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新型コロナウィルス感染症拡大が始まって、3 年が過ぎようとしています。

国を挙げてワクチン接種を進めてはいますが、なかなか収束が見えてきません。

これまで国と地方は総力を挙げて「地方創生」に取り組んできました。しかし

少子高齢化・人口減少の緩和、東京一極集中の是正は進んでいません。 

これからの笠間市政を考えた時、新型コロナウィルスによるパラダイムシフ

ト（それまで当たり前だと考えられていたものの見方や考え方、価値観が劇的

に変化すること）とも言うべき、社会の変容を前向きにとらえていくことが必

要です。今回のパンデミック（感染症や伝染病が全国的・世界的に大流行し、

非常に多くの感染者や患者を発生すること）によって、政治や経済の欠点、不

十分さが明らかになっています。 

例えば、新型コロナウィルス感染症が都市部を中心に拡大したこともあって、

東京圏などへの人口集中のリスクが改めて浮き彫りになりました。地方への移

住や就業に対して多くの人の関心が高まり、東京圏から地方への人の流れが出

てくるなど、一極集中に変化の兆しが見え始めています。この流れをどう「地

方創生」につなげていくのかが地方自治体の課題です。仕事場づくりや先端技

術を活用した地域課題の解決、女性若者・移住定住対策など、「地方創生」を一

層加速させるための施策の充実・強化が求められています。 

笠間市では、その柱となるのが「DX（デジタルトランスフォーメーション）」

と「公民連携」です。笠間市ではすでに「DX 計画」も「公民連携に係る基本

方針」もできていますが、私たち市議会議員もそうしたことを見据えながら、

これからの市政の議論にかかわっていかなければなりません。 

そしてもう一つ必要なのは、しっかりとした調査に基づいた質問や討論がで

きる議会、市長・執行部と対等に議論できる議会です。市長・執行部の提案に

賛成するだけ、あるいは反対するだけではなく、市長・執行部と政策論争し、

時には議員・議会から政策や条例提案ができる議会にしていかねばなりません。 

今期４年間、石松としおが議会で取り上げてきたこと、そして議長として取

り組んだ議会改革についてまとめてみました。  
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2019年 3月定例会 ニュースレター№76 

昨年 12月に「一般廃棄物収集運搬業務委託」の入札が行われましたが、友

部地区の可燃ごみ収集運搬業務だけが指名競争入札で、それ以外は全て随意契

約となり、その結果石松としおの計算（表-1参照）によると、前回の契約に比

べて今後５年間で約５億６千万円も支出が増えていることが分かりました。た

だし執行部の見解は「今回の契約が約２億５千万円／年に対し、前回の契約は

約１億６千万円／年なので、５年間で増える支出は約３億円」ということでし

た。しかし億単位で契約額が増えていることには変わりありません。前回まで

は指名競争入札で競争原理が働いていましたが、今回は随意契約のため競争原

理が働かなかっ

たからです。 

市民がごみを

出すときには、指

定袋を買って出

さなければなり

ません。また不燃

物ごみは処理券、

粗大ごみは手数

料がかかります。それらの年間収入は約 7,000 万円です。その一方で収集運

搬業務委託料が年間 6,000万～1億円も増えているということです。 

受注者 平成28～30年 受注者 平成31～35年

笠間地区可燃ごみ等収集運搬業務委託 Ａ社 140,000 Ａ社 503,925

笠間地区不燃ごみ等収集運搬業務委託 Ａ社 30,000 Ａ社 139,448

友部地区可燃ごみ等収集運搬業務委託 Ｅ社 108,000 Ｂ社 246,240

友部地区不燃ごみ等収集運搬業務委託 Ｅ社 45,000 Ｂ社 187,920

岩間地区可燃ごみ等収集運搬業務委託 Ｄ社 60,000 Ｄ社 113,400

岩間地区不燃ごみ等収集運搬業務委託 Ｃ社 35,136 Ｃ社 67,716

一般廃棄物収集運搬業務合計 418,136 1,258,649

一般廃棄物収集運搬業務合計／年 139,379 251,730

（251,730－139,379）×５年＝5億6,175万5千円増額

一般廃棄物収集運搬業務委託契約金の比較
単位：千円

表-1
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複数の契約希望者に契約条件を提示させ、もっとも有利な条件を提示した

者と契約することを競争入札という。競争入札は、政府や地方自治体など

が複数の契約希望者のなかから、契約者を選ぶ際に使われ、誰でも入札に

参加できる一般競争入札と、入札に参加する者を過去の実績や技術力など

であらかじめ絞り込む指名競争入札がある。競争入札を行わず、特定の者

と契約することを随意
ず い い

契約
け い や く

とよぶ。 

今回随意契約とした理由は、「廃棄物収集運搬業務については、廃棄物処理

法に『市は生活環境の保全上、支障が生じないように適正に処理しなければな

らない』と規定されており、確実な履行が最優先に求められている。今回の入

札に当って、市の一般廃棄物収集運搬業務の受託実績がある業者４社に対し、

各業務の参考見積りを依頼したところ、一部の業者から、現在行っている業務

の見積もり以外は提出されなかった。各社からヒアリングを行った結果、保有

する施設、車両及び人員の状況や、現在行っている業務の熟練度を勘案すると、

特例地区の業務以外を請け負うことが事実上困難であるということが確認さ

れ、検討の結果、複数社から見積りが提出された友部地区可燃ごみ収集運搬業

務のみ指名競争入札とし、それ以外の業務は随意契約とした」、さらに契約期

間を 3 年から 5 年に延ばしたのは、「収集運搬業務を確実に履行するために、

受託者が車両の更新や従業員の雇用・育成等の事業計画を安定的に立てられる

ように５カ年間に延長した」という答えでした。 

ごみの収集運搬業務は、業務の性質上安定性や継続性が求められることはよ

くわかります。だからこれまで不特定多数の参加を募る一般競争入札ではなく、

信用や誠実さが確保される指名競争入札が採用されてきたわけです。笠間市の

収集運搬(ごみ)の許可事業者は 40社以上（Ｈ30.4.1現在）もあり、そのうち

地域や排出者の限定されていない業者にかぎっても今回契約した業者以外に

https://kotobank.jp/word/%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%AB%B6%E4%BA%89%E5%85%A5%E6%9C%AD-167333
https://kotobank.jp/word/%E6%8C%87%E5%90%8D%E7%AB%B6%E4%BA%89%E5%85%A5%E6%9C%AD-75280
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10 社もあります。それを「業務の確実性や継続性、安定性」を理由にして、

「市の一般廃棄物収集運搬業務の受託実績がある業者」4社だけにしてしまっ

た結果、競争性がなくなり同じ業者が 2つの業務を受託するというような状況

になっています。 

一般的に指摘されている指名競争入札のデメリット―①業者を指名する過

程で恣意的な運用をする恐れがある、②指名により入札参加者が限定されると

談合を誘発しやすい、③優良だが当該発注者に対する実績がない業者が参加機

会を得にくくなる―が災いした結果になっているとしか言いようがありませ

ん。石松としおは、この間の入札制度に関する質問のなかで、指名選考のやり

方や委員会について問題点を指摘しています。それは、①指名基準が公表され

ておらず曖昧であること、②指名選考委員会が委員長である副市長を先頭に、

部長や課長いわゆる職員だけで構成されているため、選考作業が第三者性・客

観性に欠けている―ということです。 

それらを解決するために石松としおは、「入札監視委員会」の設置を求めて

きました。しかし執行部は、入札制度のよりよい改善につながることは認めつ

つも、「全ての入札案件を時間的に見ることができないことや、委員会の構成

員の問題、事務処理が増える」ということ、さらには「都道府県や政令市での

設置は進んでいるが、市町村の設置率は質問当時で 16.5％と低い状況なので、

他市町村を調査し検討する」という答弁でした。 

今回は「当市においては、選考委員会での議論を含め発注方式や要件等に課

題があるときには、弁護士からの助言を受けたり、総合評価落札方式の落札基

準の設定も県が委嘱している方に依頼したりして決定している。入札の契約情
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報の積極的な公開に加え、４月から建設工事は、透明性の向上につながる一般

競争入札で実施していく。したがって現時点で入札監視委員会の設置は考えて

いない」と答弁の内容が後退してしまいました。 

入札・契約の過程や内容の透明性を確保するには、中立・公正の立場で客

観的に入札及び契約についての審査や事務を行うことができる学識経験

者等の第三者の監視を受けることが有効である。このために設置するのが

入札監視委員会で、競争参加資格の設定・確認、指名競争入札に係る指名

の経緯等について定期的に報告を受け、その内容の審査及び意見の具申等

を行う。平成 13 年に施行された「入札契約適正化法」で、透明性の確保

に当たって情報の公表が義務付けられた。同法に基づき策定された「公共

工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」（適正化指

針）により、入札及び契約の過程・契約内容の情報の公表に加え、学識経

験者等の第三者の意見を適切に反映することが、全ての発注者に求められ

ている。入札監視委員会は、この国の「適正化指針」によりその設置・活

用が求められている。

昨年の 10月から業務委託契約にも、最低

制限価格制度が導入されています。最低制

限価格制度とは「最低制限価格を決めて、そ

れを下回る金額を提示した入札参加者を一

律失格とすることにより、工事や業務の適

正な履行を確保することを目的とした制

度」です。石松としおも昨年の 6月議会で取り上げていますが、契約期間中に

業者が倒産し、ごみの収集運搬ができなくなるという事態があったことなどを
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踏まえ、委託業務の適正な履行やダンピング受注を排除するために導入をした

