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那珂市議会全員協議会記録 

開催日時 平成28年12月15日（木）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 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 

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 

産業部長 佐々木 恒行 農政課長 加藤 裕一 

農政課長補佐 柏  正裕 

 

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 

        議案の追加等について 

        平成29年第１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 

        人事院勧告に伴う関係条例の改正について（追加） 

        平成２８年度那珂市一般会計補正予算（第９号）（案）について 

        結果概要：執行部より追加議案について説明あり 
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     （３）委員長報告 

        総務生活常任委員会委員長報告 

産業建設常任委員会委員長報告 

教育厚生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 

     （４）その他 

        茨城県市議会議長会平成28年度第２回議員研修会について 

        結果概要：研修派遣者３名を決定 

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00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。 

あすは、第４回定例会の最終日でございます。 

それに向けまして、各委員長の委員長報告、いろいろあると思いますが、慎重なるご審

議をお願いして、挨拶とかえます。 

ご苦労さまでございます。 

事務局長 それでは、この後の進行を議長にお願いいたします。 

議長 開会前にご連絡をいたします。 

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を

いたします。 

携帯電話をお持ちの方は、配慮をお願いします。 

ただいまの出席議員は17名であります。 

欠席議員はおりません。 

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。 

ご苦労さまでございます。 

ご承知のようにですね、12月10日、第４代那珂市議会議長須藤博さんが逝去されました。 

生前の数々のご功績をたたえ、謹んで哀悼の誠をささげたいと思います。 
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さて、第４回定例会も、あしたが閉会となります。 

長時間にわたりましてご審議をいただきまして、誠にありがとうございます。 

また、お疲れさまでございました。 

本日は、追加案件として提出いたします、議案３件につきまして、ご説明いたします。 

慎重なるご協議をお願いいたしまして、挨拶といたします。 

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。 

議会運営委員会委員長報告、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29年第１回定例会について、議員勉強会につい

てであります。 

執行部からの追加議案は、一般会計補正予算が１件、条例改正が２件の、計３件でござ

います。 

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、議会運営委員会提出案件として、発議第３号 地方議会議員の厚生年金へ

