者等の地域での見守り体制の整備、交
通安全の確保や高齢者虐待の防止等々、これらの施
策や取り組みなどの成果や課題等の評価を行いつつ、
個々の取り組みの内容の見直しや充実強化などを図っ
ていく必要があると考えているところでございます。

次に、交通事業者からの課題提起についてでござい
ますが、今回の再編は再編実施計画に基づき、市内
全域での公共交通の再編を行う全国初の事例でござ
います。そのため利用者の混乱が起きないよう十分な
周知を図っておりますが、事前の予測が困難な課題
等が生じる可能性もございます。現在は交通事業者
からの課題提起等はございませんが、市民から意見
があった場合などにおいて逐次連絡を取り合うとともに、
定期的な打ち合わせ等を実施することで課題等への
対応を図ってまいりたいと考えております。

いずれにいたしましても、ご質問の「認知症施策推
進総合戦略 ( 新オレンジプラン)」では、住みなれた地
域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることがで
きるよう、医療、介護、介護予防、住まい、そして生
活支援が包括的に確保される地域包括ケアシステム
の実現を目指す中で、認知症についての社会を挙げ
た取り組みといたしまして推進していくことといたしてい
るところでございます。私ども行政はもちろんのこと、
民間、地域住民などさまざまな主体がそれぞれの役
割を果たしつつ、互いに連携を密にすることにより、
協議を重ねながら本市の取り組みの具現化を図ってま
いりたいと考えております。
議長

次に、ICカードの実績でございますが、10月1日から
路線バス事業者が販売をいたします記名式 ICカード
を活用した市高齢者バス利用促進助成金制度を開始
いたしております。10月中旬から11月初旬にかけて、
市内 18カ所において記名式 ICカードの作成を含む当
制度の説明会を実施しております。記名式 ICカード
の作成実績につきましては、11月30日現在でございま
すが、茨城交通株式会社分が 356 件、日立電鉄交
通サービス株式会社分が 63 件、合計 419 件となって
おります。

政策企画部長。

政策企画部長 地域公共交通網形成計画を実施し
ていく上での課題等に対する今後の対応についての
ご質問にお答えをいたします。

続きまして、市民への継続的な利用促進の周知及び
対応についてでございますが、現在、各地域で説明
会を実施しているとともに、9月に市報への掲載、また、
4 地区への公共交通マップの配布を行っております。
10月以降につきましても、各イベント会場におきまして
高齢者等を対象としたバスの乗り方教室などを実施し
ております。今後も説明会や乗り方教室を継続実施し
ていくとともに、記名式 ICカードを活用いたしました利
用実態調査、また、市内循環線などを利用いたしま
した買い物ツアーなどを実施し、市民への継続的な利
用促進に努めてまいります。

市では本年 3月に持続可能な地域公共交通を構築す
るためのマスタープランとしまして、常陸太田市地域
公共交通網形成計画を策定いたしました。この計画
に基づく常陸太田市地域公共交通再編実施計画を
策定し、本年 9月28日に国の認定を受け、10月1日
から市内全域での公共交通の再編を実施したところで
ございます。
まず、市民からの評判と課題の把握についてでござ
いますが、各地域で実施をしております再編に係る説
明会の中で、運行便数の増加や利用者ニーズに合わ
せた運行ルートの変更などに対して「利便性が向上し
た」との良好な評価をいただいております。その反面、
運行便数の増加によって、JR 常陸太田駅や市役所
等の主要バス停において行き先の違う複数のバスが
集中する時間帯が生じたことにより、高齢者等の利用
者から「バスが続けて来るので、自分が乗車するバ
スの確認に時間がかかる」といった戸惑いの声も聞か
れております。したがいまして、今後は利用者に対し
てのヒアリング等を実施いたしまして、課題の把握とそ
の解決に努めるとともに、再編後の評価等につきまし
ても継続して把握をしていきたいと考えております。

最後に、市民や事業者からの課題や問題に対応する
ための仕組み、対策についてでございますが、定期
的に各路線の利用状況などのデータを分析するととも
に、バス利用者や事業者に対してのヒアリング等を実
施し、課題等の抽出を行うこととしております。抽出を
された課題につきましては、法定協議会でございます
常陸太田市地域公共交通活性化協議会におきまして
対応を協議し、平成 29 年 10月に予定をしております
第 2 次再編に合わせまして修正などを実施していきた
いと考えております。
議長
教育長

教育長。
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学校でのいじめ防止対策について、本市は

次に、重大事態の考え方と基準でございますが、い
じめを受けた児童生徒の状況に着目し、いじめによっ
て自殺を図ったと思われる場合、精神疾患を発症した
場合、身体に重大な障害を負った場合、心身や金品
等に重大な被害を受けた場合などを重大事態と捉え
ております。中でもいじめが原因で相当の期間登校で
きないときは、当該児童生徒の状況等により適切に判
断することとしております。

