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那珂市議会全員協議会記録 

開催日時 平成29年８月２９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 

欠席委員 議 員 福田耕四郎 

職務のため出席した者の職氏名 

     事務局長 寺山 修一  次 長 清水  貴 

     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 大縄 久雄 

副市長 宮本 俊美 

総務部長 川崎  薫   

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29年第３回定例会について 

結果概要：報告について了承 

     （２）委員長報告 

        ・産業建設常任委員会 

        ・教育厚生常任委員会 

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。 

来月から第３回の定例会が始まるその前の全員協議会でございます。 

慎重なるご審議をお願いします。 
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それから、昨土曜日には、那珂市の一大イベントであります、ひまわりフェスティバル

が盛大に開かれました。 

心配された天候、それからひまわりの咲き具合と、すべて順調に消化できたと思います。 

皆様のご協力を心から感謝を申し上げます。 

本日の全員協議会、たくさんの議案がございます、慎重なるご審議をお願いして、議長

の挨拶といたします。 

ご苦労さまです。 

事務局長 ありがとうございました。 

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、ご連絡をいたします。 

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、ご配慮をよろしくお願いします。 

ただいまの出席議員は16名であります。 

欠席議員は福田耕四郎議員の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きます。 

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をしております。 

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。 

けさほどのですね、Ｊアラート放送には驚かれたことと思います。 

那珂市にとっては、初めての実践放送ということなります。 

北朝鮮のミサイル発射については、６時15分に防災課の担当者が参集をしまして、消防

本部と被害状況について、情報を収集し、７時に安全である旨の放送をいたしました。 

お手元に報告書がいっているのではないかと思いますけども、そのほかですね、ＪＲ水

郡線も一時停止したものですから、若干のおくれが生じましたけれども、現在は平常運転

をしているというふうに聞いております。 

さて皆様にはですね、平素より市政運営につきまして特段のご配慮をいただき、厚く御

礼を申し上げます。 

ご承知のように、茨城県政のかじ取り役がかわりました。 

市政が停滞しないよう十分に配慮しながら、行政運営に務めていきたいと考えておりま

す。 

本日の全員協議会におきましては、第３回定例会の会期日程についてご審議をいただく
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ことになっております。 

慎重なるご審議をお願い申し上げまして、簡単ですが、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。 

会議事件は、平成29年第３回定例会について審議をいたしました。 

提出予定議案は、条例改正や補正予算、平成28年度各種会計決算など全体で10件であり

ます。 

いずれも第３回定例会会期中に上程し、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をいたしました。 

常任委員会協議報告案件は８件であります。 

請願・陳情につきましては、今回請願１件、陳情３件が提出されました。 

取り扱いについては、請願（陳情）文書表（案）のとおり決定をいたしました。 

一般質問は８名の議員から通告があり、第３回定例会においては、一般質問の日程を２

日間とし、９月７日５人、９月８日３人と決定をし実施することにいたしました。 

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、９月５日から22日までの

18日間とすべきものと決定をいたしました。 

また、茨城県市議会議長会主催の第１回議員研修会が11月６日月曜日から７日火曜日の

日程で開催されますので、今定例会の総務生活、産業建設、教育厚生の３常任委員会にお

いて、出席者を選出いただきますようお願いをいたします。 

最後に、７月５日に開催した、議会運営委員会において、今年度の議会勉強会について

検討いたしました結果、第１回目の勉強会を、11月15日水曜日に、早稲田大学マニフェス

ト研究所主催の東京での研修会に、参加することにいたしましたので、皆さんのご出席を

お願いをいたします。 

詳細はこの後事務局から説明をさせます。 

以上で報告を終わります。 

議長 続いて、事務局より補足説明をさせます。 

次長補佐 それでは、本日お配りしております、議会運営委員会と全員協議会共通の資料のほ

うをお願いいたします。 

資料の１ページをごらんください。 

今定例会に提出されます議案一覧でございます。 

まず、上から報告案件といたしまして、第４号から第６号までの３件は、本会議での報
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告をもって終了となります。 

