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那珂市議会全員協議会記録 

開催日時 平成28年６月27日（月）午前10時 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席委員 議 長 中﨑 政長   副議長 遠藤  実 

議  員 大和田和男   議 員 冨山  豪 

 〃  花島  進    〃  筒井かよ子 

 〃  寺門  厚    〃  小宅 清史 

 〃  綿引 孝光    〃  木野 広宣 

 〃  古川 洋一     〃  萩谷 俊行 

〃  勝村 晃夫    〃  笹島  猛 

〃  助川 則夫    〃  君嶋 寿男 

〃  福田耕四郎    〃  須藤  博 

欠席委員 議 員 なし 

職務のため出席した者の職氏名 

     事務局長 深谷  忍  次 長 寺山 修一 

     次長補佐 横山 明子  書 記 小田部信人 

会議事件説明ため出席者の職氏名（総括補佐以上及び発言者） 

市 長 海野  徹   教育長 秋山 和衛 

副市長 宮本 俊美 

企画部長 関根 芳則  秘書広聴課長 小橋 聡子 

秘書広聴課長補佐 会沢 義範 

総務部長 川崎  薫  総務課長 川田 俊昭 

財政課長 茅根 政雄  財政課長補佐 飛田 良則 

会議に付した事件と結果概要 

     （１）議会運営委員会委員長報告 

        議案の追加について 

        平成２８年第３回定例会会期日程（案）について 

        結果概要：報告について了承 

     （２）追加議案について 

        議案第６６号 平成２８年度那珂市一般会計補正予算（第２号） 

        議案第６７号 人権擁護委員の推薦について 

        同意第 ５ 号 那珂市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

        選挙第 ６ 号 那珂市選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 

        発議第 １ 号 那珂市議会会議規則の一部を改正する規則について 

        結果概要：追加議案について説明あり 

議事の経過概要 （出席者の発言は以下のとおり） 

開会（午前９時59分） 
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事務局長 ただいまより全員協議会を開会いたします。 

初めに議長よりご挨拶をお願いいたします。 

議長 おはようございます。 

明日の最終日に向けましての追加案件が出ております。 

慎重なるご審議をお願いいたします。 

ご苦労さまでございます。 

事務局長 それでは、この後の進行は議長にお願いいたします。 

議長 開会前に連絡いたします。 

会議は公開しており、傍聴可能としております。 

また、会議の映像を庁舎内のテレビに放映しております。 

会議内での発言は必ずマイクを使用し、質疑・答弁の際は、簡潔かつ明瞭にお願いいた

します。 

携帯電話をお持ちの方は、電源をお切りいただくか、マナーモードにしてください。 

ただいまの出席議員は18名であります。 

定足数に達しておりますので、これより全員協議会を開会いたします。 

会議事件説明のため市長、副市長、教育長、ほか関係職員の出席を求めております。 

職務のため議会事務局職員が出席しております。 

議事に先立ちまして市長が出席しておりますので、ご挨拶をお願いします。 

市長 おはようございます。 

 本日は、ご多忙の中、全員協議会を開催していただきまして、誠にありがとうございま

す。 

また、連日ご審議を賜りまして、重ねてお礼を申し上げます。 

本日は、追加議案として提出いたします。 

議案２件、同意１件、計３件につきまして、ご説明をさせていただきます。 

慎重なるご協議をお願い申し上げまして、簡単ですが挨拶の言葉といたします。 

よろしくお願いいたします。 

議長 ありがとうございます。 

それでは、次第に従いまして議事に入ります。 

議会運営委員会委員長報告、議会運営委員会、君嶋委員長より報告をお願いします。 

君嶋議員 皆さんおはようございます。 

議会運営委員会の開催及び経過につきましてご報告いたします。 

先ほど議会運営委員会を開催いたしました。 

会議事件は、追加議案等について、平成28年第３回定例会についてであります。 

執行部からの追加議案等は、一般会計補正予算が１件、ほかに、人事案件が２件の計３

件でございます。 
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あす、最終日の定例会本会議において、日程に追加し、委員会付託を省略して、採決を

