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石松としお「議長」に選任される！
昨年 11 月 30 日〜 12 月 16 日の会期で開かれた「第４回定例会」で
正副議長の改選があり、石松としおが第９代笠間市議会議長に選
ばれました。
「議長」になると、自分の主張をするだけでなく議会
全体をまとめていかなければなりません。そのため一般質問もで
きないし、常任委員会委員にもなれませんが、逆に議会全体を見
られる立場になりますので、それを生かして議会改革を進めてい
ければと思っています。
「議長」という肩書はついても市議会議員
には変わりませんので、何かあるときはいつでも気軽にご相談く
ださい。また笠間市議会では、正副議長選挙前に候補者による「所信表明演説会」を開催しています。
「議
長公約」のようなものですが、石松としおは次のような所信表明演説をしました。

石松としおの所信表明（要旨）
新型コロナウィルス感染症拡大の収束がなかな

ット導入を実現しました。また今般の庁舎大規模

か見えないなか、笠間市でも市民生活や経済活動

改修に当たっては、二元代表制を具現化した「対

などに甚大な影響が出ています。生活支援や経済

面式の議場への改築」
（県内唯一）、さらに委員会

対策はもちろんのこと、子どもたちへの教育や健

室の拡充など、議会改革の努力が続けられていま

康二次被害などさまざまな課題に対して、市民の

す。私はその努力を止めることなく、今回のよう

みなさまの声や思いを、 きめ細かく丁寧に伺い、 な感染症拡大にも対応できる「議会ＢＣＰ（議会業
市政に反映させていくことが求められています。
新型コロナウィルス感染症拡大の現状を「コロナ
禍」としばしば表現されます。多くのみなさまが大

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。

変な状況にあるなか不謹慎な言い方ですが、一方に

国会議員のなかから内閣総理大臣が選ばれる「議

は「禍を転じて福となす」という諺もあります。
「コ

院内閣制」の国と違って、地方自治体は市長と市

ロナ禍」のなかで、日本の経済や政治の不十分さ、 議会議員のそれぞれが市民の直接選挙で選ばれる
欠点が明らかになり、その欠点を克服しようという

という「二元代表制」です。
「市民を代表する市長

動きも始まっています。
「デジタルトランスフォー

と市議会が、相互の抑制と均衡によって緊張関係

メンション計画」や「公民連携の導入」などはまさ

を保ちながら、 市議会が

にその一つです。議会もそのことをちゃんと見据え

市長と対等の機関として、

ながら、今後の活動を進めていくことが必要です。

市長の執行を監視し、 ま

この間、一般質問に「一問一答方式」の導入、本

た積極的な政策提案を通

会議のインターネット配信の開始、執行部の協力

して政策形成の舞台とな

により県内トップで、議会・執行部同時のタブレ

る」ことが、
「二元代表制」
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の本来の在り方です。分かりやすく言うと、
「市長

