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那珂市議会全員協議会記録 

開催日時 平成29年９月21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 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  総務課長 川田 俊昭 

総務課長補佐 石井 宇史 

財政課長 茅根 政雄  財政課長補佐 会沢 実 

契約・管財Ｇ長 助川 宏洲 

建設部長 引田 克治  土木課長 海老沢 美彦 

土木課長補佐 今瀬 博之 

教育部長 高橋 秀貴  学校教育課長 小橋 聡子 

学校教育課長補佐 渡邊 勝巳 

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29年第４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 

・専決処分について（損害賠償請求に関する和解及び損害賠償の額の決定） 
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       ・平成 29 年度那珂市一般会計補正予算（第３号）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 

     （３）委員長報告 

        ・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 

        ・原子力安全対策常任委員会 

        結果概要：報告について了承 

     （４）その他 

        ・菅谷地内の旧歯科医院について 

        結果概要：この件について、当時の関係者に話を聞くことの検討、次の会議

は秘密会で実施することなどについて協議 

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 58 分） 

事務局長 おはようございます。 

   ただいまから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 改めまして、おはようございます。 

   明日が今回の最終日となっております。前日の全員協議会でございます。慎重なるご審

議をお願いし、ご挨拶といたします。 

   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 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いたします。 

   携帯電話をお持ちの方は、ご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より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、挨拶をお願いします。 

市長 おはようございます。 

   議会の閉会まであと１日となりました。連日の審議まことにご苦労さまでございます。 

   先週金曜日に、那珂市としては二度目のＪアラート放送がありました。北朝鮮のミサイ
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ルについては、６時 57 分に発射されまして、７時４分、領空に侵入し、７時６分に領空

を退去、７時 16 分、襟裳岬沖 2,000 キロに着水しました。 

   那珂市においては被害はありませんでしたが、今後も北朝鮮は繰り返し挑発行為を続け

ると明言しておりますので、引き続き冷静沈着な対応をしていきたいというふうに思っ

ております。 

   皆様には、平素より市政におきまして特段のご配慮を賜り、また、常任委員会におきま

しても熱心にご審議をいただき、ありがとうございました。 

   本日の全員協議会におきましては、追加議案として、議案１件、報告１件についてご説

明をさせていただきます。 

   慎重なるご協議をお願いしまして、簡単ですが、ご挨拶の言葉とします。 

議長 ありがとうございました。 

   それでは、これより議事に入ります。 

   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、議案の追加について、平成 29 年第４回定例会についての２件であります。

執行部から報告１件、議案１件が追加提出されました。あすの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ございます。 

   平成 29 年第４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。 

   以上、報告いたします。よろしくお願いいたします。 

議長 続いて、事務局より補足説明がございます。 

次長補佐 それでは、お配りいたしました平成 29 年第４回那珂市議会定例会会期日程（案）

をごらんください。 

   第４回の定例会でございますが、人事院勧告が出される予定があります関係上、11 月

からの開会となっております。11 月 28 日から 12 月 15 日までの 18 日間を予定しており

ます。 

   １日目、11 月 28 日開会でございます。会期の決定、議案の上程などを行います。 

   29 日が休会、30 日が本会議、一般質問、続けて 12 月１日も本会議、一般質問と議案

質疑、請願・陳情の委員会付託等を予定しております。 

   12 月２日から４日までが休会、12 月５日から４日間、常任委員会でございます。 

   12 月９日から 13 日までが休会、12 月 14 日が議会運営委員会、全員協議会でございま

す。 



－4－ 

   12 月 15 日金曜日が最終日で、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、11 月 17 日金曜日、一般質問の通告締め切り、11 月 20 日月曜

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 補足説明が終わりました。 

   ただいまの報告についてご意見、ご質疑ありませんか。 

     （なし） 

議長 ないようですので、この件につきましては、委員長報告のとおりと決定をいたします。

よろしくお願いをいたします。 

   次に、追加議案についてを議題といたします。 

   専決処分について、損害賠償請求に関する和解及び損害賠償の額の決定の説明を求めま

す。 

   執行部、お願いします。 

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。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。 

   それでは、専決処分についてでございます。こちらは報告事項となっております。 

   地方自治法第 180 条第１項の規定により、議会において、平成 20 年議決第３号により

指定された事項について専決処分をしましたので、同条第２項の規定に基づき報告をす

るものでございます。 

   こちらの今回の専決処分の内容につきましては、損害賠償請求に係る和解及びその額の

決定でございます。 

   まず、専決処分の年月日でございますけれども、平成 29 年８月 24 日、損害賠償の額

は、３万 6,500 円です。損害賠償の相手方は、資料に記載のとおりです。 

   事件の概要でございますけれども、本年６月 26 日午前 10 時 30 分ごろ、菅谷 669 番

134 地先で市の土木課職員が車道の草刈り、集草作業を行うために一時的に歩道へ作業車

両を乗り入れた際にブロック塀に衝突し、塀の一部を破損させたものでございます。こ

ちらは市の過失割合は 100％ということで、３万 6,500 円となっております。 

   ８月 24 日に相手方とは示談が成立をしております。 

   内容につきましては、以上でございます。 

議長 説明が終わりました。 

   この件に関して何か確認したいことございませんか。 

     （なし） 

議長 ないようですので、以上で終結をいたします。 
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   次に、平成 29 年度那珂市一般会計補正予算（第３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。 

   それでは、追加議案のうち、一般会計補正予算の１ページをごらんください。 

   議案第 65 号 平成 29 年度那珂市一般会計補正予算（第３号）についてご説明いたし

ます。 

   歳入歳出予算の補正といたしましては、歳入歳出それぞれ 682 万円を追加し、総額を

189 億 580 万 7,000 円とするものです。 

   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。 

   19 款繰越金、１項繰越金、１目繰越金 682 万円。 

   ５ページをお願いいたします。 

   歳出になります。 

   ９款教育費、３項中学校費、１目学校管理費 682 万円。こちらにつきましては、那珂

第一中学校において、落雷により被災した消防設備の修繕費になります。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

議長 説明が終わりました。 

   この件に関して何か確認したいことはございませんか。 

古川議員 中学校施設補修事業 682 万、那珂一中の落雷による、何が壊れてどういう工事を

されるのか教えてください。 

学校教育課長 学校教育課です。 

   ８月 19 日の土曜日に市内で雷が発生しまして、その際、那珂一中で落雷を受けました。

それによりまして、職員室に設置してある自動火災報知設備といういわゆる防災盤なん

ですが、その中の火災受信機が故障してしまいました。その修繕費用になります。 

   以上です。 

古川議員 わかりました。 

   682 万というのはすごい額なんですけれども、これはほかに、修理以外に、新しいもの

を設置するとか、そういう方法はないんですか。 

学校教育課長 ご説明いたします。 

   実は修理ではないんです。今回の雷で設備の広範囲に電気的にストレスがかかって、故

障した部分は修理不可能ということでした。メーカーの補修部品が生産中止となってお

りまして、また、もともとこの火災受信機は学校ごとの施設に合せた仕様と、いわゆる

特注品というようなことになっております。メーカーでは新規に受信機をつくり直す必
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要があるため、このような価格が高価になっております。 