行うことに決定いたしました。 

この後、執行部より追加議案の説明があります。 

このほかに、議会提出案件として、選挙第６号 那珂市選挙管理委員会委員及び補充員

の選挙について。 

議会運営委員会提出案件として、発議第１号 那珂市議会会議規則の一部を改正する規

則の計２件を上程いたします。 

こちらについても、あすの本会議において、日程に追加し、委員会付託を省略して採決

を行うことに決定いたしました。 

内容は、事務局から説明させます。 

平成28年第３回定例会の会期日程（案）は、別紙のとおり決定いたしました。 

内容は事務局から説明させます。 

以上報告をいたします。 

よろしくお願いいたします。 

議長 はい、委員長の報告が終わりました。 

続きまして、事務局より補足説明があります。 

事務局お願いします。 

次長補佐 はい、それでは、私のほうから平成28年第３回那珂市議会定例会の会期日程案につ

きまして、ご説明いたします。 

お手元にお配りしました会期日程案をごらんください。 

第３回定例会でございますが、８月30日から18日間を予定しております。 

第１日目、８月30日火曜日が、開会から議案の上程説明まででございます。 

２日目が、８月31日、こちらは休会でございますが、議案の質疑通告締め切りが正午ま

でとなっております。 

３日目、９月１日が本会議で一般質問。 

続いて、２日金曜日も一般質問から議案質疑、議案の委員会付託、請願・陳情の委員会

付託でございます。 

その後、土日を挟みまして、９月５日は議事整理のため休会。 

９月６日から常任委員会でございます。６日が総務生活常任委員会、７日が産業建設常

任委員会、８日が教育厚生常任委員会でございます。 

その後、休会を挟みまして、９月15日木曜日が議会運営委員会と全員協議会、全員協議

会のほうで、追加議案の質疑等がございます。 

16日金曜日が本会議最終日でございます。 

委員長報告、質疑・討論・採決で閉会でございます。 

その下に書いてありますのが、８月19日金曜日が一般質問の通告締め切り。 
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８月23日火曜日が議会運営委員会、全員協議会、議案説明会を予定しております。 

以上です。 

議長 事務局から補足説明がございました。 

ご意見、ご質疑ございますか。 

     （なし） 

ないようですので、質疑を終結いたします。 

それでは、委員長報告のとおりと決定をいたします。 

続いて、追加議案等について、議案第66号 平成28年度那珂市一般会計補正予算（第２

号）について、執行部より説明を求めます。 

財政課長 財政課長の茅根です。 

ほか関係職員が出席しております。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

それは、議案第66号 平成28年度那珂市一般会計補正予算第２号についてご説明いたし

ます。 

平成28年度那珂市の一般会計補正予算第２号は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ21万2,000円を

追加し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ184億3,045万円とする。 

第２項 歳入歳出の歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、第１表 歳入歳出予算補正による。 

平成28年６月28日提出、那珂市長。 

６ページをお願いいたします。 

歳入になります。 

款、項、目、補正額の順に読み上げてまいります。 

２歳入 15款県支出金、３項委託金、一目総務費委託金、21万2,000円。 

次のページ７ページになります。 

歳出になります。 

３歳出 款、２款総務費、４項選挙費、４目参議院議員通常選挙費、21万2,000円。 

以上でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

議長 はい、執行部からの説明が終わりました。 

質疑、ご意見等ございますか。 

     （なし） 

なければ、以上で質疑を終結いたします。 

続きまして、議案第67号 人権擁護委員の推薦について、執行部より説明を求めます。 

市長 人権擁護委員の推薦について案でございます。 
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下記の者を人権擁護委員として法務大臣に推薦したいので、人権擁護委員法、昭和24年