その下、議案でございますが、一覧のとおり10件提出されてございます。 

２ページにいきまして、常任委員会協議報告案件につきましてですが、上から総務生活

の案件が３件、産業建設が２件、教育厚生が１件、原子力安全対策が２件、合計８件の案

件が出ております。 

続きまして、議案等の委員会付託につきまして、３ページの委員会付託表（案）をごら

んください。 

付託されます議案は、表にありますとおり12日の総務生活常任委員会が２件、13日の産

業建設が７件、14日の教育厚生が５件となっております。 

続きまして、請願・陳情の委員会付託でございます。 

４ページの請願（陳情）文書表（案）をごらんください。 

今回の締め切り日までに提出されましたのが、請願１件、陳情３件でございます。 

上から請願第３号 教育予算の拡充を求める請願、こちらが水戸市の茨城県教職員組合

から出されまして、紹介議員が笹島議員、付託委員会が、教育厚生常任委員会でございま

す。 

続いて陳情第２号 「全国森林環境税の創設に関する意見書採択」に関する陳情につい

て（依頼）、こちらが新潟県の全国森林環境税創設促進議員連盟より提出されました。 

こちらは、市外の団体からの郵送による提出でございますので、配付のみという形にさ

せていただいております。 

続いて、陳情第３号 菅谷地内旧歯科医院の解体に関する陳情、こちらが那珂市菅谷の

小沢様より提出されました。 

こちらは、市内の方の直接の持ち込みによる陳情でございますので、委員会付託という

ことで、総務生活常任委員会とさせていただいております。 

続いて陳情第４号 地球で生き続ける為の地球社会建設希望決議を、今、して頂きたい

陳情書、横浜市の荒木様より提出されまして、こちらは、市外の方の郵送の陳情でござい

ますので、配付のみの取り扱いとなっております。 

請願・陳情の詳しい内容につきまして、５ページから写しを添付しておりますので、ご

確認をお願いいたします。 

続きまして、11ページをお開きください。 

一般質問通告書でございます。 

今回８名の方から通告がございました。 

こちらの通告書につきましては、通告順にお名前と予定時間、質問内容を記載してござ

います。 

ご確認をお願いいたします。 

この中でですね、大変申しわけございません、13ページをお開きいただきたいのですけ
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れども、遠藤議員の質問事項の中で、右側の７番のところなんですが、障害者差別解消法

への理解をしない事業所へということで、こちらの「しない」という字が、平仮名になっ

ているんですけれども、正しくは漢字、那珂市内の「市内」で漢字に訂正をお願いいたし

ます。大変申しわけございませんでした。 

先ほど、一般質問の順番を、議運でくじによる抽せんを行いました結果、お配りいたし

ました順番表のとおり決定いたしております。 

９月７日の１日目が、１番、大和田議員。２番、遠藤議員。３番、君嶋議員。４番、笹

島議員。５番、古川議員までの５名でございます。 

９月８日金曜日が、６番、花島議員。７番、小宅議員。８番、寺門議員の順となってお

ります。 

順番を入れかえた通告書につきましては、後ほどお配りいたします。 

今回の一般質問の内容で、重複していると思われる質問が１件ございましたので、該当

する方に文書をお配りしております、調整をお願いいたします。 

続きまして、会期日程でございます。 

後からお配りいたしました、第３回定例会の会期日程（案）のほうをごらんいただきた

いと思います。 

第３回定例会は、９月５日から９月22日までの18日間を予定しております。 

１日目、９月５日火曜日、本会議で開会から議案の上程説明まで。 

６日が休会で、議案質疑の通告締め切り。 

７日木曜日、本会議で、一般質問、５名の方になります。 

８日金曜日、続いて本会議一般質問３名の方、議案質疑、議案、請願・陳情の委員会付

託となっております。 

９月９日から11日までが休会。 

12日から常任委員会でございます。 

12日が総務生活、13日が産業建設、14日が教育厚生、15日が原子力安全対策となってお

ります。 

16日から20日までが休会。 

21日木曜日でございますが、議会運営委員会、全員協議会、それから、全協の終了後に

災害対応調査特別委員会を予定しております。 

22日最終日が本会議で、委員長報告、質疑、討論、採決、閉会となっております。 

続きまして、議員研修につきましてでございますが、資料の最後のページをお開きいた

だきたいと思います。 

まず、茨城県の市議会議長会のほうの、毎年開催しております研修会でございますが、

第１回の議員研修会、宿泊の研修会の案内でございます。 

11月６日月曜日と７日火曜日、場所はホテルマロウド筑波、次の日の７日が視察といた
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しまして、つくばエキスポセンターとなっております。 

