
－1－ 

那珂市議会全員協議会記録 

開催日時 平成28年11月22日（火）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     

欠席委員 議 員 須藤  博 

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 

総務部長 川崎  薫  総務課長 川田 俊昭 

総務課長補佐 渡辺 荘一 

財政課長 茅根 政雄  財政課長補佐 飛田 良則 

保健福祉部長 大部 公男 

介護長寿課長 平松 良一 介護長寿課長補佐 池﨑 みち子 

上下水道部長 石井  亨 

下水道課長 植田 孝二 下水道課長補佐 箕川  覚 

     水道課長 助川 啓治  水道課長補佐 鹿志村 則男 

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 

平成２８年第４回定例会について 

        結果概要：報告について了承 

     （２）人事院勧告に伴う関係条例の改正及び各種会計補正予算について 

議案第７８号 那珂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

議案第７９号 那珂市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関す 
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る条例の一部を改正する条例 

議案第８３号 平成２８年度那珂市一般会計補正予算（第６号） 

議案第８４号 平成２８年度那珂市国民健康保険特別会計（事業勘定） 

補正予算（第２号） 

議案第８５号 平成２８年度那珂市下水道事業特別会計補正予算（第２ 

号） 

議案第８６号 平成２８年度那珂市農業集落排水整備事業特別会計補正 

予算（第２号）                       

議案第８７号 平成２８年度那珂市介護保険特別会計（保険事業勘定） 

補正予算（第２号） 

議案第８８号 平成２８年度那珂市上菅谷駅前地区土地区画整理事業特 

別会計補正予算（第１号） 

結果概要：執行部より説明に対して質疑あり 

     （３）介護報酬不正請求返還請求処分取消訴訟について 

        結果概要：執行部より説明に対して質疑あり 

     （４）閉会中の常任委員会調査等案件の報告について 

        産業建設常任委員会委員長報告 

原子力安全対策常任委員会委員長報告 

結果概要：報告について了承 

議事の経過概要 （出席者の発言は以下のとおり） 

     開会（午前 10時 09分） 

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。 

   １週間後に第４回の定例会を控えましての全協でございます。それから、議運の会議が

おくれましたことをおわび申しあげます。 

   執行部からたくさんの議案の提案がございます。慎重なるご審議をお願いし、ご挨拶と

いたします。よろしくお願いします。 

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 開会前にご連絡いたします。 

   会議は公開しており、傍聴可能となっております。 

   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をい

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。 
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   ただいまの出席議員は 17 名であります。欠席議員は須藤議員の１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、外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。ご苦労さまでございます。 

   皆様には、平素より市政運営につきまして各段のご配慮をいただきまして、厚く御礼を

申しあげます。 

   また、先ほど福島県沖を震源とする地震がありましたが、那珂市内においては震度４で

ございました。防災課では６時 15 分から状況調査をしておりますが、今のところ特段の

被害は確認されておりません。今調査中でございます。 

   国内には 2,000の活断層がありまして、現在活動期にあります。また、火山は 110の活

火山で、そのうち 47が活性化していると言われております。今後 50年間この状況が続く

というふうに言われておりますので、今後とも災害時の即応体制を敷いていきたいという

ふうに思っております。 

   さて、本日の全員協議会におきましては、第４回定例会の会期日程等についてご審議を

いただくことになっております。あわせまして、人事院勧告に伴う関係条例等及び訴訟の

件につきましてご説明を申しあげます。慎重なる審議をお願いいたしまして、簡単でござ

いますが、ご挨拶とさせていただきます。 

議長 ありがとうございました。 

   それでは、次第に従いまして、議事に入ります。 

   議会運営委員会報告、君嶋委員長よりお願いをいたします。 

君嶋議員 議会運営委員会の開催及び結果につきましてご報告いたします。 

   先ほど議会第２委員会室におきまして、議会運営委員会を開催いたしました。先ほども

議長から話がありましたように、少し時間がおくれまして、申しわけありませんでした。 

   会議事件は、平成 28 年第４回定例会について審議をいたしました。提出予定議案等は

全体で 22 件です。内容は、専決処分等の報告が２件、条例の一部改正や補正予算などの

議案が 20 件です。いずれも第４回定例会中に上程し、人事院勧告の給与改定に関する議

案８件については、12 月１日から適用される必要があるため、定例会初日に本会議で審

議し、採決まで行うこととします。 

   それ以外の議案については、委員会付託表のとおり、各常任委員会に付託し審議するこ

とに決定いたしました。 

   全員協議会付議案件は８件であります。このうち７件は人事院勧告に関する説明案件と

なります。 

   提出されている請願・陳情は、請願２件であります。取り扱いについては、請願・陳情
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文書表（案）のとおり決定をいたしました。 

   一般質問は、10 名の議員から通告がありました。第４回定例会においては、一般質問

の日程を２日間とし、12 月１日５人、12 月２日５人とし、実施することに決定をいたし

ました。 

   以上の決定事項により、定例会の会期日程案は別紙のとおり、11 月 29 日から 12 月 16

日までの 18日間とすべきものと決定をいたしました。 

   その外に、茨城県市議会議長会主催の平成 28 年度第２回議員研修会の議員派遣につい

て審議をいたしました。研修会には、これまで４常任委員会と議会運営委員会から各１名

の計５名の議員を派遣していましたが、議員数が減少したことを考慮し、総務生活、産業

建設、教育厚生の各常任委員会から１名を選出して３名とすることとし、参加希望がそれ

を上回る場合は、５名を上限として派遣することといたしました。それに合わせ、申し合

わせ内規を修正いたします。 

   なお、研修会の出席者については、会期中の常任委員会において選出をお願いいたしま

す。 

   また、毎年２月に実施しております横手市議会の友好訪問ですが、こちらも派遣人数を

見直し、今回は議長と各常任委員長及び議会運営委員会委員長の６名とすることに決定を

いたしました。 

   なお、この２件の議員派遣については、定例会最終日の本会議で議決する予定でありま

す。 

   続いて、本日資料をお配りしてありますが、全国市議会議長会から、地方議会議員の厚

生年金への加入を求める意見書の提出等について依頼がありました。この内容については、

事務局から、この後説明をさせます。 

   続いて、11月９日に開催した議会運営委員会について報告いたします。 

   10 月に開催した議会報告会のアンケート結果について、事務局から報告がありました。

議会報告会については、皆様のご協力により、無事終了することができました。大変お疲

れさまでした。 

   今回は、開催時間を午前中に変更したわけですが、依然として参加者の減少、年齢層の

固定化などの問題があり、今後の報告会の実施方法について、改めて検討していくことと

しました。 

   アンケート結果については、お手元にお配りしておりますので、ごらんをいただきたい

と思います。 

   報告会についてご意見がありましたら、随時、議運のほうにお寄せいただきたいと思い

ます。 

   また、報告会の記録については、今回から広報編集委員会に担当していただきました。

でき上がった記録をもとに、会期中の常任委員会で市民から出た意見のうち、所管の部分
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についてご検討いただきますようお願いをいたします。 