の加入を求める意見書を上程いたします。 

こちらについては、全国市議会議長会から、意見書の提出依頼があり、11月22日の議会

運営委員会で協議した結果、これからの若い人が、一つの職業として委員を選ぶ際の環境

整備として、厚生年金制度の加入を要望することに賛同する意見があり、お配りしました

意見書案のとおり、関係行政庁に提出することにいたしました。 

本件につきましても、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。 

なお、提出者は、議会運営委員会委員長です。 

平成29年第１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、後ほど事務局から説明させます。 

また、今年度第２回目の議員勉強会について、これまで議会運営委員会で検討してまい

りましたが、日程等が決まりましたのでご報告いたします。 

来年の２月８日水曜日、午後１時から、東京臨海広域防災公園の、澤防災士をお招きし

て、地域防災と議員の役割、災害時の議員の心構えなどをテーマに講演をいただくことと

なりましたので、よろしくお願いをいたします。 

なお、勉強会終了後に、災害対応調査特別委員会を開きますので、あわせてよろしくお



 - 4 - 

願いをいたします。 

続きまして、11月22日に開催しました議会運営委員会で、議会運営に関する関する申し

合わせ内規の変更について協議をいたしました。 

会議規則第14条関係の議案の提出について、議案の整理区分を変更するものです。 

内容としましては、議員提出議案と市長提出議案を明確に分けるとともに、内容を簡略

化するために、来年１月から、別紙のとおり変更をいたします。 

以上、報告をいたします。 

よろしくお願いいたします。 

議長 委員長の報告が終わりました。 

続いて、事務局より補足説明があります。 

事務局説明をお願いします。 

次長補佐 それでは、来年３月議会の定例会の会期日程案について、私のほうから補足説明を

させていただきます。 

お手元にお配りいたしました、平成29年第１回那珂市議会定例会会期日程案をごらんく

ださい。 

３月議会でございますが、開会日が３月３日金曜日、会期は21日間を予定しております。 

３日が本会議で、開会から議案の上程説明まで。 

３月４日から６日までが休会。 

３月７日が本会議一般質問。 

８日の水曜日が、続いて一般質問、議案質疑、議案、請願等の委員会付託でございます。 

３月９日から３月12日までが休会。 

３月13日からが常任委員会でございます。 

13日、総務生活常任委員会。 

14日が産業建設常任委員会。 

15日が教育厚生常任委員会でございます。 

その後、16日から21日までが休会。 

３月22日水曜日が議会運営委員会と全員協議会、23日木曜日が最終日で、本会議、委員

長報告、質疑、討論、採決を行いまして、閉会でございます。 

その下でございますが、２月21日火曜日が一般質問の通告締め切り。 

２月24日金曜日が議会運営委員会、全員協議会、議案説明会でございます。 

以上です。 

議長 説明が終わりました。 

ご意見、ご質疑ございますか。 

福田議員 会期日程に、原子力安全対策常任委員会がないのは、どういった理由ですか。 

次長補佐 原子力の常任委員会ですが、今のところ案件がございませんので、予定には入れて
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おりません。 

福田議員 案件がなくても、常任委員会に位置づけをしておいて、常任委員会を開催しないと

いうことは、どういうことなんですか。 

次長補佐 16日の木曜日のところに、日程は一応入れられるようにはしてありますので、そち

らに入れたいと思います。 

福田議員 これ、しっかりやってください。 

常任委員会に位置づけをしておいて、日程に入っていないなんていうのは、これ、とん

でもないことだよこれ。 

案件があるないにかかわらず、日程は日程として入れおくのは、当たり前じゃないです

か。 

以上です。 

議長 それでは、ただいま事務局より、説明がありましたように、３月16日木曜日、午前10時、

原子力安全対策常任委員会を追加で入れていただきたいと思います。 

福田議員 議長、追加ではないよこれは。 

議長 笹島委員長よろしくお願いします。 

   ほかに、質疑ございませんか。 

花島議員 発議第３号についての質疑とか、意見陳述は、どの機会でできるのでしょうか。 

厚生年金への加入の話。 

次長補佐 追加議案と同じ扱いになりますので、本日の５時までが、質疑、討論の通告締め切

りなりますので、本日、通告を出していただきたいと思います。 

花島議員 了解しました。 

議長 ほか、ないようでしたらば、質疑を終結します。 

それでは、委員長報告のとおりと決定をいたします。 

次に、追加議案について、人事院勧告に伴う関係条例の改正について、執行部より説明

を求めます。 

総務課長 総務課長の川田でございます。 

ほか、２名が出席をしております。 

よろしくお願いいたします。 

それでは、全員協議会資料の追加の資料、それから議案書の追加の資料があると思いま

すけども、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。 

それでは説明をさせていただきます。 

人事院勧告に伴う関係条例の改正について、追加でございます。 

１番の趣旨でございます。 

前回11月22日の全員協議会の際に、ご説明をさせていただいたところでございますが、

人事院勧告関連の法案が、国会で審議中ということで、一旦上程を見送らせていただいた
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案件でございますが、このほど、法案が可決成立いたしましたことから、二つの条例につ

きまして、一部改正を行おうとするものでございます。 

施行期日につきましては、平成29年１月１日ということで、人事院勧告に準拠して、所

要の改正を行うというものでございます。 

改正の対象といたしましては、二つでございます。 

一つが、那珂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。 

もう一つが、那珂市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。 

この２本でございます。 

それでは、人事院勧告の内容はどのようなものかということで、簡単にご説明をいたし

ます。 

次の２ページ、裏のページをお開きいただきたいと思います。 

育児休業法の改正の意見の申出、及び勤務時間法、こちら正しいと言う字が、ちょっと

漏れていますので、追加願います、改正の勧告の骨子でございます。 

この四角の部分が、勧告のポイントということでございます。 

民間労働法制、いわゆる育児介護休業法の改正内容に即した見直しをしなさいと、要は、

国家公務員においては、民間を倣って見直しをしなさいというような、勧告でございます。 

実施が平成29年１月１日ということでございます。 

大きく三つポイントがございます。 

一つが、介護休暇の分割ということで、３回まで分割して取得が可能になるということ

です。 

二つ目が、介護時間の新設ということで、最長連続３年の期間内に、１日２時間まで、

時間がとれるということでございます。 

それから三つ目、育児休業等に係る子の範囲の拡大ということで、こちらが特別養子縁

組の監護期間中の子等を追加するというこの３点がポイントだということです。 

以下、改正の概要がありますが、お時間の関係でちょっと省略させていただきたいと思

います。 

もう一度１ページに戻っていただきたいと思います。 

今の勧告を踏まえまして、２番の改正の概要ということで、ご説明をいたします。 

こちらは、今、ご説明した人事院勧告に準拠した内容となっております。 

（１）勤務時間条例関係です。 

改正の内容は、大きく三つございます。 

一つは、介護を行う職員の時間外勤務命令の免除ということです。 

こちらは申出により、時間外勤務を免除することができるということ、そういう規定を

追加をするということでございます。 

それから二つ目、介護休暇の分割取得ということで、今まで無給の介護休暇の取得は、
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連続する６カ月の期間内において、必要と認められる期間とされていたものをですね、改