ということでした。 

しかし最低制限価格については、「公正な競争による価格形成の制限につな

がっている」という問題点が指摘されています。どういうことかというと、最

低制限価格が高く設定されてしまうと、本来その価格よりも安く受注できる企

業が競争から排除されてしまい、落札額が上がってしまうということです。自

治体によっては最低制限価格をやめて、低入札価格調査に一本化しているとこ

ろもあります。したがって最低制限価格をいくらに設定するのかが問題になっ

てくるわけですが、これも「予定価格の 60～90％の範囲内」と定められてい

るだけで、どの業務委託に適用するのか、額をいくらにするのか等の検討は、

職員だけで構成される「指名選考委員会」で行われます。 

そもそも業務委託契約は、業務履行の確実性・継続性・安定性が求められる

ので、信用や誠実さが確保される指名競争入札を採用しています。最低制限価

格制度を導入しなければならないということは、指名のやり方に問題があるの

ではないでしょうか。入札過程に第三者の目が入らないことがこのような状況

を生み出していると言えます。 

営利を追求する民間会社は、利益を稼ぐことができれば、会社の判断で自由

に利益を配分できます。ライバル会社との競争の中で利益を獲得して、役員が

莫大な報酬を受けても問題ありません。しかし官公庁の運営財源は税金ですか

ら、特定の報酬を受けるのは問題です。税金は、自分たちの自由な判断で納め

るものではなく、法律によって徴収が義務付けられているからです。毎月ギリ

ギリの生活をしている人たちも税金は納めなければなりません。民間会社のサ

ービスを自分の判断で自由に選択してお金を払うのとは違います。 
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だから税金は、使うときも公平性と公正性が担保されていなければなりませ

ん。そのために地方自治法で、地方自治体の契約手続は一般競争入札が原則と

定められているわけです。競争性のない契約が繰り返されれば、税金が恣意的

に特定の民間会社へ流れてしまうことになりま

す。入札問題は個別事業者の利益が絡んでくるの

で、なかなか他の議員の賛同を得ることが難しい

問題ではありますが、公平性と公正性が阻害され

た契約を許すわけにはいきません。市民の税金を

無駄にしないために、石松としおは諦めずにがん

ばります。 

 

2019年 6月定例会 ニュースレター№77 

前回の議会で取り上げた「家庭ごみの収集運搬業務委託料が５億円（１億/

年×５年契約）も増えている」ことが納得しがたく、今回の一般質問でも取り

上げました。 

前回の質問では執行部と石松としおの示した数字にズレがあり、正確な金額

がわかりませんでしたが、今回は担当課に詳細な予定価格（設計額）と契約金

額について明らかにしてもらいました。そのデータによると、前回の一般廃棄

物（家庭用ごみ）収集運搬業務委託契約は、年間１億 5,052万 8,960円でし

た。それに対し今回は、年間 2億 5,173万 72円ですから、１億 120万 1,112

円高くなっています。したがって 5 年契約で総額 5 億 600 万 5,560 円支出

が増えたことになります。 
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その原因は、例えば笠間地区可燃物の収集運搬業務委託契約の予定価格に対

する契約金額が、前回の指名競争入札の時は 63.5％だったのが、今回の随意

契約では 99.2％に、同じように不燃物の収集運搬業務委託契約は、46.3％が

98.3％になっています。指名競争入札を随意契約にしたため競争原理が働か

なかったことがこの大幅な支出増の原因であると前回指摘しました。さらに

「設計額（予定価格）も増額になっている」（市民生活部長）と言われていたの

で、改めてデータを見ると、前回の予定価格 2億 1,755万 5,200円/年に対

して、今回は 2億 8,088万 6,400円/年と 6,333万円以上増えていました。 

前回の質問で「人件費の上昇や燃料費の高騰、新たに仕様にドライブレコー

ダーを加えた、塵芥処理所の維持管理費用などを勘案したから設計額が増額に

なっている」（市民生活部長）と説明されたので、その内容を詳しく尋ねました

が「個々の積算額の積み上げに関しては、お話しすることができない」（市民生

活部長）と答えてもらえませんでした。 

建設工事は、国土交通省と農林水産省が運用している「公共工事設計労務単

価」（二省単価ともいう）があり、積算体系ができていますが、業務委託や指定

地方自治体の契約は、原則として「一般競争入札を経て行わなければならない」と地方自治法で

規定されている。一般競争入札というのは、不特定多数の業者が参加する入札方式。最低金額を書

いて入札した業者が、地方自治体の発注を請け負う（落札する）ことができる。しかし実際の入札

では、自治体が参加業者を指名し、その指名された業者だけで入札を行う指名競争入札が多い。 

また地方自治法では、自治体が入札を行わないで、特定の業者と直接結ばれる契約のことを随意

契約という。あくまで随意契約は例外で、地方自治体が随意契約を結ぶことができる例としては、

①少額の契約をするとき、②特定の者でなければ納入することができない製品を購入するとき、③

それに代わるものがない土地などを購入するとき、④緊急のとき…、などと定められている。 
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管理業務は、積算体系ができていません。ですから笠間市では、「複数の事業者

から見積もりを取りそれを参考にして、賃金や資財品などの各種価格の資料に

基づき、人件費・燃料費・物品など標準的に必要とされる経費を積算、さらに

過去の実績も参考に予定価格を設定している」

（総務部長）、そしてそれらは「担当課で審議

され、さらに入札参加業者選考委員会の審議で

しっかり議論して客観性を保っている」という

ことでした。 

しかし、入札参加業者選考委員会は、委員長

の副市長を先頭に各部長や財政課の職員など

で構成されており、そこで議論したものについ

て市長が決裁をするという仕組みですから、入

札過程における審議は全て職員だけで行い、第

三者である市民の目が入らないというのが現状です。 

国が定めている「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関す

る指針」では、「入札及び契約について透明性を確保するために、学識経験者等

による第三者の意見を適切に反映させること」が、全ての発注者に求められて

います。その第三者機関として「入札監視委員会」があり、国から「入札監視

委員会の運営マニュアル」も出されています。 

前回に引き続き今回も入札監視委員会設置の必要性について質しましたが、

「外部委員の人選や事務量の増大等の課題がある。また、全国の市区町村の設

置状況は 20.6％（Ｈ30.8.1現在）と進展しておらず、県内も 10市町だけで

ある。当市では入札参加業者選考委員会でしっかりと慎重に審議を行い、発注
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方式や要件に課題があるときは弁護士から助言を受けている。今後も入札情報

の公開含め、適正な発注方法と予定価格の設定が行われるよう内部体制の充実

を図ることとし、外部委員会の設置は考えてない」（総務部長）という答弁でし

た。 

今回の一般廃棄物収集運搬業務委託契約金額の 5 億円増にも納得いきませ

んが、入札過程において市民の目線が入る機会がない笠間市の入札のあり方も

納得できるものではありません。引き続き「入札監視委員会」の設置を求めて

いきます。 

今回競争入札にならなかった要因の一つに、指名業者を笠間市の一般家庭ご

み収集運搬業務の受託実績がある 4社に限定したこともあります。4社以外の

事業者は永久に受託実績ができませんから、次の契約更改の際も 4社に限られ

また競争性が確保されません。 

市は一般廃棄物の処理における市町村の責務を定めた廃棄物処理法第 6 条

の 2第 1項「市町村は、一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における一

般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、お

よび（省略）処分しなければならない」を理由に、受託実績のある 4社に限定

しています。しかしその市の責務を果たすためには、廃棄物処理法施行令第４

条に委託条件が定めてあって、委託条件をクリアした業者と委託契約を結ぶ、

入札をやる場合はその業者に参加してもらって入札を行うということになり

ます。施行令第４条の委託条件とは、「受託者が受託業務を遂行するに足りる

施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ受託しようとする業務の実施に関し相

当の経験を有する者であること、受託料が受託業務を遂行するに足りる額であ

ること」と書かれていますが、具体的に業務実績がないとだめだとは書かれて
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いません。確実な業務の遂行を優先するのか、競争性を優先するのか、二者択

一の問題にしてしまっている市の考え方が問題です。 

前号にも書きましたが、私たちが可燃ごみを出すときは、指定袋を買わなけ

ればなりません。不燃ごみは処理券、粗大ごみは手数料がかかります。それら

の年間収入は約 7,000万円です。その一方で収集運搬業務委託料が年間 1億

円も増えているということです。やっぱり納得できないと思いませんか。 

 

2019年 9月定例会 ニュースレター№78 

入札不調・談合情報・低入札価格調査と立て続けに 3件の入札に問題が発生

①7月 25日行われた市役所本庁舎大規模改修工事の入札…全ての業者が予定

価格以上の入札額だったため不調。②8月 7日に行われたみなみ学園義務教育

学校整備工事の入札…入札前日に匿名で市と新聞社に談合情報があり「談合情

報対応取扱要綱」に基づき対応。具体的には談合情報を受け入札参加事業者に

事実確認を行い、「入札参加業者指名選考委員会」で情報の信ぴょう性及び手

続きを審議した結果、談合の事実が確認できず事業者に誓約書を提出させ、時

刻を遅らせて入札を実施し談合情報通りのＪＶ（共同企業体）が 97.78％で落

札。③8 月 7 日に行われた旧笠間市立病院解体工事入札…入札 8 社のうち 3

社が失格基準を下回り失格、2社が低入札価格調査対象となり、調査の結果 8

月 29日に落札者決定。―これまで石松としおは、入札制度改革にあたって「入

札監視委員会」（第三者機関）の設置を求めてきましたが、この 3 件の質問を

通しても改めて「入札監視委員会の必要性」が明らかになりました。 
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①参加業者全てが予定価格を上回ったため不調となった原因は、「本所改修