前に、申し合わせ内規を改正いたしまして、参加者を３名といたしておりますので、総

務生活、産業建設、教育厚生の３常任委員会の中から会期中の委員会で、お１人ずつ選出

をお願いいたしたいと思います。 

それから、別にお配りしております、合同視察研修のご案内というチラシをごらんいた

だきたいと思います。 

先ほど委員長報告にもありましたとおり、今年度の議員勉強会、第１回目といたしまし

て、こちらの早稲田大学マニフェスト研究所主催の合同視察研修に参加することにいたし

ました。 

日時は、この中で四角で囲んでおります、11月15日水曜日、14時から17時こちらを申し

込みしておりまして、場所は、東京日本橋の早稲田大学日本橋キャンパスの中にあります、

早稲田ＮＥＯ教室というところになります。 

内容なんですが、資料の中ほどにありますとおり講義、解説と個別テーマの研修となっ

ておりまして、個別テーマとして三つある中で、議会報告会について申し込みをしており

ます。 

こちら三つ合わせまして、トータル３時間の研修となっております。 

対象は全議員ということで、こちらから貸し切りバスで、現地までの往復を手配してお

ります。 

出発時間などの詳細については、改めてお知らせをいたします。 

以上です。 

議長 委員長報告並びに事務局から補足説明が終わりました。 

ご意見、ご質疑ございませんか。 

（なし） 

議長 ないようですので、委員長報告のとおり決定をいたします。 

よろしくお願いいたします。 

暫時休憩をいたします。 

執行部の皆さんはご退席ください。 

休憩（午前10時17分） 

再開（午前10時18分） 

議長 再開をいたします。 

続きまして、委員長報告となります。 

産業建設常任委員会、寺門委員長より報告を願います。 

寺門議員 産業建設常任委員会から報告いたします。 

去る７月の27日にですね、産業建設常任委員会を開催いたしました。 

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。 
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産業建設常任委員会調査事項につきまして、当委員会では昨年から道路及び下水道につ

いての調査を行ってまいりました。 

道路については、昨年、土木課から那珂市の道路整備の進捗状況について、説明を受け、

調査を行ったところでございます。 

整備基準、狭隘道路、暫定舗装、排水路整備、それぞれの採択件数や実施予定件数等の

詳細を、資料として提供していただいた上、委員会からは、進捗状況が住民の目に見える

ようにしつつ、一層の整備加速を図るよう求めました。 

以上により、道路につきましては、一段落ということで、下水道については、これから

調査を行うという形になっております。 

下水道につきましては、５月の議会報告会におきましても、参加者の皆様から多数ご意

見をいただいたところでございますので、下水道整備について、改めて詳しく調査を行っ

ていくことを決定いたしました。 

今後は、公共下水道だけではなく、市町村型合併浄化槽など、整備の方法を幅広く調査

研究してまいります。 

下水道整備につきましては、先進地を視察研修するなど、今後しっかりと調査をしてま

いりたいと思います。 

以上報告いたします。 

議長 寺門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、お聞きしたいことがありました

らどうぞ。 

（なし） 

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。 

次に、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 ８月17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

ました案件及び６月30日に行いました調査事項に関する懇談並びに視察についてご報告を

いたします。 

８月17日の委員会では、学校教育課及びこども課から報告がございました。 

まず学校教育課から公立幼稚園の基本設計について説明がございました。 

お配りしている資料にありますとおり、建設予定地は、市役所職員駐車場北側の山林で、

敷地面積は9,440平米、定員は４歳児、５歳児各３クラスずつの210名、平成31年４月の開

園を予定しております。 

配置図をごらんいただきますと、北側から駐車場、園舎、園庭という配置になっており、

敷地西側の市道には、送迎の車が多くなることなどから、子供たちや近隣住民の方々の安

全を考慮し、歩道を整備するとのことであります。 

次に、建物平面図をごらんいただきますと、左側が管理棟、右側が保育棟となっており、
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保育室６室は従来の1.25倍の広さとなっており、南側のウッドデッキでつながっておりま