正後は、一つの要介護状態ごとに、３回以下で分割して、合計６カ月以下の範囲内で指定

が可能というふうになります。 

それから三つ目ですけれども、介護時間の新設ということで、連続する３年以下、１日

につき連続する２時間以下で、勤務しないことを認めるという仕組みを、新たに設けると

いうものでございます。 

それから（２）の育児休業条例関係でございますけれども、こちらが育児休業ができる

子の範囲の拡大をするというものでございます。 

民間労働法制の改正に合わせまして、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児介

護休業法の地方公務員に係る特例部分が改正されたことを踏まえまして、職員が育児休業

を取得することができる子の範囲を拡大をするというものでございます。 

内容でございますが、職員が児童福祉法に基づく養育里親となることを希望している場

合、それから、民法の規定に基づく特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う場合などの

ほかですね、法律上の親子関係に準ずる関係にある場合にも、育児休業等をすることがで

きるようにするというものでございます。 

参考といたしまして、この２本の条例の改正に伴いまして、今後ですね、７本の規則を

改正をするという予定になっております。 

続いて、議案のほうを簡単に説明したいと思います。 

議案書追加の１ページを、お開きいただきたいと思います。 

議案第99号 那珂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でござ

います。 

その次の２ページ以降ですね、今回の改正文、それから５ページ以降が、新旧の対照表

になります。 

それで、10ページのところが条例改正の概要ということで、各条ごとに、改正の内容が

記載されております。 

内容につきましては、先ほど説明したとおりでございます。 

それから11ページをお開きいただきたいと思います。 

こちらが、議案第100号 那珂市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例で

ございます。 

その次の12ページ、13ページが一部改正条例ということになります。 

14ページ以降、17ページまでが一部新旧対照表ですね。 

18ページが条例の一部改正条例の概要ということで、各条ごとに、改正の内容を載せて

ございます。 

主な改正内容につきましては、先ほどご説明をしたとおりでございます。 

説明は以上でございます。 
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よろしくお願いいたします。 

議長 人事院勧告に関しての説明が終わりました。 

何か質疑、ご意見等がありましたらばお願いします。 

古川議員 この介護休暇の分割取得について、ちょっと教えていただきたいんですが、３回に

分割して取れるということなんだと思うんですが、それ１回というのは、どういうことを

言っているのですか１回とは、何日のことを言っているのか、その辺がちょっと詳しくわ

からないので教えてください。 

総務課長 お答えします。 

３回というといいますのは、今までは、介護休暇を取得するのに、連続して取らなくち

ゃいけない、そういう制度だったんですけれども、まずは、その介護の始める時期、それ

から、中期といいますか、入所をするだとか、そういった中期とか、あとは終末期という

か、大体、その３回に分かれるんじゃないかなということで、要は、今まで連続する期間

でないと取れないという部分もありましたけれども、それを分割して、取ることができて、

しかも、その合計が６カ月以下ですか、今までは、その６カ月の間しか取れなかったもの

が、合計して６カ月とれるようになったということで、介護離職とかをですね、極力なく

そうとかというような部分も民間でもございまして、そういうふうに民間でもそうしてる

部分、そうした部分もありますので、当然、公務員のほうもそういった形で、そういう制

度にしていこうというものでございます。 

古川議員 確認なのですが、今までは６カ月の間に１回継続してとらなければいけなかったも

のを、例えば２カ月ぐらいずつ、半年を、今まで６カ月だったものを超えても、合計で６

カ月まで取れるようなったというね。 

ですから、全体の期間は１年であろうが、２年であろうが、３回まで、分けてとれるよ

っていうことですね。 

わかりました。 

ありがとうございます。 

花島議員 古川さんの聞いてることは、わかるんですけど、一つの介護要件っていうくくり方

を説明してください。 

総務課長 こちらは、介護する方は、親御さん、後は、祖父母等あると思いますけれども、１

人の介護についてという、そういう意味合いでございます。 

花島議員 わかりました。 

議長 ほかにございませんか。 

（なし） 

議長 なければ以上で質疑を終結いたします。 

暫時休憩をいたします。 

執行部は入れかえをお願いします。 
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休憩（午前10時20分） 