   同じく、９日の議運においてお配りした資料のとおり、議長から文書による諮問があり

ました。内容は、一般質問の執行部との調整について、定例会開会前日までに終了すると

いう申し合わせ内規の趣旨が徹底されておらず、議会運営に混乱を招くおそれがあるため、

徹底していただきたいというものです。 

   委員会で協議した結果、申し合わせ内規は遵守すべきであるという結論に至りましたの

で、議員各位におかれましては、この点について十分留意の上、一般質問の執行部との調

整は、定例会開会の前日までに終了するよう徹底をお願いいたします。 

   以上、報告をいたします。 

議長 続いて、事務局より補足説明があります。 

次長補佐 それでは、私のほうから補足で説明をさせていただきます。 

   本日お配りいたしました議運と全協共通の資料、第４回定例会の議案一覧というものを

ご用意お願いいたします。 

   提出議案につきましては、一覧のとおり、報告が２件、議案が 20 件、そのうち人事院

勧告に関連する議案が網かけとなっているもの８件となっております。専決処分の報告案

件２件のうち、報告第 13 号につきましては、委員会付託を行わず、本会議での報告をも

って終了となります。 

   資料の２ページにいきまして、常任委員会協議報告案件については、総務生活の案件が

４件、産業建設が２件、教育厚生が１件となっております。この外に原子力の案件が３件

ほど追加で出る予定になっております。 

   その下の全員協議会付議案件でございますが、１番から７番までが人事院勧告に関連す

るもので、この後説明をいただきまして、29 日の定例会初日に上程し、その日のうちに

採決まで行います。こちらの 29日採決分の議案につきましての議案質疑通告は、11月 25

日金曜日正午締め切りとなっております。 

   ８番につきましては、急ぎの案件ということで、本日全員協議会の報告案件となりまし

た。この後説明がございます。 

   議案等の委員会付託につきましては、３ページの委員会付託表案をごらんください。 

   付託される議案は、表にありますとおり、12 月６日の総務生活常任委員会が４件、７

日、産業建設が６件、８日、教育厚生が５件となっております。 

   続きまして、４ページ、請願・陳情の委員会付託についてでございます。 

   こちらが請願の文書表案でございます。 

   今回の締め切り日までに提出されましたのが請願２件でございます。請願第４号 奨学

金制度の改善と教育費負担の軽減に関する意見書の採択を求める請願、ひたちなか市の日

本労働組合総連合会茨城県連合会常陸野地域協議会より提出されました。紹介議員は笹島

議員でございます。付託委員会案は教育厚生常任委員会です。 
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   請願第５号 後期高齢者の保険料軽減特例の継続を求める意見書の提出を求める請願、

こちらは水戸市の茨城県社会保障推進協議会より提出されました。紹介議員は花島議員で

ございます。こちらも教育厚生常任委員会付託案でございます。 

   こちら２件の請願につきましての写しを５ページ以降につけておりますので、こちらを

ごらんください。 

   続きまして、一般質問通告書でございます。 

   ただいまお配りいたしました一般質問順番表をごらんください。 

   先ほど議会運営委員会でくじによる抽せんを行いました結果、こちらの表にありますと

おり、１日目、12月１日が１番から５番までの方５名、12月２日が６番から 10番までの

方５名ということで、２日間５名ずつの日程で行うことに決まりました。 

   内容で１点、先ほどの議会運営委員会で協議しました結果、２ページ目の遠藤副議長の

２番目の区域指定制度についての質問に関しましては、取り下げということになりました

ので、ご報告いたします。 

   続きまして、会期日程案でございます。 

   こちらも先ほどお配りいたしました会期日程表案をごらんください。 

   第４回定例会につきましては、11 月 29 日から 12 月 16 日までの 18 日間、29 日の初日

が本会議、開会から議案の上程、説明、それと 29 日に採決までを行う人事院関連の案件

につきまして、質疑、討論、採決を行ってまいります。 

   ２日目が休会で、それ以外の議案質疑の通告締め切り日となっております。 

   ３日目、本会議で一般質問、冨山議員から花島議員まで、４日目、12 月２日が一般質

問、続いて、笹島議員から筒井議員まで、その後議案質疑、議案の委員会付託、請願の委

員会付託を行います。 

   12 月３日から５日までが休会、12 月６日からが常任委員会、６日が総務生活、７日が

産業建設、８日が教育厚生、９日が原子力安全対策の常任委員会でございます。 

   12 月 10 日から 14 日までが休会、15 日が議会運営委員会、それから全員協議会、こち

らが討論の通告締め切り日でございます。 

   12 月 16 日金曜日が本会議最終日、委員長報告、質疑、討論、採決、閉会でございます。 

   すみません、それから、今回の一般質問につきましては、重複の質問はございませんで

した。 

   続きまして、議員派遣についてでございます。 

   今回、市議会議長会主催の第２回議員研修会、日帰りの研修会、それから横手の友好訪

問の派遣２件を議員派遣で議決する予定となっておりますが、県からまだ研修会の資料が

届いておりませんので、内容については未定となっておりますが、市議会議長会の研修会

が来年の１月 17 日火曜日に会場が日立市で予定されております。こちらは、先ほど委員

長報告にありましたとおり、今まで５名派遣していたんですけれども、議員数も削減した
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ということでございまして、皆さんも何回も参加されている状況でございますので、３名

に減らしまして、総務生活、産業建設、教育厚生の３常任委員会から１名ずつ選出してい

ただきまして、それ以外に参加希望がある場合には、県のほうからの指定が１市にあたり

５名以内ということでございますので、希望がある場合のみ、５名を上限として派遣する

ということに改正いたします。 

   横手市議会の友好訪問につきましては、日程が来年の２月 15日水曜日から 16日木曜日

の１泊２日の予定でございます。こちらも人数を減らしまして、議長、各常任委員長、議

運の委員長の６名。交通手段も電車に切りかえるということで、予定しております。委員

長が都合が悪いという場合のみ、副委員長にご参加をお願いいたします。 

   続きまして、厚生年金の意見書についてでございます。 

   こちらも別にお配りしております資料でございますが、地方議会議員の厚生年金への加

入を求める意見書の提出等についてということで、今回、全国市議会議長会から意見書の

提出について依頼がございました。内容は、地方議会議員においても厚生年金に加入でき

るようにするための法整備の実現を求めるもので、次のページが意見書案となっておりま

す。その次が参考資料となっております。 

   内容といたしましては、地方創生が国の重要な政治課題となり、その実現に向けて地方

議会の役割が重要となる中で、地方議会議員に求められるものもふえているという現状に

反して、住民の選挙への関心の低さ、議員のなり手不足が深刻な問題となっており、国民

の幅広い層からの政治参加や地方議会における人材確保の観点から、この意見書の提出を

求めるという内容でございます。 

   こちらにつきましては、午前中の議会運営委員会で協議する予定でおりましたが、ちょ

っと時間が足りませんでしたので、本日午後の議会運営委員会で改めて審議をいたしまし

て、国のほうに提出するかどうかを含めて意見書のほうを検討いたしまして、最終日前日

の全員協議会で結果をご報告いたします。こちらの意見書を提出する場合には、最終日に

上程いたしまして、その日のうちに採決ということで考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

   続いてもう一点、議会報告会のアンケート結果をきょうお配りいたしました。 

  こちらは、参加者の方に会場で書いていただいたアンケートを集計したものでございます。

自由記述欄につきましては、書かれている内容をそのまま記載しております。また、議会

報告会の記録につきましては、本日、この後開催されます広報編集委員会で、記録につい

て最終的な了承を得て、定例会初日に皆様にお配りする予定としておりますので、内容を

ご確認いただきまして、定例会中の常任委員会で所管の部分につきまして検討をお願いい

たします。 

   以上です。 

議長 委員長及び事務局よりの報告が終りました。 
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   ただいまの報告について、ご意見、ご質疑がございますか。 