どのような対応をとる仕組みがあるのかというご質問に
ついてお答えいたします。まず、本市のいじめ防止基
本方針についてでございますが、国では平成 23 年に
滋賀県大津市で起きた中学生がいじめにより自ら命を
絶つという事案への対応の不十分さをきっかけに、平
成 25 年 6月29日に「いじめ防止対策推進法」が制
定されたところであります。それを受け、本市ではいじ
めの未然防止と早期発見、解決を図るため、平成 26
年 10月29日に常陸太田市いじめ防止基本方針を策
定し、ホームページに掲載しております。

このいじめ問題につきましては、何よりも早期に発見し
対応することが大切でありますので、いじめが重大事
態になる前に、教育委員会は学校からいじめ事案の
報告を受けた時点で学校と連携し、いじめを受けた
児童生徒やいじめを通報した児童生徒の安全を確保
した上で、いじめにかかわった児童生徒に対して適切
な指導を行うなど、即対応しているところであります。

主な内容は、いじめ防止等に関する基本的な考え方
や具体的な取り組み、重大事態への対処等について
でございます。具体的には、児童生徒を見守り育て
る大人一人ひとりが、いじめはどの児童生徒にもどの
学校でも起こり得るという認識のもと、いじめは絶対に
許されないという強い思いで対応しなければならないこ
とを強調しております。また、いじめを未然に防ぐため
には、早期発見、早期対応が大切であり、いじめに
対し組織的に対応することが重要であることを示して
おります。
次に、学校、教育委員会の組織整備についてでござ
いますが、各学校においては、いじめ防止、いじめ
の早期発見、早期対応に向けて、校長を中心に教頭、
教務主任、生徒指導主事、学年主任、養護教諭等
から成る組織を設置しており、気になる児童生徒に対
する個別のケース会議を実施したり、児童生徒が訴
えてきたことに対し一つ一つ丁寧に話を聞いたりしなが
ら対応しております。
また、深刻な事案については教育委員会がかかわり、
関係機関等とも連携を図りながら対応しているところで
あります。

本市におきましては、これまでも月1 回、各学校の生
徒指導主事が集まり情報交換をしたり、各学校におい
ては級友や保護者向けのアンケート等に取り組んだりし
て早期発見に努めております。今後とも、いじめは絶
対に許されないという認識のもと、いじめの未然防止
及び早期発見、早期解消に向けて取り組み、重大
事態に陥らないよう努めてまいります。
議長

総務部長。

総務部長 普通財産の取り扱いについての4 点のご
質問にお答えをいたします。
1 点目の普通財産である土地を民間や法人に無償で
貸与していることはあるかとのご質問でございますが、
現在、社会福祉法人に無償で貸し付けているものが
1 件ございます。
2 点目の無償で貸与しているものの法人名、面積、
契約内容とその根拠等についてのご質問でございま
すが、無償貸付をしている法人は、社会福祉法人愛
光会で、契約面積は9,303 平方メートル、賃貸に移
行した場合の賃貸料につきましては、市の条例及び
要項に基づき算出をいたすところでございますが、現
在不動産鑑定を行っていないため、仮に固定資産税
評価額の100 分の5の額により算出をいたしました額
では、年額でおおむね100 万円程度となるところでご
ざいます。

教育委員会では、市いじめ問題対策連絡協議会を
設置し、いじめ防止に向けての共通理解を図るため、
警察や児童相談所、子ども福祉課、教育委員会と市
内小中学校の生徒指導主事等が集まり、いじめ問題
についての現状や課題、今後の対応について話し合っ
ております。また、学校でいじめの重大事態が発生し
た場合には、弁護士、精神科医、学識経験者、専
門的知識を有する方々から成るいじめ調査委員会を
設置し、解決に向けた意見をいただくとともに、再発
防止のために、いじめがいつごろから誰によってどの
ような態様で行われたか、学校がどのように把握し、
対応したかなどの事実関係を明らかにすることとしてお
ります。

契約の内容でございますが、特別養護老人ホーム誠
信園敷地として使用いたすもので、貸付期間は平成
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7 年の1月25日から使用目的がなくなるまでとなっており、
貸付期間が特定されない契約となっているものでござ
います。
この根拠でございますが、契約当時の水府村財産の
交換・譲与・無償貸付等に関する条例第 4 条第 1
項の規定におきまして、他の地方公共団体、その他
の公共団体または公共的団体において、公用もしくは
公共用または公益事業の用に供するときは無償で貸し
付けることができると規定したもので、社会福祉法人
は公共的団体となり、特別養護老人ホームは公共用
施設に当たりますため、貸付料が減免されているもの
でございます。