工事は市役所での業務を継続して（来庁者がいる中で）の工事となっているの

で、その諸経費の増加が見込まれているために予定価格を上回ったのではない

かと推測している」（総務部長）ということでした。どこの業者も予定価格では

請け負えないないということですから、今後予定価格を見直さなければなりま

せん。ということは再設計をして予定価格の根拠となる基本設計をやり直す必

要があります。「再度設計を行うが、費用については委託事業者と新たな費用

はかからないことを確認している」「改修工事はさまざまな工事部署があり、

その中の使用資材の変更や中身の見直し等を行い、追加予算を求めずに現行予

算の中で対応していく」（総務部長）ということでした。また、「予算額約６憶

9,800万円に対し、今回の最低入札額は約６億 4,500万円ですから、予算と

予定価格には 5,300 万円以上の差があるのはなぜか」質したところ、外構工

事は市内事業者にもできるので外構工事を分離発注するということが明らか

にされました。分離発注するかどうかは「指名選考委員会」で決められるとい

うことでした。他の自治体では分離分割発注の基準や方針、取り扱い要領など

が定められているのですが、笠間市の場合は専ら「指名選考委員会」だけで決

められているのが現状です。 

②「談合情報対応取扱要綱」によると、入札執行前に談合情報を把握した場

合、入札参加者全員に対して事情聴取し、事情聴取書を作成して「選考委員会」

に提出するとなっています。簡単にいうと今回の場合「談合をやったのか」と

聞いて、「やっていない」という返事をもらって、誓約書を書かせて入札を行っ
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たということです。「入札参加業者の証言とか、談合が行われた会合の日時や

場所、出席者等を記載したメモとか音声等の記録等物的な証拠があれば判断基

準になるのではないかと考える。そういった事実を市が単独で確認するという

ことは非常に難しい。このため、入札後に談合の事実があったと認められる証

拠が発見された場合は、入札を無効として警察と関係機関等と連携して、厳正

な対処をすることにしており、公正取引委員会にも通報することとしている。

公正取引委員会は、法に基づいた事業所への立ち入りや、帳簿、関係書類の調

査によって違反行為に関する証拠の収集を行うことができ、そちらにお願いす

るということになる」（総務部長）と言われましたが、問題は「談合があったか

否か」ではなく、「談合情報通りの業者と契約をしてよいかどうか」ではないで

しょうか。情報通りの業者が落札した場合は、弁護士や公認会計士でつくる第

三者機関である「入札監視委員会」に判断を委ねることが必要です。もし「談

合の疑いが強い」という判断結果が出されたら、契約を無効にして入札をやり

直すということになります。 

③低入札価格調査基準は、直接工事費が 97％、共通仮設費が 90％、現場管

理費 90％、一般管理費 55％で、これによることが適当でない場合は、75％

から 92％の範囲内で市長または事務決裁規程に規定される専決権者が設定す

るとなっています。また失格基準価格は、直接工事費が 75％、共通仮設費が

70％、現場管理費が 70％、一般管理費が 30％で、これによることが適当で

ない場合には、67％から 90％の範囲内で市長または事務決裁規程に規定され

る専決権者が設定するとなっています。「今回の場合は基準通りに決定したの

か、それとも市長が決定したのか？」と尋ねたところ、「事後公表もしていない

ので、答えは控えさせてもらう」（総務部長）という答弁でした。これが笠間市
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の入札制度の「透明性」の実状です。また今回の入札の場合、低入札価格調査

が行われ、調査の結果大丈夫だということで落札者が決まっています。さらに

失格基準価格というのがあって、これよりも下だった３者は失格ということで、

本来８者のところこの３者を除く５者での競争入札になっています。低入札価

格基準が決まっていれば、低入札価格基準額よりも下になった業者については

調査をするわけですから、そこでダンピングや過当競争を防止し、品質の確保、

業者の健全な経営環境の確保などを図ることができます。ですから失格基準は

必要なく、むしろ競争性を削ぐような失格基準の廃止を求めました。 
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2018年 9月定例会 ニュースレター№74 

笠間市の公共建築物とインフラ施設を耐用年数どおりで更新した場合、今後

40年間で年平均約 23億 6千万円お金が足りません。そこで、①３割のイン

フラ施設を耐用年数よりも長持ち（長寿命化）させる、②公共建築物を延べ床

面積で２割削減する―が「公共施設等管理総合計画」（平成 28年 11月策定）

に明らかにされています。さらに、施設の効率的かつ効果的な維持管理、未利

用地の利活用、民間活用についても検討していくことになっています。この計

画は、「高度経済成長期に整備された大量の公共施設が一斉に老朽化し、大規

模改修や建てかえによる更新費用が自治体の財政に大きな影響を与える」こと

から、国（総務省）の要請で策定されました。ところが多くの自治体で、計画

はつくっても施設の再編が進まないという悩みに直面しています。原因は、「公

共施設全体の再編の必要性は認めるが、個別施設の見直しについては反対だ」

という、いわゆる「総論賛成、各論反対」にあります。したがって計画の実行

にあたってどう合意形成していくのかが大きな課題になっています。 

笠間市では、今年度に長寿命化（耐用年数より長持ちさせる）する施設を決

めて、点検や修繕など補修計画を策定し、実行していく「公共建築物の中期資

産管理計画」が作られます。そして来年度に「公共施設の適正化計画」を策定

し、どの公共施設を再編・最適化していくのか明らかにされることが質問を通

してわかりました。東小や東中学校の跡地、旧笠間保健センターや旧友部保健

センターの跡施設、旧市立病院跡地等々先行して議論が進んでいるところもあ
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りますが、今年度から来年度にかけて公共施設全体の再編・最適化の検討が行

われます。そこで石松としおは次の３つを指摘しました。 

1、策定にあたって市民や専門家、議会の意見を反映できる組織体制が必要 

庁内には、副市長を筆頭に各部長が委員となっている「公有資産活用検討委

員会」があるので、部や課を超えた横断的な議論ができる体制にありますが、

それ以外に民間の組織として有識者等で検討する委員会を組織するというこ

とでしたので、公共施設を利用している市民の代表や議会の代表を含めるよう

求めました。 

２、行政として市民との合意形成にもっと努力するべき 

ホームページや市報等で計画を積極的に公表、計画策定段階でアンケートの

実施、概要版の作成、出前講座等々で合意形成を図るということですが、公共

サービスの受益者である市民が、市全体の公共施設の状況や人口減少時代のな

かで予算的な制約があったり、施設を残しても今後維持費がかかったりすると

いうことを理解して議論するのと、理解しないまま議論するのでは大きく違っ

てきます。公共施設をめぐる現状を行政と市民が共有化するために、大学と協

力して漫画版のパンフレットを作ったり、専門家をよんでシンポジウムも開催

したりしている例をあげながら、合意形成に向けた努力不足を指摘しました。 

３、計画的な財源確保が必要 

「公共建築物長寿命化対応基金」（平成２９年設置）と「合併特例債」や「公

共施設等の適正管理に係る地方債」など交付税参入率のいい地方債（国からの

借金）を活用して、財源を確保するということでした。基金の目標額 25億円

に対し、現在 11億 5,600万円積み立てられています。今後目標額を達成する

ための「財政計画」はあるのか尋ねましたが、具体的な計画があるという答弁

はありませんでした。 
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2020年 3月定例会 ニュースレター№80 

ニュースレターでは何度も報告させていただいていますが、『笠間市公共施

設等総合管理計画』（平成 28年）に「笠間市の公共建築物とインフラ施設を耐

用年数どおりで更新した場合、今後 40 年間で 2,710 億円、年平均すると約

67億 8千万円かかり、年間 23億 6千万円不足する」という試算結果が明ら

かにされています。それに対応するために「①３割のインフラ施設を長寿命化

（耐用年数よりも長もちさせる）。②公共建築物を延べ床面積で２割削減する」

とも書かれています。また、①笠間市の公共施設や公有財産の実態把握→②方

針（公共施設等総合管理計画）→③実施計画（中期資産管理計画・公共施設等

適正配置計画）→④計画実行→⑤評価（必要があれば②か③を修正）と書かれ

ていますが、今の市の進め方は「③（実施計画）を飛び越して、②（方針）か

らいきなり④（実行）」になっています。 

今日の人口減少による少子高齢化の進展や財政状況から、どこの自治体も公

共施設などの見直しは避けて通れません。しかし、公共施設は地域社会やコミ

ュニティーの核であり、住民福祉の増進を図り、社会・経済活動を営む基盤を

つくるものですから、一律的に削減するわけにはいきません。施設の設置目的

や地域の実態、将来の姿をよく見極め、まちづくりの一環として住民の参加、

合意形成を図って進めるべきです。市の財政が厳しく管理経費が増えるという

事実、予算を何に使っているのか、公共施設は何のためにあるのか等々－を踏

まえて、全体の見直しのなかで個々の施設についてどうするか考えるために作

ったのが「公共施設等総合管理計画」であり、「中期資産管理計画」「公共施設

適正配置計画」なのです。ところが、笠間市全体として公共施設はどうあるべ
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きか市民とていねいな合意形成の努力をせずに、「公民連携」と銘打って、統廃

合になった小中学校の跡地や施設等々を民間会社へリースしたり、売却したり

することが行われています。 

例えば「あたご天狗の森スカイロッジ」は、10年間 1,400万円で民間事業

者にリースされます。この施設を造るのには 5 億 5 千万円、山の上までつな

いだ道路や水道施設を含めると 20億円くらいかかっていると言われています。

借り受けた民間事業者は、1 億 4,000 万円投資して、新しくグランピング施

設を整備したり、老朽化した建物を更新したりして、今後 10年間運営してい

くことになっています。今まで指定管理料 1,400万円（5年契約）支出してい

たこと、さらには老朽化した施設の更新費用や民間会社のノウハウによる集客

力の強化など、施設維持にかかる費用や効率性を考えると「公民連携」するこ

とはいいことだと思います。しかし、民間事業者が提示した内容の審査や評価

は、職員だけで構成される「公有財産利活用検討委員会」で行われ、職員以外

の外部の目はまったく入っていません。「いつの間にか市民がわからないうち

に民間からの提案を受け付けて、そのまま行政内部の検討委員会で評価・判断」

という手順で「公民連携事業」が進められているのが現状です。今回は提案が

1事業者だけでしたが、複数の事業者から提案があった場合、優先契約事業者

を行政内部だけで決定するのでは、その過程で恣意的な行為（不正）があって

もわかりません。 

現在「道の駅整備事業」が進んでいますが、「公共施設等総合管理計画」には

「新規整備が必要な場合は、以降の計画で総量が削減するように調整します」

とも書かれています。こういう調整も庁内の「公有財産利活用検討委員会」だ

けで行われるということになります。「地域と産業の持続、発展に向けた取り
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組みを推進するためには、未来技術の活用、多様な人材の確保を含め、これま