小宅議員 確認でお聞きしたいんですが、一般質問の執行部との調整とは何のことを言ってい

るのでしょうか。 

君嶋議員 今までどおり一般質問通告しますと、執行部との答弁の答えをもらう、その調整は

もう既にしていると思いますが、ただ、今までが、ここ最近、本来ならば、先ほど言いま

したように、開会前にはきちんとそれを打ち合せしておいてくださいということが最近守

られていないというのを議長からも諮問いただいたので、そのきちんとした調整をしてい

ただけるようにお願いをしているところなんですが。一般質問を通告して調整というのは、

答え、答弁返ってくると思うんですが、それについてのやりとりの件です。 

     （「調整じゃなくて打ち合せだろう。調整というのはちょっとおかしいんじゃない 

       の」と呼ぶ声あり） 

次長補佐 すみません、きょうお配りした資料のほうに申し合せ内規の一般質問の部分をコピ

ーをつけております。 

   その中の⑤番、一般質問の執行部との調整は、定例会開会の前日までに終了することと

する。ただし、情勢の変化等により、質問の内容が変化する場合は除くということで、こ

ちらのほうに規定がされております。 

小宅議員 大体答弁趣旨変えてくるのは執行部のほうだと思うんですけれども、違いますか。 

君嶋議員 それについては、議員と執行部とのやりとりのことしかないと思いますので、そこ

をきちんとやっていただきたいと思います。 

議長 いいですか。 

花島議員 話がよくわからないんですけれども、基本は質問して答えをもらうわけですよね。

それで、打ち合せが遅くなったということですか、これは。それとも打ち合せがないこと

をやりとりがあったということ、その辺を、何が問題になったのかを伺いたいです。 

議長 議会が始まる前に大体一般質問の質問を出していますので、その調整というか、執行部

との質問、こういう質問をしますよ、こういう答弁で大体大丈夫ですかと、いや、これに

対してはもう一回質問しますよとか、こういうところが疑問だから、またさらに質問で突

っ込みますよという、そういう答弁の全てを議会が始まる前に終らせていただければあり

がたいなと、そういう意味でございます。 

花島議員 わかりません。 

議長 そうですか。いいですか。 

花島議員 なるべくね、先に質問を、こういう趣旨でこういうことを聞くよと。それから、執

行部からそういうふうに、じゃ、だったらこういうふうに考えていますと頂ければ、円滑

にいくというのはわかるんですけれども、ありがたいねだけでしたらいいんですけれども

ね。そうでなければならないということになるとちょっとまずいんで、その辺確認してお

きたい。 
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議長 前は、そういう調整はなかったと思うんですよね。本来はもう一発に質問して、その中

で執行部がいろんな書類とか数字をまとめて返答を出す。ところが、なかなかその返答が

もらうまでに時間のロスが出てくる。執行部が慌ててもとに戻って、課長があれして答弁

を探すと、そういうことがあって、議会が一般質問で長引いてしまう。要するに暫時休憩

が余りにも多過ぎたような議会があったわけですね。それなのでこういうふうな流れにな

ってきたと思うんですよ。こういう質問をしますからということで。本来これがいいかど

うかというのは、私もちょっと疑問ではありますけれども、なるべく議会をスムーズにい

かせるために、こういうふうな申し合わせ事項でできたんだと思っていますので、その辺

をご理解の上、ご協力をいただければありがたいなと、そういうふうに思います。 

 花島議員 そういうことであれば、例えばデータを要求するようなこととか、そういうこと

をなるべく先にやっておけということですね。だから、今ある考えが、執行部が考える時

間が欲しいというようなことは別だと考えていただければ納得いたします。 

議長 執行部もそういうわけですので、なかなか難しい即答があるかもしれませんけれども、

一生懸命勉強して答えられるようお願いを申しあげます。 

   次にいってよろしいですか。 

     （なし） 

議長 それでは、第４回定例会の件につきましては、委員長の報告どおりと決定をいたします。

よろしくお願いをいたします。 

   続きまして、人事院勧告に伴う関係条例の改正及び各種会計補正予算について、一括し

て執行部より説明を願います。 

総務課長 総務課長の川田でございます。以下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。 

   それでは、全員協議会資料の１ページをお開きいただきたいと思います。あわせまして、

議案書のほうもごらんいただければというふうに思っております。 

   よろしいでしょうか。 

   先ほど議運の委員長からもお話がありましたとおり、今回の人勧に関係する条例、それ

から補正予算につきましては、一時金の支給の基準が 12 月１日ということで、毎年定例

会の初日に上程し、同日議決をいただいているところでございます。今回もどうかよろし

くお願いをいたします。 

   それでは、人事院勧告に伴う関係条例の改正についてということでご説明をさせていた

だきます。 

   まず、１番の趣旨でございます。 

   本年８月に出されました人事院勧告に準じまして、那珂市職員の給与に関する条例外２

条例につきまして、当該勧告に準拠して所要の改正を行おうとするものでございます。改

正の対象としましては、１番、那珂市職員の給与に関する条例、こちらは議案第 78 号で、
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議案書の３ページにございます。それから、２番の那珂市特別職の職員で常勤のものの給

与及び旅費に関する条例、こちらが議案第 79号で、28ページにございます。 

   ３番目の那珂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例でございますが、こちらはちょっ

と米印がついております。こちらは、本来であれば当初に上程する予定でございました。

しかしながら、このもとになる法律が育児休業等に関する法律の関係法案ですけれども、

民間に関する部分、それから国家公務員に関する部分につきましては、既に成立をしてお

りますが、地方公務員に関する部分につきましては、現在参議院のほうで審議中というこ

とでございます。ですので、今月中にはなんとか成立するのではないかなというふうに考

えておりますので、成立を確認した上で、本定例会の最終日に追加で上程をしたいという

ふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

   （１）、（２）の条例ですけれども、国の状況を見てみますと、国家公務員におきまし

ては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法案、それから国の大臣等に

おきましては、特別職の職員の給与に関する法案の一部改正法案、こちらが 11月 16日に

参議院を可決して成立しております。国のほうでは、人事院勧告どおりの内容で改正がな

されたということでございます。 

   それを受けまして、人事院勧告の内容をちょっとだけ見ていただければというふうに思

っております。 

   ４ページをお開きいただきたいと思います。 

   こちらが 28 年の人事院勧告の給与勧告の骨子ということで、一部略して添付させてい

ただきました。 

   全て説明すると時間がございませんので、ポイントだけ説明をさせていただきます。 

   ４ページの左上の四角の部分です。 

   まず、月例給、ボーナスともに引き上げということで、①の部分ですけれども、景気が

上向いているということで、民間との格差が 0.17％、額にしまして、月で言うと 708 円

の差があるというで、それを埋めるために俸給表の水準を引き上げるというものでござい

ます。 

   ②番のボーナスの引き上げということで、こちらが 0.1月分ということで、こちらにつ

きましては、民間の支給割合が 4.32月ということで、国家公務員は 4.20月ということで、

おおよそ 0.1月分差があるということで、こちらを引き上げると。それで、勤勉手当に配

分をするというものでございます。 

   それから、給与制度の改正ということで、こちら②番のほうですけれども、配偶者にか

かる扶養手当の手当額を外の扶養親族と同額とし、子に係る手当額を引き上げるというも

のが今回のポイントということになります。 

   あとにつきましては、後でお読み取りいただければというふうに思っております。 

   それでは、１ページにお戻りいただきたいと思います。 
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   まず、２番、改正の概要でございます。 