再開（午前10時21分） 

議長 再開をいたします。 

続きまして、平成28年度那珂市一般会計補正予算（第９号）（案）について、執行部よ

り説明を求めます。 

財政課長 それでは、議案第101号についてご説明いたします。 

平成28年度那珂市一般会計補正予算（第９号）についてご説明いたします。 

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1,451万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ187億1,831万5,000円とする。 

４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。 

歳入、15款県支出金、２項県補助金、４目農林水産業費県補助金1,451万円。 

歳出になります。 

５款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費1,451万円。 

以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

議長 執行部からの説明が終わりました。 

質疑、ご意見等ありませんか。 

（なし） 

議長 ないようですので、以上で質疑を終結いたします。 

暫時休憩をいたします。 

執行部は、ご退席をお願いします。 

休憩（午前10時23分） 

再開（午前10時24分） 

議長 再開いたします。 

次に、委員長報告になります。 

総務生活常任委員会報告、勝村委員長より報告をお願いします。 

勝村議員 それでは、総務生活常任委員会の報告をいたします。 

定例会期中の執行部からの報告案件につきまして、ご報告をいたします。 

12月６日の総務生活常任委員会で執行部より、４件の報告を受けました。 

まず一つ目、第２次那珂市総合計画基本構想（素案）について。 

今回、執行部より、第２次那珂市総合計画について、基本構想の素案がまとまったとい

うことで中間報告がありました。 
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素案の策定に当たっては、「市民と行政の協働」、「時代の変化に柔軟に対応する」、

「成果実効性を重視する」、「まち・ひと・しごと創生総合戦略との整合性を図る」とい

う方針に基づいているとのことです。 

前回の総合計画から変更された点としては、第４章にあります、「施策の大綱」部分で、

その施策の中でも自治会や、まちづくり委員会とのさらなる協調として、「地域コミュニ

ティの充実」を独立して設けたこと、また、「住みよさ」を前面に押し出していくために、

「だれもが住み続けたいと思えるまちづくりを推進する」については、まち・ひと・しご

と創生総合戦略との整合性を図ったとのことでした。 

二つ目、いぃ那珂暮らし結婚新生活支援補助金交付要綱の制定について。 

制定の趣旨については、経済的理由で結婚に踏み出せない低所得者を対象に、結婚に伴

う新生活にかかる経費の一部を経済的に支援することで、婚姻数の増加、少子化対策につ

なげることが目的とのことです。 

また、国からの支援制度を利用するため、事業費の４分の３が国、４分の１が市の負担

となります。 

制度の概要については、本日、お配りいたしました、常任委員長報告概要に記載のとお

りとなります。 

今後については、平成29年１月１日に要綱を公布、１月４日より、補助金交付申請書の

受け付けを開始する予定とのことです。 

委員からは、近隣の実施状況について質問がありました。 

執行部からは、県内で６市町村が実施している旨の答弁がありました。 

このため、この制度のＰＲ方法について、那珂市や近隣の不動産業者に広く周知をした

ほうがよいのではないかとの意見がありました。 

３番目、いぃ那珂暮らし応援団の設立について。 

本市のさらなる知名度向上と活力あるまちづくりの推進を図ることを目的として、その

活動を応援してくれる市民や市外在住者を募集して、いぃ那珂暮らし応援団を設立すると

のことです。 

また、平成29年１月には、設置要綱を公布し、団員の募集を開始していくとのことでし

た。 

４番目です。 

那珂市空き家等適正管理に関する条例骨子について。 

制定の趣旨としては、年々ふえる適正に管理されていない空き家等に対して、適正な管

理を促し、安全で安心なまちづくりを促進することを目的として、条例を制定しようとし

ているとのことです。 

この条例骨子の概要については、空き家対策特措法に定めがあるもの中で、特に重要と

思われる規定と、特措法に定めがないものについて、那珂市の空き家等対策に必要と思わ
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れる事項を那珂市の条例として規定しているとのことです。 