でと違った公民連携の推進による新たな行政サービスの取り組みが必要と考

えます」（市長施政方針）に反対するものではありませんが、市民への説明責任

を果たし、もっと市民との合意形成の努力を図るべきではないでしょうか。石

松としおは公共工事や業務委託契約の入札過程に、第三者の目が入る「入札監

視委員会」の設置を求めてきましたが、「公民連携事業」も第三者の目が入る透

明性や公開性を持った体制で進めていくべきだと考えます。 

 

2021年 12月定例会 ニュースレター№83 

今定例会には 5つの指定管理者を指定する議案が上程されましたが、そのう

ちクラインガルテンと北山公園の 2 つだけが公民連携導入の検討をするため

短期の 1 年契約になっています。議会ではこの議案が上程されたことによっ

て、初めて二つの施設に公民連携の導入を検討していることが分かるわけです。

公民連携を導入する施設と導入しない施設をどのようにして決めているのか

尋ねたところ、「原則、担当課からの提案を基本として、個別の事業ごとに取り

組みの検討をしている。公共施設については、

現在策定を進めている『笠間市公共施設等適

正配置計画』で施設ごとの方針を定めて、それ

に従いながら検討を進めていく」（市長公室

長）ということでした。これでは議員や市民へ

の説明責任を果たしているとは言えません。 

そこで「内閣府から『運用の手引』が出され
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ている『PPP/PFI（公民連携）導入優先的検討規程』を作って、検討内容と結

果について議会と市民に報告すべき」、そして「①検討及び募集→②活用及び

手法の検討→③事業の具体化→④実施及び改善の 4つのプロセスに応じて、第

三者が評価できるシステム（仕組み）が必要である」と指摘したところ、「公民

連携導入の前提となる行政運営の見直しや、施設における導入検討のフロー、

サウンディング調査の手法など、分かりやすく

明確にすることが必要である。まずは策定した

「基本方針」に基づき、その取り組みの現状を

見ながら、必要なガイドライン等の策定を検討

したい」（市長公室長）ということでした。公民

連携自体は良いことですが、それが市民のため

になるのかどうかを判断するには、入札制度と同様に第三者評価システムが必

要不可欠です。 

 

2021年 3月定例会 ニュースレター№84 

「公民連携」とは、行政と民間が相互に連携して住民サービスを提供するこ

とにより、行政改革の推進、民間の利益拡大に加え、住民サービスの向上や地

域活性化をめざす取り組みです。ポイントは、行政にも民間にもメリットがあ

り、かつ住民や地域にとってもプラスとなるものでなければなりません。 

では、なぜ今「公民連携」の取り組みが必要なのでしょうか。少子高齢化の

進展による人口減少やインフラ（道路や上下水道、公民館、図書館、消防署な

どの公共的・公益的な設備や施設、構造物）の老朽化、社会保障関連（医療や

年金、介護、生活保護などの）経費の増大に対応するための財源の確保、社会

https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E9%87%91-168361
https://kotobank.jp/word/%E4%BB%8B%E8%AD%B7-457171
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経済情勢や暮らし方の変化による住民ニーズの多様化により、これまでのやり

方では地方自治体の運営が困難になってきているからです。 

そこで、公共サービスに対する市民ニーズに的確かつ持続的に応えていくた

めに、厳しい競争の中でノウハウを積み上げてきた民間企業の力を最大限に活

用させていただこうということです。民間企業の側でも近年社会的責任に対す

る意識が高まっていて、自社のノウハウを活用した「公民連携ビジネス」への

期待が増大しています。ですから、笠間市でも既存の取り組みにとらわれずに、

民間事業者のビジネス活動を市民のためにどう役立て地域課題の解決につな

げていくのかという視点に立って、「公民連携」の取り組みが積極的に推進さ

れているのです。 

旧あたご天狗の森スカイロッジが、「㈱コスモスイニシア」との公民連携で

「ETOWA KASAMA（エトワ笠間）」に生まれ変わりました。先日「笠間芸術

の森公園」にオープンしたスケートパーク「ムラサキパークかさま」も、「㈱ム

ラサキスポーツ」との公民連携です。空家を活用してサテライトオフィスやワ

ーケーション（休暇を過ごしながら仕事するという新しい労働形態。会社のオ

フィスだけでなく旅行先や帰省先など場所を問わずに働ける）を誘致する公民

連携事業者の募集が始まりました。今後は「旧東小学校跡」や「旧南小学校跡」、

さらには「クラインガルテン」や「北山公園」、建て替える予定の「笠間市環境

センター」（ごみ処理施設）への「公民連携」の導入も検討されています。 

『ニュースレター』№83 にも書いていますが、石松としおは「公民連携」

自体には反対していません。しかし「公民連携に係る基本方針」に関して、三

点に渡る問題点の指摘と提起を行っています。 

一つは、「公民連携」の手法は PFI方式、指定管理者制度、公設民営（DBO）
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方式、市場化テスト、包括民間委託、自治体業務のアウトソーシング等々沢山

あって、すぐには理解することができません。にもかかわらず「公民連携に係

る基本方針」は議会に示されただけで、一般市民には公開されていません。『広

報かさま』お知らせ版で「これからの公共施設について」第６回―取組 3公民

連携―という形で、わずかに広報されているだけです。市民の「公民連携」に

対する理解や認識が不十分なまま事業だけが進んでいる状態です。事業が進む

過程で、市有地や市の施設が民間企業に売却されたり、今までやっていた事業

が民間に移譲されたりしています。「公民連携」に対する市民への理解をもっ

と浸透させる努力や取り組みが必要ではないでしょうか。 

二つ目は、「公民連携」を導入する施設や事業をどのようにして決めている

のかということです。一般質問に取り上げた時の市長公室長の答弁は「原則、

担当課からの提案を基本として、個別の事業ごとに取り組みの検討をしている。

公共施設については、現在策定を進めている『笠間市公共施設等適正配置計画』

で施設ごとの方針を定めて、それに従いながら検討を進めていく」ということ

でした。また「基本方針」には「公民連携に関する事業は、導入の是非、審査

及び評価を合議体で行うこととし、原則として庁議での審議及び笠間市創生有

識者会議で評価を行う」と書かれています。議長になって初めて「地方創生有

識者会議」に参加しましたが、総合戦略を総合的に議論するための会議であり、

メンバーもそれに相応しい方が選ばれています。およそ個別の公民連携事業の

審査や評価をするような会議の場ではないと感じました。これでは、公民連携

事業決定及び実施過程における透明性が確保できているとは言い難い状態で

す。「基本方針」に示されている 4 つのプロセス―①検討及び募集、②活用及

び手法の検討、③事業の具体化、④実施及び改善―に応じて、第三者が評価で

きる仕組みが必要です。 



- 25 - 

 

三つ目は、内閣府から『運用の手引』が出されている『PPP/PFI（公民連携）

導入優先的検討規程』についてです。政府は「多様な PPP/PFI 手法導入を優

先的に検討するための指針」（平成 27年 12月）で、人口 20万以上の地方自

治体に「平成 28年度末までに優先的検討規程を定めるよう」要請しています。

さらに内閣府が「PPP/PFI 手法導入優先的検討規程策定の手引」でその雛形

を示しています。笠間市は人口 20万以上ではありませんが、指定管理者制度

導入に当って「指定管理者制度導入及び運用ガイドライン」を策定したように、

「公民連携導入と運用のガイドライン」を定めるべきです。 

 

2022年 6月定例会 ニュースレター№89 

笠間市では、在宅の高齢者及び重度身体障がい者等が、住み慣れた地域で安

心・安全に暮らせるように、急病、災害その他緊急時の備えとして、通報装置

（本体・ペンダント型）を貸与する「高齢者見守りあんしんシステム事業」を

実施しています。「富士ソーシャルライフシステムズ(株)」に委託（令和２年５

月９日～令和７年８月３１日）していましたが、令和４年度末をもって会社を

解散・清算することになりました。他の会社に事業継承せずに、笠間市との契

約を解除するということなので、新しい事業者を探さなければならなくなりま

した。そのために、６月議会では、契約の残り期間の新たな委託料として、介

護保険会計に 1,384 万 5,000 円の債務負担行為の追加補正を議決しました。 

債務負担行為とは、一般家庭に例えると「ローン」にあたる。予算は年度ご

とに完結するのが原則。しかし、事業や事務が１年で終了せずに、後の年度

にも支出しなければならない場合、あらかじめ後の年度の債務を決めておく

ことを、債務負担行為という。 
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現在使用している通報装置は、令和 2年の契約時に入