   以上です。 

古川議員 わかりました。 

   今までもこういうのはあったかと思うんです。例えば給食センターの機器というかね、

それを総取りかえするというようなときでも、この修繕ということで費目がなって、ち

ょっとわかりづらいと前から言っていたことがあったんですけれども、この修繕料じゃ

なくて、何か外に改修工事とか、工事費とか、そういうふうにはできないんですかね。

これは財政に聞いたほうがいいですか。 

財政課長 項目的には、修繕というところに上がってくるものでございまして、その下の部分

で表現的に、こういう場合にはいつも修繕料ということで、一つの形として今までも計

上させていただいております。 

古川議員 今までそういう費目になっていたのはわかっています。ですから、それをわかりや

すい費目をつくるとか、そういうことはできないと。もうこれはいろんな自治体でこう

いう費目を使っているんですか。 

財政課長 需用費の中の修繕ということで、どの自治体でも修繕費のところはこの費目で使っ

ております。 

議長 よろしいですか。 

   ほかに。 

小宅議員 これ落雷ということですけれども、火災、落雷、破裂、爆発、当然損害保険、火災

保険、火災共済の補償で後から戻ってくるというふうな考えでよろしいんですか。 

学校教育課長 那珂市で加入しております建物火災保険の補償を考えております。事案の発生

後から担当課である財政課に相談しております。どの程度の補償が可能か、今はまだ明

確ではありませんが、今後、保険申請の手続を進めてまいります。 

   以上です。 

議長 ほかに。 

     （なし） 

議長 ほかにないようですので、以上で終結をいたします。 

   暫時休憩をいたします。執行部は退席を願います。 

     休憩（午前 10 時 12 分） 

     再開（午前 10 時 14 分） 

議長 再開いたします。 

   ここからは、各常任委員会の委員長報告となります。 

   総務生活常任委員会、勝村委員長より報告をお願いします。 

勝村議員 それでは、ご報告をいたします。 

   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。 



－7－ 

   初めに、第２次那珂市総合計画基本計画素案についてでございます。 

   市では、昨年度に策定した基本構想に基づき、施策ごとの取り組み方針を明らかにする

基本計画を作成中であり、今回は平成 30 年度から 34 年度までの素案がまとまったこと

による中間報告とのことでした。また、この計画は、基本構想の体系に基づき、全６章

31 施策から構成されており、施策ごとに前計画の取り組み、現状、課題、施策の目的、

成果指標、基本事業ごとの方針を整理しているとのことです。 

   各章ごとの主な施策としては、コミュニティの充実を図る、災害に強いまちをつくる、

安心して子どもを産み育てられる環境を整える、豊かな心を育む学校教育の充実を図る、

活力ある農業の振興を図る、効果的・効率的な行政運営を推進するなどとなっておりま

す。 

   今後の予定として、パブリックコメント、総合計画策定委員会、総合開発審議会などで

出た意見等を参考に見直しを行い、庁議で決定したものを 12 月の議会に報告するとのこ

とでした。 

   次に、本米崎小学校跡地利活用に係る事業提案公募の選定についてでございます。 

   公募の結果として、最優先活用候補者を特定非営利活動法人虹のポケットに決定した旨

の報告がありました。提案された事業は、放課後児童健全育成事業、病後児保育事業、

絵本図書館整備事業、子育て相談支援事業、地域コミュニティサロン事業とのことです。 

   なお、選定結果には附帯意見を付し、調整が図られない場合や許認可されなかった場合

は、今回の最優先活用候補者とした結果を市が取り下げることもあるとのことでした。 

また、議会の議決が必要な内容である場合は、該当案件が否決された際も同様の措置

をとるとのことでした。 

   今後については、地元への説明、附帯意見の内容についての各種調整等を行っていく予

定である旨の説明がありました。 

   次に、那珂市高齢者等運転免許自主返納支援実証事業についてでございます。 

   高齢者等の交通事故の防止や抑制を図り、運転免許を自主返納した高齢者等の移動手段

を確保するために、ひまわりバス及びひまわりタクシーの共通利用割引券１万円相当を

交付するものであるとのことでした。交付対象者は、平成 29 年４月１日から平成 31 年

３月 31 日までに運転免許を自主的に返納した那珂市内に住民登録をしている市税の滞納

がない方とのことで、申請期間は平成 30 年１月４日から平成 31 年３月 31 日までのこと

でした。 

   なお、平成 31 年度以降は実証の結果などを参考に本格実施に向けた制度の見直しを行

っていくとのことでした。 

   次に、防災課より、総合防災訓練について報告がありました。 

   今回の訓練は、実践に即した市の総合防災訓練で、11 月 19 日日曜日に実施予定とのこ

とです。今回は実施の報告だけしたので、詳細やスケジュールについては、決定次第お
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知らせするとのことでした。 

   最後になります。 

   当委員会では、廃校の利活用について調査を進めてきましたが、旧戸多小学校について

は地区交流センター、教育支援センター、旧本米崎小学校についてはＮＰＯ法人による

放課後児童健全育成事業、病後児保育事業など、確定ではありませんが、おおむね利活

用の方向性が見えてまいりました。 

   以上のようなことから、調査事項である廃校の利活用については、一旦調査終了とし、

次の調査事項として、ソーラー発電施設等の設置条例について調査を進めていくことを

決定いたしましたので、ご報告をいたします。 

   以上でございます。 

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はございませんか。 

   大丈夫ですか。 

冨山議員 今回、陳情が１件あったと思うんですが、それは総務生活じゃなかったんでしたか。 

議長 これはあした、本会議で報告があります。 

   ほかございませんか。 

花島議員 本米崎小の跡地利用について、この文書がちょっとここにありますけれども、もう

少し細かい内容を報告していたでしょうか。本米崎小の跡地利用のＮＰＯ法人の事業計

画とかそういうものについて、これよりも細かい資料が。 

勝村議員 これより細かいのはなかったですね。これから細かいのを詰めていくということで

ございます。 

議長 ほかにないようですので、総務生活常任委員会の報告については以上といたします。 

   続いて、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、９月 13 日、産業建設常任委員会を開会いたしまして、報告案件がござ

いますので、２件ほどご報告いたします。 

   まず最初に、旧しどりの湯の改修について、こちらは農政課所管になります。 

   初めに、旧しどりの湯の改修について報告をいたします。 

   旧しどりの湯は、静峰ふるさと公園との一体的利用を想定した改修が計画されており、

今定例会にそのための補正予算が計上されております。今回報告されました改修計画に

よりますと、デッキ及び大広間の改修、展示・販売コーナー、廊下等のクロスの張りか

え、洋式トイレのシャワートイレ化などに加えまして、授乳スペースや農産物等の展示

スペースの新設も行うとのことでございます。特にデッキと大広間につきましては、ス

ロープや出入り口を新設し、バリアフリーに配慮しつつ、静峰ふるさと公園から容易に

来場できるようにするとのことでございました。 

   また、これまで総合センターらぽーるで行っておりました静峰ふるさと公園内のグラウ
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ンドゴルフ場の受付につきましても、旧しどりの湯で行えるようにするということでご

ざいます。 

   今後のスケジュールとしまして、平成 29 年 10 月下旬に改修工事の入札を行いまして、

入札後、平成 30 年１月末ごろまでを目途に改修工事を行います。平成 30 年７月にリニ

ューアルオープンを予定しておるということでございます。 

   委員からは、グラウンドゴルフの受付など、人的な部分はどのように対応するのかとい

う質疑がございました。これにつきましては、管理人を雇用し、施設の清掃や管理とあ

わせて受付業務を担ってもらうということで、その人件費は次年度計上予定であるとい

うことで答弁がございました。 

   次に、那珂市水道事業資産管理（アセットマネジメント）並びに経営戦略策定について

報告いたします。 

   これまで安全で安定した水の供給を基本方針とし、那珂市水道ビジョン、那珂市水道事

業第２次基本計画書が策定されてきました。しかし、今後水道料金の減収、減価償却費

の増加、配水管や浄水場施設の更新などにより経営が厳しくなることが予想されており

ますことから、水道事業経営を安定継続させるために資産管理と経営戦略策定を行うと

いうことでございます。 

   資産管理につきましては、管路等の構築物、機械装置及び建物等を対象とし、厚生労働

省作成の手引に基づいて課題等を整理していくということでございます。 

   また、経営戦略につきましては、シミュレーションを行いつつ、財政収支の見直しを検

討し、投資と財政両面から今後の方向性を明らかにしていくということで、10 年程度の

中期計画のほか、40 年程度の長期計画についても検討をしているということでございま

す。そのほか、経営改善のため、必要があれば料金改定も検討するということでござい

ました。 

   今後のスケジュールとしましては、平成 29 年 12 月に策定内容を庁議にて報告、平成

30 年１月に１カ月程度の期間を設けパブリックコメントを実施、平成 30 年２月にその結

果を部長会議にて報告し、同 30 年３月議会で当委員会に報告、その後、市ホームページ

で公表という流れを予定しているということでございます。 

   なお、策定につきましては、現在業者に委託をしており、内容は職員で検討していくと

いうことでございますが、必要があれば関係部署と協議も行っていくということでござ

います。 

   以上、報告いたします。 

議長 産業建設常任委員会の寺門委員長からの報告が終わりました。 

   何か確認したいことございませんか。 

筒井議員 旧しどりの湯が改修されて平成 30 年４月にリニューアルオープンということでお

話を伺いましたが、デッキの改修とかクロス張りかえ、いろいろありますが、これに関
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して、でき上がった時点で入館料とか部屋の使用料とかいうことは発生しないのでしょ