   １番、給与条例関係ということで、大きく４つの改正がございます。 

   １つがアの給与表の書きかえということで、今申しましたとおり、人事院勧告における

官民格差が 0.17％、月額 708 円ということで、その解消のために、若年層に重点を置い

て改正をするものでございます。 

   ２つ目として、イ、一時金支給月額の増ということで、こちらはボーナスのほうです。

直近１年間の官民格差、こちらが 0.1月少ないという部分で、それを解消しようとするも

のでございます。こちらにつきましては、12 月の勤勉手当で措置をするということにな

ります。再任用職員につきましては、増額分を 0.05 月、特別職につきましては、国の総

理大臣外特別職に合せまして、増月分を 0.1月とするものでございます。こちらにつきま

しては、後でまたご説明をさせていただきます。 

   それから３つ目、ウの配偶者に対する扶養手当の見直しということで、民間、それから

公務における配偶者に係る手当をめぐる状況の変化等を踏まえまして、配偶者に係る扶養

手当額を外の扶養親族に係る手当額に引き下げをして、それによって生じる原資を使いま

して、子に係る扶養手当額を引き上げるものでございます。こちらは段階的に引き下げ、

引き上げを行うというものでございます。 

   ２ページをお開きいただきたいと思います。 

   ２ページの一番上の表でございますが、これが扶養手当の額でございます。配偶者につ

きましては、現行１万 3,000 円のところ、29 年度は１万円、30 年度は 6,500 円というこ

とで、段階的に引き下げ、それから、子につきましては、現行が 6,500 円、29 年度が

8,000 円、30 年度が１万円ということで、こちらを徐々に引き上げるというものでござい

ます。 

   それから、４つ目のエです。確定拠出年金個人型ＤＣの給与控除項目追加ということで、

こちらにつきましては、平成 29 年１月１日から、公務員につきましても個人型確定拠出

年金に加入することができることになりましたことから、給与控除項目に追加をするとい

うものでございます。 

   続きまして、（２）特別職の給与、旅費、条例関係でございます。 

   こちらにつきましては、一時金の支給月額の増ということで、ボーナスです。先ほど少

しご説明しましたとおり、人事院勧告、それから国のほうでも法案が通ったということで、

それに倣いまして、特別職につきましても一時金の支給月数を 0.1月分増を行うというも

のでございます。 

   そこで、３ページの一番下の表を見ていただきたいと思います。 

   こちらが一時金の支給月額の増ということで、一般職、先ほど言いましたとおり、勤勉

手当 0.80月、こちらを 0.90月に上げると。特別職につきましては、期末手当で当てまし

て 1.65月、こちらを 1.75月に改めるというものでございます。 
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   下の米印のところにもございますが、議員の皆様につきましても、特別職に準ずるとい

うような定めに、議員報酬及び費用弁償に関する条例のほうの５条のほうで、特別職に準

ずる定めというふうになっておりますことから、同様に支給月数が 0.1月分多くなるとい

うことでございます。 

   それから、もう一度、３ページに戻っていただきまして、３番の勤務時間条例関係、こ

ちらも先ほど言いましたとおり、米印がついております。 

   今回議案に載せませんが、簡単に説明しますと、急速に高齢化が進む中、今後、仕事と

介護の両立の課題が喫緊の課題だということでございます。この課題に対応するためにも、  

使用者として制度の整備は不可欠であるという趣旨から、今回改正をするというものでご

ざいます。 

   改正点は大きく３つございます。１つは、アの介護を行う職員の時間外勤務命令の免除、

それからイとしまして、介護休暇の分割取得ということで、こちらは今まで介護休暇の取

得につきましては、連続する６カ月で取得するという規定がございましたが、連続して６

カ月というと、なかなかとれないということもございますので、介護する方、介護状態に

応じまして、３回以下で分割して計６カ月以内の範囲で取得することが可能になるという

ものでございます。それから、３番目のウですけれども、介護時間の新設ということで、

こちらは連続する３年以下、１日につき２時間以下で取得をすることができると。その分

の時間は無給としますというものでございます。 

   それでは、議案書のほうをごらんいただきたいと思います。議案書の３ページです。 

   こちらが議案第 78 号ということで、那珂市職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例ということで、議案です。その後ろのページ以降、改正文になりまして、先ほど言い

ましたとおり、俸給表、給料表、こちらを改正しております。 

   その後に、新旧対照表がございまして、25 ページのほうをごらんいただければと思い

ます。 

   25 ページのほうに、今概要を申しあげたものがこちらのほうに条ごとに、こういった

内容だということで概要が記載してございます。 

   続きまして、28ページのほうをお開きいただきたいと思います。 

   こちらにつきましては、議案第 79 号ということで、那珂市特別職の職員で常勤のもの

の給与及び給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。 

   １枚おめくりいただきまして、29ページは、その改正文でございます。 

   30ページ、31ページが新旧の対照表です。 

   32 ページにつきましては、今し方ご説明を差し上げた部分のところの 0.1 カ月期末手

当で増額するという部分のところの概要が書いてございます。 

   以上が一部改正条例の説明でございました。 

   続きまして、今回の条例改正に伴いまして、補正予算を上程する予定ですので、財政課
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長より説明をいたします。 

財政課長 財政課長の茅根です。よろしくお願いいたします。 

   私のほうから、人事院勧告に伴う補正予算についてご説明させていただきます。 

   議案書の 98ページの次のページをお願いいたします。 

   議案第 83号 平成 28年度那珂市一般会計補正予算（第６号）についてご説明させてい

ただきます。 

   第１号になりますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,878万 1,000円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 185億 8,782万 6,000円とするものです。 

   一般会計の一番最後、18ページの次のページをお願いいたします。 

   議案第 84 号 平成 28 年度那珂市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第２

号）についてご説明いたします。 

   第１条になります。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 198万 4,000円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 68億 9,877万 2,000円とするものです。 

   国民健康保険会計の最終ページ、７ページの次のページをお願いいたします。 

   議案第 85号 平成 28年度那珂市下水道事業特別会計補正予算（第２号）についてご説

明いたします。 

   第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 12 万 9,000 円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 20億 3,678万 1,000円とするものです。 

   下水道事業会計の最終ページ、７ページの次のページをお願いいたします。 

   議案第 86号 平成 28年度那珂市農業集落排水整備事業特別会計補正予算（第２号）に

ついてご説明いたします。 

   第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 18 万 4,000 円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ９億 2,559万 9,000円とするものです。 

   農業集落排水特別会計の最終ページ、７ページの次のページをお願いいたします。 

   議案第 87 号 平成 28 年度那珂市介護保険特別会計（保険事業会計）補正予算（第２

号）についてご説明いたします。 

   第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 110万円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ 45億 4,225万 8,000円とするものです。 

