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№85

６月１日から 16 日までの会期で開かれた第２回定例会では、笠間地区（旧笠間市）にある地区公民館
を「地域交流センター」に変更するための条例改正や、消防団消防ポンプ自動車（２台）購入契約、旧
南小学校跡に高等学校（私立）を設置するため「学校法人タイケン学園」へ施設と土地の無償譲渡（財産
譲与）、新型コロナウィルス感染症に係わる事業・東京オリンピックホストタウンのコロナ対策・「学
校法人タイケン学園」への事業負担金を含む「補正予算」など、上程された全ての議案が可決されました。
「南小学校跡の無償譲渡」や「タイケン学園への事業負担金約３億５千万円の支出」については反対があ
り、討論の後採決となりました。両議案とも「賛成 16：反対４」で可決しています。

３つの学校跡地の利活用が決まる！

旧笠間地区の小中学校統廃合により、旧東小学校・旧東中学校・旧南小学校の跡地（施設含む）の利
活用が検討されてきましたが、３カ所とも公民連携による活用が決まりました。少子高齢化で学校の
統廃合が進み、多くの自治体でその跡地の活用に頭を痛めています。放置されたまま「塩漬けに」なっ
ているところも少なくありません。
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南小学校跡地の利活用については、
「広域通信制高等学校」を設置する「学校法人タイケン学園」に無
償譲渡するための「財産の譲与」と市から「タイケン学園」への「設置負担（補助）金」を支出すること
に対して全協や定例会本会議で反対意見が出まし
た。今回いきなり出されたわけではなく、無償譲
渡を含めた施設及び土地の利活用案が令和元年９
月の議会全員協議会で報告され、議論を続けてき
ました。これまで出された主な意見は、①無償譲
渡する上に３億５千万円も補助を出す必要がある
のか、②学校経営がうまくいかなくて「タイケン学
園」が事業途中で撤退した場合のリスク管理−の２
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①については、旧南小学校校舎などの施設を市民活動に使えるように市で改修する場合、あるいは
施設を解体して更地にする場合には、２〜３億円の費用がかかります。それを考えると市にとって
３億５千万円の設置負担（補助）金は法外なものではないと思います。②については、
「タイケン学園」
と結ぶ事業実施協定の中に「譲渡契約締結後１年以内に事業を実施すること」
「施設等の利用制限と権
利移転等の禁止」
「利活用できない場合や事業を中止した場合の施設の現状復旧と無償返還」が入って
います。これによって「タイケン学園」は、旧南小学校跡を高等学校以外の事業には使えませんし、そ
の事業をやめるときは市に無償で返還しなければなりません。
また「タイケン学園」の法人自体に問題があるのではないかという疑義も出されました。確かに法人
設立当初（24 年前）は、いくつかの自治体ともトラブルがあったりましたが、現在は大学１校・高等学
校３校・専門学校８校・保育園 12 園等を経営する学校法人で、オリンピック選手を輩出するなどスポ
ーツでも様々な成果を上げています。宮城県東松島市では高等学校の新設に対し、
「タイケン学園」に
４億５千万円の補助を出して利活用事業が、さらには札幌市では整備費用の２億４千万円を負担し、
「タ
イケン学園」による市立大学サテライトキャンパスの利活用事業が進められています。

「公民館」が「地域交流センター」になったら何が変わるの？
笠間地区にある地区公民館のうち「稲田公民館」を除く 11 館を、
「地域交流センター」に変更すること
を決めました。
「公民館」は「社会教育法」に基づいて設置されるいわば「その地域の住民の教養と文化
を高めるための教育施設」と言えます。それが「地域交流センター」に変わることにより「社会教育法」
の適用から除外されるので、営利を目的とする活動もできるようになります。今までやっていた活動
に加え、例えば野菜などの有償提供（物販）、企業による地域貢献を目的とした研修会や会議の利用、
介護予防・日常生活支援総合事業（介護予防クラブやコミニティカ
フェなど）にも利用できるようになります。
東日本大震災で全壊した「稲田公民館」は、国の「公立社会教育
施設災害復旧費補助金」を使って新築したため、10 年以内に用途
変更（公民館→地域交流センター）した場合、国にお金を返さなけ
ればなりません。したがって補助金交付から 10 年過ぎる令和５年
度以降に「地域交流センター」に変更する予定です。

笠間市議会BCP（業務継続計画）を策定しました
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
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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。そして今般の新型コロナ
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。

「DX（デジタルトランスフォーメーション）」って何？
『ニュースレター№ 84』に「コロナ禍後を見据えて編成されている今年度予算の柱は、
『公民連携』と
『デジタル化』です」。そして「『公民連携』については『公民連携に係る基本方針』が、
『デジタル化』は
『デジタルトランスフォーメーション（DX）計画』が示されている」と書きました。№84では「公民連携」
について掘り下げましたが、今回は「デジタルトランスフォーメーション（DX）」について掘り下げて
みたいと思います。
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」

▶「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）

▶「手紙」→「インターネットメール」

…単なる自動化やデジタル化ではなく、行政機

▶「ファイル綴じ」→「パソコン保存」

関での職員の行動、組織の権限・責任の変革を

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

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

DXで自治体の何が変わるのか？
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なければなりません。
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。一方非定型業務とは、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
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の結果民間委託や移譲等が進むので、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。

市民意識の醸成とデジタルデバイド対策を
石松としおは、 昨年９月定例会の一般質問で、
DX について取り上げました。その際、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、
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石松としお

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「笠間市デジタル変
革宣言」の提案に対しては、
「宣言は市の外に発信する方法とし
て考えられるが、宣言ではなく 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）対策にあたって、
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。
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