うか。 

寺門議員 それにつきましては、今後オープン前までに決定ということで進めていくと思いま

す。 

議長 ほかに。 

     （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。 

   続いて、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いたします。 

   ９月 14 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。 

   学校教育課から、統合後の瓜連学校給食センターについて説明がございました。 

   瓜連学校給食センターは、今年の７月 20 日をもって稼働を停止し、敷地の賃貸借契約

が切れる来年３月 31 日を前に、今後の方針が検討されていたところであります。以前よ

りＪＡ常陸から加工所として活用するため無償譲渡の要望が提出されており、市関係課

との協議を経て、ＪＡから瓜連加工所の移設計画書が提出されたとのことであります。 

   敷地の地権者は、２名とも契約期間満了後にＪＡ常陸に引き継ぐことに同意をしており、

８月の庁議において、市の方針として、ＪＡ常陸への無償譲渡が決定されたということ

であります。 

   ＪＡ常陸に無償譲渡するメリットといたしましては、施設解体費用の削減、新たな固定

資産税収入、地場産業の振興、災害時応援条項による緊急時の施設利用が上げられてお

ります。 

   委員から、施設内の機材が老朽化していることについて、ＪＡでは了解済みなのかとい

う質問があり、執行部から、実際にＪＡの方に見ていただき了解しているとの回答があ

りました。 

   また、災害時の利用はどのような形を想定しているかを質問したところ、炊き出しの拠

点としての利用を考えているとの回答がございました。 

   以上、報告をいたします。 

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確認したいこと、何かありますか。 

助川議員 給食センターの統合という形になるわけですけれども、既に子どもたちの、あるい

は児童生徒数等も減っておりますから、供給稼働率は今までより減ってきておる状況だ

と思うんですが、統合することによって、こちらの供給稼働率は何％ぐらいまで上がっ

ていくのか、その辺のところの実情をお伺いされたのかどうかお伺いいたします。 

古川議員 ありがとうございます。 
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   その数字についてはお聞きしておりません。 

議長 ほかに。 

     （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。 

   続いて、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 ９月 15 日の原子力安全対策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、避難ガイドマップの全戸配布に係る住民説明会の実施状況について報告いたし

ます。 

   本年７月に計６回実施されました住民説明会では、住民の皆様から多くの質問等が寄せ

られたとのことです。主な内容は、２次避難先の必要性、避難時の道路の渋滞、要支援

者への対応、安定ヨウ素剤の配布など、当委員会でも繰り返し確認してきたものが多く

ありました。 

   委員からは、避難の初期段階では避難先の物資を頼ることになるため、避難先の備蓄状

況はよく確認すべきである。原発が稼働していなければ安全と考えている市民が多いた

め、改めて原子力災害のリスクと避難計画の必要性を周知すべきである。計画実施のた

めには、自治会の外、市、事業所の協力も必要となるので、より細やかな説明が必要で

あるなどの意見がありました。 

   自治会への説明の機会や商工会への対応については検討したいという答弁がありました。

また、県外など２次避難先についての検討についても改めて必要性を指摘する意見があ

り、執行部としても検討・調整していきたいとのことでした。 

   そのほか、職員は避難の目途が立つまで市役所にとどまる職員と、避難先にいる職員と

の情報共有はどのように行うのかとの質疑がありました。これに対し執行部からは、被

害がなければ携帯電話を用いるが、ほかにも新たな無線技術の導入も検討しているとの

答弁がありました。 

   次に、気体廃棄物の放出状況について報告いたします。 

   これについては、いずれの事業所も放出管理目標値を下回っており、適正に管理されて

いるとのことでした。 

   以上、報告いたします。 

議長 笹島委員長からの報告が終わりました。 

   ただいまの委員長について何か確認したいことございませんか。大丈夫ですか。 

     （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以上といたします。 

   暫時休憩をいたします。 

     休憩（午前 10 時 31 分） 

     再開（午前 10 時 33 分） 



－12－ 

議長 再開をいたします。 

   菅谷地内の旧歯科医院についてでございます。 

   この件につきましては、本議会が執行部からの補正予算を認めなかったと。それは、契

約的に、あるいは遺産の相続について何か問題があるのではないかという意見で予算を

通さなかったことに始まりました。その件につきまして、執行部と議員との間で見解の

相違がありました。議長預かりとなっておりましたので、議員からは、法律違反ではな

いかという意見が出ました。それでは、その法律違反の根拠をお互いに示していただき

たいと、議長預かりで。そして、副議長からは、これこれこういうわけで法律違反の可

能性があるんではないかという文書が提出されました。また、執行部側からは、弁護士

を通じて、法律違反はありませんというような書面をいただいて、前回皆様にお配りを

いたしました。 

   そして、よく精査をいたしまして、そしてこの場に臨んでいただいたわけでございます。

書類をお持ちですか、皆さん、当時の。持っていないですか。 

   それでは、事務局から配らせますので、暫時休憩いたします。 

     休憩（午前 10 時 35 分） 

     再開（午前 10 時 37 分） 

議長 再開をいたします。 

   議長としてお預かりしたものは、この件が法律違反であるという意見、だから、その根

拠を示してくださいよということでお願いしました。副議長からは、そのような書類が

提出されました。執行部からは、弁護士に確認したところ、法律違反ではないという答

弁書をいただいております。 

   これを踏まえて、皆様のご意見をいただきたいと思います。 

   じゃ、副議長のほうから、ちょっと補足説明を。 

副議長 議長に提出させていただいた書類、皆さんお手元にあるとおりでございますが、傍聴

の方もいらっしゃいますし、これを踏まえてちょっとご説明をさせていただきます。 

   回答書という形をとらせていただきました。平成 28 年 10 月 11 日、去年ですね、那珂

市議会全員協議会において、私がこのたび那珂市が菅谷地内の空き家ビルの寄附を受け

たことは法律違反とする発言をした根拠を以下に記載いたします。 

   １、まず負担付きの寄附又は贈与の解釈ですが、市執行部からは、ある本に、寄附又は

贈与を受ける際に、反対給付的な意味において、普通地方公共団体の負担を伴う一定の

条件が付され、その条件に基づく義務を履行しない場合は、当該寄附又は贈与が解除さ

れるようなものを言うと記載されており、寄附申込書に寄附の条件が記されておらず、

市が履行しなければならない条件は付されていないと判断されるので、負担付きの寄附

又は贈与に該当しないと判断するとの答弁でした。 

   しかし、この解釈は、地方自治法に詳細に明記されているものではなく、あくまで解釈
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であります。つまりどう判断するかについては、法令上このような解釈が固定されてい