法律第139号第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。 

お１人目は、那珂市北酒出49番地５、郡司雅子さん、生年月日は、昭和28年２月16日生

まれ。 

お２人目は、那珂市瓜連1,275番地、西野則史さん、昭和28年３月２日生まれでございま

す。 

提案理由につきましては、平成28年９月30日をもって２人の人権擁護委員が任期満了を

迎えるにあたり、水戸地方法務局長から候補者の推薦について依頼があったことから、郡

司雅子さん及び西野則史さんを新たに推薦しようとするものでございます。 

略歴等につきましては、２ページ、３ページに記載してございますので、ごらんいただ

きたいと思います。 

以上でございます。 

議長 人事案件につきましては、質疑等は省略させていただきます。 

ご了承をお願いいたします。 

続きまして、同意第５号 那珂市固定資産評価審査委員会委員の選任について、執行部

より説明を求めます。 

市長 はい、那珂市固定資産評価審査委員会委員の選任について案でございます。 

下記の者を那珂市固定資産評価審査委員会の委員に選任したいので、地方税法昭和25年

法律226号第423条第３項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

那珂市鴻巣1,346番地２、吉野四郎さん、昭和11年12月10日生まれ。 

平成28年６月28日提出。 

提案理由につきましては、那珂市固定資産評価審査委員会の吉野四郎委員が、平成28年

６月29日をもって任期満了となるため、再任しようとするものでございます。 

略歴等については、以下に記載してございます。 

よろしくお願いいたします。 

議長 人事案件でございます。 

質疑等は省略させていただきます。 

ご了承をお願いいたします。 

暫時休憩をいたします。 

執行部の皆様は、ご退席を願います。 

休憩（午前10時12分） 

再開（午前10時13分） 

議長 再開をいたします。 

次に、選挙第６号 那珂市選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について、事務局より

説明をお願いします。 
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事務局次長 それでは、私のほうからご説明をさせていただきます。 

過日、議員の皆様がたにお願いをしておりました選管の委員、それから補充員につきま

して、神崎、菅谷、後台、瓜連の４地区の中から議案の通りですね、選出をいただきまし

た。 

こちらにつきましては、あす提出予定でございます。 

案というものはついてございませんけれども、選挙第６号 那珂市選挙管理委員会委員

及び補充員の選挙について案でございます。 

委員のほうでございますけれども、まず１人目が、杉1364番地３、笹嶋信成さん。 

続きまして、菅谷2972番地６、寺門喜勝さん。 

東木倉422番地７、坂場實さん。 

瓜連1175番地、樫村正巳さん。 

この４名でございます。 

補充員つきましてはですね、杉の笹嶋勲さんが順位１番。 

菅谷1953番地、平野治さんにつきましては、順位２番。 

豊喰33番地９、上金康子さんにつきましては、順位３番。 

古徳101番地、佐藤賢二さんにつきましては、順位４番という順番でございます。 

こちらにつきましては、あす提出ということでございます。 

こちらの選挙につきましては、指名推選で行いたいと思います。 

指名の方法につきましては、議長において指名するということになりますので、ご協力

をよろしくお願いいたしたいと思います。 

以上でございます。 

議長 この委員会の委員も人事案件でございます。 

質疑等は省略させていただきます。 

ご了承をお願いします。 

続きまして、発議第１号 那珂市議会会議規則の一部を改正する規則について、事務局

より説明を願います。 

事務局次長 それでは、ご説明申し上げます。 

発議第１号でございます。 

那珂市議会規則の一部を改正する規則案でございます。 

こちらにつきましては、議会運営委員会の提出となります。 

提案理由でございますけれども、近年の男女共同参画の状況によりまして、男女共同参

画に考慮した議会活動を推進するため、及び定数見直しにより議員数を減員したことから、

会議録署名議員を減するため会議規則を改正するものでございます。 

１ページを見ていただきたいと思います。 

第２条及び第91条の追加でございます。 
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こちらにつきましてが男女共同参画を考慮した、議会活動を促進するため標準市議会会

