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総事業費 約15億円 市が直接経営を計画している

複合型交流拠点施設

河合町の計画予定地 2.4ha

を9月・12月議会で質問いたしました

皆さんはご存知ですか
「複合型交流拠点施設」とは、市内全域での交流人口の拡大と地域産
業の活性化を柱に、将来にわたって、市民全員の元気作りと地域振興を図
るという目的で、河合町の水田 2.4 ヘクタールを埋め立て造成し、土地代
を含めた総事業費約１５億円をかけて、農産物の直売所や加工設備、レス
トランや観光情報館等を併設した施設です。常陸太田市が経営責任を持っ
て事業を展開することになっています。
これほどの巨大プロジェクトが進行していることを、市民の皆さんはご
存知ですか。

総事業費15億円投入
同様な施設である、全農茨城が経
営する「ポケットファームどきどき つ
くば 牛 久 店（ど きど き 2 号 店）」は、
4.7ヘクタールの土地にレストランや
ポケットファームどきどき つくば牛久店
直売所、農産物の加工体験教室等を
併設しており、土地代を含めた総事業費は 8 億 9 千万円です。
生産者と消費者の出会いと交流を目的とし、昨年10 月1日にオー
プンしました。JR 牛久駅から 3 キロ、TX つくば学園駅から 9 キロ、
国道が走っていて、圏央道つくば牛久の高速インターから３キロ、時
間で３分の距離にあり、商圏としては 60 万人を抱える場所です。
その事業費から比べると、水田 2.4 ヘクタールの土地に総事業費
15 億円というのは大変大きな金額です。
市民の皆さんは、どのようにお考えになりますか。
1ヘクタールあたりの総事業費比較
複合型交流拠点施設
どきどき2号店

6億2千5百万円
1億9千万円
どきどき2号店 店長と現場視察

利用者70万人、売上6億5千万円
経営計画に無理はないか
今回の事業は、70 万人の利用者と年間 6 億 5 千万円の売上を見込
んで、経営計画を立てています。利用者 70 万人という数字は、年
間 350 日営業するとして、1日平均 2 千人の利用者がいなければ達
成できない数字です。
利用者数を同様の施設と比較すると、茨城町にある「ポケットファー
ムどきどき 1号 店」で、平日は 約 1,000人、土日は 約 1,500人 強、
牛久市に作った「どきどき 2 号店」は、平日は約 600人、土日で約
1,200人です。平日であっても 2 千人という利用者が、確保できるの
でしょうか。
年間売上 6 億 5 千万円という金額は、その70 万人の利用者が一人
1000 円の買い物をしなければ達成できない数字です。スーパー・
量販店でみると、この計画の物販のメインとなる青果物は、１人あ
たり客単価は約 300 円です。
また、今回の計画では、レストランとフードコートで１億２千万円
の売上を予定していますが、評判の良い「どきどき 2 号店」のレスト
ラン（135 席）でも、約 6000 万円という売上見込みです。
ですから、この計画の年間総売上 6 億 5 千万円の金額というのは、
大変厳しい数字ではないでしょうか。
市民の皆さんは、どのようにお考えになりますか。

農産物直売所や加工所、レストランを市が直接経営することの責任
この施設の損益分岐点は、6 億 5 千万円で、それ以上の売上を達成しな
ければ、赤字になってしまいます。市が直接経営の責任を持つということ
は、赤字になった場合は、市民の皆さんの税金から、この施設の赤字分
を補填しなければなりません。
今、全国の公的施設の問題が噴出しています。そして全国の市町村で、
市民や県民の税金で穴埋めをし、その整理を進めています。そういう現
況の中、新たな公的セクターを設立し、常陸太田市が直接経営するメリッ
トはなんなのか。市民の皆さんは、どのようにお考えになりますか。

損益分岐点グラフ
経費
（百万円）

売上高

1,200
損益分岐点

1,000

656百万円

総費用
（固定費＋変動費）

800
600
400

固定費用 200百万円

200

200

400

600

売上高（百万円）

800

1,000

1,200

（収支計画概要案より）

どきどき2号店レストランにて店長に聞き取り調査

常陸太田市が総事業費 約15億円で計画している複合型交流拠点施設をご存知ですか

国の補助金で施設整備をする
メリットとデメリット
今回の施設整備は、農林水産省の補助金 50%で整備する計画で
す。補助金には土地代金等は含まれません。国の補助金のメリットは、
施設をつくる建設費等を半分負担してもらえるということです。しか
し、その後の経営経費等については補助金の交付を受けることはで
きません。
そういう前提があって、補助金をもらった施設は、その施設の経
営が赤字であっても、少なくても 20 年から 30 年は施設の経営を続
けなければなりません。
「どきどき1号店・2 号店」を経営する全農茨城は、施設整備補助
金がもらえる団体でしたが、赤字が出た場合に経営の見直しを図る
ことができるように、補助金の交付は受けませんでした。
このように、補助金交付を受けるデメリットは、事業に赤字が出
ても事業をやめることができないし、施設の事業目的以外の使用が
できなくなることなのです。
今、全国で、補助金行政が問題になっているのはそのためです。
市民の皆さんは、どのようにお考えになりますか。