ラスとマイナスがあるように、正と反のバランス

と市議会は笠間市という車の両輪であり、どちら

によって物事は前進・発展していきます。少数の

かの車輪が大き過ぎたり、逆に小さ過ぎたりする

反対意見であっても排除せずに、反対意見の中身

と、笠間市という車は蛇行してまっすぐ前に進め

に耳を傾けることも時には必要だということです。

ない」ということです。私は市議会が市長と対等

議長の役割は、地方自治法第 104 条に「議場の秩

に対峙するためには、議会としての意見を持てる

序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、

ようにならなければならないと考えます。その為

議会を代表する」と書かれています。議会を代表

には、議員一人ひとりの考え方の違いを認め合い、 して、 中立かつ公平な職務の遂行に努めること、
議会としての一致点を見出せるような議論や仕組

そして民主的かつ効率的な議会運営を努めること

みをつくっていくことが必要です。

が議長の最大の任務であります。私は各議員のみ

議会制民主主義の基本は多数決、しかしその前

なさまと意思疎通、議論をしっかりと図りながら、

提には「討論と説得」がなければなりません。物事

議会の議決機能・監視機能・政策提案機能が円滑

には必ず「表と裏」
「正と反」があります。電流にプ

に発揮できるよう、議会運営に全力を尽くします。

第４回定例会報告
第４回定例会では、人事院勧告に基づき職員の期末手当を 0 . 05 ヶ月削減する条例、
「地球温暖化防止等
基金」
（温室効果化ガスの抑制や地球温暖化防止など市の環境施策を積極的に展開する為の基金）を「廃
棄物処理推進基金」に変えて、ゴミ処理施設の建設・更新等に使えるようにするための条例制定、市内
小中学校の全生徒（教員分も含む）に配布するタブレットを購入するための購入契約、指定管理者の契約
更新、各会計補正予算など、上程された議案は全て可決しました。
一般会計補正予算では、新型コロナウィルス感染症拡大に伴うイベント等の中止による芸術の森公園
の使用料が約 1 , 700 万円減収、さらに学校休業に伴う給食費約 3 , 600 万円が減収になっていることが明ら
かになりました。新型コロナ対策への寄付金から約3,300万円を充当して、感染症対策の為の高規格救急
車を購入するための補正も含まれています。市立病院会計補正予算では、新型コロナウィルス抗原検査
キットやコロナ感染患者に対応するための備品などの購入、PCR検査業務委託料等が増額されました。

指定管理者の決定内容

性を把握することができ、行政だけでは気づきに

▶ゆかいふれあいセンター→ ㈱サンアメニティ

くい課題を洗い出せるメリットがある。民間事業
者としても行政の方向性について事前に確認でき

５年契約
▶クラインガルテン→笠間市農業公社 １年契約

るほか、事業者としての意見や考え方を行政に直

▶北山公園→造園建設業協同組合 １年契約

接伝えることができる。

▶道の駅かさま→ ㈱道の駅笠間 ５年契約
▶芸術の森公園スケートパーク（今春完成予定）
→ ㈱ムラサキスポーツ

10年契約

※１年の短期契約になっているのは公民連携導入の
検討をするため、
「サウンディング市場調査」の対
象になっているから。
※「サウンディング市場調査」とは、公有資産の有効
活用に向けた事業を検討するに当たり、民間事業
者との意見交換等を通し、事業に対してさまざま
なアイデアや意見を把握する調査。公募により民
間事業者との直接対話を行う。市場性や実現可能

小中学校へのタブレット導入について
県の共同入札により購入します。

小学１〜５年……iPad（アイパッド）3,240台
小学６年〜中学３年… Chromebook（クロームブ
ック）2,638台
※ iPad は画面をタッチして操作するもので、いわゆ
る「タブレット」
。
Chromebookは、キーボ
ードで操作するいわゆる
「ノートパソコン」
。
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どうするの！？
15％値上げで解決しない下水道と農業集落排水の赤字構造
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 円も掛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。
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公民連携導入に当たっても「第三者評価システム」が必要不可欠
前述しているように、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。
※この他にも「新ごみ処理体制」と「合併特例債の現状と今後」について質問していますが、紙面の都合
上その報告は割愛させて頂きます。

「JR水戸線ワンマン化に伴う安全対策実施に関する要望決議等の採択を求める」請願は趣旨
採択となりました
国労・動労・JR東日本労組・鹿嶋臨海鉄道労組から出された上記請願は、
「請願事項に含まれる具体的な
設備改修をするには財源が必要となり、JR東日本の経営状況に左右されるところが大きく、笠間市議会と
しては、その実状に責任が持てる立場にないと判断する。しかし水戸線のワンマン化に当たり、利用者の安
全確保を求める願意（請願趣旨）は妥
当であり、十分理解できる」という理

あなたも『石松としおニュースレター』の読者登録しませんか

由から、
「趣旨採択」となりました。

読者登録していただくと『石松としおニュースレター』を毎号（年４回）

※「趣旨採択」とは、願意は妥当であ
るが実現性の面で確信が持てないと
いう場合に、不採択にはできないとし
て「趣旨には賛成する」という議決方

無料で郵送させていただきます。是非下記までお申し込みください。

ＴＥＬ／ＦＡＸ ０２９６−７８−３７３９
（留守の場合はFAXか留守電にお名前とご連絡先をお入れください）

Email：isimatu@poplar.ocn.ne.jp

法で、どちらかと言えば採択に近い。

石松としお

検索

石松としおのホームページはYahooやGoogle
などで検索できます。

石松としおの活動公開中
http://www.t-ishimatsu.com/
facebookやtwitterもご覧ください。