るものではありませんので、この考え方に縛られる必要性はありません。 

   しかし、あえてこの解釈に基づいて私なりに今回の件を判断していきたいと思います。 

   市執行部の答弁は、寄附を受けるにあたり、自治体がなんらかの義務─これを条件と

します─を課されており、この条件がなければ寄附自体が成り立たないような契約を負

担付き寄附と言うとのことです。つまりこの条件がなければ寄附をしなかったというよ

うなケースを想定しているようです。それだけ条件、つまり義務と寄附の結びつきが強

いものであることが負担付き寄附なのだという意味だと解釈します。 

   ちなみに負担付き寄附の解釈に関しては、一般的には、契約の一方の当事者において、

その契約を履行する上である一定の義務を課されている状態を言います。今回の寄附申

込書には、次の財産を寄附したいので申し込みますという文言があり、書面上は寄附の

条件の欄に記載はありません。しかし、所有者と市担当者の協議の中で、本当にただ単

にこの建物をあげます、もらいますというやりとりだけだったのでしょうか。これは平

成 28 年９月 15 日に市執行部から各市議会議員にファクスで回答した文書、橋本ビル建

物・土地の寄附に至る経緯に記載してあるとおり、平成 27 年５月に市に寄附してもらっ

て、市が撤去することとする方針を固め、この方針を相続人３人に伝え、寄附に同意す

るよう交渉してきたことは、市がみずから認めていることです。 

   ということは、この寄附の条件は、書面への記載はありませんが、この建物は市が税金

で解体するから寄附しなさいという市担当者から所有者への働きかけがあり、この条件

があったからこそ、約半年間の交渉の後に所有者が寄附に同意したということになりま

す。つまりこの寄附には、実質的に明確な条件がついており、契約当事者一方の市側が

税金で建物を解体するという義務を課されている状態であることは明白であります。前

述の負担付きの解釈において、この義務を課されている状態にある以上、この寄附は負

担付き寄附に該当すると判断できます。 

   また、逆説的に言えば、この市側の義務（建物を税金で解体すること）がなければ、所

有者はこの寄附をしたかどうか、これは市担当者と所有者の当時のやりとりを調査しな

ければわからないところであり、所有者の意思を確認しなければならないところでもあ

ります。 

   ２、またさらに、市執行部からは、その本に、土地・建物の寄附を受けることについて、

今後これらの維持管理費が相当必要であり、これらの負担が団体に係ることが予想され

るような場合であっても、負担付き寄附ではないという解釈があることも、今回の件が

合法という根拠とされています。 

   しかし、今回のように解体を前提で建物の寄附を受けることなど、前例があるのでしょ

うか。この予想される場合と今回の件は内容が全く違いますので、この解釈、負担付き

寄附ではないことをそのまま今回に適用することはできません。 
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   ３、そもそもこの地方自治法第 96 条第１項で議決を必要としている案件をなぜ制定し

ているのか。これは、条例制定、予算決算など、市民生活にかかわる重要な事項は、市

民の代表である議会が決めるべきという趣旨で制定していると私は考えます。例えば住

民の代表である議会のお墨つきなしに勝手に条例を制定してはいけないし、何億円も好

き勝手に執行する予算を組んではいけないし、昨年度使った税金を決算認定も経ずにそ

のままにすることもいけないということです。 

   行政には執行権がありますが、ただし、同法第 96 条第１項に定める項目については、

市民の貴重な税金を無駄にせず、しっかり議会に審議させて執行しなさいという法の精

神があるわけです。その意味において、同条第１項第９号に負担付き寄附又は贈与と記

載している以上、市民に負担（1,550 万円の解体費用を捻出する義務）を課す寄附や贈与

については、行政が勝手に決めてはいけないということです。 

   前述１、２により、今回の寄附は負担付き寄附ですので、同法の定めにより議決事項で

あります。 

   ４、前述３により、今回の件は議決事項ですので、平成 28 年３月 30 日に申し込まれ

た寄附は、本来議会によって審議され議決されなければならない案件でした。しかし、

直近の定例会までに今回の件が議案として上程された事実はありません。つまり同法が

議決事項と定めた案件を市は議決を経ずに行ったということになりますので、今回の件

は法律違反ではないですかと発言したわけです。 

   以上が私の見解ですということで、記載をさせていただきました。 

   一応、その補足というか、私の見解はこのとおりでございまして、前回が去年の 10 月

の全員協議会以降、今回がその続きということになると思いますので、引き続きちょっ

と審議をさせていただきたいと思いますが、私の見解はこういうことでございますけれ

ども、執行部からこの見解についての答弁をいただきたいと思います。 

副市長 この議論は、私、執行部のほうは弁護士、専門家の意見を聞いて提出していることで

ございます。私も法律家ではございませんので、今の副議長のこの考え方でいいか悪い

かというのは、私も判断はできないところでございます。 

   以上です。 

副議長 判断はできないということで、これ解釈、見解の違いということでございますね。こ

れに関しては、私も法的なところと相談はしておりますけれども、これについてはまだ

継続していかなければいかんかなとは思ってはございます。 

   一方、じゃ、今度は違法かどうかではなくて、これが適切な寄附だったか、不適切な寄

附だったかという観点からお聞きをしたいというふうに思いますけれども、まず行政側

が今何かしら不動産の寄附を受けるに当たっての基準はありますか。 

副市長 基本的には、市にメリットがない財産を受けることは基本的にはないと思います。た

だし、今回の件につきましては、うちとしてもあそこの建物が危険だと。これは以前に
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もお話ししました。あの建物が危険なので、あのままにしておいては、あの近所の方に

も迷惑がかかるだろうということで、うちとしてもこの所有者に対して交渉をして、な

んとかこの建物を壊してくれという話をずうっとしていたわけでございますが、当然所

有者については、そういう資力もないということで、では、あのままにしておいて果た

してどうなのかということで、それではやむを得ず、まして市街地でございますので、

あの建物と土地ですね、それをうちで譲り受けて、市として処分をしていくということ

になれば、少しでもお金が入ってくるだろうと。当初は、あそこはアスベストがあると

いうことは当初はわかっておりませんで、その段階では、建物つきのまま処分できれば

一番いいんでしょうけれども、そこは今までもこれにかかわっていた裁判所からも、当

然不動産屋にそういう話を持ちかけたところ、そういう不動産会社はあらわれなかった

ということで、普通に考えればそうだと思いますけれども、建物を壊して、市街地です

から、土地を売却すれば、それ相当の金額で売れて、最終的には市に固定資産税が入っ

てくるということで、最終的には、中長期的に見ればペイできるだろうという判断のも

とにこれに着手したということでございます。 

   以上です。 

副議長 いや、私が聞いたのは、寄附を受ける基準はありますかと聞いたんですよ。それにつ

いて答え。 

副市長 基本的には市にメリットのない財産は寄附は受けないということですね。 

副議長 いや、基準はありますか。つまり要綱なり規則なり、そういったものはありますか。 

副市長 要綱自体はないですけれども、基本的には、寄附は受けないのが基本だと思いますよ。

だけれども、それは先ほど言ったように、あそこの場所は建物が危険で隣近所に迷惑が

かかるんで、あのままにしておいてはどうしようもないということで、こういった措置

をしたと。これはもう前々に、昨年からお話ししている部分ですので、一番はそこだと

思います。 

副議長 では、昨年から１年程度時間がたちました。あれから、あのビル、壁が剥がれ落ちて

落下をしたというふうな事象は確認しましたか。 

副市長 仮囲いをしております。その仮囲いはあくまでも周りに飛び散らないように仮囲いを

しているわけでございまして、あの仮囲いをしている中にはぽろぽろ落ちているのは見

受けられます。これは財政課でも常にあそこは確認をしておりますので、そういった状

況は見受けられるということでございます。 

副議長 どれぐらいの内容の落下物が確認されていますか。 

契約・管財 G 長 現場のほうは、小さな細かい破片みたいなものは多少落ちているのかなと

思います。 

   以上です。 

副議長 それは今のところ近隣の住民の生命・財産に危害が及ぶような程度の落下物と判断さ
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れますか。 