議規則の一部改正があったために改正するものでございます。 

第88条につきましては、定数見直しによりまして、議員数を減員したことから、会議録

署名議員を減とするものでございます。 

こちらにつきましては、地方自治法123条によりまして、会議録署名議員につきましては、

２名以上となっていることから減員をするものでございます。 

以上でございます。 

議長 事務局の説明が終わりました。 

質疑、ご意見ございますか。 

古川議員 ちょっと質問なんですけども、出産のため云々という部分については、これは本人

のみということですか。 

つまり、妻がというふうに読み替えて、例えば男性であっても欠席できるというような

ことではないですか。 

事務局次長 私のほうからご説明させていただきます。 

これは議員のみ、本人のみということでございます。 

以上です。 

小宅議員 本人のみは当たり前で、別に何の意味もないと思うんですけども。 

出産なのに議会これるわけないですよね。 

事務局次長 こちらにつきましてはですね、来れるわけないということは、当たり前なんです

が、これは、欠席する場合には必ず欠席届を出さなくてはならないということがございま

す。その理由づけでございます。 

以上でございます。 

小宅議員 私はてっきり謀なにがしの議会ですね、妻の出産のために議長が辞職したというこ

とがあったので、そういうことがないようにということでの対策かと思ったんですけれど

も。女性がっていうことで限定であれば、大した意味がないと思うんですけれども、わざ

わざ入れる必要があるんですか。 

事務局次長 私のほうからご説明させていただきます。 

こちらにつきましては、市議会の標準会議規則の改正に伴って、那珂市につきましても

改正するというものでございます。 

以上でございます。 

小宅議員 であればもう少し議論を深めてですね、配偶者も認めるというようなことも検討し

てからの変更で十分だと思いますが。 

事務局次長 こちらにつきましてはですね、配偶者を認めるとそういったものにつきましては、

議会内の話し合いによって決まるものだということでございます。 

あくまでも、今回の改正につきましては、標準会議規則が改正されたということに伴っ
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て改正するものでございます。 

以上でございます。 

小宅議員 これは、今、変えなきゃいけないんですか。 

その検討した後、変えるということではだめなんですかね。 

事務局次長 こちらにつきましては、一応標準会議規則が変更されたということで改正するも

のでございます。 

その他のものにつきましては、議員さんの中でですね、いろいろもんでいただいて、会

議規則変えられるものについては、変えていっていただきたいというふうに考えておりま

す。 

以上でございます。 

小宅議員 でも、標準会議規則これ見ると25年ですよね。 

３年たっているんだと思うんですけれども、今、今回ここで変えなきゃいけないという

こともよくわからないですね。 

であればもうちょっと議論を深めた上での変更でよろしいんじゃないかなと思いますけ

れども。 

議長 暫時休憩します。 

     休憩（午前10時17分） 

再開（午前10時17分） 

議長 再開いたします。 

これは、全国議長会のほうの改定でもって、そういう通達といってはおかしいけども、

それなんで、それに那珂市も合わせてと。 

それで、今、小宅議員が言ったように、その他配偶者をどうするとか、それは、また議

運とか何かでもんでいただければと思いますので、とりあえず、今回はこれでよろしくお

願いします。 

花島議員 これで、意味をお聞きしたいのですけれど、あらかじめ日数を定めて、あらかじめ

委員長にという意味は、出産間近なって予定日前後を何日間か休むと、いう届という意味

でよろしいでしょうか。 

議長 はい、そうだと思いますけど。 

事務局次長 はい、そのとおりでございます。 

議長 ほかになければ、以上で質疑を終結いたします。 

続いて、委員長報告になります。 

総務生活常任委員会、勝村委員長より報告をお願いいたします。 

勝村議員 それでは、定例会期中の執行部からの報告案件につきまして、ご報告いたします。 

６月17日の総務生活常任委員会にて、執行部より６件の報告を受けました。 

一つ、那珂市公共施設等マネジメント計画 第１期行動計画について。 
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この第１期行動計画は、平成27年度から36年度までの10年間について、公共施設配置の