れ替えた機種です。高齢者は、ボタンの位置や操作方法

のわずかな違いであっても慣れるまでに時間がかかり

ます。また、通報装置の入れ替え作業ために、面識のな

い作業員が出入りするのも、利用者に不安を与えるので、

現在の機種を使用することができる事業者を探すことになっています。今年の

10 月から新しい事業者による運用が開始できるように、業者選定作業が進め

られます。 

今笠間市では、様々な事業に公民連携が導入されています。公民連携自体に

は反対するものではありませんが、前記の「高齢者見守りあんしんシステム事

業」のように、契約期間中に委託先の民間企業が倒産したり、事業から撤退し

たりした際に、その事業をどう継続していくのか、そうしたリスクが生じたと

きの対応を考えておかなければなりません。民間委託や指定管理者に関しては、

リスクが生じたときは、その都度協議して決定しますが、基本的には公共（市）

が責任・リスクを負うことになっています。しかし公民連携事業の場合は、公

共サービスの担い手を公共から民間に移管するわけですから、契約時に責任・

リスクの分担を明確にしておくことが必要です。公共のリスク負担が多ければ、

効率的な運営ができません。逆に民間のリスク負担が多くなると、必要以上に

予備費を計上しなければならず、収益性が損なわれてしまいます。 

「笠間市公民連携に係る基本方針」には、「行政と民間企業等の役割分担の

明確化」や「事業費（採算性）と独自性の確認」という視点は書かれています

が、具体的な公共と民間のリスク分担やその基準については、明記されていま

せん。公民連携にあたっては、公共と民間が相互に持つスキル（技能）やノウ
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ハウ（専門的な知識・技術やその蓄積）を明らかにし、お互いの役割分担を明

確にし、様々な事業リスクを想定して、役割に応じた責任についても事前に明

確にしておかなければなりません。 

公共（市）は、事業全体を通じての的確なモニタリングにより、公共サービ

スの質を担保し、安定的で継続性のある事業の実施に努めることが必要です。

民間（事業者）は、公共サービスを担っているという責任感を持ち、スキルや

ノウハウを十分に発揮して、より効果的・効

率的にサービスを提供するとともに、社会へ

の説明責任を意識しながら事業を行うこと

が求められます。公民連携を推進する上で、

公民の間のリスク分担について、十分な検討

を求めていかなければなりません。 
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2018年 9月定例会 ニュースレター№74 

今年の３月１～30 日に三菱総合研究所が行った「ＡＩを活用した住民問い

合わせ対応サービスの実証実験」に笠間市も参加しています。総合案内の自動

化による行政事務の効率化と 24 時間問い合わせ窓口の実現に向けた実験で、

子育て・住所変更手続・ごみの出し方など 26分野の問い合わせに対し、人工

知能が対話形式で応答し、必要な行政サービスの情報案内を行うという内容で、

職員が利用する形式で実証実験が行われました。すでにつくば市がＲＰＡを活

用して業務時間の削減に取り組んだ結果、約８兆円の業務削減効果があると公

表していますが、笠間市としては、今回実証実験した「住民問い合わせ対応サ

ービス」だけでなく、基幹系の業務（住民情報・税務・国民健康保険・国民年

金・福祉関連）にも、ＲＰＡやＡＩの導入を考えていることが総務部長の答弁

のなかで明らかにされました。 

ＡＩやＲＰＡの導入によって、何がどう変わるのか？市民にとってどういう

メリットやデメリットがあるのか？議会や市民にちゃんとした説明がないま

ま、導入の検討を進めるのではなく、議会と市民に対し説明責任を果たすよう

求めました。 

ＲＰＡは、事務作業の業務効率化のために作られたもので、ルールに沿った

単純作業を自動で再現することに限られる。自ら判断して作業をするな

ど、決められたこと以外の作業はできない。 

ＡＩは、大量のデータ・情報を分析して自ら判断し、結果を出力する。自己
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学習機能を持ち、自律的に作業を進めていくので、人間が要望を伝えるだ

けで、その要望を叶えるための方法を考えて人間に提案する。 

笠間市の「第２次情報化基本計画」は昨年で計画期間が終わっているにも関

わらず、「第３次情報化基本計画」が策定されていません。その理由を尋ねたと

ころ「国が平成 28 年度に制定した『官民データ活用推進基本法』に基づき、

県に平成 32年度までに『官民データ活用推進計画』の策定を求めているので、

笠間市の次の情報化推進計画は、笠間市独自の施策のほか、国や県の施策を踏

まえて策定することを検討している」（総務部長）ということでした。国や県の

計画との連携を考えていると言いたいのでしょうが、情報化の現状をきちんと

把握した上で第３次計画を策定しておけば、あとから県の計画ができても整合

性を図ることは可能です。国や県を理由に手間暇をかけるのを避けているよう

にしか思えません。 

さらに「第２次情報化基本計画」で未だに実現していない事業について質問

し、①マイナンバーカードとカポカの一体化、②市の公共料金をスマホを使っ

て納付できるシステムを導入、今後クレジットカードでの納付も検討、③市役

所庁舎や公民館で使われているフリースポットの Wi-Fi をメール認証が必要

のない茨城フリーWi-Fiにできるだけ早く切り替える―等々を確認しました 

 

2019年 6月定例会 ニュースレター№77 

昨年の 9 月議会で「市業務へのＡＩ（人工知能）導入」（ニュースレター№

74）について質問しました。そのなかで RPA についても取り上げましたが、
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今回の補正予算にRPA業務委託料として466万円が計上されています。「RPA

を試験的に導入することが目的」と説明がありましたが、RPA導入によって何

がどう変わるのか？市民にとってのメリットやデメリットについて、具体的な

委託事業の内容とともに説明を求めていきます。 

AIは「人工知能」とも言われ、大量のデータ・情報を分析して自ら判断し、

結果を出力します。自己学習機能を持ち、自律的に作業を進めていくので、人

間が要望を伝えるだけで、その要望を叶えるための方法を考えて人間に提案し

てきます。それに対し、RPAとは、事務作業の業務効率化のために作られたも

ので、ルールに沿った単純作業を自動で再現することに限られます。AIと違っ

て自ら判断できないので、決められ

たこと以外の作業はできません。今

回の委託事業は、AIではなく PPA

の試験導入になります。例えばつく

ば市では、自治体業務に適用する実

証を始めていますし、千葉市では、

道路舗装の状況をスマートフォン

で撮影し、その画像から機械学習に

より損傷箇所を自動抽出する実験

システムが開発されました。さいたま市では、近隣の子育てイベント情報をネ

ット上で自動収集して、住民に配信するサービスを行っています。いずれの取

り組みも、自治体職員の業務効率化・自動化や、住民向けサービスの質・量の

向上とサービス提供の省力化を狙ったものです。  

【つくば市ＲＰＡ実証実験結果より】 
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2020年 9月定例会 ニュースレター№82 

菅政権になって新しくデジタル庁が設置され、国は「2025年度末を目標に、

自治体システムを標準化する」と言っています。マイナンバーカードをスマー

トフォンに掲載できるようにするとか、運転免許証のデジタル化など、世界に

遅れをとってきた日本の ICT 化、ここで一挙に進めて追いつこうということ

のようです。そういうなかで笠間市でも「デジタルトランスフォーメーション

計画」（案）が作られました。「デジタルトランスフォーメーション計画」は、

業務の効率化やコスト削減を目的に、事務的業務をＩＣＴ技術に代替していく

ことに主眼が置かれていた「情報化基本計画」と違って、デジタル化を前提と

してあらゆる行政サービスや組織を再構築する部局横断的なプロセス（過程）

を言います。 

しかし計画をみると、「単なる ICT化」と「デジタルトランフォーメーショ

ン」の違いが明確にわかる記述になっていないので、書き換えか補足を求め、

さらには「笠間市デジタル変革宣言」することを提案しましたが、「計画の中に

そういった内容については謳っている」「宣言は市の外に発信する方法として

は考えられるが、宣言ではなく計画を市民に広く共有してもらうことで、地域

社会のデジタル化に対する市民意識を醸成していきたい」（総務部長）と全く

受け入れてもらえませんでした。また CIO（副市長）ではなく CDO（デジタ

ルの専門家）を司令塔にして、総務課ではなく各部課の横断的な推進組織を設

置する必要性について質しましたが、「県で情報政策に携わってきた元職員を

情報政策調整官として採用しており、全庁的なデジタル責任者として CDO的

役割を担わせている。その調整官を中心として CIO（副市長）と連携しながら

各課の橋渡しを進めていく」(総務部長)と、CDOの採用や推進組織体制を作る
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ということには至りませんでした。 

デジタルデバイド（情報通信技術を利用して恩恵を受ける者と、利用できず

に恩恵を受けられない者との間に生ずる、知識・機会・貧富などの格差）対策

あたって、市民の情報リテラシー（情報機器の基礎を理解し操作する能力・デ

ータを取り扱う能力）向上のための講座開

催だけでなく、「講座を担う人材（デジタル

活用支援員）の育成や市民がいつでも相談

できる窓口の必要性」と「AIの防災対策へ

の活用」については、認識が一致し「計画

に位置づけ対応していく」（総務部長）とい

う答弁を得ました。 

GIGA スクール構想に基づいて国の予算約 3 億 2,000 万円を使って、市内

小中義務教育学校の全児童・生徒一人に一台のタブレット（5,448 台）、教職

員の分（430台）も含めて導入されることになりました。同時に校内には無線

LAN の環境が整備され、タブレット活用のためのシステムや機器も購入され

ます。そこでこのタブレット導入によるデメリットについて、教育委員会では

どのように議論され対策がとられているのか質問しました。 

家庭の経済状態によって教育格差が生じないようにするために、生活保護受

給世帯については、モバイルルーターなどタブレットを家庭で使う際に最低必

要な通信機器の支給またはレンタルの費用と通信費を含めて、国が実費支給す

ることを決めています。準要保護世帯（経済的に生活保護法の規定による保護

を受けている世帯に準ずる程度に困窮していると認められる世帯）については、

市が年間 1万円を支給することを決めています。 
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「子どもの健康への影響については、まだ十分検証できていないが、想定さ