副市長 今お話がありましたように、今の段階ではそういう大きいものが壊れてネットを超え

てまでという話ではないかと思います。ですから、今後例えば地震が起きたり、台風が

来て、それがいずれ大きなものが落下する可能性はなくはないと思いますね。 

副議長 この１年の間に台風も来た、やっぱり何度か大きな揺れもあったですね。それにおき

ましても、現状は付近の近隣に危機を及ぼすような程度の落下はないということでよろ

しいですね。 

副市長 今の段階ではそういうことでよろしいかと思います。当然そこは毎回、当然業者にも

保守点検をさせていまして、うちも担当者がそこは見に行っていますので、そういう大

きい事象があっては大変なことになると思いますんで、今の段階では大丈夫です。 

副議長 そうですね、今はとりあえず市の所有物になっていますから、きちんと管理をしてい

ただかなければならないので、現状は確認をしているのが当然というふうに思いますね。

その認識では、今のところそんなに危険性はないというふうな見解が示されたと思いま

す。 

   では、この寄附に関しては、そもそもその要綱も規則もないということですが、私が心

配しているのは、今回の件にとどまらないわけですよ。つまり法令にないやり方で寄附

を受けてしまったことによって、今後いろんな事象が起きてくる危険性があると。つま

り、私のところの空き家も、じゃ、あれと同じように寄附をしますから解体してくださ

いと言われたらどうするんですかと。これもう去年からずうっと言っていますね。それ

はご理解を願いたいと、この議会の場では我々に対しては答弁できるかもしれませんけ

れども、一般市民の方からそういうことを言われた場合にどういうお答えをするのか。

これは、安易な寄附を受けてしまったことだと思っていますよ。 

   安易な寄附でありますけれども、少なくともそれは適切だったのか適切でなかったのか、

どちらの見解ですか。 

副市長 確かに副議長さんおっしゃるとおりだと思います。その当時、特措法、今現在特措法

ができています、そして市の条例もできています。昨年もお話ししましたように、これ

が前例にならないようにということを議員さんからもきつく言われました。私どもも当

然そう考えております。なぜかといいますと、うちも法律に基づいて条例もつくりまし

たし、一昨年に空き家調査をいたしまして、ＡからＤのランクをつくりました。今後、

今年度中にこのＤランクについては全て我々職員でまずは調査をして、このＤランクの

調査をした後に特定空き家の認定をしていって、その後、こういう危険な状況で隣にも

迷惑がかかるような土地については、法律に基づいて、条例に基づいて指導勧告、そし

て最終的には収用をかけてその分は請求するという形になるかと思いますんで、今後に

ついては、これが前例になるようなことはないと、これは前にも申しあげているとおり

でございます。 
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   以上です。 

副議長 それは、寄附を受けてしまったんですよ、今回は。寄附を受けるに当たって、その判

断基準が明確でないのが一番の問題なんですよ。それで、じゃ、どういう基準であれば

市は寄附を受けてくれるということになるんですかと。今回は前例つくっちゃたんです

よ。危険だから、周りから危険だと言われたからということで、寄附を受けたんですよ

ね。同様の事象に対してどう対応するかというのは、今の空き家のＤランクの云々とは

全然別の話です。うちの空き家を寄附するから受けてくれといったときに、どうやって

それを抵抗できるか、明確にお願いします。 

副市長 単なる空き家の寄附を受けるということではなくて、危険だから、危険だから今回は、

例えばですよ、これが本人に壊してくださいと言っても、本人がそういう資力がないと

いう場合に、基本的には特措法に基づいて、最終的には指導勧告しながら、市が最終的

に壊して、その分を請求すると。だけれども、請求したけれども、本人は資力がないん

だから、最終的には金を納められませんよね。ですから、結局は同じことなんですよ。

結局は同じなんです。今回その手続的には確かに間違ったのは、昨年私も謝りました。

そこは確かに筋的には間違ったと思います。確かに収用をかければそれだけ時間もかか

るし、お金も余計にかかるということでの我々執行部としてはそういう判断で寄附を受

けて、早目に壊して処分したほうがお金の問題も期間的にもいいだろうという判断のも

とに進めてしまったというところでございますので。これから全ての空き家を全部受け

入れるかというと、それは全くないということでございます。 

副議長 全くないという根拠が明確でない。市民から、じゃ、何であれを認めて今回認めない

んですかという根拠が明確でないですよ。基準がないんだから。危険だからといって、

みんなね、みんなうちも危険だからと言いますよ。じゃ、それは橋本ビルとどこが明確

に違うのかということと、あと副市長、今回の寄附の全体の収支はどうなっていますか。

つまり寄附を受けようとしたときにどれぐらい、じゃ、これはプラスの寄附になると思

ったんですか。数字を教えてください。 

副市長 一番交渉の段階では、あの建物を壊すのが 1,000 万程度で壊せると。土地を売却す

れば 1,000 万で売却できるだろうという判断のもとに、この交渉をしてきたというとこ

ろですので。ただ、しかし、その後にアスベストが出て、さらに 400 万ほど上乗せにな

ったということで、そこは経費のほうがかかる。しかし、長い目で見れば、あそこを買

った人の固定資産税が入ってくるんで、中長期的に見れば、最終的にはペイできるだろ

うと。ただ、あのままにしておいたんでは全然プラスになる余地はないということでの

判断だと思います。 

副議長 売れればの話ですよ、それ。売れればの話。土地を売却したらば、その所有者から固

定資産税も入るけれどもとかという話ですが、売れればの話ですよ、それは。その前に

解体するという、税金を使われるわけです、市民は。売れなかったら、全くその部分は
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マイナスの寄附ですよね。実質マイナスなんですよ、これは。実質マイナスの寄附を市

が簡単に受けていいのかどうか。そうなると、交渉過程がどういうふうな交渉過程をし

たかなんですよ。誰がどの時点でどういう交渉をしてやってきたか。 

   なぜこういうふうなものが、しかもあの寄附を受けた段階では特措法が成立しています

よ。成立していて、法律的にそういう指導勧告、命令、代執行までできたのにやらなか

った。もっと言えば、特措法ができる前から、全国では何百という自治体で空き家条例

を制定していた。空き家条例でそういう今の特措法と同じことができたわけです。それ

を私含めて何人もの議員が一般質問で空き家条例つくりなさい、つくりなさいと言って

いて、それをずうっとはねのけてきて、条例すらつくらず、寄附を受けた時点では特措

法ができていたので、今の代執行までの流れができたにもかかわらず、そういう法令に

ない寄附を受け、実質マイナスの寄附を、マイナスだと承知の上で受けているわけです。 

   もっと言えば、アスベストが後で出てきたなんていうのは非常にお粗末な話でございま

して、立入調査ができるんですよ、条例をつくれば。立入調査をして、それがどれぐら

いの見積もりで壊せるかなんていうのは、後でわかったなんていうのは本当に恥ずかし

い話。それを堂々とこんなところで、いや、後でわかりましたからすみません、追加で

議案上程しますから、税金で壊すの認めてください、こんな手法として恥ずかしい話を

臆面もなく言えるということ自体が、やっぱり議会としてはチェック機能がまだ足りな

いんだろうなと思っておりますけれども、そういう立入調査もできたはずなのに、なぜ

それをしなかったんですか。 

副市長 臆面もなく堂々と言っているわけではございませんで、非常にそこは前も私も謝りま

した。確かにやり方的にはまずかったかもしれません。そこは、前も謝ったように、そ

こは確かにお恥ずかしい話かと思います。 

   ただし、結論から言いますと、先ほども言っていますように、これを代執行かけても基

本的にはマイナスだと思います。結果は同じ。それ以上のマイナス幅は大きくなるとい

う、私はそういうふうには思っております。 

副議長 数字的にはやってみなければわからないかもしれませんが、少なくとも市民からのこ

の空き家を壊してくださいと言われたときに対しての、この手法は間違っていると私は

思うんですね。だから、違法ではないかもしれないけれども、百歩譲って。でも、不適

切な寄附には間違いない。ここをしっかり整理していかないと、これは議会としたって

チェック機能がどうだということになりますから、これはやっぱり非常によろしくない

と思いますが、少なくとも、去年も言ったとおり、誰がどの段階でこういう寄附をしよ

うというのを決めたのか。この文書は残っているんですか。 

副市長 前から言っておりますように、文書的には残っておりません。これは交渉過程の中で

そういうふうな形で進めてきた。基本的には壊すのが目的ではないですからね。あの土

地を、いわゆる危険だから所有者に壊させるという交渉を当然最初はしていたわけです
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から。当然そこには別な問題での裁判所も入っての話で、最終的には所有者には資力が

