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私は、3.11を忘れない

東日本大震災から1年を経て、今、あらためて思うこと
災害に強い常陸太田市を作っていかなくてはなりません
市行政の第一義として行なわなければならないのは「市
民の生命財産を守る」事である、と私は考えます。
私たちが住む常陸太田市は自然に恵まれ災害などには無
縁な地域だと思っていました。しかし、残念なことに本市は
自然災害に対して脆弱な街でありました。
本来は市民の避難場所と
して使用されなければいけ
ない小学校や中学校や公共
施設の建物が壊滅的な状態
となり、下水道などのインフ
使用不能となった金砂郷支所
ラも大変な状況に陥りまし
た。幸いにも３月１１日は、現場の先生や職員の適切な指示
により、公共施設での人命の被害はありませんでしたが、一
歩間違えば大事故に繋がるおそれもありました。私は行政
に携わる一人として深く反省しています。
市は国の激甚災害の指定を受けて、3ヶ年で１１０億円を
かけ復旧をしますが、復旧に当たっては、市民の安全や安心
を確保した施設やインフラの整備を図って行かなければな
りません。今後、予想される茨城房総沖での震度７以上の地
震やゲリラ豪雨等の水害等の自然災害があった時にも、
「想
定外」という言葉を使わないハード・ソフト両面で「災害に
強い常陸太田市」を作って行かなければなりません。

地震で壊れた金砂郷小学校体育館（子供達にケガがなくて本当に良かったです）

地震で陥没した道路

液状化で飛び出したマンホール

津波の被害を受けた宮城県名取市を三回に渡り訪ねました
私は、
３回に渡って、津波の被害にあった名取市の閖上（ゆりあげ）
地区を訪ねてきました。自然の脅威を目の当たりにして声が出ない程
の衝撃を受けました。多くの人命が失われ、街が無くなってしまった
現実を受け入れるのには時間が掛かりました。
３回目の訪問時、漁師の方と話をしました。その時、彼が「ここまで
は津波は来ない、自分は大丈夫という思い込みが一番の大敵だ」と
言っていた言葉が、強く印象に残っています。
常陸太田市も大きな被害を被ったことは現実でありますが、それ以
上に福島、宮城、岩手などの東北の人達の苦しみを私たちは忘れては
いけないと心に誓いました。

ゆりあげ

死者・行方不明者966名、街がなくなってしまった名取市閖上地区

ゆりあげ

引き取りにこないランドセル 誰もいなくなった閖上中学校

壊滅的な被害を受けた老人介護施設

みなさんのまわりで
赤ちゃんの声は聞こえますか ?
平成23年に常陸太田市で生まれた子供の数は225人でした
合併から7年間の人口の推移と
18〜60歳までの現役世代の人口推移

平成23年1月〜12月 人口の動き

出 生

225人

死 亡

821人

転 入

1,062人

転 出

1,357人

減少人数

人 の 流 出 は地
域 の 活 力が失
われていく、最
大の要因です。

891人

平成23年 近隣の市と出生数の比較

24年1月1日現在

各年とも1月1日の人口です

年

人口

１８〜60歳

総人口に対する
現役世代の割合

17

60,549人

31,118人

51.3%

18

59,712人

30,439人

50.9%

19

59,038人

30,150人

51.0%

20

58,461人

29,855人

51.0%

21

57,591人

29,105人

50.5%

総人口

出生数

22

56,907人

28,460人

50.0%

常陸太田市

55,259人

225人

23

56,154人

27,631人

49.2%

那珂市

53,965人

395人

24

55,259人

26,975人

48.8%

常陸大宮市

44,482人

314人

17年から
24年で

8.7%減少

13.3%減少

総人口としては、
合併後8.7%の減
少ですが、市の税
収を支える中核と
なる18から60歳
の人口は、13.3%
も減少しています。
この18から60歳
の現役世代は、消
費する世代でもあ
り、その世代の減
少は地域の活性化
にとって大きな問
題となってきます。

皆さんも将来の予想をしてみてください
常陸太田市の年齢別人口ピラミッド
歳

80以上
75〜79
70〜74
65〜69
60〜64
55〜59
50〜54
45〜49
40〜44
35〜39
30〜34
25〜29
20〜24
15〜19
10〜14
5〜9
0〜4