れる問題に対しては十分予防措置を講じながら進めていくことが必要と考え

ている」（教育長）というので、「文科

省『児童生徒の健康に留意して ICTを

活用するためのガイドブック』には―

照明を、蛍光灯がむき出しの照明では

なく間接照明にすべき。電子黒板やタ

ブレットへの画面の映り込みを防ぐた

めに、廊下側にもカーテンを設置するべき。正しい姿勢で使うための机と椅子

は伸び縮みするもの。―等々書かれているが、そういう子どもたちがタブレッ

トを使う環境のチェックや整備のための予算は確保しているのか」尋ねると、

「環境については、学校薬剤師等も関係してチェックしているので、そこに

ICT 関係のことも加えて今後チェックしていきたい」（教育長）ということで

した。 

また教職員への過重労働については、「先行導入したみなみ学園の研究では、

子どもたちの方がすぐに使えるようになり、先生も子どもたちと共学びができ

ると言われている」「導入前から研修を始めており、リーダーになる先生も公

募でやる気のある先生を集め研究会を組織して進めている。その若くて力のあ

る先生が核になって進めていく」（教育長）という答弁で、ただでさえ忙しくな

っている教職員の状況が良くわかっていないことや、先生のやる気を利用して

事業の責任まで押し付けるようなやり方には問題を感じます。改めて若い先生

や ICT に長けた先生だけに負担がかからないように、各学校に ICT 支援員を

配置して、ICT の専門家と教職員が一緒に授業ができるような環境づくりと、

専門家か管理職がこの事業の責任者になるように求めました。 
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2021年 6月定例会 ニュースレター№85 

DX（デジタルトランスフォーメーション）とは、「デジタル技術を活用し、

組織内部はもちろん組織外や社会全体で情報を共有し、ネットワーク化するこ

とで、人々の生活をより良いものに変革していくこと」を指します。つまり DX

は、単なる「デジタル化」ではなく、企業のビジネスモデルや社会のあり方を

デジタル技術で変革していく取り組みです。ですから自治体や行政における

DX（デジタルトランスフォーメーション）とは、「データ化された情報を公開

し、官民が連携してそれらを活用しながら、社会の課題解決に役立てていくこ

と」を指します。例えば、住民の通勤や通学に関する情報を基に、公共交通機

関の運行ルートやダイヤをシミュレーションしたり、民間企業と行政が連携し

て保育サービスの需要を予測し、必要な地域に必要な育児支援サービスを提供

したりするというような取り組みが自治体ＤＸ（デジタルトランスフォーメー

ション）です。 

 

１,デジタル化…情報のアナログデー

タをデジタルデータで扱う 

▶「手書き文書」→「ワード文書」 

▶「手紙」→「インターネットメール」 

▶「ファイル綴じ」→「パソコン保存」 

２,ＩＣＴ…情報通信技術の進化により

情報の伝達と蓄積の方法を変える 

▶「電話・FAX」→「インターネット」 

▶「文書ファイリング」→「クラウド」 

３,ＤＸ（デジタルトランスフォーメーショ

ン）…単なる自動化やデジタル化でな

く、行政機関の職員の行動、組織の権

限・責任の変革を促すもの。つまりデ

ジタル化を活用した行政改革により、

行政サービスの質を向上させる 
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DX（デジタルトランスフォーメーション）により定型業務が効率化され、同

時に政策形成・意思決定の質の向上が図られます。よって行政組織も見直され

なければなりませんし、権限や責任のあり方も変わってきます。何よりもそこ

に働く人たちの働き方改革につなげていかねばなりません。 

定型業務とは、作業内容に一定のパターンがあり、いつも変わらない答えが

決まっている業務。例えば、毎月決まった日に請求書を作成して送付するな

ど。非定型業務とは、決まっている答えがなく、これまでの経験や判断、思

考力などから最適な提案をまとめる創造力を要する業務。例えば、企画や対

外的な折衝、新規事業の開発など。 

課題もあります。一つは業務の画一化・標準化が進めば、公共分野への競争

的性格が強まります。その結果民間委託や移譲等が進み、行政の責任や公共性

が曖昧にならないようにしなければなりません。また情報が横断的に管理され

るので、個人情報の保護や透明性が損なわれないようにしなければなりません。

さらには経済的理由やスキルの問題で生じる情報格差（デジタルデバイド）対

策も必要です。 

昨年 9月定例会の一般質問で、笠間市の DX（デジタルトランスフォーメー

ション）計画に、DXが単なる ICT化ではないことがわかるような記述がされ

てないので、内容の補足を求めましたが、総務部長から「計画の中にそういっ

た内容については謳っている」、さらに「DX計画を市民に広く共有してもらう

ことで、地域社会のデジタル化に対する市民意識を醸成していきたい」という

答弁がありました。新型コロナウィルス感染症の影響で、ＤＸについて市民と

共有する作業はなかなか進んでいません。またデジタルデバイド（情報通信技



- 36 - 

 

術を利用して恩恵を受ける者と、利用できずに恩恵を受けられない者との間に

生ずる、知識・機会・貧富などの格差）対策あたって、市民の情報リテラシー

（情報機器の基礎を理解し操作する能力・データを取り扱う能力）向上のため

には、講座開催だけでなく「講座を担う人材（デジタル活用支援員）の育成や

市民がいつでも相談できる窓口の設置の必要性」も言及しましたが、こちらも

具体的な取り組みはまだ進んでいません。 

 

2022年 6月定例会 ニュースレター№89 

本紙№85 でＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）について詳しく解

説しましたが、令和 3年度の進捗状況が報告されましたので、改めて DXの現

状と課題について述べます。 

自治体のＤＸは、これまでのデジタル化や ICTとは違い、「データ化された

情報を公開し、官民が連携してそれらを活用しながら、社会の課題解決に役立

てていくこと」を指します。例えば、住民の通勤や通学に関する情報を基に、

公共交通機関の運行ルートやダイヤをシミュレーションしたり、民間企業と行

政が連携して保育サービスの需要を予測し、必要な地域に必要な育児支援サー

ビスを提供したりするというような取り組みが、自治体のＤＸです。 

笠間市 DX計画の期間は、令和 2年 9月～令和 5年 3月ですが、可能な限

り令和 3年度末までに個別計画（68の個別計画で構成されている）を実現さ

せるとしていました。しかし実績は、68の個別計画のうち 44が完了（達成率

64.7％）し、17が継続中で、7つが取り下げられています。取り下げられた

計画は、代替措置を講じることで目的が達成できたり、計画に載せなくても、

国の法律によって義務化されたりしたものです。例えば「コンビニ交付ができ
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る証明書の拡大をするよりも、24 時間パソコンやスマホからオンライン申請

をした方が便利だから」という理由で、「コンビニ交付サービスの拡大計画」が

取り下げられています。 

国は「情報システムの標準化や行政手続きのオンライン化、マイナンバーカ

ードの普及促進、AI・RPAの利用促進、テレワークの推進、セキュリティ対策

の徹底などに重点的に取り組む期間」（令和 3年 1月～令和 8年 3月）を設定

し、さらに仮称「Gov-Cloud」（全国規模の共通クラウド）を令和 7年度まで

に構築し、基幹系システムを標準仕様に統一することをめざしています。 

基幹系システム→住民情報（住民基本台帳や戸籍等）・税務・国保年金・介

護福祉など。情報系システム→人事給与・財務会計・文書管理など。 

笠間市では「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」（本年 5 月

成立）を受けて、住民基本台帳、個人住民税、介護保険、国民健康保険、国民

年金など 20 業務について、「Gov-Cloud」で使えるように、国の標準仕様書

に合わせる作業（標準化）を行います。「Gov-Cloud」が提供する環境で、標

準化された基幹系システムを利用することで、開発、維持、改修等に要する経

費を削減することができます。複数のベンダー（IT 関連製品の販売業者）が

「Gov-Cloud」上で基盤となるサービスを提供し、各自治体はカスタマイズ（既

製品の一部を利用者などの希望や必要に合わせて作り変える）せずに利用する

ことができ、制度改正の際にも追加の費用負担せずにすみます。さらに、自治

体間のサービス連携も進みます。AI も学習データが増加するほど精度が向上

しますから、「Gov-Cloud」上の基盤を活用して、AIの学習データを共同利用

すれば、行政サービスの質的向上にもつながります。 
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令和 3 年から 6 年にかけて事務の運用見直しや、事業者との情報交換を行

いながら、準備を進める。令和 6年度以降、新システムの構築、既存のシステ

ムからのデータ移行、ネットワークの整備、新システムのテスト―という工程

が総務省から示されていますが、笠間市としては、本年度に移行計画を立案し

ていくことになっています。 

また、デジタル支所の開設や新型コロナウィル

スワクチンのネット予約、e-Tax（国税電子申告・

納税システム）の普及で、インターネットによる申

請や予約を利用する人が徐々に増えていますが、

それらを利用する際に必要なマイナンバーカード

の笠間市の交付率は、未だ 43.3％・32,455人（5月末現在）にとどまってい

ます。市役所にもマイナンバーカード申請やマイナ・ポイントの受け取り方の

相談窓口が開設されていますが、マイナンバーカードの取得やマイナ・ポイン

ト申請にお困りの方がいらっしゃいましたら、石松としおまでご相談ください。 

『石松としおのニュースレター№88』で報告した「石松としおが注目する新規

事業」のなかの、「笠間版デジタル田園都市モデル事業」のモデル地区に福原地

区が選定されました。人口（こどもの割合・高齢化率）、生活・産業（拠点や日

常生活につながる交通、健康福祉、買い物等関連施設の立地状況）、交流（交流

人口や関係人口を誘導する地域資源）―の３つの視点から福原に決まりました。 

関係人口とは、仕事や観光などで地域を訪れる交流人口や、地域に居住・

移住する定住人口とは異なり、地域と多様な関わりをもつ人々のことを指

す。二拠点居住をする人、地域にルーツや愛着がある人、例えば「地域協

力隊員」などが該当する。 
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石松としおは、これまで一般質問を通して「DX に対する市民意識の醸成」