この施設によって
農業の活性化は進むのでしょうか
現在、市内には JA が経営する 5つの農産物直売所があります。
今回の事業では、既存の直売所を残しながら、新たに直売所をつく
る計画になっています。
常陸太田市の特産品であるブドウやナシは、生産者が直接販売し
ています。新直売所は、多くの生産者に手間と手数料をかけながら、
品物を出荷してもらえるのでしょうか。本市は、水田単作・露地栽
培が主流の農業で、冬場に地元農産物を確保することができるので
しょうか。農業に従事されている皆さんの高齢化も進んでいます。
「どきどき 2 号店」は、牛久市ばかりでなく周辺の市町村 8 つの
JA から協力をもらい、委託生産者は 200 名ですが、実際は 50 名程
度の生産者しか出荷していません。茨城町の「どきどき1号店」は、
委託生産者が 100 名で実際は約 40 名という現状です。
常陸太田、金砂郷、水府、里美地区と、広域に散在する委託生
産者が、河合町に計画している新施設に、年間を通じて地場農産物
を安定して出荷することは可能でしょうか。この施設整備によって、
常陸太田市農業の活性化が進むのでしょうか。
市民の皆さんは、どのようにお考えになりますか。

既存の商業施設や農産物直売所等地域への影響は
市内には、地元資本のスーパーや農産物直売所、そして市内でレストランや食堂を一所懸命努力し
ながら経営している多くの方々がいます。計画されている施設は、これら個人の経営に影響があると、
市は考えています。しかし、地域への影響調査は、まだ実施されておりません。
財政が厳しい時代に、民間の農産物の販売や飲食店の経営を圧迫することを認めながら、市行政
が行う事業としてふさわしいものなのでしょうか。
市民の皆さんは、どのようにお考えになりますか。

皆さんといっしょに考えたい

常陸太田市内の農産物直売所

里美の直売所

水府の直売所

私は、常陸太田市内全域での交流人口の拡大、地場産業の活性化、そして地域振興を図ることは
大賛成です。しかし、今回計画されている施設がはたして常陸太田市の未来にとって必要なのかどう
かは、議論あるところだと思います。
常陸太田市は、茨城県内 44 市町村中 41番目の、財政力が 0.45 と極めて財政が乏しい自治体です。
また、茨城県で 2 番目の高齢化が進んでいる地域であり、人口が少ない那珂市や常陸大宮市などに比
較しても、出生数が低く、年間約 250人しか生まれていません。
財政破綻した夕張市は、交流人口の増加を期待して、
「雇用を守る」とか「炭鉱から観光へ」のキャッ
チフレーズのもとに、過剰投資を続けた行政を進め、破綻しました。
今回の複合型交流拠点施設の事業は、レストランや直売所など、民間事業者を圧迫しながら、総
事業費 15 億円もかけて、赤字になった場合は市民の税金を使いながら経営します。本当の意味で、
行政が行わなければならない事業なのでしょうか。財政が厳しい本市においては、「ないよりはあっ
た方がよい」ではなく、「市民にとってなくてはならない」ことを行政が行っていかなければならない
のではないでしょうか。市民の皆さんと一緒に考え、皆さんのご意見をお聞かせください。
常陸太田市は、すごい速度で人口減少、少子高齢化が進み財政の縮小が進む地域です。
行政は「透明でシンプルでスモールな経営」を心がけなければならないと思います。それゆえ、ハ
コモノではなくて、人に対して、人に行政サービスをつぎこむ時代になっていくと、私は考えています。

金砂郷こめ工房

常陸太田せやの径

常陸太田さとの径

今回、ここで掲載している数字や内容は2月1日現在で説明を受けている、H22年6月に作成された「常陸太田市農村地区活性化計画」、8月20日に示された「常陸太田市
複合型交流拠点施設整備概要（案）」、9月7日に示された「収支計画概要（案）」と9月、12月定例議会での一般質問に対する執行部の答弁を基に作成いたしました。

定例議会でのその他の一般質問
9 月 議 会 「人口減少に対する取り組みについて」
12月議会 「農業用水施設の維持管理について」
「常陸太田市の商業振興策について」質問し、前進ある答弁を頂きました。
12月市議会で私が質問し、市長、副市長が答弁する様子は、インターネットの中継録画で視聴することができますので、関心がある方はぜひご覧になってください。
常陸太田市公式ホームページ
http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/
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