主なものとしては、市内に適正に管理がなされていない空き家等があると認めるときは、

市民等は、市に情報提供できる規定。 

管理不全な状態と認める空き家等に対して、所有者等の情報の取得や、現場に立ち入っ

て実態調査ができる規定。 

調査した結果、空き家が管理不全な状態にあると認めるときは、当該所有者に対し、助

言、指導及び勧告ができる規定。 

勧告に応じないときは、当該所有者に対して、履行期間を定めて、必要な措置を講ずる

ように、命令ができる規定。 

命令に従わない場合は、住所、氏名、空き家等の所在地、命令の内容等を公表する規定。 

緊急に危険回避する必要最低限の、緊急安全措置を行うことのできる規定。 

行政代執行法の定めによる、代執行に関する規定。 

警察や消防など必要な関係機関と連携することができる規定などがあるとのことでした。 

委員からは、規程にある公表の仕方について、空き家問題についてはいろいろな問題の

ある方が多いため、プライバシー等の事情がある場合でも、公表を行うのかとの質問があ

りました。 

執行部の答弁では、公表を行うとの答弁がありました。 

また、所有者に意思能力のないような案件について、代執行をする際の最終判断はどう

なるのかとの質問がありました。 

執行部の答弁では、そのような案件については、市に協議会を設置するので、その中で

協議をして取り組んでいきたいとの答弁がありました。 

最終的な責任権者は誰になるのかとの質問については、市長であるとの答弁がありまし

た。 

最後になりますが、総務生活常任委員会の調査事項である、廃校利用について、11月に

研修視察を行った報告をいたします。 

千葉県鋸南町において、都市交流施設・道の駅保田小学校の施設の見学も含めて、研修

を行ってまいりました。 

また、担当の職員より、開校から施設利用開始までの経緯などのお話を伺ってまいりま

した。 

この調査事項につきましては、閉会後に委員会を開いて、さらに検討をしていくことと

しております。 

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 勝村委員長の報告が終わりました。 

ただいまの委員長報告について、何か確認したいことなどありましたらお願いをいたし
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ます。 

（なし） 

議長 ないようですので、総務生活常任委員会の報告については、終わりといたします。 

続きまして、産業建設常任委員会報告、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いたします。 

11月10日及び12月７日に開催しました。 

委員会の結果について、お知らせをいたします。 

閉会中及び第４回定例会期中の執行部からの報告案件及び委員会での調査の内容につき

まして、ご報告いたします。 

報告につきましては、三つございます。 

まず最初、１番目でございますが、那珂市区域指定について。 

那珂市区域指定につきましては、当委員会として継続して執行部から報告をいただきな

がら、内容について確認を行ってまいりました。 

閉会中の11月10日の委員会では、10月12日から26日の住民説明会の経過と、区域指定を

行うための那珂市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例の改正の

案について説明を受けました。 

住民説明会では、議会からも指摘がありました人口がどの程度増加する見込みなのかと

いう質問や、11号、12号両方を併用できないのかという質問のほか、コミュニティ内のト

ラブルや固定資産税が上がることを心配する声などもあったということでございます。 

住民の意見に対しまして、今回は12号区域のみ指定するが、今後11号区域の導入が可能

かどうか、人口動態等を見ながら検討をする。 

今回指定されなかった地区の追加についても、人口動態等見ながら検討をしていく。 

道路要件については、集落内の道路がすべて４メーター以上に整備されている区域がほ

とんどないということで、４メーター未満の道路でも要件を満たすものとしている。 

排水施設要件については、公共下水道等が整備されている区域が限られていることから、

浄化槽放流先が確保されている浄化槽での処理、敷地内浸透処理についても要件に該当す

るものとしています。 

というように、執行部の考え方が改めて示されております。 

条例については、前提として新たに区域指定にかかわる条例を制定するものではなく、

那珂市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例に区域指定に関する

条文を追加することで、区域指定においては、だれでも建築ができるという内容を盛り込

むことになります。 

主な内容としましては、既存集落の定義と、その性質による沿道型集落、独立型集落等

といった分類の記載。 

指定区域での建築物の最低敷地面積を300平方メートルとすること。 
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対象集落の要件の記載、市街化区域から約１キロメートル以上離れている、建築物がで