男

2500人 2000

（平成22年10月1日現在）

1500

1000

500

0

女

10年後には
60才以上の人口が50%を

超えてしまいます！
このような地域に若者が魅力を
感じるのでしょうか。
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。
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常陸太田市の最大の課題は、
若者に住んでもらえる生活環境の整備です
24年3月議会の中で、私は、常陸太田市の抱える最大の
問題は、若者に住んでもらえる街づくりだということを述べ
ました。残念なことに、常陸太田市の人口減少は茨城県内
のトップランナーです。合併した平成17年から24年までに
5,290人の人口減少が見られ、これは7年間で約9%減少し
ました。
しかし、もっと重要な点は、常陸太田市に住む18歳から
60歳までの、現役世代就業者年齢の人口が約14%も減少
してしまったことです。
17年において、18歳〜60歳の人口は、31,118人。これは
総人口の51.3%でした。

しかし、24年には26,975人となり、17年と比較すると実
に4千人を越える減少で、総人口に占める割合が48.8%と、
50%を切ってしまいました。50%以上か以下かというのは
大切な基準です。50%を下回ると、その数字はつるべ落と
しのように減っていきます。
常陸太田市に働く場所が必要なのはもちろんのことです
が、さらに、常陸太田市が次世代を担う若者に、より良い居
住環境を提供し、
「住むんだったら常陸太田市」という街に
なって、通勤圏である日立市やひたちなか市や那珂市、水
戸市に働きに行く人たちの住まいを提供できる地域になる
事が大切なのではないかと思います。

合併してからの7年間で、
那珂市よりも750億円も多い予算を
常陸太田市は使ってきました
全国住みよさランキング 常陸太田市761位、那珂市127位、
常陸太田市の街づくりは、これで十分といえるのでしょうか？
近隣で人口が同程度の那珂市と
24年度の予算で比べてみましょう

常陸太田市

那珂市

一般会計

道路整備・教育費・社会保障等
の市民の日常に使われる予算

23,956,000 （単位 千円）

17,000,000 （単位 千円）

特別会計

上下水道の運営・国保・
介護保険等の予算

17,038,713 （単位 千円）

12,478,450 （単位 千円）

40,994,713 （単位 千円）

29,478,450 （単位 千円）

一般会計・特別会計 総合計
財政力指数
県内平均0.75

地方公共団体の財政力を表す数値
1に近いほど（あるいは1を超える）
財政に余裕があるとされています

0.43
県内44市町村中41位

市債を発行して、様々な事業を

市債（借金）行ってきた中で生まれた借金

0.68
県内44市町村中24位

440億円

359億円

37億円

13億円

様々な事業に市が

財政調整基金（貯金） 自由に使えるお金
市民一人あたりの1年間の予算

¥435,000

¥314,000

市民に身近な予算である一般会計での比較

約

人口

平成17年 1月1日現在

60,549人

55,586人

平成24年 1月1日現在

55,259人

53,965人

−5,290人

−1,621人

合併後7年間の減少数
住みよさランキング

東洋経済「都市データパック
（2010年版）」より

761位/809

全国

約

127位/809

全国

現役世代の人口流出にともない市税が減収し、
3年後には国からの地方交付税特例措置が終わります
近い将来、
これまでと同じ行政サービスを受けることができなくなります
24年に使う予算は、那珂市は一般会計予算170億円です
が、常陸太田市は239億円で、70億円近く多く使うことにな
ります。特別会計まで合わせると、1年間に那珂市より100
億円以上多くの予算を使っています。これは24年度に限っ
たことではなく、合併してから、那珂市よりも毎年100億円
以上多く、7年間で750億円以上の予算を使ってきました。
24年3月議会において、
「本市からの転出の8割は近隣6
市村との間での移動となっており、さらにその中の6割が
20〜30歳代の方の移動となっている」と市の答弁にあった
通り、多くの予算を使ってきた割には、那珂市より若者世代
に魅力のある街となっていないのが現実です。若者の人口
流出が止まりません。常陸太田市の街づくりは現状のまま
で良いのでしょうか。
市道の整備にしても、県内で最低の舗装整備率になって
います。今まで、学校や公共施設の耐震化が遅れていたの
も事実です。

常陸太田市は、合併した時点で里美や水府、金砂郷が
貰っていた交付税を、10年間はそのまま貰うことができる
合併特例措置によって、通常よりも約20億円多い予算を組
んできました。
しかし、3年後の平成27年には、その地方交付税の特例
措置も終わります。
23年12月議会の中で、特例措置が終わった場合につい
ての私の質問に対して、市は、
「行政サービスの見直しに着
手せざるを得ない」という答弁をしています。
市の財政が厳しくなり、市民の皆さんが受けている行政
サービスが、今後は受けられなくなることが予想されます。
国や県が財政危機に陥っている状況では、那珂市よりも
人口が少なくなった常陸太田市が、これからも継続して100
億円も多い予算を組んで行くことができるとは思えません。
私は市議会議員として、常陸太田市の財政問題を、これ
からも厳しくチェックしていきたいと考えています。