原則を踏まえた中で、個々の施設の中長期的な今後のあり方について策定するものです。 

委員会での質疑では、廃止計画に上がっている施設については、立て直す方向なのか、

それとも完全に廃止なのかなどの質疑がありました。 

執行部の答弁では、建物については、存続する限りは使用するが、大規模な修繕を行わ

ず、時期が来たら取り壊す方向であるとの回答がありました。 

二つ目、瓜連駅北側市有地等（旧日本サーボ株式会社瓜連工場跡地）の利活用について。 

瓜連駅北側市有地等の利活用についての中間報告となります。 

事業者選定委員会での審査の結果、最優先活用候補者が決定した旨の報告がありました。 

事業者については、社会福祉法人誠慈会、医療法人藤慈会藤井病院、株式会社クオンと

のことです。 

事業の内容としては、市有地のみ購入し、特別養護老人ホーム、クリニック、院外薬局

を平成30年８月に運営開始する予定とのことです。 

今後は、確実な実行について茨城県及び市の関係課と協議を進めていく旨の報告があり

ました。 

委員会の質疑では、前回白紙撤回した業者であるため、募集の経過についての質疑があ

り、執行部の答弁では、再募集については、広く公平に募集を行ってきた、今回、同じ事

業者であるが、実効性などを十分検討し選定を行っているとの回答がありました。 

三つ目でございます。旧那珂核融合研究所西地区のガス発電事業について。 

西地区のガス発電事業において事業者の変更があり、那珂パワービレッジ株式会社より、

今回、株式会社那珂瓦斯発電所に事業者が変更になるとのことです。 

委員会での質疑では、工事の進捗状況についてなどの質疑がありました。 

工事の進捗状況については、立木の伐採と、粗造成が済んだ状況です。また、東京ガス

の配管については、敷地内まで進んでいるため、今後、建築確認等の手続を行い、８月ご

ろから工事に入り、来年の７月ごろに売電開始予定とのことです。 

四つ目でございます。那珂市子育て世帯等住宅取得助成金交付要綱の制定について。 

那珂市まち・ひと・しごと創生総合戦略の一環として、子育て世帯等の定住化を促進し、

活力ある元気なまちづくりを推進するために、市内に新たに住宅を取得する費用の一部を

助成する那珂市子育て世帯等住宅取得助成金交付要綱を制定するとのことです。 

制度の概要の説明では、助成が受けられる対象者や住宅の条件、助成金の額などの説明

がありました。 

そのほか、市内の金融機関と金利優遇住宅ローン取り扱い開始に向けて協議を進めてい

るとのことでございます。 

委員会での質疑では、当初要綱に記載されていた助成条件の自治会加入者を削除したこ

とについて質疑がありました。 
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執行部からは、この件に関しては、いろいろと議論をした後、弁護士に相談した結果、

要綱に自治会加入という条件を入れることは望ましくはないとの意見があったため削除し

た。今回、条件からは削除となるが、今後、配布予定の制度案内等のパンフレットでは、

自治会加入について推進していきたいとの答弁がありました。 

五つ目でございます。原動機付自転車オリジナルナンバープレートの作成及び交付につ

いて。 

那珂市のイメージアップ及びＰＲを目的に那珂市のマスコットキャラクターであるナカ

マロちゃんのデザインを用いたオリジナルナンバープレートを導入するとのことです。 

導入については、50ｃｃ用のナンバープレートのみで、今後、広報なか、ホームページ

などで周知を行い、交付については、本年10月を予定しているとのことです。 

六つ目です。那珂市ペット霊園の設置等に関する条例案について。 

この条例案につきましては、ペット霊園の設置及び管理について適切な措置を講ずるこ

とで、ペット霊園と近隣住民とのトラブルを未然に防ぐことが目的です。 

今後、パブリックコメントを実施した後に、第３回定例会に上程する予定とのことです。 

総務生活常任委員会の報告については以上となります。 

よろしくお願いします。 

議長 委員長報告のとおりです。 

よろしくお願いをいたします。 

続きまして、産業建設常任委員会、寺門委員長より報告をお願いします。 

寺門議員 それでは、産業建設常任委員会から報告をいたします。 

平成28年５月26日及び６月20日に常任委員会を開催しておりますので、そのときの報告

でございます。 

閉会中及び第２回定例会期中の執行部からの報告案件につきまして、ご報告いたします。 

５月26日は農政課、６月20日は都市計画課、下水道課から、計３件の報告を受けており

ます。 

最初にですね、１番目、地方創生加速化交付金による米ゲル技術を活用した商品開発に

かかわる今後の取り組みについて。 

前定例会で報告がありました米ゲル技術の活用について、閉会中に追加の報告を受けて

おります。 

米ゲルはさまざまな加工が可能ですけれども、那珂市においては、試食会や食品イベン

トにて好評だった米ゲルによるアイスを主力として、試験開発、試験販売を行っていくと

いうことでございます。 

この事業は、国の地方創生加速化交付金を活用した事業ということで、必要な機器の整

備のほか、商工会にお願いしております製品開発への補助などに充てられるということで

ございます。 
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なお、この事業での不足分が今回の補正予算として計上されております。 