すね、ある程度集積している、道路・鉄道・河川等によって境界を定めることができるこ

となど。 

開発行為の内容の記載、原則一戸建てとすることですね。 

などの点が挙げられております。 

細かい要件等については、基本的にこれまでご報告してきた内容に基づいたものとなっ

ております。 

さらに、今定例会会期中の12月７日に、区域指定の要件について改めて説明があり、そ

の中で、今後、人口動態等を見ながら、11号区域の導入の方向性も検討する。 

今回指定の要件を満たさかなった集落の追加は、今後の人口動態等を考慮した上で行う。 

インフラについて、指定区域を優先整備することはないが、道路整備は、地域からの要

望を踏まえて、排水施設については整備計画に基づいて、整備をしていく。 

などのフォローアップの方針が示されております。 

また、区域指定の対象集落につきましては、要件に合わせて細部の見直しを行ったとい

うことでございます。 

詳細は追加資料として各地区の図面が配付されておりますので、そちらをご参照いただ

きたいと思います。 

委員からは、既存インフラで対応できることを条件とするのであれば、整備ができてい

る地区から始めればよいのではないかという質疑がありました。 

これに対し執行部からは、要件としては満たしているため、指定をしているという答弁

がありました。 

また、人口減少抑制という執行部の考えに対しまして、そもそも抑制のためには、人口

を増やす必要があるのではないかという確認や、制度として人口増加が本当に見込めない

のであれば、持ち出しばかりがふえるのではないかという指摘もありました。 

今後のスケジュールとしまして、来年１月５日から２月６日にかけましてパブリックコ

メントを実施し、３月定例会に条例改正案を提出予定ということでございます。 

なお、11月の委員会にて、委員から再度住民への説明の機会を設けてほしいという要望

を出しておりましたが、これについては、パブリックコメント期間中の１月22日日曜日、

中央公民館と総合センターらぽーるにおいて再度住民説明会が開催されることになりまし

た。 

詳しくは常任委員会資料をごらんいただきたいと思います。 

次二つ目でございます。 

未登記道路整理事業について。 

この事業は、旧瓜連町の道路拡幅改良事業において、事務処理が漏れてしまってしまっ

ていた183筆の敷地について処理を行ってきたものでございます。 
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平成22年から24年のうちに79筆を処理し、平成25年以降、処理困難となっていた104筆の

処理を進めてきたところでございますが、本年度末をもって、未登記道路整理事業として

は終了をし、今後は、地権者への登記協力者謝礼金を用地管理事務費に、委託料は道路改

装舗装事業に計上していくということでございます。 

事業の具体的な進捗については、常任委員会資料についてご確認いただきたいと思いま

す。 

委員からの確認があった処理困難となっている理由については、相続人は特定できてい

るものの、人数が多く、道路にかかっていない部分も一緒に処理していく都合上時間がか

かっているということでございました。 

三つ目でございます。 

担い手確保経営強化支援事業について、この事業は、売上高拡大や経営コスト縮減など

に意欲的に取り組む地域の担い手が、融資を活用して農業用機械・施設等を導入する際に、

融資残について助成するというものでございます。 

追加議案の議案第101号の補正予算として計上されております。 

助成額は、事業費の２分の１以内ということで、配分上限は個人が1,500万円、法人が

3,000万円となっております。 

助成を受けるためには、認定農業者であること、農地中間管理機構を通して、市内の農

地を借りていることなどが条件となっております。 

今回は、常陸乃アグリ農事組合法人を対象としまして、1,451万円を交付いたします。 

この法人の平成30年を基準とした成果目標は、売上高を1.2倍、経営面積を29.3ヘクター

ルから32ヘクタールに伸ばすこととなっております。 

なお、現在の市内での売上高は具体的には確認できていないということでしたけれども、

法人全体では5,000万円程度ということになる込みでございます。 

対象法人の詳細は、追加の常任委員会資料にてご確認いただきたいと思います。 

なお、この事業は国の補正予算による、予算措置により実施するもので市の持ち出しは

ないということでございます。 

市内での具体的な売上高は確認できない点について、委員から、市にどの程度のメリッ

トはあるか理解して行うべきではないかと指摘がありました。 

執行部としては、対象法人は耕作放棄地の利活用にも努めているため、一定のメリット

はあると考えているということでございました。 

また、土地を借りという条件から、土地を貸した人が困らないよう、法人の計画等はし

っかりチェックしてほしいという意見には、法人の計画についても、台帳や現地の確認を

していくという答弁がございました。 

以上、ご報告いたします。 

議長 寺門委員長の報告が終わりました。 
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ただいまの委員長報告について、何か確認したいことはありますか。 