   介護保険特別会計最終ページ、７ページの次のページをお願いいたします。 

   議案第 88 号 平成 28 年度那珂市上菅谷駅前地区土地区画整理事業特別会計補正予算

（第１号）についてご説明いたします。 

   第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４万 9,000円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１億 3,895万 1,000円とするものです。 

   以上、議案第 83号から議案第 88号までは、人事院勧告に伴う職員等の人件費の補正に

なります。 
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   以上です。 

総務課長 すみません、補正予算について、補足でご説明をちょっとさせていただきます。 

   今回の人事院勧告に伴います人件費の増につきましては、一般会計において、おおむね

6,400 万の増、それから、その内訳といたしましては、勤勉手当の 0.1 カ月分の増に伴う

増分が 1,500万、それから給与改定、その波及分が 4,900万となってございます。 

   本来であれば、その増額の補正予算というふうに考えるところでございますけれども、

逆に 3,300万ほどの減額となっております。その内訳と申しますと、給与分が約 390万の

減額、それから職員手当が 1,100万の増、そして共済費が約 4,000万の減というふうにな

っております。 

   その理由といたしましては、分限休職、それから育児休業等を取得する職員が生じてい

ますことから、不用額が発生したということ。そして、一番大きな要因としましては、被

用者年金一元化法の施行によりまして、９月に定時算定を行いましたところ、共済費の基

礎となるべき標準報酬月額が想定を大きく下回ったということによりまして、共済費の不

足額が発生したことによるものでございます。 

   以上で説明を終ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

議長 人事院勧告に伴う条例の改正及び補正予算についての執行部からの説明が終りました。 

   ただいまの説明について、質疑、ご意見等ございませんか。 

     （なし） 

議長 なければ、以上で質疑を終結いたします。 

   なお、ただいまの説明にありました人勧分についての質疑、討論の通告締め切りは、今

週末、25 日の正午までといたします。また、人権分につきましては、本会議初日に上程

し、質疑、討論、採決までとり行いますので、ご承知おき願います。 

   暫時休憩をいたします。 

   再開を 11時５分といたします。 

     休憩（午前 10時 55分） 

     再開（午前 11時 07分） 

議長 再開をいたします。 

   続きまして、全員協議会通知後に追加となりました案件ですが、介護報酬不正請求返還

請求処分取消訴訟について、執行部より説明を願います。 

総務課長 引き続きよろしくお願いいたします。 

   全員協議会資料の７ページをお開きいただきたいと思います。 

   訴訟事務につきましては、総務課が担当ということで、所管が総務生活常任委員会、介

護保険につきましては、介護長寿課が担当ということで、所管が教育厚生常任委員会とい

うことで、そちらの委員会で説明すべきところでございますが、委員会を開催していただ

くいとまがないものですから、両委員長の了解を得まして、この全協の場をおかりまして、
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ご説明をさせていただきます。 

   介護報酬不正請求返還請求処分取消訴訟についてでございます。 

   本年９月 21 日付で水戸市河和田にございます株式会社タカから、居宅サービス計画給

付費返還請求処分取消等請求訴訟が水戸地裁のほうに提訴されまして、先日の 11月 10日

付で、水戸地裁のほうから訴状が送達されたものでございます。 

   その訴えの主な内容につきましては、茨城県が行いました介護保険事業者、いわゆる株

式会社タカに対する指定の取り消し処分に伴いまして、株式会社タカが運営します居宅介

護支援事業所ケアサービス 21、それから、通所介護事業所ケアサービス 28 に対しまして、

那珂市が介護保険法第 22 条第３項に基づく不正請求とみなし行ったサービス給付費等 24

万 1,151円の返還処分について、それを取り消しを求めるという内容でございます。 

   その下にございますケアサービス 21 の事業所ですけれども、水戸市河和田町にござい

ます。給付費、加算金、督促手数料、合せて 22 万 3,565 円、ケアサービス 28、こちらは

松本町にございます。給付費、督促手数料、合せて１万 7,586 円、合計 24 万 1,151 円、

こちらを那珂市が株式会社タカに支払ったわけですけれども、那珂市としては、株式会社

タカが不正請求をしているというふうに判断をしまして、支払った給付費を返還しなさい

という処分を行ったところ、株式会社タカ側では、その処分に不服があるということで、

処分の取り消しを求めたというものでございます。 

   訴訟までの経過といたしまして、25 年４月に茨城県のほうで、株式会社タカを監査を

いたしました。その結果、ケアサービス 21 に事業所指定取り消し処分、それからケアサ

ービス 28 に改善勧告を行ったということです。その処分を不服としまして、12 月、株式

会社タカが県に対しまして、水戸地裁に処分の執行停止の申し立てをしたということです。 

   同月、那珂市においても、株式会社タカに返還額の確定、返還同意書の提出についてと

いうことで文書を送付いたしました。 

   翌 26 年３月、水戸地裁におきまして、先ほど執行停止の申し立てがあったという部分

につきまして、それを水戸地裁のほうでは却下を決定したということです。その決定を不

服としまして、タカでは、東京高裁に即時抗告をしたということでございます。 

   裏面を見ていただきたいと思います。 

   26 年４月、那珂市としましても、ケアサービス 21 へ居宅サービス計画給付費の返還、

それから加算金を求める通知書を送付をしました。それに対して不服があるということで、

同月、株式会社タカから那珂市に審査請求が届いたということでございます。 

   茨城県介護保険審査会、こちらは審査庁ということで、こちらに審査請求書を送付して、

審査会で審査を行うこととなったということでございます。 

   それから、５月、那珂市がケアサービス 21 へ督促状を送付、それからケアサービス 28

へ居宅介護サービス給付費の返還を求める通知を送付をしたということです。 

   同年７月、給付費を返還しないということで、那珂市のほうでケアサービス 28 へ督促
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状を送付したということです。 