ないということで、やむを得ず、じゃ、市街地の中で隣近所も近い中で、危険だからな

んとかしなくちゃならないという判断のもとに、それでは、市で譲ってもらってあそこ

を処分したほうが少しは前向きになるのかなという判断で多分担当者はずうっとやって

きたんだと思いますよ。 

副議長 ちょっと見方を変えます。副市長は当時担当者ではありませんでしたから、やっぱり

直接はわからないと思いますね。この交渉の過程をわかっていたのは市長だけですから、

市長にお聞きしますけれども、いつの時点でこれを、条例もつくらず、法律があったに

もかかわらず、やろうと決定したのはいつの時点で、誰と話をして決めたんですか。 

市長 その前に、不適切な指摘を受けましたけれども、緊急避難的にあの危険を回避しなくち

ゃいけないということがあったんで、やったということでありますんで、執行部として

の、行政という、急がなくちゃならない理由をよく説明できなかったというのが一つあ

るかと思いますんで、これについてはよく説明をしていかなくちゃならないなというふ

うに思っています。 

   その最終的なやつは、ちょっとね、今手元に資料がないんでわからないんですけれども、

多分、年度末だったと思います。年度末に話がまとまりましたということで、職員から

話がありまして、じゃ、それで進めてくれというふうなゴーサインを出したというとこ

ろです。 

副議長 非常に、当時からずうっといらっしゃった市長の答弁でありますが、非常に不透明で

ございますね、はっきりしていない。寄附を受けたのは３月 30 日ですよね、平成 28 年

３月 30 日。確かに年度末。ただし、それを最終的に市として判断をしたのは、固定資産

評価審査会での議決じゃないんですか。その議事録は開示できますか。 

副市長 不動産評価審査会で最終的には決めました。それの議事録は当然出せます。 

   ただ、交渉は、平成 24 年の７月か８月ごろからずうっとこの相続人と交渉をずうっと

してまいりました、先ほど言ったような交渉をずうっとしてきていたと。その以前から

もいろいろな、ここの所有者の絡みの調査はしていたんですけれども、実際に相続人に

個別に協議をし出したのは平成 24 年８月ということでございます。そのころにも近所の

方から、この建物をなんとかしてくれという話が市長のほうにありました関係で動き出

したということでございます。 

議長 暫時休憩いたします。再開を 11 時 20 分といたします。 

     休憩（午前 11 時 08 分） 

     再開（午前 11 時 20 分） 

議長 再開をいたします。 

副議長 引き続きお願いします。 

   やっぱりこれはですね、今後、市民に対しての説明するにあたりまして、今回の寄附が
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どういう過程を経て判断されたのか、これはすごく重要なポイントだと思っているんで

すね。ですから、どういうふうな交渉をして、こういう市にとってはマイナスの、言っ

てみればマイナスの寄附を受けざるを得なかったのか。ここらは、やっぱり今後のため

にもきちんと議会として検証しなければいけないというふうに思っておりまして、その

交渉に当たってきた過程をですね、なぜそういう判断をしたのか。市長は当時から担当

職員と綿密に連携をとっていたと思いますから、もう一度明確に、そこはなぜそういう

判断だったのかをご説明お願いします。 

市長 綿密にというわけでもないんですけれども、時々、綿密な打合せをしていたというわけ

ではなく、節目節目で報告を受けていたということなんだけれども。この経緯について

は、ちょっと秘密会にしてもらわないと、ちょっと公にできない部分もあるんで、それ

はよく了承していただきたいと思います。ですから、今この場で、放送されている内容

でお話をすると大変迷惑がかかる方もいますんで、その辺のことは後でね、秘密会とい

うようなものがあれば、それでやっていただければありがたいというふうに思っていま

す。 

   ですから、いずれにしてもこれはなかなか解決が難しい案件だった。解決が難しい案件

であったので、このような形で判断をせざるを得なかったということがあります。 

   それともう一つ、やはりね、年度末の時期で、うまく何ていうんだろう、業務の引き継

ぎがちょっとできなかった部分もあるんで、それは初めから謝罪しているところなんだ

けれども。だから、これについては、やっぱり危険であることがありました。あの当時

は、やっぱり余震もかなりありました、だんだん少なくなってきましたけれども。これ

から 10 年以内に、地震発生から 10 年以内に相当の地震もあるだろうというふうな気象

庁の予測もありますんで、10 年以内は油断できないなと。震度６強、７か、同等の地震

があるだろうと。そうすれば、間違いなく、間違いなくというか、かなりの高い確率で

建物が倒壊するということは予想できるわけですよ。だから、そういったことも勘案し

て判断をしたということですね。 

副議長 今、何点かちょっとどうかなという表現があります。この重要な案件に関して、担当

者と綿密に連絡をとっていなかったということが明らかになりました。担当者判断でか

なり進んでいたのではないかというふうな今、市長の話がありましたので、そこは担当

者に直接確認ができればいいなというふうに思いますが、もう一つ、あと、秘密会とい

う話もございました。秘密会、確かにこれは私は事情がわかりませんので、秘密会を開

けば話をするという今答弁がありましたので、今後そういった運営も考えていく必要が

議会としてあるのかなというふうなことでございました。 

   それと、年度末なので引き継ぎができなかったという答弁がございました。これは、行

政の継続という観点からすると、非常によろしくない。年度末なので引き継ぎができな

いという、こういうことは行政としてあっていいんでしょうか。これはちょっと、これ
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も、こういったことを臆面もなくご答弁されること自体よろしくないんではないかなと。

これは苦言を呈しておきたいと思います。 

   それで、やはりこれは危険だから、危険だからというのは、今後の市民の皆さん、みん

なそう言いますよ、うちの建物も危険なんで、危険なんで壊してください。今、市長が

答弁されたように、今後震度６強の地震があるかもしれないから、だから、うちの家屋

は壊れると思うから寄附してくださいとみんな言いますよ。そういうときに今みたいな

ことがこれからの市民の方にどれだけ抵抗できるのか。それと、複雑な案件とおっしゃ

いますが、世の中にはいろんな複雑な案件ございます。例えば相続案件、どなたも、例

えば資力の問題、これはなかなか相続したくないという、この案件は非常に多い、実際。

相続人が今回３人特定されていますけれども、特定されない場合だってあるんですよ。

海外に行っていて連絡がつかないとかね。いろんなこれよりももっと難しい案件はたく

さんあります。私も実際そういう案件を抱えている場合もありますから。ですから、こ

の件がなぜ外と比べて特別なのか。今回だけなぜ例外を認められるのか。これは、やっ

ぱり行政の公平性、平等性から見て、明らかに対外的にはきちっと説明できるようにな

っていなければいけないと思います。 

   ですから、冒頭にお聞きしたのは、そういう基準があるんですかと。いわゆるそういう

要綱なり規定があるんですかとお聞きしました。今後はしっかりとこういったものもつ

くる必要が私はあるのだろうと。これこれこういうことで寄附を受ける、こういうこと

で寄附は受けられないという明確なものが今のどなたからも明確じゃないじゃないです

か。これはどうにでもなるという答弁ですよ、今ここでだけ話をすれば。いいという答

弁ですから、これは決してよろしくない。行政の公平性の意味からも今後そういう検討

に値すると思いますけれども、そこらに関してはどうですか。 

市長 先ほどね、私のお話ししたことについて、ちょっと膨らませたり偏って理解されている

部分があるんで、ちょっと訂正をさせていただきたいんだけれども、１つはね、担当者

の人と適当にやっていたんだろうと、その打ち合せをね。そういうことではありません。

節目節目にちゃんとその重要な報告は受けていたということです。ですから、決して適

当な打ち合せをしたということではありません。全ての案件がそうです。節目節目で、

あるいは中間でもらう場合もありますけれども、報告を受けて判断をするということで

すね。そこはちょっとご理解をしていただきたいと思います。 

   それからもう一つ、この判断基準のことは私聞かれていないんであれなんですけれども、

この案件については、やはり２番目の部分でね、お問い合せいただいた２番目の案件で、

もうそちらも、そちらというか、副議長もよく認識をされている内容でしょう、これ。

よく調べられているみたいだからね。 

副議長 何をおっしゃっているんですか。 

市長 いや、この歯科医院の実情に関してはよく理解されている内容と違うんですか、中身が
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どうのこうのというのは。 