と「デジタルデバイド（スマホやパソコンを通して恩恵を受ける者と、スマホ

やパソコンが使えず恩恵を受けられない者との間に生じる格差）対策」が課題

だと指摘してきました。しかし、どうしてもシステム整備の方が先行し、「市民

意識の醸成」や「デジタルデバイドの解消」が追いついていかないのが現状で

す。そこでモデル地区を選定して、デジタル技術を活用した買物や移動などの

実験を展開して、メリットを可視化（具体的に見えるように）したり、実際に

体験できる取り組みをしたりして、市内全域のサービスの充実につなげていく

のがこの事業の目的です。 

具体的には、スマートフォンの貸し出しなどデジタル環境を整備し、オンラ

イン情報提供などオンラインでの行政サービスを基本的な機能としながら、

「健康・福祉」「買物」「移動」「地域活動」の４つの分野のサービス導入実験が

公民連携で進められます。 

「笠間市スマートシティ・コンソーシアム」（市・NTT東日本他 8団体で構

成）が、この事業の総括機関となります。さらに具体的な取り組み実績のある

一般社団法人や金融機関とも、相談及びコーディネーターとして協力関係を結

んでいきます。個別のサービスについては、希望または必要な企業に参画して

もらうことになっています。 
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2020年 6月定例会 ニュースレター№81 

下水道の汚水処理にかかる経費は、公費で負担する部分を除き私費（使用料）

で負担すべきものとされています。ところが笠間市の下水道事業は使用料収入

では賄いきれず、毎年一般会計から約 3億円繰り入れてなんとか運営している

のが現状です。一般会計から繰り入れるということは、下水道を使用していな

い市民が収めた税金を充てるということですから、下水道を使用している市民

と使用していない市民の間に不公平が生じてしまいます。そこで下水道使用料

を値上げして、一般計からの繰り入れを削減しようというのが「下水道料金の

改定の検討」の中身です。しかしその値上げ幅に問題があります。「3億円の一

般会計からの繰り入れを解消するには、使用料金を 50％値上げしなければな

らない。1度に 50％の値上げは無理があるので、今回は値上げ幅を 15％（一

般会計からの繰り入れを約 9 千万円削減できる）程度とし、以後 5 年ごとに

経営戦略を見直して値上げ額を決めていきたい」と議会に説明されました。下

水道会計の健全化という意味では、値上げは避けられないのかも知れませんが、

事業開始以来 27 年間全く料金値上をしてこなかったことがどうだったのか、

先を見通して事業運営をしてこなかった経営責任が問われるところです。また、

使用料金の回収率や下水道の加入率、さらには建設費や維持管理費の効率化の

努力がどうだったのかも見極めていかなければなりません。下水道と同時に料

金改定が行われる農業集落排水事業については、使用料収入 7,100 万円に対

し、一般会計からの繰り入れが 3億 1,900万円ですから、もっとひどい状態
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です。値上げの是非だけでなく、下水道事業と農業集落排水事業の将来の見通

し含めてちゃんと議論していかなければなりません。 

 

2021年 12月定例会 ニュースレター№83 

新型コロナの関係で、1年遅れて来年の 4月から下水道料金が 15％値上げ

される予定です。公共下水道は地方公営企業法が適用されていますから、本来

は使用料で事業が賄われなければなりません。ところが一般会計から 9億円近

く繰り入れて成り立っているのが現状です。一般会計から繰り入れるというこ

とは市民の税金をつぎ込むということですから、下水道を使用している市民と

使用していない市民の間に不公平が生じるので、それを解消するために使用料

値上げをせざるを得ないのです。しかし「値上げしても、一般会計からの繰入

金は約 9,000 万円しか減らない」ことが、石松としおの質問を通して明らか

にされました。そこでどうするか？「5年後に経営状況を見て…」ということ

なので、このままだと 5年後にさらに値上げすることになります。 

それでも公共下水道の方は、1 ㎥当りの使用料収入が下水処理費用を 20％

上回っていますから、収益的収支（収益的収支→下水を処理するための収入と

支出、資本的収支→下水道施設などを整備するための収入と支出）は黒字にな

っています。つまり公共下水道事業は、下水管の敷設や更新、処理施設の管理・

更新にお金がかかっているため一般会計から繰り入れているということです。

ところが農業集落排水事業は、1 ㎥当りの使用料収入 161 円に対し、下水処

理料が 211 円もかかるという収益的収支自体が赤字構造になっています。今

回下水道料金と同じように 15％値上げしても、一般会計からの繰入金（約 3
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億 4,500万円）は、わずか 1,000万円しか削減されません。令和 5年度に農

業集落排水事業にも公営企業法が適用される予定なので、「公共下水道事業会

計」と「農業集落排水事業会計」が一本化されます。その際に収益的収支がど

うなるのか聞きましたが、「公共下水道に比べ農業集落排水の汚水処理原価が

高いことから、更なる収益性の悪化が予想される」（上下水道部長）という答え

しかありませんでした。 

「公共下水道は国交省、農業集落排水は農水省、合併処理浄化槽（し尿処理）

は環境省」と管轄が異なっています。平成 26年に３省が連携して持続的な汚

水処理システム構築に向けた「都道府県構想策定マニュアル」を作りました。

そこには「縦割り行政ではなく、市街地、農山村を含めた市町村全域で各種汚

水処理施設の効率的な管理運営」が提唱されています。「公共下水道、農業集落

排水、し尿処理を共同化する。さらに岩間と友部に二つある下水処理場を一つ

にする。農業集落排水と公共下水道の管をつなぐ。

し尿の投入施設を造って友部浄化センターで処理

する」いわゆる「笠間市の生活排水事業の共同化」

について提案したところ、「汚水処理施設は、公共

下水道が友部と岩間の２か所、農業集落排水が６

か所あるが、今後は施設の統廃合による汚水処理

の共同化や、処理場の運転管理の共同発注等によ

る経費削減等に努める。合併浄化槽等の汚泥の公共下水道処理施設への受入れ

については、現在の処理能力や新たな施設を増設する費用が必要なことから考

えていない」（上下水道部長）ということでした。 

また、国の指導に従って県が主導で「下水道事業の広域化共同化計画」（令和

4年度公表予定）を策定中ですが、新型コロナの影響で策定作業が遅れている
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ため、その内容について具体的なことは聞けませんでした。いずれにしても下

水道も農業集落排水も、このままでは料金値上げが青天井になってしまいます。

広域化や共同化によるスケールメリット（規模を大きくすることで得られる効

果や利益、優位性）を生かした、経営改善策が求められます。先送りすればす

るほど税金の無駄遣いになるので、スピード感をもって施策を実行するよう求

めていきます。 

 

2021年 9月定例会 ニュースレター№86 

来年の 4月から下水道料金を 15％値上げするための条例改正を行いました。

公共下水道会計は企業会計ですから、本来は使用料で事業が賄われなければな

りませんが、一般会計から 9 億円近く繰り入れて成り立っているのが現状で

す。一般会計から繰り入れるということは下水道を使っていない市民の税金も

含めてつぎ込むということですから、下水道を使用している市民と使用してい

ない市民の間に不公平が生じています。それを解消するために今回使用料値上

げをせざるを得ないということです。 

しかし今回値上げしても、一般会計からの繰入金は約 9,000 万円しか減ら

すことができません。このままだと 5年後にさらに値上げしなければなりませ

ん。公共下水道の方は、使用料収入が下水処理費用を 20％上回っていますか

ら、収支は黒字です。ところが農業集落排水事業は、使用料収入に対し、下水

処理費用の方が 30％以上も上回っており、赤字構造になっています。今回下

水道料金と同じように 15％値上げしても、一般会計からの繰入金（約 3 億

4,500万円）は、わずか 1,000万円しか削減されません。令和 5年度に農業
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集落排水事業にも公営企業法が適用されるので、「公共下水道事業会計」と「農

業集落排水事業会計」が一本化されます。その際に農業集落排水事業の赤字構

造についてどう解消していくのかが問われます。 

これまで石松としおは、一般質問を通して「生活排水事業の共同化」―①公

共下水道、農業集落排水、し尿処理の共同化。②岩間と友部に二つある下水処

理場を一つにする。③農業集落排水と公共下水道の管をつなぐ。④し尿の投入

施設を造って友部浄化センターで

処理する。―を提案しています。い

ずれにしても公共下水道も農業集

落排水も、このままでは料金値上

げが青天井になってしまいます。

広域化や共同化によるスケールメ

リット（規模を大きくすることで得られる効果や利益、優位性）を生かした、

経営改善策が求められます。先送りすればするほど税金の無駄遣いになるので、

スピード感をもった施策の実行を求めていかねばなりません。 

 

2022年９月定例会 ニュースレター№90 

総務省・農林水産省・国土交通省・環境省の連名で、令和４年度までに都道府

県単位で「広域化・共同化計画」を策定することが要請されていて、茨城県で

も「広域化・共同化計画」の策定作業（令和４年度末公表予定）が進められて

います。そのなかで今回各市町村の「広域化・共同化計画」を取りまとめるこ

とになり、笠間市でも今後の整備に関する基本方針がようやく明らかにされま

した。 
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【笠間市下水道事業の今後の整備に関する基本方針から】