   それから本年になりまして、４月に、先ほど審査請求があったというお話をしましたが、

茨城県介護保険審査会から、その審査請求の裁決書が届いたということでございます。裁

決の内容につきましては、こちらに記載がございませんが、棄却ということでございます。

那珂市の処分に違法、または不当な点はなく、株式会社タカの本件の審査請求には理由が

ないというものでございました。 

   その審査会の裁定に不服があると、不服だということで、９月に株式会社タカが那珂市

長へ、これ那珂市長になっていますが、訴状は那珂市宛てに届いておりますので、ご訂正

願いたいと思います。那珂市へ居宅サービス計画給付費返還請求処分取消等請求訴訟を水

戸地裁のほうに提訴をしたということでございます。 

   その後、水戸地裁のほうで書類等を審査しまして、先日の 11月 11日に水戸地裁のほう

から、第１回口頭弁論期日呼出状、それから答弁書、催告状を那珂市のほうで受け取った

ということでございます。 

   今後の予定といたしましては、11 月 28 日に顧問弁護士の阿久津先生と今後の対応につ

いて協議をするということになっております。12 月９日、こちらが答弁書提出の期限、

それから 16 日、第１回口頭弁論ということで、関係職員が水戸地方裁判所に出向くとい

う予定になっております。 

   補足でございますけれども、那珂市の外にも県内の数市町村で同じような事案で株式会

社タカから審査請求を受けておりまして、県の介護保険審査会におきまして、やっぱり裁

決が下ったということです。その結果、那珂市の外５つの市に訴状が届いているというこ

とを確認しております。その市町村名につきましては、現在のところ表に出さないでほし

いという市町村もございますので、ここでは伏せさせていただきたいというふうに思って

おります。 

   それから、先ほどお話ししたところでございますけれども、12 月９日までに答弁書を

作成しなければならないということで、もう早急に弁護士と進めていかなければならない

ということであります。 

   しかしながら、当初予算におきまして、訴訟のための委託料を計上しておりませんので、

定例会初日の 11月 29日に追加議案で補正予算を上程させていただければなというふうに

考えております。 

   実際その裁判を受けるかどうかという部分につきましては、今後関係市町村が 11 月 24

日に集まって、その席でも協議するような形にはなっております。今のところ顧問弁護士

のほうで見積りをいただいているところですけれども、着手金として 54 万ほどかかると

いうことでございますので、もし裁判をするということになりましたら、急なお願いで大

変恐縮ではございますけれども、当初 11月 29日に上程をさせていただければなというふ

うに考えております。 
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   以上でございます。 

議長 執行部の説明が終りました。 

   ただいまの説明について、質疑、ご意見ございますか。 

花島議員 多分なんらかの不正があったとみなしたんだと思うんですが、具体的に、この資料

だけではどんなことが行われたのかが全く見えないんですが、それは差しさわりがあるん

ですか、それを言うのは。 

総務課長 裁判に関係する部分もありますので、詳しくは説明できない部分もございますが、

わかる範囲で、介護長寿課のほうで説明をさせていただきます。 

議長 介護長寿課。 

介護長寿課長 介護長寿課です。 

   私のほうで説明をさせていただきます。 

   大まかに申しあげますと、不正の請求と虚偽の報告と運営基準に関する違反というもの

がございまして、これが一般的に指定の取り消しなどをされる場合に特に多いという事由

の一つでもあるんですが、今回、那珂市の場合についてもこの３つの事案をもとに不正の

取り消しということでなっております。 

   以上でございます。 

議長 外にありませんか。 

古川議員 ２点お伺いします。 

   今の件は、那珂市がそのように判断したのは、県が処分を取消したからなんでしょう。

那珂市の独自の考えでやったわけではないんですよね。 

介護長寿課長 県の取り消し、当然そちらのこともございますし、それも受けて、那珂市とし

ていろんな書類も含めていろいろ検査をした結果、那珂市の判断として不正があるという

ことで判断をして、その結論を出しました。 

古川議員 わかりました。 

   もう一点、相手方の不服と、先ほどから不服という言葉が出てきますけれども、どのよ

うな主張なんですか。何が不服なんですか。 

介護長寿課長 先ほど言いましたように、当然不正請求という部分においては、不正請求はし

ていないと言っておりますし、虚偽の報告もしていない。運営基準には合っているという

ような、全て否定している言い方になっております。 

議長 よろしいですか。 

小宅議員 それは現場立ち入り、那珂市でもされたんですか。 

介護長寿課長 那珂市はしておりません。これはですね、実は県と、あと、先ほど説明があり

ましたように、水戸市がその立ち入りをしておりまして、あと関係する市町村の数がたく

さんございまして、介護保険のほうの取り扱いの中で、例えば各町村が一つ一つ、その機

関独自で立入検査に入ってしまうと、そこの事業所自体が、十数町村ありましたので、運
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営が全然できなくなってくるということもございましたので、それを踏まえて、県及び水

戸市が行った立入検査の中身も含めて、あとはやりとりもしております、事情聴取、その

事業者とのやりとりもしておりますので、その中身も含めて判断をさせていただきました。 

小宅議員 であれば、十数市町村合同で訴訟を協力してやれば、弁護士費用が安くなるんじゃ

ないですか。 

介護長寿課長 そういった考え方も一つあるかと思いますが、訴えられている市町村がですね、

各市町村ごとになっておりますので、それを１人の弁護士さんが全部束ねてやるというこ

とには、ちょっと問題があるのではないかということも言われておりますので、そこも含

めて、顧問弁護士さんとお話をさせていただく予定になっております。 

議長 外にございませんか。 

笹島議員 この株式会社タカという、この数ある介護施設というか、支援事業者というのがあ

りますよね。その中でどうしてこれを選んでしまったのか、誰かの紹介か何か、よくわか

らないけれども。これ極めて悪質で、多分、前からやっていると思うんですけれども、要

するにどこでもやっているとは言いませんけれども、往々にして、例えば食事サービス、

入浴サービスとかいろいろありますよね。その中において、やっていないんだけれども、

点数が余り低いもんだから、点数が高いものにしてしまうとかという、今そういうことが

往々にして、どうしてもその訪問介護する時間が１時間とかね、それじゃお金にならない

から、外のものに切りかえているところ、往々にしてあると思うんですよね、ふえてきて

いると思うんですよね。 

   だから、今言っていた１点ですね。何で介護事業所がたくさんあるんで、これを選んで

しまったのかと。先ほど言ったように、極めて悪質ですから、これは前からこういうもの

はやっていると思って、外の何市町村とも同じ被害に遭っているということですよね。で

すから、これ何で見抜けなかったのかということですよね、外の市町村もあわせてね。 

   その２点と、24 万円くらいですよね、たかだか。何で執拗に返還をしないのかという、

何があるのかなと、意図的なものね。外のあれがあれですからね。何か認めたくない部分

もあると思いますね、それでね。 

   ちょっとその３点教えてくれますか。 

介護長寿課長 まずはこの事業所を選んだということなんですが、多分これは、実は那珂市で

は１名の方がこちらの利用をされたということになっております。その方につきましては、

多分こういったものが発覚する以前から、実はここの事業所を使っておりますので、今回、

県のほうの立入検査とか指導とか、こういったものが入ったことによって、ここの事業所

がちゃんと正しい運営をしていないということが判明したということになりますので、ご

本人が申し込んだ段階では、それはまだわからなかったということだと思います。 

   あともう一点、金額の話になるかと思いますが、今回なぜこの二十数万の金額の中で訴

えてきたのかというところになりますが、県が指定取り消しをしたときに一部新聞に報道
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がされまして、そのときの記事によりますと、総額で 2,000万弱の金額が返還請求された