笹島議員 区域指定なんですけど、とんとん拍子でね、４月の条例施行を目標目的にして進ま

れている感じがするんですけど、住民説明会をやっていますよね。 

その内容の分析とか、こういう具体的生の声を、どのように委員の人が聞いて、いろん

な意見あると思うんでね、それを集約してと、決まったように、パブリックコメントをや

って、形だけかどうかわかりませんけども、今言っていた一番大事な住民説明会をね、ど

のように集約して、どのような意見が出たっていうことをしっかりそれをしていかないと、

事が始まればね、終わりがないですから、その前で委員会としてね。 

そういうこう考え持っていらっしゃるのか、委員の人たちは、どういう意見が出たのか、

そこをちょっと聞きたいですね。 

寺門議員 今、ご報告をしましたとおりですね、調査については、我々委員も住民説明会には、

全会場もでているものもありますし、６回、７回と出ている会場ですね、回っている者も

いますんで、そこはしっかり生の声をお聞きしてですね、いろいろな意見が出ております

ので、住民の声として、まだ十分納得できてはいないというのが全委員の理解でございま

すんで、11月10日の委員会での説明時にですね、改めてこの後についてパブリックコメン

トやって、意見が出ました。 

パブリックコメントやると大体ほとんど意見がないので、改めて一度やった住民説明会

の、また質問もありましたし、こういうことはどうなのということもありますんでね、そ

れについて丁寧に答えてくださいということで、再度その住民説明会を要請いたしまして、

これ１月22日に開催ということで、改めてそこで、もう１回お知らせをして、また住民の

方からご意見を聞くと、また、ご理解をいただくということで進めております。 

その後、我々委員のほうも、集約をしていくということで、今のところ予定をしており

ます。 

施行日につきましては、住民の方々のご意見もあわせて考えていくと、委員の中には、

もう少し慎重に検討を重ねたほうがいいのではないかという意見もございました。 

今のところは、以上でございます。 

議長 ほかに。 

小宅議員 区域指定の話ですけども、恐らく３月の定例会で、議案として出てくるんだと思う

んですけども、その際にですね、いよいよ私たちも初めて議論をするという形になります

ので、負の意見も、賛成の意見も全部こう執行部から出してもらいたいんですね、判断材

料をそろえられるだけそろえていただきたいということを執行部にお願いしたいと思いま

すんで、委員会から、よろしくお願いします。 

寺門議員 はい、わかりました。 

議長 ないようですので、産業建設常任委員会の報告については、以上といたします。 

続きまして、教育厚生常任委員会報告、古川委員長より報告をお願いします。 
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古川議員 教育厚生常任委員会から報告申しあげます。 

12月８日に開催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。 

介護長寿課から平成29年４月から実施する介護予防日常生活支援総合事業について、ご

説明がありました。 

介護保険法改正に伴い、これまで実施してきた介護予防事業が見直され、介護予防給付

のうち、訪問介護と通所介護について、市町村が地域の実情に応じて独自に基準を設定し、

サービスを提供することになりました。 

訪問型サービスについては、国基準の現行相当サービスのほかに、Ａ１とＡ２という区

分を新設して３種類に、通所型サービスについては、現行相当サービスのほかに、サービ

スＡを新設し２種類の提供となります。 

サービスを受ける対象者は要支援１、２に該当する方のほか、要支援の認定を受けてい

なくても、25項目のチェックリストに一定以上該当する方となっております。 

委員からは、チェックリスト該当者については、だれがどのように判断するのか、また、

市民への周知はどのようにするのかという質問がございました。 

執行部からは、チェックリストについては、地域包括支援センターの職員が実施するこ

とを考えており、周知についてはこれから検討し準備をしていくとの回答がございました。 

次に、当委員会の調査事項である、子育て支援について、11月７日に市内の子育て関連

施設の視察を行いましたので、ご報告いたします。 

当日は、菅谷保育所、地域子育て支援センターつぼみ、認定こども園大成学園幼稚園、

那珂キッズクリニック小児科の病児保育施設の４カ所を視察してまいりました。 

子育て支援センターでは、施設が小さいながらも工夫を凝らしていろいろな事業を行っ

ており、市内の保育所や幼稚園、健康推進課、こども課とも連携をとりながら、子育て支

援の拠点として、活動している様子がうかがえました。 

また、病児保育については、小児科に併設されているというメリットを生かし、病児に

対するきめ細やかな対応がされていることに驚きを感じました。 

委員から、那珂市は、すばらしい取り組みを行っていながらも、市民へのＰＲが不足し

ているのではないかという意見が出ましたので、それを含めて、那珂市の子育て支援に必

要なものは何かを考え、今後、要望書としてまとめていくことといたしました。 

以上教育厚生常任委員会から報告いたします。 

よろしくお願いします。 

議長 古川委員長の報告が終わりました。 

ただいまの委員長報告について、確認したいことございませんか。 

ありませんか。 

（なし） 
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議長 ないようですので、教育厚生常任委員会の報告については、以上といたします。 