○平山晶邦 ご答弁をいただきましてありがとうござ
いました。2 回目の質問を行います。1 問目の認知症
施策推進総合戦略 ( 新オレンジプラン) の本市の取り
組みについては理解をいたしました。答弁の中で、
本市のサポーターの人たちに対する今後の取り組み
や、あとはスクエアステップというふうな実態の事業を
行うということを行っていただいて、ぜひよりよい常陸
太田市の「新オレンジプラン」になりますよう、ご期
待をしております。
2 問目の質問、地域公共交通網形成計画を実施して
の課題等を今後どのように対応していくのかについて
の質問でございますが、これも理解をいたしました。
これからも市民の利便性の確保のために市、市民、
事業者が協力して、公共交通のさらなる展開をご期
待しております。よろしくお願いいたします。そして、
ご答弁にあったような事業者、そして市民との細かい
やりとりを検討なさって、次の第 2 次の再編の中に生
かしていただきたいと思っております。改めてよろしく
お願いをいたします。

なお、合併後の市条例におきましても同様の内容を規
定しており、この無償貸付契約は合併により市が継承
しているものでございます。また、契約後は、契約書
に定める目的の敷地として使用されていることを確認し
ているところでございます。
3 点目の私有財産の土地の通常の契約内容はどのよ
うになっているかとのご質問でございますが、普通財
産の貸し付けにつきましては、契約期間を3 年間とし
て契約及び更新をしているところでございます。貸付
期間が特定をされていない契約はこの契約のみとなる
ものでございます。

3 問目の質問で、学校でのいじめ防止対策について
本市はどのような対応をとる仕組みがあるのかについ
ては、ご答弁でさまざまなセーフティネットが本市には
あることを理解いたしました。学校、教育委員会、
地域と協力しながら、先ほどご答弁にもあったように、
いじめは絶対に許さないという社会環境をこの常陸太
田市の中でみんなで作っていかなければならないと私
も考えております。これからもどうぞよろしくお願いい
たします。

4 点目の「民法」上の土地の貸借についての解釈の
ご質問でございますが、「民法」第 604 条で、賃貸
借期間は20 年を超えることができないとございますが、
無償の貸借につきましては、「民法」第 593 条の使用
貸借の規定に基づくもので、貸付期間を定めない場
合も有効となるものでございます。この貸し付けにつき
ましては、当時の水府村が村内に特別養護老人ホー
ムがなかったことから誘致をしたものでございまして、
そのために無償貸付となったものでございます。

それで、4 問目の質問、普通財産の土地の賃貸借に
ついては、何点か質問と要望を申し上げます。
1 点目の無償で賃貸借していることはあるのかの質問
で、社会福祉法人愛光会に無償で貸し付けていま
すというご答弁がございました。常陸太田市が多くの
賃貸借契約をしている中で、社会福祉法人愛光会
への 1 件だけ、無償貸与というのは1 件だけであると
いうことがわかりました。

なお、平成 7 年に締結した無償貸付の契約書は、現
在も法的に有効なものでありますことから、契約の変
更には契約相手方との合意を得ることが必要となると
ころではございますが、契約から約 22 年が経過して
おり、市といたしましても現在の状況に合った見直しが
必要ではないかと考えまして、今年 8月より交渉を続け
ているところでございます。今後も見直しに向けての
努力をしてまいりたいと考えているところでございます。
議長

２回目の質問

2 点目の質問は、無償で賃貸借している先は社会福
祉法人愛光会で、特別養護老人ホーム誠信園の敷
地として平成 7 年から無期限で貸している契約となっ
ていることがわかりました。社会福祉法人は公共的
団体であるから無償で賃貸借しているとのことですが、

平山議員。
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常陸太田市内には社会福祉法人が 10、特別養護老
人ホームは6、市内の中で介護事業を行っている施
設は42あります。そして、平成 12 年に介護保険制
度ができました。平成 12 年前までの措置費用という
ものが給付となり、仕組みとして、制度として12 年以
降は運用されております。介護事業者にとっても、こ
の介護保険制度の中にきちんと組み込まれた内容と
なっております。

執行部からの答弁
議長

総務部長 1 回目の答弁の中で触れさせていただきま
したが、この社会福祉法人との契約でございますけれ
ども、当時の水府村の誘致に伴うものでございまして、
合併により市が受け継いだもので、合併時におきまし
ては契約の見直しの対象とはされなかったものでござ
います。