ということがありますので、金額は大きいということなのかなと思います。 

   以上です。 

助川議員 ちょっと参考のためにお伺いしたいんですが、これ開所年月はどのぐらいの年月が

たった事業所なのかということと、それから今、総額で各自治体さん含めると 2,000万ほ

どだと聞きますけれども、那珂市はその中でも一番少ない金額なのかな。そしてまた、当

然この 22 万からの合計、24 万か、1,000 いくらかの金額をいただくのに、弁護士さん等

の費用が 50 万ぐらいかかってしまうというようなことですけれども、こういったことが

たびたびありますと、無駄な税金を投入ということになりますんで、その辺のところもし

っかりと市のほうでも利用者に対してのそういう情報等の流し等もしなければならないん

ではないかというふうに考えますが、その辺のところどのようにお考えでしょうか。 

介護長寿課長 まず会社のほうなんですけれども、会社の設立は平成 20 年 12 月 16 日となっ

ておりますので、それ以降、各事業を進めているというふうに考えております。 

   あとまた、今お話がありました。費用としましては 22 万ということで、あとは弁護士

の費用が約 50 万円かかるということで、比べると弁護士費用のほうが高いということが

あります。ご指摘のとおりです、そのとおりでございます。 

   ただし、これは介護保険制度そのものにかかわる部分になります。制度自体をちゃんと

運営している事業所もたくさんございます。こういった不正をする事業所をこのまま市が

請求をしないで見過ごしていいのかという点がまず１点ございます。 

   その外に、もしこれで那珂市が負けた場合、今度は、今回裁判の費用についても、負け

たところが持てというようなことも、訴状もあります。また、外の県で、実際そういった

裁判になった事例の中で、負けたところが損害賠償請求を訴えられている事案もあります

ので、そういったことも含めますと、ちゃんと那珂市としては、この分については争って

いきたいというふうに考えております。 

議長 外にございますか。 

古川議員 負けた場合は裁判費用も持つということはわかるんですけれども、勝った場合とい

うのは、先ほどの着手金五十数万というのは戻ってくるんですか。 

総務課長 確認はしていませんけれども、勝てば、基本的にはその分は戻ってくるという部分

だと思います。 

     （「着手金は戻ってこないと思う」と呼ぶ声あり） 

総務課長 着手金は戻ってこないですか、ごめんなさい。すみません。 

市長 着手金の話でしょう。戻ってこないですよ。ただ、誣告罪とかいろんなあれもあります

んで、対抗手段は、勝てばいろいろ生じてくると思います。 

古川議員 じゃ、負けた場合、先ほど損害賠償請求をされることもあるという話ですけれども、

勝った場合に、逆に損害賠償請求できるんじゃないですか、その 50 万も返せということ
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で。そういったこともできる、できないのか。何かやられ損ですよね。 

市長 民事の場合だと、訴えられたらやっぱり出ないと、負けてしまうんですよ。その場に行

かないとね、どういう形でも。それは弁護士がいいのか、職員がいいのか、ちょっとよく

わかりませんけれども、うちでは顧問弁護士もいるし。着手金もいろいろありますよね、

30万、50万ね。外の自治体の例に倣って、多分 50万という金額なんではないかと思いま

すけれども。50 万に８％かかりますから、54 万ということですね。これは、この着手金

で大体片がつくんじゃないかと思います。 

   以上。 

議長 外にございませんか。 

     （なし） 

議長 なければ、以上で質疑を終結いたします。 

   執行部入れかえのため、暫時休憩をいたします。 

     休憩（午前 11時 30分） 

     再開（午前 11時 31分） 

議長 再開をいたします。 

   委員長報告を行います。 

   産業建設常任委員会報告、寺門委員長よりお願いをいたします。 

寺門議員 それでは、産業建設常任委員会よりご報告いたします。 

   活動につきましては、９月 28 日、それから 10 月 27 日、11 月 10 日に活動いたしまし

た内容でございます。 

   閉会中の委員会での調査及び執行部からの報告案件内容につきましてご報告いたします。 

   ２つございまして、まず最初、那珂市商工会及び常陸農業協同組合との懇談についてで

ございます。 

   ９月 28 日に那珂市商工会及び常陸農業協同組合、ひたちなか地区営農経済センターを

訪問し、懇談を実施いたしました。内容は、お手元の資料のとおりでございます。 

   10 月 27 日にこの懇談を終えての意見交換会を行いました。那珂市商工会については、

とんがりはっとやナカマロちゃんの店などの販売拠点の拡大、ブランド品の販売方法や商

品展開の方向性についての意見が多く出ておりました。 

   常陸農業協同組合については、営農指導の必要性を考えるべきということでの視点から、

多くの議論が交わされました。これについては、委員討議会ということで、活発な意見交

換、討議をいたしております。また、産業祭などを例として、市も含めた三者の積極的な

連携が必要であるという意見も出されておりました。 

   今回の懇談で、産業についての課題がいくつか浮上してきたため、営農指導やブランド

の展開などの観点からの視察を通して、引き続き調査を行ってまいります。その辺につい

ても、執行部に対して要請をいたしました。 
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   ２つ目、水道料金及び下水道使用料の誤徴収についてということでございます。 

   上下水道部より、水道料金及び下水道使用料について誤徴収があったとの報告を受けま

した。これは 11月 10日でございます。内容については、預金口座情報の入力の際の手違

いにより、ある方の料金を別の方に請求してしまったというもので、誤って徴収してしま

った方、逆に今度は徴収が漏れていた方、双方に対し謝罪、経過説明を行いまして、合意

を得た上で処理を完了したということで報告がありました。 

   委員会では、チェックが甘かったのではないかということで、ここは業務手順の改善策、

再発防止策ということで強く求めて、本日、皆様方お手元に対策についてはお配りをして

おります。 

   以上、ご報告いたします。 

   なお、本件につきましては、詳しくですね、上下水道部からの再度の説明を依頼してお

りますので、上下水道部長より詳しい説明をお願いいたします。 

   以上でございます。 

議長 それでは、部長、説明をお願いします。 

上下水道部長 今回、私ども預金口座情報を料金システムに入力する際、確認不足が原因とし

まして、水道料金及び下水道の使用料の徴収に誤りがあったこと、これがわかりまして、

それぞれの利用者様、また議会議員の皆様に多大なる迷惑をおかけしましたことを、まこ

とに申しわけございませんでした。 

   私も監督者として、今後このようなことがないよう十分注意を払いながら、指導監督を

徹底してまいりたいという考えでおります。この後、詳細につきましては、水道課長のほ

うから説明させますので、よろしくお願いいたします。 

水道課長 水道課長の助川です。関係者が出席しております。 

   内容につきましては、座って説明させていただきます。 

   お手元の資料に基づきまして、説明させていただきます。 

   今回、水道料金及び下水道使用料の誤徴収がありましたので、お手元の資料に基づきま

して説明をいたします。 

   水道料金及び下水道使用料の誤徴収について報告いたします。 

   このたび預金口座情報を料金システムに入力する際の確認不足によります、水道料金及

び下水道使用料の徴収誤りがありましたので、その内容と対応についてご報告いたします。 

   なお、対象者の方へは謝罪をし、経過内容を説明し、ご理解を得ております。 

   １番の誤徴収及び未徴収の対象者ですが、誤徴収となってしまった方は横堀のＡ様で、

未徴収となっていた方は堤のＢ様になります。 

   なお、Ａ様の氏名につきましては、12 月の議会におきまして、議案として説明いたし

ますので、本日の説明ではＡ様で説明させていただきます。 

   ２番の経緯ですが、平成 28年 10月３日にＡ様から、水道料金が通帳に毎回２回分記載
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されているので、その内訳を教えてほしいという問い合せがありましたので、調査をいた