委員からは、生産者が材料となる米の品種を安定して生産してくれのかという点につい

て懸念する声があり、現状では、課題が多い点が強く指摘されました。 

これに対し、執行部からは、十分に研究、検討しながら進めていくとの答弁がありまし

た。 

次に、２番目、那珂市区域指定についてでございます。 

目的は、人口減少により既存集落のコミュニティの存続が危ぶまれる状況から、那珂市

都市計画マスタープランをもとに区域指定制度を導入するものでございます。 

那珂市では市街化区域からおおむね１キロの範囲を除いた第12号区域ですね、これに限

り指定を行います。 

指定要件としまして、幅員5.5メートル以上の道路があること、排水施設が適当に配置さ

れていること、水道法の認可を受けた水道事業の区域であることなどが挙げられており、

既存インフラを有効活用する方針で指定を行うとのことでございます。 

また、土砂災害区域、農振農用地及び第１種農地、保安林区域は除外されます。 

委員からは、第12号区域のみしか指定しないことへの疑問の声や、本当に困ってるとこ

ろに整備が行き届くようによく検討して行なってほしいという意見がございました。 

これについては、９月の定例会前にですね、ご報告をいただくことになっております。 

３番目、那珂市下水道事業地方公営企業法適用基本方針についてでございます。 

これについては、国からの通知によりまして、公共下水道事業について公営企業法を適

用すること、農業集落排水事業についてもできる限り移行することが要請されましたこと

から、那珂市の下水道事業及び農業集落排水事業について公営企業法を適用するものでご

ざいます。 

適用時期は平成32年４月１日からでございます。これにより、具体的にはそれぞれの会

計が企業会計となり、職員の身分も企業職員という扱いとなります。 

委員からはですね、この方針の目的や効果といった部分の内容に、既に下水道が整備さ

れていることを前提とした記述が目立つという点について指摘があり、下水道未整備地区

が多いこの那珂市で有効なのかという疑問の声が強くありました。 

また、今後の整備計画や予算取りも含め、しっかりとこれはですね、住民に対する説明

もきっちりと行うということも含めまして、行っていくように要望する意見も出されてお

りました。 

以上、ご報告いたします。 

委員長報告が終わりました。 

議長 この委員会に付託された、その区域指定。 

それ、もし、お聞きしたいことがあれば。 

大丈夫、今、委員長の。 
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笹島議員 これ、何なの第12号区域の指定、これ、12号区域ってなんなの。 