平成 7 年の介護事業、その当時の水府村が誘致を
した介護事業の社会環境と現在では大きく変化をし
ていると思います。また、社会福祉法人愛光会は古
河市に本部があり、愛光園と常陸太田市で誠信園の
特養を運営し、平成 26 年、27 年度の愛光会の決算
書を見てみますと、一般企業の当期純利益に当たる
当期活動増減差額は、26 年 7、174 万 1,000 円、27
年には7、265 万 7、000 円であり、27 年度の次期繰
越活動増減差額は、実に9 億 1,706 万 6、000 円あり
ました。経営状況が大変すばらしい社会福祉法人だ
という認識を私は持っております。愛光会という社会
福祉法人がこのような状況の契約であるということは、
市の皆さんはご存じでありましたか、お聞きします。

議長

○平山晶邦 わかりました。公的セクターであったか
ら見直しをしなかったというご答弁であります。今のと
ころはそういうことになっておるんでしょう。
それでは、4 点目の「民法」上の契約の解釈でござ
いますが、私は、この契約は「民法」第 2 章の契約
の第 7 節の賃貸借ではなく、第 6 節の使用貸借で行
われているから、期間は無期限でも有効になってい
るという説明だと理解をいたしますが、先ほども私は
申し上げましたように、常陸太田市の公有財産は賃
貸借契約で行われるべきではないかと、そのような契
約書になっているんではないかと思います。なぜなら
ば、今の賃貸借を前提に、要するに常陸太田市になっ
たときには、賃貸借の契約なんだから使用貸借という
概念はなかったんではないかと思いますが、この賃
貸借にきちんと直していく、常陸太田は賃貸借なん
だよという形に、今後、相手先の契約の見直し等図
るということですが、その辺の賃貸借契約であるべき
じゃないかというご所見を改めてお伺いをしたいんで
すが。

総務部長。

総務部長 社会福祉法人愛光会の決算等の状況に
つきましては、公開をされております報告書等によりま
して確認しているところでございます。
議長

平山議員。

４回目の質問

執行部からの答弁
議長

総務部長。

平山議員。

３回目の質問
○平山晶邦 わかりました。ということは、非常にす
ばらしい経営をなさっているということは市の皆さんも
ご存じだということであります。

執行部からの答弁
議長

それでは、3 点目の通常の契約の質問でありますが、
この社会福祉法人以外の契約は、3 年間で契約及
び契約更新をしているとのご答弁でありました。これ
は現在の常陸太田市の公有財産の賃貸借契約書で
あれば当然でありますが、それではなぜ常陸太田市
に合併したときに期限 3カ年の賃貸借契約に見直しを
図らなかったのかということをお伺いいたします。

総務部長。

総務部長 公有財産の貸借の契約につきましては、
契約書のひな形等についても賃貸借契約としているな
ど、賃貸借を前提として規則等が整備をされているの
は事実でございます。今後顧問弁護士とも協議をさ
せていただきまして、賃貸借、使用貸借などの貸借
契約あわせて、総合的に見直しを図ってまいりたいと
考えてございます。
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議長

平山議員。

５回目の質問
○平山晶邦 この契約条項というものは非常に大切
なことでありますので、ぜひよろしくお願いをしたいと。
私は、常陸太田市になったときにこの賃貸借契約に
結び直して、しかし、ここは公的セクターの対象にな
るから、市長が減免して無償になるという、本来で
あればそういう経過をたどるべきだったのではないか
と思っております。今後、契約の概念に対して見直
しをお願いしたいと思っております。この 4 問目の質
問に対しては、改めて強く要望をいたします。この問
題は、今日の議論を通じて広く市民の皆様も知った
わけであります。常陸太田市に合併して10 年以上た
つわけであります。金砂郷、水府、里美地区の市民
の皆さんも統合したときに、新たな条例制定の中で
土地の賃貸借が行われました。私の近所に住む方も、
家が建っている私有地の土地の値上げがありました。
そして金砂郷、これは町時代ですから、金砂郷町時
代から常陸太田市になって100 分の 5という条例の制
定に従って、2.5 倍ぐらい借りている価格が上がりまし
た。でも、これは当然であります。
先ほどのご答弁にもあったように、社会福祉法人と言
えども、多くの契約の中で普通財産の無償での契約
は愛光会だけです。先ほどもお示ししたように、その
経営も盤石であります。そのような観点から、市民か
ら見たときの公平性を念頭に置いて、ご答弁にもあっ
たように、契約から22 年過ぎて、賃貸借でやってい
ればその期間は終わっているような状況です。そし
てまた、社会情勢の変化もありますから、社会福祉
法人愛光会様との契約の見直しをお願いいたします。
以上要望を申し上げて、私の一般質問を終わります。
ありがとうございました。
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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。
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。

平山 晶邦
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http://hirayama-masakuni.net

地域の未来に責任を持つ
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討議資料

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