副議長 何の話をしているんですか。 

市長 旧歯科医院の件ですよ。 

副議長 ２番というのは何の話ですか。 

市長 ２番というのは確認事項の２番、うちのほうで回答している２番の件で、よく内容が承

知されている案件でしょう。ですから、そういうことだということですよ、この案件に

ついてはね。わかりますか。それと今、副議長のほうから来たことについてご説明しま

す。 

副市長 公平性、当然そこは守らなくちゃならない問題だと思います。寄附は、基本的には受

けない。例えばそこの土地にコミセンをつくるとか、交流センターをつくるとか、公共

的なものを何かつくるとかいう場合であって、それは寄附を受け入れますけれども、例

えば畑の真ん中、何も予定がないところを単なる寄附を受けるかというと、それは受け

ない。ただ、今回は市街地の中でああいう壊れそうな建物があって、危険を伴う、例え

ばこれが畑の真ん中にああいう建物があっても、危険性が伴わなければ当然こういう形

にはなっていないと思うんです。例えば隣近所に危険が及ぶ、そして市街地の景観、環

境をよくするためにもこういう手続をしたほうがいいんじゃないかという形での寄附の

受け入れです。基本的には寄附の受け入れ、最終的には寄附の受け入れですけれども、

先ほどから言っているように、所有者に壊してほしかったんですよ、本当は。だけれど

も、先ほど言っているように資力の問題で壊せないので、やむを得ず市として譲り受け

て、あそこの土地の活用。公共的にじゃないですよ、売却は市街地だからある程度の値

段で売れるだろうという判断のもとに交渉を、最終的にはそういう交渉になったという

ことだと思います。 

副議長 何遍もになるからあれなんですが、市街地の空き家というのは何百棟もあるんですよ、

市街地の今空き家というのは何百棟もあるんですよ。それを市街地であれば受けられる

かというと…… 

   そういうふうなことが明確でないんですよ。今明確でないから、そういったものを今後

つくられたらいかがですかという、これは私前向きな提案をしているつもりですよ。 

   それで、あと、だから、最終的にだれがそういうふうな判断を下した、決定をしたんで

すか。今回そういうふうな法律できちっと代執行まで持っていけるようになったのに、

それが空き家に対するセオリーです。法律上こういうふうにしなさいとなっています。

こういうふうにできるとなっているものをそうせず、なぜ寄附を受けるという判断を当

時誰がしたんですか。 

副市長 一番最初の話、寄附の話は、市街地だから寄附を受けるという問題ではなくて、今後

は市街地の中の空き家がこれからたくさん出てきて、本当に特定空き家として認定され

れば、そこは寄附ではなくて法律どおりに執行するという形になると思いますんで、こ
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れからはこのようなケースでの寄附はないと思っています。 

   今回の旧歯科医院ビルについては、最終的には実際に交渉した担当者と、こういう経過

なんだけれども、本人はこうしなければどうなんだろうという話で、最終的には市長が、

じゃ、ここを無償で譲り受けて解体して土地を売ればいいんじゃないかという判断は、

最終的には多分市長がしたんだと思いますよ。 

小宅議員 確認なんですけれども、私が聞き及んでいる話ですと、当時の担当部長はこのやり

方は反対していたと。だけれども、最終的に市長がゴーサインを出してこうなったとい

うふうに聞いていますが、それは事実ですか。 

市長 担当部長というのはどなたですか。 

小宅議員 それは退職されていますので、お名前は差し控えさせていただきます。 

市長 誰、いやいや、ちゃんとおっしゃっていただかないとわからないな。 

小宅議員 それは秘密会でやらせてください。 

副市長 私も当時の担当部長からは、１から 10 まで聞いていたわけじゃないですけれども、

節目節目には一、二度は聞いていますけれども、担当部長が反対したということを私は

聞いていないですけれども。 

小宅議員 あと、先ほど市長が 10 年以内に倒壊とおっしゃったんですけれども、何か聞いた

話ですと、解体しようと思ったら、太いパイルが４本入っていて、地中数メートルまで

入っているので、それを撤去するのに非常にお金がかかるというふうな説明を受けたと

思うんです。考えると、10 年以内に倒壊ということはまずないと思うんですけれども。 

市長 ちゃんと聞いていただきたいんですけれども、前回の震度７に近い地震が来た場合に、

そういう地震が 10 年以内に来るだろうと。もし来た場合は、倒壊の危険は十分大きいと、

10 年以内に何もしないで倒壊するということではないんです。そこはちゃんと認識をし

ていただきたいと思います。 

小宅議員 震度７が来たらもっといっぱい倒壊する建物がありますし、あそこに限った話じゃ

ないと思います。さらに言えば、パイルが入って鉄筋ですから、一般の住宅よりは多分

もつと思いますよ、住んでいないにしても。 

   それから、この際なんで言いますけれども、いわゆる何でこれもめているかというと、

いわゆる公共性、公益性、公平性、緊急性、透明性とありますけれども、市長は緊急性

がと、これだけなんですよ、主張しているのは。ただ、緊急性は早々感じられなかった

と思うんです。今の外装が落ちるとかそういうのはありますけれども、その程度だと思

うんです。公益性という面でいうと、隣近所の人が壊してくれ、この公益性だけなんで

すよ。公共性、じゃ、その壊した後何するかという公共性、全くない。売却ですから。

公平性、これもですね、何であそこだけという、公平性、これも全くないんです。透明

性、真っ黒ですよね。だから、これこんなにもめているんですよ。それをまずご理解い

ただきたいと思うんですけれども、その辺の認識は市長はありますか。 
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市長 緊急性のほかに、やっぱり公益性というのはあると思います。緊急性ばかりじゃないと

思いますね。小宅議員があの家の、旧歯科医院の脇にもし家を建てていたとすれば、地

震があるたびに穏やかじゃないと思うんですよね。それはわかると思うんですけれども、

そういう意味で、やっぱりそういった市民の不安を除去する、あるいはそういったもの

を排除するというのが我々行政の務めでもありますので、全部が全部ではありませんけ

れども、特にあの物件についてはそういうふうに判断したから、あのような判断をした

ということです。 

   やっぱりあそこの隣接ばかりではなくて、例えば道路に来た場合ですと、通行人とか車

両とか、いろいろ及ぼす影響というのは広範囲だと思うんですね。ですから、隣接の方

が一番不安になられていると思うんですけれども、その外にも道路に倒壊した場合はど

うなんだと、そういうこともありますので、そういったことを総合的に勘案すれば、壊

す方向で取り組まなくちゃならないのかなというふうに思ったわけです。 

   それと、部長が云々の話なんですけれども、お名前言えないということなんですけれど

も、もしその発言が本当であれば、私はなんらかの責任をとらなくちゃならないね。部

長といっても、どの部長だかわからないけれどもさ。それ、発言されていますんで、ち

ゃんと責任持っての発言だと思いますんで、よろしくお願いします。 

議長 ちょっと待ってください。個人的な名前はこの場では伏せるように各議員にお願いをい

たします。 

小宅議員 その部長がそう言っていたんなら、私が責任をとらなくちゃいけないという考えが

まずおかしいと思うんです。市長なんですから、全ての責任は私だというのが普通であ

って、その職員がそう言ったんなら私は責任をとると、それはちょっとトップとしてど

うなのかというのはまず言っておきたいことです。 

   それから、その公益性、道路に落ちるとかそういうことを差っ引いたとしても、やはり

公平性は見えない。その土地を売却するという目的のためにそれをやったというのは、

非常にそれも行政のトップとしてどうかというのを考えざるを得ないんですね。だから、

もう答弁は結構ですけれども、この件、終わらせようと思うんであれば、市長が責任を

とるのが当然の話だと思います。 

   以上です。 

市長 部長の話に戻りますけれども、本当に言ったのかなという感じがするんですけれどもね。

言っていないから、私は進めているわけでありまして。それで、これで先に進めていく

ということであれば、この２つの案件について、行政のほうとしては違法性はないとい

うことで回答書を出していますんで、そちらは違法性があるということで、２つになっ

ていますんで、最終的にはどういう方法をとられるのか、副議長のほうでお決めになっ

ていただければと思いますけれども。 

副議長 私ご指名でございますから、違法性があるかないかはまた引き続きやります。ただ、
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今は違法性があるかどうかではなく、適正な寄附だったのかどうかを調査しています。

