常陸太田市の未来に
責任を持つ
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地域の未来に責任を持つ新たな約束
日頃から皆様のご支
援に対し心から感謝い
たします。
私が市議会議員を務
め て１４年が経ちまし
た。そして直近の４年
が過ぎようとしていま
す。
本市の人口は４年前
から比べると約２５００
人の減少となり、本年中には５万人を割り込み、４万
人台の市となってしまいます。本市の自主財源は人
口が減っていく訳ですから年々厳しさを増していきま
す。国からの交付税や交付金が減額されれば直ちに
本市の財政状況に直結してきます。
それゆえ、市行政に任されるのは「無駄や無理を
しない行政運営」が求められているのだと思います。
私は、４年前「本市の未来に責任を持つ」ことを
皆様にお約束をしてきました。
議会でも今ばかりでなく５年後・１０年後の本市の
あるべき姿を追及して活動してまいりました。
財政破綻した北海道夕張市などにも現地調査をし、

人口が１２万人いた市がなぜ破綻し８千人余りの市に
なってしまったのか勉強になりました。
夕張市においては、国民健康保険、介護保険の料
金が値上げされ、普通の行政サービスが受けられな
い事や水道料金や各種行政インフラの料金が上がり、
市民の厳しい暮らしの様子も現地で話を聞くことが
出来ました。
私は将来にわたっても常陸太田市を夕張市のよう
な状況にしてはいけない、そして、市民の未来に責
任を持つ行政の大切さを改めて強く心に刻みました。
現在の本市の財政状況は安定しています。これか
らの厳しい社会環境の中でも持続可能な市であり続
けなければなりません。市民の皆さんが肌で感じて
いる将来への不安や未来の本市の厳しい状況を打破
するべく、私は市議会議員として、これからも「本
市の未来に責任を持つ活動」を行っていくことをお
誓いいたします。
今後とも皆様の力強いご支援とご協力を、重ねて
心からお願いいたします。

研修視察報告

兵庫県、人と防災未来センター

3.11東日本大震災パネル（防災未来センター）

出雲市議会議場にて（出雲市視察）

廃墟になった夕張市図書館

夕張市の施設を「花畑牧場」が買収

夕張市民病院が廃院になり民間クリニックへ

地震・災害時の防災グッズ展示（防災未来センター）

「夕張の財政再建と地域再生の取り組み」を研修

夕張映画祭の名残り

平山市議会議員への素朴な疑問

Q

Q&A

市議会議員をしていて良かったと思うことは？

A

私は議会で児童、生徒が快適に過せる教育環境の整備に取り組んでま
いりましたが、太田小学校の保護者からトイレ環境が一新されて、
「学校
のトイレそうじをするのが楽しみと子供がうれしそうに話した」と聞いた
とき、私もうれしくなり、議員をしてきて良かったなと思いました。
資料を使って市政を説明

Q

議会での一般質問を４年間一回もしていない議員もいると
聞きますが、なぜしないのでしょう。
一般質問は議員であればいつでも出来るのですか？

A

Q

一般質問は議員であれば定例議会の中で議長を除いた議員がいつで
も行う事が出来ます。なぜしないかは、市民から選ばれた市議会議員です
ので議員個々のお考えがあると思います。
私は、議員になってからは全ての議会において市民の皆様からいただ
いたご意見や自分で調査した内容などをもとにして一般質問をしていま
す。私が議会でした一般質問の動画は「常陸太田市議会インターネット映
像中継」を通じてご覧になれますから是非ご覧ください。そして、ご意見
をお寄せください。
私は議員という職責は市民の負託によって４年間与えられていると思
います。職責の重大性を十分に理解して市民の皆様から与えられている
時間を大切にして、議員活動を行っているつもりです。
私にとって市民に代わって議会という公の場で市行政に対して質問や
質疑をしない事は考えられません。これからも市民目線、市民感覚で議会
の場を通じて市長始め執行部と公開の中で実りある議論や提案をしてま
いります。

市民からの要望、課題、提案を
一般質問を通じて議論する

領収書を偽造したり、個人的に使用したりして、問題になって
いる政務活動費はどのようになっているのですか、平山議員
はどのようにお使いになっているのですか？

A

常陸太田市議会の政務活動費は議員一人に対して市議会政務活動要
領に則って年間１８万円支払われています。
その使途は議会のホームページで皆さんがご覧になることが出来ま
す。領収書なども写しでなく本文添付となっていますので全国の市議会
の中でも本市は大変厳しく取り扱われて透明性も確保されています。
私の２８年度政務活動費の使い道は、調査研究費７３，
１１０円を使って財
政破綻してから１０年たった北海道夕張市の現状と当別町を調査してまい
りました。広報費は６０，
０００円を使い第十回の議会活動報告書を作成し配
布いたしました。資料購入費は２９，
６００円を使い１年間情報誌「ニューズ
ウィーク」と情報誌「選択」を購入しました。資料作成費としてインクカー
トリッジ代とコピー機のトナー代１６，
１７１円使いました。
２８年度政務活動
費合計１７８，
８８１円でした。残金は返金いたしました。
私は、議会活動をするうえで政務活動費は必要であると思います。それ
を個人的に使用をするならば議員を辞職するのは当然で、税金の不正使
用で刑事罰を持って対処するべきであると考えています。