寺門議員 市街化調整区域ですね。いわゆる。 

今、市街化区域と市街化調整区域がございますが、それを市街化調整区域12号です。 

もう一つ11号というのがあるんですけれども、これは、市街化から１キロのところ、周

辺１キロ以内のところを11号と言いますけれども、それを除いたところですね、12号区域

は。 

都市計画課で、また、詳しい話はね。 

議長 非常に議員さん誰もがね、興味のあるようなんで、都市計画課が担当ですので、わから

ないところがあったらよく説明を受けてください。 

寺門議員 我々、産業建設常任委員会としてはですね、12号地域というのは、目的とするのは、

その少子化防止で、やっぱり定住人口をふやして活性化はかりましょうよっていうことな

ので、いろいろ、そのきちんと説明ができるようにということもあわせて８月の上旬です

ね、再度、我々のお願いした検討事項も含めて、回答をいただくように、また、予定をし

ております。 

笹島議員 そうすると。今、言っていた、市街化区域っていうのが、人口フレームってあるで

しょう。何割以上ならない、何パーセント以上ならないと。今、言っていた、満たないと

80か70かな、あるんですよね。その一つの件のね、一つの案として、案というか、そうい

う規制のものがね。今、言っていた、区域指定かなこれね、要するに、あらゆるとこをそ

ういうふうにしてしまったら、市街化区域というとこが要するに、今、言っていた第11号

でも第12号でもいいんですけど調整区域ね、無秩序になってしまうっていう、そういう懸

念もある。そこはどういうふうに考えているのかな、そういうのは。 

寺門議員 こないだの回答ではですね、都市計では、要するに空洞化しないようにね、きちん

とやっていきましょうという回答がありました。 

笹島議員 今のところそういう大枠な話で、私は進み過ぎたわけだね、話が。 

寺門議員 空洞化ならないように、それは手をうっていきますよって話はしています。 

議長 この件については、９月の議会にしっかりした案が出てくるといういうことです。 

それから、個人的に聞きたいときには、都市計画のほうでよろしくお願いいたします。 

続きまして、教育厚生常任委員会、古川委員長より報告をお願いします。 

古川議員 それでは、教育厚生常任委員会からご報告を申し上げます。 

６月21日に開催いたしました教育厚生常任委員会において、執行部から説明がありまし

た案件についてご報告をいたします。 

生涯学習課から１件、学校教育課から１件の説明がございました。 

初めに、生涯学習課より、かわまちづくり支援制度の活用について説明がございました。 

以前から要望のありました河川敷のグラウンド整備について、かわまちづくり支援制度

を活用し、戸多地区の那珂西大橋南側の河川敷に防災訓練の場を兼ねた多目的広場、環境
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教育を行う水辺ふれあい場などを整備するということです。 

これから協議会を設立して意見をまとめて国に申請し、採択後に国が造成等を行い、市

が附帯設備等の整備を行う計画となっています。 

委員からは、サッカーの公式戦ができる規模のグラウンドを要望する意見が出たほか、

いろいろな団体が競技大会を開けるような整備ができれば、活性化にもつながるという意

見がございました。 

執行部からは、国の制度を利用して整備を行うため、申請にあたっては、防災や環境教

育など多目的な用途を求められており、詳細については、今後、協議会において検討され

ることになるとの回答がございました。 

この河川敷の整備計画は、みんなが待ち望んでいたものなので、今回の委員会での意見

も考慮していただいき、協議会で十分に検討し、しっかりとしたプランニングをしてほし

いという要望をいたしました。 

次に、学校教育課から６月２日に発生した給食の異物混入事案について、混入していた

金属片の調査結果についての報告がございました。 

調査は、茨城県工業技術センターに依頼し、混入した金属片と、給食センターで食材を

まぜるときに使用するフォークの一部を分析した結果、両方ともステンレス鋼材ＳＵＳ304

である可能性が高いということでした。 

このＳＵＳ304は、ステンレスの中で１番多く流通しているものであり、混入していた金

属片が、確実にフォークと同一であるとは特定できなかったものの、その一部ではないか

と推測されるとのことでした。 

しかし、発見時に、金属片が液状のヨーグルト和えの表面に浮いていたことから、調理

中の混入と断定できない部分があり、現在は、調理器具のメーカーに調査を依頼中である

とのことでした。 

委員からは、危機管理マニュアルでは、異物混入発見時の対応として、給食をとめるこ

とになっているが、それが徹底されていないことについて質疑があり、執行部からは、過

去の１例目については、給食センターでの検食時に発見したため、給食をとめることがで

きたが、今回も含め、ほかの３例では、学校での配膳時に発見されたため、異物を取り除

き、そのまま食べる対応となりました。各学校には再度、マニュアルの徹底について周知

しており、今後、校長会でも話をしていくという回答がございました。 

ほかに、調理器具の耐用年数に基づいた管理の徹底を求める意見や発見のタイミングに

よっては、給食をとめることが難しい場合もあることから、異物混入事故を起こさないた

めの努力を最優先にすべきであるという意見がございました。 

以上報告いたします。 

議長 委員長の報告のとおりでございます。 

よろしくお願いをいたします。 
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続きまして、原子力安全対策常任委員会、笹島委員長より報告をお願いします。 