す。 

さらに、今後の園児募集にも関係する、新しい幼稚園の運営方針として、４点示されて

おりまして、幼・保・小学校との連携、ＡＬＴを活用した英語教育、外部講師による運動

能力の向上、給食の提供を掲げております。 

質疑では、委員から運営方針にある運動能力の向上、給食の提供について、どのように

進めるのかという質問があり、執行部からは、外部講師による体育活動については、音楽

や体育の指導をしている民間事業者から週１回程度講師を派遣してもらうことで検討して

いるとのことであります。 

給食については、保護者からの要望も多く、また、幼稚園の職員からも栄養のバランス

を考えて、給食を導入したいという意見があったため、外部業者に委託する形で実施し、

一方で、手づくりのお弁当を持たせたいという保護者も多くいることから、給食は毎日で

はなく、お弁当との併用で始めていきたいとのことでありました。 

また、近隣住民からの騒音等の苦情への対応について質問したところ、執行部から、昨

年12月に地元説明会を実施して説明をしましたが、子供のための施設ということで理解を

いただいており、今回基本設計ができ上がったことから、再度住民説明会を開催して、詳

細について説明を行うという回答がございました。 

委員からは、ほかにも、統合後の職員の継続雇用や送迎時の交通渋滞などについて質問

がありました。 

執行部からの回答としては、正職員については全員継続雇用し、臨時職員については、

園児の受け入れ状況によって、加配等で必要な職員数が毎年変わるため、本人の意向を確

認しながら、状況に応じた雇用をすることを考えており、また、送迎時の交通渋滞につい

ては、開園時までに保護者にも十分に説明を行い、近隣住民に迷惑がかからないようにし

ていくとの回答がございました。 

続いて、こども課から、プロポーザル方式でこれから募集をする認可保育所の募集要項

について報告がございました。 

那珂市においては、毎年保育所の待機児童が出ていることから、需要の多い菅谷地区に

新たな保育施設を整備するため、設置及び運営を行う民間事業者を募集し、プロポーザル

方式により決定するということです。 

募集内容は、認可保育所１カ所、定員は101名から130名、対象児童はゼロ歳児から５歳

児まで、場所は菅谷または竹ノ内、開所は平成31年４月１日を予定しております。 

募集期間は、ことしの10月４日から12月20日で、応募資格や整備の条件などは既に市の

ホームページで公開されており、選定方法については、選定委員会を立ち上げ、評価項目

を点数化して選定するとのことであります。 

保育所の募集に関しては、６月30日の委員会で初めて報告を受け、その際にも委員から、
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なぜ開設場所を菅谷地区に限定するのかという質問がありましたが、執行部からは、保育

所の申し込みが菅谷地区に集中しているため、需要の多い菅谷地区に整備するとの回答が

ありました。 

また、委員からは、募集から開所まで、このような短期間で間に合うのかという意見が

出され、用地は借地でも可能であるとの説明がありましたが、実際に菅谷地区に土地を求

め、近隣住民の理解を得て保育所開設に至るまでには、事業者側には大変な労力が必要で

あり、実際に応募がない、または要件が合わないという場合は開所のスケジュールを変更

するのかという質問がございました。 

執行部からは、保育所としての要件に合う事業所がなかった場合は、決定事業者なしと

し、スケジュールの変更もやむを得ないという回答がございました。 

次に、調査事項である教育環境に対する支援に関連して、６月30日に、市内小中学校の

校長会の役員の方々と懇談をし、その後、横堀小学校、菅谷小学校を視察しましたのでご

報告をいたします。 

懇談では、校長先生がたから、学校用務員や子供たちの学習や生活の支援員、ＩＣＴサ

ポーターなどの人的支援を求める声が多く聞かれ、また、学校の管理下である通学路の安

全確保にも頭を悩ませているとのことで、委員会としても、調査を進め、支援できる部分

は積極的に協力していきたい旨をお伝えいたしました。 

懇談後には、いわゆるオープン教室といって、教室と教室の間や教室と廊下の間に壁が

なく、隣の教室の声が気になる、授業に集中しづらい、暖房効率が悪いなどの問題が起き

ている小学校を視察いたしました。 

特に菅谷小学校では、オープン教室の弊害が数多く出され、それ以外にも、トイレの配

置などについて、現場の先生から切実な訴えがございました。 

実際に現場を見てみないとわからない点が多々あり、大変参考になりました。 

これからも引き続き調査を行い、教育環境の整備、教員の負担軽減などにつながる提言

をしていきたいと考えております。 

以上、ご報告いたします。 

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、何か確認したいことはございますか。 

小宅議員 幼稚園の給食なんですけれども、那珂市の給食センターでつくるという選択肢はな

いのですか。 

古川議員 給食センターを統合いたしますけれども、あれは、小中学校の給食センターという

ことで、今回提供しようとしている給食は、民間事業者でお弁当のような形の給食を提供

するというような考えだそうです。 

助川議員 公立幼稚園の件なんですが、この公立幼稚園に関しましては、民間さんとの共存共

栄を図るという観点から、その送迎のバスに関しての問題等を公立のほうもやっていただ
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ければというようなお声も保護者の方からも、聞こえてくるんですけれども、そのことに