議会報告の発行と情報誌

市民の皆様と議論する

Q

市議会はどのような仕組みで、議員さんのお給料はどのくら
いもらっているのですか？

A

Q

常陸太田市役所

平山さんがこの４年間、議員として重点的に議会で活動して
きたことは何ですか？

A

Q

市議会は年４回定例議会があります。
３月は予算定例議会、
６月定例議
会、
９月は決算定例議会、
１２月定例議会そして必要に応じて臨時議会も開
催されます。議員は常任委員会に属します。総務・文教民生・産業建設そし
て特別委員会として予算・決算委員会があります。月１回は全員協議会と
いって執行部と議会が集まり協議するべき事項がある時は説明と質問す
る場があります。
議員報酬は年間６２３万円です。
４年間では２，
５００万円弱の報酬をいただ
いている事になります。私は、このような大きな金額を税金からいただい
ていることを肝に銘じながら議員活動を行っています。

平成２６年９月議会からの私の一般質問内容をご覧いただければ、私の
議会での活動をご理解いただけると思いますが、特に力を注いだのは、市
内の小中学校の教育環境の整備と市がかかわっている第三セクター（里
美ふるさと振興公社・水府振興公社等）の経営問題です。
教育環境の中で既存学校のトイレ環境の整備は議会で多くの時間を掛
けました。現在では、誉田・機初・太田・世矢・金砂郷小学校、世矢・太田中学
校のトイレの改修ができましたし、各学校に扇風機の設置もできました。
３０年度でも久米小学校、佐竹小学校のトイレなどの環境整備を予定して
います。
第三セクターの経営の問題は、市民の皆さんには見えづらいのですが
多くの課題がありました。その経営課題を議会の中で明らかにして善処
を要求し、市も２９年度からその問題解決に着手しました。第三セクターの
経営問題については現在も取り組んでいます。
この４年間は議員として、その他、様々な課題、問題を執行部の皆さん
と議論してまいりました。

新築なった金砂郷中学校

災害時に避難所となる小・中学校に
多目的トイレを整備する

平山さんは今後どのような議員活動をしていきたいですか？

A

議員は職責上、市民の皆様より早くそして詳細に市の情報に接する機
会があります。その情報を私個人の問題で見るのではなく市民の目線で
考えて現場を見て提案や課題・問題の指摘を市行政の中でしてまいりた
いと思います。
常陸太田市は高齢者の方々への対応や少子化人口減少や市財政問題
や地域間格差、今後想定される中心市街地の東部土地区画整理事業、栄
町のＪＴの跡地利用や日立市に抜ける真弓トンネルの市道整備など様々な
課題が出てきます。また、古くなっている保育園の環境整備や山吹運動公
園の体育館の問題や公共インフラの維持問題などに直面します。
私は今後も常陸太田市民の未来に責任を持つ議会議員活動をしていき
たいと思います。

保育環境の整備が必要です。
築48年経つ木崎保育園

私のこの4年間の議会での一般質問内容です
26年9月議会

1. 大規模太陽光発電にともなう土地利用管理について
2. 防災対策について
3. 市税等の滞納整理について

26年12月議会

1. 今後の市立幼稚園・保育園のあり方について
2. 市民の生活道路である市道整備について
3. 財政調整基金の使い方について

27年3月議会

1. 地域公共交通について
2. 市内の高校進学状況について

27年6月議会

1. 市内小中学校の教育環境整備について
2. 公共施設等総合管理計画の策定について

27年9月議会

1. 国道 349 号バイパス東部東地区土地区画整理事業について
2. 消防行政について
3. プレミアム商品券事業について

27年12月議会

1. 学校施設検討協議会について
2. 常陸太田市地域公共交通網形成計画について
3. 常陸太田市公共施設等総合管理計画について
4. 来年度予算編成について事務事業の見直しについて

28年3月議会

1. 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外部出資団体の経営管理について
2. 市施設の禁煙対策について

28年6月議会

1. 株式会社水府振興公社、一般財団法人里美ふるさと振興公社の経営について
2. 市道整備等の仕組みについて
3. 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

28年9月議会

1. 指定管理者制度で運営している施設の運営管理について
2. 補助金支出団体の運営管理について

28年12月議会

1. 認知症対策の取組みについて
2. 地域公共交通網形成計画について
3. 常陸太田市いじめ防止基本方針について
4. 市普通財産の取扱について

29年3月議会

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

29年6月議会

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

29年9月議会

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

29年12月議会

1. 少子化・人口減少対策について
2. 第三セクターの経営について

30年3月議会

1. 日立笠間線について
2. 乳製品商品化推進事業について
3. 一人暮らしをしている方の安心対応について

市民が使いやすい地域公共交通の核になる循環バス

今後の利活用策を考える日本たばこ産業跡地

第3セクター常陸太田産業振興（株）が経営する
道の駅ひたちおおた

皆さんと一緒に、私たちも応援します

25年に渡り交流のある
茨城県議会議員

白田信夫氏

10年以上に渡り親交がある
島田穣一小美玉市長

副村長時代から仲間であった山田修東海村長と、
人口増の東海村の現状と行政について
説明を受け意見交換をする

市議会議員時代から仲間であった大塚秀喜桜川市長と
街づくりと公設民営の病院事業の説明を受ける。

パプリカの大規模栽培を行う株式会社Ｔｅｄｙ 林俊秀社長（茨城県農業法人協会副会長）と、
これからの農業経営について意見交換を行う
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平山晶邦

プロフィール

常陸太田市議会議員
産業建設委員会委員（建設・上下水道・商工・農政に関する委員会）
決算特別委員会委員（市の決算について審議し決する委員会）
予算特別委員会委員（市の予算について審議し決する委員会）
茨城北農業共済事務組合議会議員
1955年1月11日生
太田第一高等学校卒 / 明治大学 政治経済学部卒
社会福祉法人 聖隷会 顧問

議会活動は「現場主義」 好きな言葉は「正義」
平山晶邦後援会
常陸太田市高柿町258番地
Tel/Fax 0294-76-2019

〒313-0113
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議会活動の討議資料ですので、不必要と思われる方は、まことに恐れ入りますが、処分されますようお願い申し上げます