続きまして、原子力安全対策常任委員会報告。 

笹島委員長より報告をお願いします。 

笹島議員 12月９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、報告いたします。 

まず、原子力災害に備えた那珂市広域避難計画（案）の概要について及び避難所ガイド

マップの配布についてですが、原子力災害に備えた広域避難計画については、執行部にお

いて、上位計画となる県の計画に基づいて作成が進められております。 

５月の報告の際に、具体的な避難先が示されたこと、実走による避難経路の確認後に避

難所マップの作成が予定されていることを報告いたしました。 

今回の委員会では、その進捗について説明がありましたのでご報告いたします。 

まず、広域避難計画については、避難計画で使用される専門用語の解説、事故の進展と

放射線放出後の経過に応じた防護措置についてのフロー図、避難の具体的な流れのフロー

図、安定ヨウ素剤の服用方法、避難所の運営方法、市民の避難状況の確認方法などが明示

され、より具体性が増していることが確認されました。 

また、今回、住民の避難先の把握に関連して、避難ガイドマップの案が示されました。 

このマップには、避難所の地図だけではなく、避難時の持ち出し品チェックリスト、避

難の流れ、用語の解説、安定ヨウ素剤の服用方法なども記載され、避難に必要な情報等が

まとめられているとのことでした。 

避難計画については自家用車で避難ができない方への対応、安定ヨウ素剤の配布方法、

複合災害への対応、避難が長期化した場合の対応など課題が多く残されておりますが、執

行部としては、現時点で何かあったときにどのように動けばよいか、何をしなければなら

ないかについて市民に早目に知らせるため、マップの配布をしたとのことでした。 

なお、避難ガイドマップは修正を加えつつ来年２月末の完成を目指すことで、３月定例

会期中に議会に対してその説明を行ったのちに、地区ごとに住民説明会を行い、全戸配布

という流れを予定しているとのことでした。 

委員からは、複合災害への対応、避難が長期化した場合の対応について、できるだけ早

く検討してもらいたいという意見がありました。 

また、委員から避難物資の備蓄についての質疑がありました。 

備蓄については基本的に県と市で負担することになり、実際に使う場合は県の倉庫など

からあてがうことになるとの答弁がありましたが、県で用意しているのは、那珂市のため

だけの備蓄ではないとのことから、委員からは備蓄状況をよく確認するよう求める意見が

ありました。 

さらに、市民の避難に当たっては、実際に動いてみなくてはわからないことも多いため、

自治会役員だけでも避難場の確認に連れていくことはできないかとの意見がありました。 

この点については、原子力安全対策常任委員会としても、ぜひ避難ルートを確認したい
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という意見がありましたので、当委員会に避難シミュレートするような機会をいただける

よう、執行部に要望いたしました。 

次に、気体廃棄物の放出について。 

気体廃棄物の放出状況については、いずれの事業者も放出管理目標値を下回っており、

適正に管理されてるのことでした。 

以上報告いたします。 

議長 笹島委員長の報告が終わりました。 

ただいまの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、終わりといたします。 

続きまして、その他連絡事項について。 

平成28年度第２回議員研修会の派遣について、事務局より説明を願います。 

書記 １月の17日に開催されます、平成28年度第２回議員研修会の出席者については、綿引議

員、遠藤議員、筒井議員の３名の方を、総務生活常任委員会、産業建設常任委員会、教育

厚生常任委員会の３常任委員会より選出いただきました。 

つきましては、あすの最終日に議員派遣として、本会議で報告させていただきます。 

また、研修の開催場所が、日立市より北茨城市のほうに、変更になっております。 

出席される方については、後日、事務局より詳細について、ご連絡をいたしますので、

よろしくお願いいたします。 

以上です。 

議長 後ほど事務局から、場所については報告があると思いますが、よろしくどうぞお願いを

いたします。 

きょう最後になりますが、あしたの本会議におきまして、12月10日に逝去されました、

故須藤博議員に対して、本会議の冒頭に哀悼の意を込めて黙祷のご協力を皆様にお願いを

いたします。 

これに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53分） 

 

   平成29年１月25日 

    那珂市議会 議長 中﨑 政長              