関しては、公立は、民間さんを圧迫するというようなことから、これは、やらないという

ようなことに決定をされた上で、送迎を全てやっていただく形にした上での開設というこ

とになるんですか。 

古川議員 民間圧迫ということもあるのかもしれませんが、執行部からの回答としては、そう

いうお答えではなく、市内一円から送迎をするとなると、当然バス１台では足りないとい

うことで、人的なもの、予算的なもの、そういったこともあって、送迎は実施しないとい

うようなお考えだと伺っております。 

助川議員 そうすると基本的には、そういったことが可能であれば、公立であっても、送迎も

考えられるということなんでしょうかね。 

古川議員 人的ってことは、予算的ということですから、そういったこともあってやらないと

いう方針ということなので、それが解決すればやるのかっていうようなところまでは、深

くお話は、こちらもしておりません。 

議長 ほかにありますか。 

寺門議員 保育所設置運営者募集について、お伺いいたします。 

２年後、平成31年４月１日ということで、現在も募集は始めているのですか、まず１点。 

それと、実施時事業の中で、障害児保育事業とありますけれども、病児保育については

想定に入れているかどうか、それちょっと伺います。 

古川議員 募集の時期、もう始めているのかということでございますが、これから始めたいの

で、委員会のほうに報告があったということであります。 

実際には、平成31年の開園でございますから、これから本来、募集するのは、平成30年

度の新園児の募集ということなんですが、平成31年度の開園なのに、今、なぜ急いでいる

のかっていうこともありますけれども、平成30年度に、今ある五つの園に入園された子は、

平成31年度には統合された幼稚園に入園することになりますので、５園あるところに、と

りあえずは入園しますが、今、説明をしておかないと、平成31年の移るときに、いろいろ

問題があるということで、平成30年度の募集のときにも説明をきちんとしたいというなこ

とで、運営方針等についても定めたというふうに聞いております。 

それから、病児保育については、具体的に細かく話は聞いておりませんが、実施はしな

いというような報告は受けております。 

以上です。 

議長 今、委員長の報告中で幼稚園とありましたけども、保育所です。 

笹島議員 あれ、今、現に菅谷にありますよね。保育所ね。 

実際は、０歳児が一番ね需要があって、なかなか入れないという問題がありますよね。 

ほとんどあとは満たされていると思うんですけども、何で、また、これつくるっていう

ようなあれなんですか。 
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古川議員 すみません、もう一度。 

笹島議員 保育所がありますよね。両宮地区かな、それがある中で、０歳児は人員の配置が大

変難しくて、なかなか入れないという親御さんの話がありますけど、需要は満たされてい

ると思うんですけど、また、何でこれつくるとなったのかな。 

古川議員 ありがとうございます。 

需要は満たされているということは、つまり待機児童がいないっていうようなことです

か。 

（待機児童がいない） 

古川議員 いや、待機児童、いわゆる昔でいう隠れ待機児童という子供も結構いるといったこ

とで、待機児童はいると、需要はあるというふうに伺っております。 

笹島議員 なんで、今、現に保育所あるでしょ、菅谷保育所あるのに、竹ノ内地区なかなか土

地収用が難しいとこなんですけどね。 

そこに民間の力をかりてやるということなんですけど、何であれかなと思って。 

古川議員 ですから、待機児童はいると、菅谷地区にその待機児童が多いということで、あえ

て菅谷地区に保育所をつくると、竹ノ内も含めた菅谷地区につくるということで聞いてお

ります。 

笹島議員 きちんとそのデーターは、もらっているの。ちゃんと今の現在のは。 

古川議員 資料としてはいただいておりません。 

笹島議員 それもらわないと、本当かうそかわからないよ。 

以上です。 

議長 笹島議員、こども課から、その説明を受けています。 

それで需要があると、それで、いろんなところにつくりたいけれども、一番需要が多い

のは菅谷だというところで、これだけの人数分の保育所をさらに必要としているというこ

とで、設置したいということでございました。 

ほかに、ございませんか。 

（なし） 

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。 

これにて全員協議会を閉会といたします。 

閉会（午前10時35分） 

 

   平成29年10月23日 

    那珂市議会 議長 中﨑 政長  