笹島議員 ５月19日の原子力安全対策常任委員会の開催及び経過について、ご報告いたします。 

初めに、原子力関連事業所の年間事業計画ですが、今回は、那珂核融合研究所、三菱マ

テリアル株式会社、三菱原子燃料株式会社、日本原子力発電株式会社の４社から報告を受

けております。 

まず、那珂核融合研究所ですが、本年度は、ＪＴ－60ＳＡの真空容器への断熱板の取り

つけ作業を完了して、トロイダル磁場コイルの取りつけ開始をしていく予定とのことです。 

なお組織改革により、本年度から那珂核融合研究所は量子科学技術研究開発機構の所管

となりました。業務内容は変更ありません。 

三菱マテリアル株式会社、三菱原子燃料株式会社については、いずれも核燃料の加工・

製造業務は停止しております。事業所内でこれまでに発生した廃棄物を保管しているため、

定期的な点検、巡視を行いながら、必要があれば速やかに廃棄物の容器を交換するなど、

安全管理の徹底に努めるということです。また、新たな廃棄物の発生の抑制、既にある廃

棄物の減容、焼却・圧縮などを引き続き行っていくとのことです。 

日本原子力発電株式会社では、基本的に昨年度の事業を継続しております。 

東海発電所は廃止措置のための熱交換機器の解体工事を進めていくということです。第

二発電所は設置変更許可申請はまだ途中であるため、施設の維持管理に努めていくという

ことです。 

新たな燃料の輸送計画はありませんが、解体工事による廃棄物や使用済み燃料があるた

め、安全管理を徹底していくということです。 

次に、気体廃棄物の放出状況ですが、いずれの事業所も放出管理目標を下回っており、

適正に管理されているとのことでした。 

最後に、広域避難計画策定の進捗状況について説明がありましたので、ご報告いたしま

す。 

今回の主な進展として、筑西市、桜川市の具体的な避難先の施設が示されました。今後、

実走を行って避難先までのルートを直接確認した後に避難所のマップを作成して全世帯に

配布する予定ということです。 

委員からは、スムーズな避難のため、ＰＡＺ、ＵＰＺのそれぞれの圏内の自治体同士で

調整をしないのかという質疑がありましたが、なるべく同じ避難ルートを通らないように

ルート設定しているという答弁がありました。 

また、地域のつながりがは学区単位であることも多いため、避難先を学区ごとに分ける

ことも検討してほしいという意見もありました。 

以上報告いたします。 

議長 委員長の報告のとおりでございます。 

よろしくお願いします。 
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議長 続きまして、議会広報編集委員会、小宅委員長より報告をお願いします。 

小宅議員 次号、那珂市議会だより第50号の一般質問の記事につきまして、ご案内を申し上げ

ます。 

先週、一般質問の原稿依頼をお送りさせていただきました。 

６月３日の全協でもご連絡させていただきましたが、今回、締め切りが早まっておりま

す。 

再度ご連絡させていただきます。 

一般質問原稿の締め切りは、７月１日金曜日の正午とさせていただきます。 

粗原稿は６月29日水曜日に配布でございますので、なか３日しかございませんが、ご協

力のほうよろしくお願いいたします。 

なお、原稿データですね、ｗｏｒｄで作成した方は、作成可能な原稿用紙のデータをご

用意しますので、議会事務局のほうまで申し出てください。 

このたび、スケジュールがちょっと詰まっておりまして、ご迷惑をおかけしますが、原

稿、関連資料あわせまして、必ず期限厳守でお願いいたしますよう、よろしくお願いいた

します。 

以上です。 

議長 今、小宅委員長のほうから報告がありました。 

日にちがないそうでございます。 

一般質問をして大変なところですけれども、原稿の協力、締め切り協力によろしくお願

いをいたします。 

委員長の報告のとおりでございます。 

よろしくお願いをいたします。 

これにて、全員協議会を閉会といたします。 

ご苦労さまでございました。 

閉会（午前10時42分） 
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