しましたところ、徴収の誤りであることがわかりましたので、10 月７日にＡ様の自宅を

訪問し、誤徴収となった経緯を説明し、謝罪をいたしました。誤徴収しました水道料金及

び下水道使用料については、誤徴収した全額に遅延損害金を合せて返還することで了承を

得ております。 

   Ｂ様につきましては、口座振替がなされていなかった経緯を説明し、謝罪をいたしまし

た。未徴収になっていた料金については、時効を踏まえた金額で納付していただくことで

了承を得ております。また、平成 28 年 10 月 24 日には、Ｂ様から水道料金及び下水道使

用料の納付をしていただきました。 

   また、11月１日にはＡ様に水道料金及び下水道使用料の還付をいたしました。 

   次の２ページをお開きください。 

   ３番の誤徴収になりました原因ですが、平成 22年 10月にＡ様から口座振替依頼書が提

出され、その依頼書の水栓番号記入欄にＡ様のお客様番号が記入されており、そのお客様

番号を水栓番号としてお客様を特定したため、Ｂ様の料金を口座振替で支払うことになっ

てしまいました。 

   ここで、お手元の資料の最後のページ、４ページをお開きください。 

   参考資料といたしまして、預金口座振替依頼書を掲載いたしました。 

   この依頼書をもとに、データの更新をしております。今回の場合、上の大きい四角の升

目の中段下のところに、水栓番号の欄がありますが、ここに申請者Ａ様のお客様番号が記

入されておりましたので、その番号で検索したところ、Ｂ様の水栓番号と同じ番号だった

ため、Ｂ様の支払い口座にＡ様の口座が登録されてしまいました。 

   ２ページの３番に戻りまして、入力した作業後に別の職員が入力データの確認作業の中

で、Ａ様の口座情報、支払い口座が登録されていないことが確認されましたので、口座情

報の登録を行いました。その結果、Ａ様の口座情報を２件の水栓に登録したことになって

しまいました。 

   ４番ですが、Ａ様の損害賠償金の内容ですが、今回は市側の過失による徴収の誤りにな

りますので、民法第 709条の不正行為に該当し、損害賠償の責を負うことになります。損

害賠償金の詳細ですが、（１）過誤徴収期間は平成 22年 10月検針分の８、９月使用分か

ら平成 28 年８月検針分、６、７月使用分までの６年間になります。（２）遅延損害金基

準日は平成 28年 11月１日になります。（３）過誤徴収金等の総額は、内訳の表のとおり、

誤って徴収した過誤徴収金 39 万 6,245 円と遅延損害金５万 9,115 円を加え、合計 45 万

5,360円になります。 

   ５番、Ｂ様に対する請求額ですが、民法第 173 条により消滅時効が２年で、民法第 145

条により時効の援用が適用されますので、水道料金は４万 5,480円になります。下水道使

用料は、地方自治法第 236 条の適用により、消滅時効が５年で 22 万 3,440 円になります
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ので、両方合せまして 26万 8,920円になります。 

   ３ページ、６番ですけれども、今後の対策といたしましては、口座振替情報の入力後に

は定期的に口座振替の異動者の一覧表を作成しまして、誤った入力がないことを確認する

とともに、口座振替依頼書のデータ入力時には、より一層の注意を払い、今後は事務の適

正化に努めてまいります。 

   また、今回のデータ入力の誤りに伴い、使用者と口座名義人が違う場合などの入力デー

タの再確認作業を行っております。現在口座振替を利用している使用者は１万 7,254件で、

そのうち１万 6,859 件、98％が確認済みでございます。残りにつきましては、早急に確認

がとれますよう作業を進めているところでございます。 

   なお、今回の案件につきましては、弁護士と相談の上進めている状況です。 

   説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

議長 委員長並びに執行部からの説明が終りました。 

   何かご質問ありますか。 

筒井議員 すみません、このＡ様宅を訪問されて事情を説明して謝罪したと書いてありますが、

これはどなたが出向かれて謝罪されましたか。 

水道課長 訪問は全部で３回ほど行っているんですけれども、10 月 22 日に市長をはじめ石井

部長、あと私のほうで謝罪にお伺いしております。 

   以上でございます。 

筒井議員 市長が出向かれたということで、納得いたしました。 

   やはりこれだけの誤徴収ですので、市長が出るべきだと思いましたので、今質問いたし

ました。わかりました。 

古川議員 これそもそもの原因がＡ様が提出した口座振替依頼書にＢ様の水栓番号が書かれて

いたことなんでしょう。ということは、Ａ様がなぜその番号を書いたのかがよくわからな

いんですけれども。 

水道課長 書いた理由は、当人もそのときなので、わからないとは言っていましたけれども、

往々にして、外のお客様も申請が上がってくるんですけれども、間違っている場合があり

ますので、そういうのは注意しながらチェックはしている状況です。 

上下水道部長 Ａ様なんですが、書かれてきたのがＡ様のお客様番号であって、その番号がＢ

様の水栓番号と合致している。要するにそういうものがあるんです。本来ならば確認を徹

底すべきものがそのままＢ様のものをＡ様が払うような形で口座のほうに登録してしまっ

たということでございます。 

   以上です。 

古川議員 じゃ、大変失礼な言い方ですけれども、そのＡさんに悪意はなかったという、です

よね。他人の水栓番号書いてしまったら、そういうことになってしまうわけですもんね。 

   その場合、ここへ書かれたものを、ごめんなさい、水道課さんでは、現地確認というの
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はされるんですか。この水栓番号が間違いなくお客様の番号になっているかどうか。 

水道課長 番号につきましては、量水器という検針する機械があるんですけれども、それを設

置するときに番号を振りますので、その番号がずうっとついてくるという形になります。

あと、そのときに申請する、申請者がいますけれども、その申請者のところに番号が新し

く振ってくるような形なので、そのときの番号がずうっとお客様番号になってくるという

ことになります。 

   以上です。 

古川議員 ですから、確認はされていないと、現地の確認はしていないということですか。最

初の段階では確認している。 

水道課長 そうですね、はい。 

古川議員 その後は、その番号を使われれば、誰々さんの番号だなというふうに判断している

と。 

水道課長 そうです。 

議長 質問がないようですので、これからこういう間違いのないようにひとつよろしくどうぞ

お願いをいたします。 

   以上で産業建設常任委員会の報告については終りといたします。 

   暫時休憩をいたします。 

   執行部は退席をお願いします。 

     休憩（午前 11時 50分） 

     再開（午前 11時 51分） 

議長 再開をいたします。 

   続きまして、原子力安全対策常任委員会報告、笹島委員長よりお願いをいたします。 

笹島議員 閉会中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。 

   安定ヨウ素剤の市内全域事前配布についてです。 

   11 月１日の東京新聞に市長が安定ヨウ素剤の市内全域への事前配布を県としていると

の記事が掲載されたことを受け、急遽、市長の出席を求めた上で、当委員会で本件につい

て確認を行いました。 

   執行部からは、配布の方法や医師会、薬剤師会との協議を含め、具体的なことはまだ決

まっておらず、あくまで検討段階であるとの説明がありましたが、予算化等を含め、なる

べく早く進めていきたいということでした。 

   委員からは、配布の手続にはまだまだ課題がある上、薬剤の購入や、医師や薬剤師の手

配などに多額の費用がかかることが見込まれるため、慎重に進めるべきであるとの意見が

多数ありました。特に費用については、市長会などの組織を通して、国や県に支出を求め

るなどの対策を講じることも必要であるとの意見がありました。また、市内部でも検討段

階である上、議会にもまだ説明がない案件について、不用意に報道されてしまっては、周
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囲の混乱を招くため、市長は発言の影響について配慮すべきであるとの強い指摘がありま

した。 

   以上、ご報告いたします。 

議長 笹島委員長の報告が終りました。 

   ただいま委員長報告について、何か確認したいことございますか。 

     （なし） 

議長 ないようですので、原子力安全対策常任委員会の報告については終りといたします。 

   これにて全員協議会を閉会といたします。 

       閉会（午前 11時 51分） 

  

平成29年１月25日 

    那珂市議会 議長 中﨑 政長    