複合交流拠点施設の土地代などに
4億円を計上した予算に反対しました
平成23年度複合交流拠点施設整備 土地代・造成工事等の予算
ライスセンター
国道349号

⇧
常
陸太
田市
街

育苗ハウス

国道349号
バイパス

那珂
市⇩

河合町

複合交流拠点施設整備計画予定地（2.4ha）

平成23年度 常陸太田市予算書より抜粋

赤字が見込まれる複合交流拠点施設（総事業費13億円）を
24年から26年にかけて建設を予定していますが、
地域振興、交流人口拡大の理由だけでは、賛成できません

1年前、私は、市議会報告の中で、当初は総事業費約１５億円の複
合交流拠点施設を、市が計画している事を、市民の皆様にお知らせ
いたしました。私の問いかけに対し、101件の意見が寄せられました
が、
反対100、
賛成1でした。
23年3月議会において、執行部は平成23年度予算の中で、3億９
千６百３３万円の土地取得費や造成費等の予算を計上してきました。
私は、この事業に対する市民の皆様からの意見や、執行部がこの
事業経営の精査をしていない事で、反対いたしました。

私が反対した理由
23年2月18日の全員協議会で、総事業費15億を13億円、入場者
数年間70万人を36万人、損益分岐点の売上高を6億5千万円か
ら4億2千万円へ修正の説明がありましたが、利用者が半分に
減ったのに施設規模に対しては元通りの面積で説明が無く、4億
2千万円という売上高は1日平均1,000人の来場者全員が1,200
円弱の買い物をしていただかなければ達成できないものであり、
施設の経営計画としては、不信感の残るものでした。
第三セクター方式などの公共セクターの事業は、全国でも、90%
以上の団体が赤字経営です。出資者が誰かも決まっていない段
階で、市が主体の第三セクター株式会社で経営することに対し
て納得がいきません。
生鮮食品の流通が飽和状態の中で、農産物の直売所やレストラン
を核にした交流拠点施設は、同様の民間事業を圧迫することにな
り、公益性を持った公共事業としては考えられません。

23年3月議会の中で、市長は「最初から黒字になるとは限らな
い」
「３年から５年目での黒字化を見込んでいる」と、地域振興の
ためには赤字もやむを得ないと述べました。財政破綻した夕張
市も「石炭から観光へ」と舵を切り、地域振興を図るという名目
の中で、様々な事業を行い、破綻しました。赤字を前提とした事
業は、絶対認められません。

経営コンサルタントや公認会計士に計画の概要を見せたところ、
この計画は土地や建物をつくることが目的で、この施設の経営
を目的としているとは思えない。市のリスクが見えない中で極め
て不健全な意思決定と言わざるを得ないという回答をいただき
ました。
常陸太田市はトライアングル構想（山下町周辺、鯨ヶ丘、349バイ
パス沿いの開発）で街づくりを進めてきた歴史があります。その
経過からすると、市役所周辺の349沿線の開発が優先されるべ
きであると考えます。
常陸太田市内の農業者や商業者から私に寄せられた意見
自分の庭先で販売できてしまうので、手数料を払ってまで直売
所に並べて販売はしない。
（なしやぶどうの生産者からの意見）
商業者が血のにじむような努力をして経営しているのに、行政
が同じような事業を行うのには反対だ。
（スーパーや食堂経営者
からの意見）

その他多くの市民から、反対意見が私に寄せられました。以上のこ
とから、23年3月議会の中で、私は反対をいたしました。
（結果は反
対2、賛成20） ご理解をいただきたいと思います。

今回、ここで掲載している数字や内容は22年9月、12月、23年3月議会での執行部等による答弁に基づきます。23年度は災害復旧を優先させるということで、この
予算の執行はありませんでした。常陸太田市第5次総合計画実施計画では、24年から26年度にかけて建設する予定になっています。
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平山 晶邦

議会活動は「現場主義」
好きな言葉は「正義」

1955年1月生
太田第一高等学校卒
明治大学 政治経済学部卒

市議会での質問や答弁は、インターネットの中継録画で視聴することができます。議会の傍聴にもぜひお越しください。
http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/

http://www.hitachiota-city.stream.jfit.co.jp/giin_result.php?GIINID=184

常陸太田市議会議員
産業建設委員会委員
茨城北農業共済事務組合議会議員

皆さんのご意見をお待ちしています