1、公共下水道事業 

①計画全体の縮小…未整備区域を

計画区域から削除して計画自体を

縮小。削減する区域については、「生

活排水ベストプラン及び全体計画

見直し基礎調査業務」のなかで原案

を作成。 

※全体計画 2,813haの整備率は 53.9％、

認可区域 1,659haの整備率は 91.4％ 

②「浄化センターいわま」を「浄化

センターともべ」に統合（遅くとも

令和 14年度までに）。 

③「浄化センターともべ」をこのま

ま更新しながら使うのか、廃止して

広域化（県の那珂久慈流域下水道へ

接続）するのか長期的（令和１５年

度以降目標）に検討。 

2、農業集落排水事業 

①全体計画の縮小…整備が完了し

た６地区（市原・友部北部・枝折川・

北川根・安居・岩間南部）以外の未

着手の 10地区は廃止。 

②整備完了の６処理場については、

更新するか公共下水道につなぐか、

岩間南部は県の霞ケ浦湖北流域下

水道への接続をするか中長期的（令

和 10～15年度以降にかけて）に検

討。 

※この方針は５年ごとに見直され、汚水量

の動向や施設の状況、費用対効果について

検討し、実現性の高いものが採用されるこ

とになる。

因みに｢浄化センターいわま｣を「浄化センターともべ｣に統廃合した場合の

経済比較（令和２年度の実績に基づく）をみると、統合前の維持管理費（２処

理場で約２億 5,000 万円/年）を 3,000 万円/年以上減らすことができます。

接続するための管渠（地中に埋まっている排水管やその側溝）の建設費は約４

億 2,000 万円なので、建設費を経費削減額で割ると約１４年で相殺できる試

算となります。県の「広域化・共同化計画」がどのような内容になるのか、ど

こが計画区域から外されるのかなどについて、「笠間市生活排水ベストプラン」

の改定作業の中で検討されるので、しっかり見極めていかなければなりません。 
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2020年 12月定例会 ニュースレター№83 

この間、一般質問に「一問一答方式」の導入、本会議のインターネット配信

の開始、執行部の協力により県内トップで、議会・執行部同時のタブレット導

入を実現しました。また今般の庁舎大規模改修に当たっては、二元代表制を具

現化した「対面式の議場への改築」（県内唯一）、さらに委員会室の拡充など、

議会改革の努力が続けられています。私はその努力を止めることなく、今回の

ような感染症拡大にも対応できる「議会ＢＣＰ（議会業務継続計画）」の策定や

「議会基本条例」の制定など、市民に見える議会、市民から信頼される議会に

する努力をしていきます。 

国会議員のなかから内閣総理大臣が選ばれる「議院内閣制」の国と違って、

地方自治体は市長と市議会議員のそれぞれが市民の直接選挙で選ばれるとい

う「二元代表制」です。「市民を代表する市長と市議会が、相互の抑制と均衡に

よって緊張関係を保ちながら、市議会が市長と対等の機関として、市長の執行

を監視し、また積極的な政策提案を通して政策形成の舞台となる」ことが、「二

元代表制」の本来の在り方です。分かりやすく言うと、「市長と市議会は笠間市

という車の両輪であり、どちらかの車輪が大き過ぎたり、逆に小さ過ぎたりす

ると、笠間市という車は蛇行してまっすぐ前に進めない」ということです。私

は市議会が市長と対等に対峙するためには、議会としての意見を持てるように

ならなければならないと考えます。その為には、議員一人ひとりの考え方の違

いを認め合い、議会としての一致点を見出せるような議論や仕組みをつくって

いくことが必要です。 

議会制民主主義の基本は多数決、しかしその前提には「討論と説得」がなけ
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ればなりません。物事には必ず「表と裏」「正と反」があります。電流にプラス

とマイナスがあるように、正と反のバランスによって物事は前進・発展してい

きます。少数の反対意見であっても排除せずに、反対意見の中身に耳を傾ける

ことも時には必要だということです。 

議長の役割は、地方自治法第 104 条に「議場の秩序を保持し、議事を整理

し、議会の事務を統理し、議会を代表する」と書かれています。議会を代表し

て、中立かつ公平な職務の遂行に努めること、そして民主的かつ効率的な議会

運営を努めることが議長の最大の任務であります。私は各議員のみなさまと意

思疎通、議論をしっかりと図りながら、議会の議決機能・監視機能・政策提案

機能が円滑に発揮できるよう、議会運営に全力を尽くします。 

 

2021年 3月定例会 ニュースレター№84 

過去本会議中に議員がゴルフに行っていたことが新聞報道され問題になっ

たことがありました。今回の定例会で議員の欠席に関して、会議規則の一部を

改正しました。 

これまでは本会議と委員会に「事故のため出席できないときは…」となって

いたのを、「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助、その他のやむ

を得ない理由のため出席できないときは…」に改めました。これによって議長

に提出する欠席届の理由欄に、「都合により」ではなく、具体的な理由を書かな

ければならなくなります。 

また、「出産のため出席できないときは、日数を定めて…」を「出産のため出

席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14 週

間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、そ
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の期間を明らかにして…」と改めました。さらに請願を提出する際の請願者及

び紹介議員は押印が必要でしたが、押印を廃止し署名だけでよいように改正し

ました。 

2021年 6月定例会 ニュースレター№85 

BCPとは「Business Continuity Planning」の略で、日本語では「業務継

続計画」と言います。災害などの緊急事態が発生したときに、損害を最小限に

抑え、事業の継続や復旧を図るための計画のこと

です。行政側は、既に 2019年に策定しておりま

したが、議会では、議論はあったものの策定には

至っておりませんでした。6 月 16 日の全員協議

会で最終案を決定し、「笠間市議会業務継続計画」

（議会 BCP）が完成しました。 

議会 BCP には、被災により議会運営が一時停止した場合などを想定して、

非常時における議会や議員の役割を明確にしています。そして緊急時の組織体

制や議員・事務局職員の行動基準などを定め、議事・議決機関、住民代表機関

としての議会機能の維持又は早急な回復を図り、迅速な意思決定と多様な市民

の要望・意見に応えることを目指しています。今般の新型コロナウィルス感染

症拡大に際し、感染症が発生した場合の対応・行動基準も付け加えました。 

 

2022年 9月定例会 ニュースレター№90 

今定例会では「笠間市議会基本条例」も議決しました。「基本条例」は、議会

運営の原則や市民と議会、議会と市長の関係について、議会の基本姿勢を明文
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化したもので、市議会の最高規範となるものです。その前文には、「規定する二

元代表制の下、執行機関である市長との健全な緊張関係を保持しながら立法機

能及び監視機能を十分に発揮し、これをもって地方自治法の本旨の実現を目指

さなくてはならない」「議会及び議員は、より一層市民からの信頼に応えるた

め、積極的な情報の公開を通じて説明責任を果たし、議会諸活動への市民の参

加のもと、平等の権利を有する議員相互の自由かっ達な議論を展開しながら、

市政の論点を明らかにして、政策立案及び提言を積極的に行っていかなければ

ならない」と謳っています。 

また笠間市議会ならではの特徴は、①議員と市長等との関係として「本会議で

の一般質問は、一括質問一括答弁の方式、または一問一答方式のいずれかを選

択できる」としている、②多様性の尊重として「議会

活動と育児・介護等が両立できる環境整備等に努め、

多様な立場の市民の声が反映されることを求める」な

どと定めている、③情報通信技術の活用として「議会

は、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、情報通信技術の積極的な活用を図

る」と定めた―３点です。 

タブレットや対面式議場の導入、会議規則の改正、議会ＢＣＰの制定など、

個別の議会改革は進んでいましたが、その大元となる基本的な考え方・理念が

笠間市議会にはありませんでした。今後はこの議会基本条例に基づいて、不断

のない議会改革を進めていかなければなりません。 
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1、福祉と医療の充実で元気と笑顔のある笠間に 現状 改善 実現

「自殺対策基本法」に基づいた市の自殺対策とメンタルヘルス対策 ●

笠間市の小児・母子救急医療体制の整備 ●

笠間市の24時間介護体制の整備 ●

ライフステージに応じた支援ができる「笠間市発達障害支援方針」の策定 ●

「児童発達支援センター」の設置と「5歳児健診」の実施 ●

30人学級を小学校の全学年に ●

市内小中学校・幼稚園・保育園の全面耐震化 ●

保育所・学童保育の潜在的（隠れ）待機児童の解消 ●

小中学校の普通教室にエアコン設置 ●

小中学校トイレ洋式化の早期実現 ●

「笠間市いじめ防止条例」の制定 ●

ＮＰＯなどが担う「子ども食堂」や「学童保育」への支援事業の導入 ●

公共下水道の早期整備、生活道路の側溝整備や拡幅、計画的な幹線道路の整備 ●

危機管理室の充実強化と実効性のある「防災計画」「避難計画」の策定 ●

デマンドタクシーの土日運行など市民の要望を反映した「公共交通計画」の策定 ●

友部・岩間地区と笠間地区に分かれているごみ処理体制及びし尿処理の早期一本化 ●

消防団員確保に向け「消防団サポート事業」の導入 ●

意見公募手続き（パブリックコメント）条例の充実運用で市民参画の促進 ●

「総合窓口」や「ＮＰＯ・ボランティア支援センター」の設置 ●

笠間市情報公開条例に基づいて、議会や市役所の情報公開の促進 ●

「自治基本条例」「議会基本条例」の制定 ●

市民参画の「公共建築物中期資産管理計画」の策定で、税金の無駄遣いを無くす ●

むやみな大型店舗出店の抑制を求め、商店街の活性化と歩いて暮らせる街（コンパクトシティー）づくり ●

「文化振興基本計画」を策定し、笠間の文化を醸成 ●

女性や高齢者、障がい者、ニートなど、誰もが元気に働けるよう市の「就職相談窓口」の設置 ●

実効性のある「鳥獣被害防止計画」の策定とイノシシ被害対策の充実 ●

笠間の農業を守れる「農地中間管理事業」の展開 ●

　※ 国の法律や制度改正の後押しで実現したものもありますが、これが進捗状況です。

2022manifesto

この4年間の実績

2、笠間の未来を担うのは子どもたち

3、誰もが安心して安全に暮らせる環境づくり

4、市民参画で「誰もが主役」を実感できるまちづくり

5、笠間の特性を生かした産業の育成で活力あるまちに
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