適正だったのかどうかです。つまりマイナスの寄附だっただろうと、実質マイナスだっ

ただろうと。これは適正だったと思いますか、市長。 

市長 適切であったということなので判断をしたということですね。 

副議長 適切な寄附であったという判断基準は何ですか。 

市長 緊急性を回避するためにはどうしても必要だということです。それが、やっぱり社会性

に結びつくんじゃないかと思いますけれども。 

副議長 それがなぜあそこだけというふうな市民から言われたときに、誰にも説明のできる客

観的な判断基準を今示してください。 

市長 私自身は、議会の皆様、副議長はじめ何人かの議員の方から、なぜあそこで、多くの市

民が疑問に思っているということなんですけれども、私は多くの市民の方からそういう、

あそこを何でやるのという、何でもらっちゃって解体するのという意見というのは直接

お聞きしていないんですよ。ですから、そういうふうに極論で申されちゃいますと、何

かちょっと違和感があるという感じがするんですけれどもね。 

副議長 極論でも全くなくて、今後のことを考えると、あれを適切だと考える、適切な寄附だ

と考える判断基準を明確に示してくださいと言っています。ないでしょう、基準が。 

副市長 副議長さんがおっしゃるように適切だったかというと、それは適切じゃなかったかも

しれません、マイナスのほうが多いんですから。ただし、結果的には、あそこの例えば

壊して売ることによって景観がよくなる、そして、これが代執行にしても結果はマイナ

スです。だから、結果的には同じなんですよ、その手続的にはおかしいですけれども。

ですから、だから、それは法律を犯しているかというと、全くそこに基づいてやったほ

うがいいには決まっているんですけれども、交渉がもう平成 24 年の段階から始まってい

る中で、特措法は平成 27 年の２月ですから、施行は。そういったこともあって、もう平

成 24 年度からずうっと長いこと、この中には当然裁判も入っていた問題があったので、

結果的にはあれを壊さないと、基本的に地域の住民が困る、危険だというのが一番、や

っぱり危険性、一番そこだと思うんですよ。だからこそ代執行でやるのか、単なる寄附

を受けてうちが壊して売却するのかという話ですから。そこは簡単なほうを選んでしま

ったということで、そこが多分、副議長は疑問に感じている。そこは皆さん感じている

ところだと思うんです。ですから、そこは前にも謝りましたけれども、そこは若干、手

続論的には間違っていたのかなと思います。ただ、結果は同じかなと思うんですね。お

かしいかもしれないですけれども。 

副議長 結果同じならば、法律に基づいてやるべきです。結果同じならば、法律に基づいてや

るべきだったんです。ですから、それは間違っていますね。だから、私は副市長のおっ

しゃることはわかりますよ。適切じゃなかったと思います、やはり。そうだったと思い

ます。でも、やっぱり結果的に税金を出して壊さなければいけないなら、それは代執行
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でやるべき話だったんです。それはわかります。なのに市長は適切だったとおっしゃる。

違っています、言うことがね、執行部の中でも。なぜこれが適切だったかと市長がおっ

しゃることができるのか。これが適切であれば、いろんなほかから上がってくる案件も

適切だというふうに言わざるを得なくなってくるし、じゃ、その違いは何かというのを

明確に市長は市民に対して説明をしなければならない。市民の方を納得させなければな

らないんですよ、これをやってしまった以上は。 

   ただ、副市長は、これは適切ではなかった、手順は間違っていたとおっしゃいました。

それは私もそうだと思います。ただ、市長はそう思っていらっしゃらないから、市長に

聞いているんです。どのように今回の旧歯科医院ビルはオーケーで、外の案件はだめだ

と明確に言えるのかを明確におっしゃってください。 

市長 手続上、一番最初の段階で、今、副市長からも話があったように、議会に報告する案件

かな、そうだよね。特措法に基づく云々の話があって、その以前に着手はしているんだ

けれども、特措法が成立した後に話が、交渉が成立してという段階で、そこでちょっと

ボタンのかけ違いというか、それがあったことは否めないけれども、あとの進め方につ

いては、それ以前の交渉の仕方については、私はやっぱりあの状況を見ると、どうして

もそういうふうな方法でやらざるを得なかったのかなというふうに思っています。 

   それから、今後の何でしたか、取り組みの問題ですか。 

副議長 聞いたのは、それも直接お答えになっていませんが、むしろ今、議会に対しての説明

というよりも、これから市民に対してどういう明確な基準があるんですか。なぜ今回の

は認めて外のは認められないかという基準を市民に対してどう説明するんですかという

ことを何回も実は聞いているわけですね。わかりますか。どういう基準でやるんですか。 

市長 市民にじゃなくて、これからこういう案件が出てきた場合、何ていうの、同じようにす

るんですかということをことを聞いているんですか、私に。ちょっと聞いているあれが

よくわからないんだけれども。違うの。 

副議長 おそらくはね、市長以外みんなわかっていますよ、今の質問の意味は。つまりこれだ

け市長の答弁が明確でないというのが逆に明らかになったと思います。明確な基準がな

いということも明確になりました。この案件は、しかも当時からいらっしゃった職員の

方は、実はもう退職されてお一人もいらっしゃらない。ですから、この内容をちゃんと

我々議会が調査するには、今その当時からいらっしゃる市長にお聞きしてもこれですか

ら。なので、当時の担当された方々、これは私は今わかりません。ただ、それは当時担

当されていた方を市長、後でお示しいただきまして、当時担当者が誰だったかは市長が

おわかりでしょうから、その方々、また、当時の交渉の相手方というのは相続人の方々

です。その方々から話を聞かなければ、この件はずうっとやぶの中でございます。なの

で、しっかりと当事者の方をお呼びして、この場でしっかりとヒアリングをして、どう

いうやりとりのもと、当時条例がつくれたにもかかわらずつくらずに、法律があったの
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にもかかわらずに法律をやらずに、結果が同じなのに法律じゃない方を選んでしまって、

こんなふうになってしまったのか。これはね、市長、議会としてもね、こういう問題、

直に余りもう本当は携わりたくないというか、本当は余り延ばしたくない案件です。し

かもこのビルの危険性、状況は議員全員思っていることです。 

   しかし、不透明な不適切な寄附が行われている以上は、これは我々も市民の代表として、

行政の執行をチェックする立場としては、やはりもう少し調査しないと明らかになりま

せんね。市長がおっしゃった秘密会を含めて、これは今後運営は、議運にも関係します

が、議会としては、市民の代表者として、この成り行きはきちんと当事者からヒアリン

グをしながら調査を進めていかなければいけないなというふうに感じます。 

市長 退職した職員を召喚してという話については、ちょっと難しい部分もあるのかなと思い

ますけれども、残っている残留している職員の中でちゃんとした経緯というのかな、そ

ういうの。そもそも何、この違法性の件のほかに何か闇の部分があるというふうにおっ

しゃっているんですけれども、どこが闇の部分なのかというのもちゃんとお示しいただ

かないとわからない。 

副議長 また答えますよ。 

   違法性かがあるかどうかは別として、適正かどうかをちゃんと調査する必要があろうと

言っているわけです。闇かどうか、私は言っていませんし、ちょっとさっき適当にとか

と、私は適当なんて一言も言っていませんからね。それは市長、逆に私の答弁をあれし

ないでいただきたいですが。 

   きちっと、その闇というよりも、当時法律でないような手段をなぜとってしまったのか。

それが明確でもないし、今後新しい案件として出てきたときに明確に断れる基準も示さ

れていないんですから。そこはしっかりと調査をしていきたいと思います。 

副市長 不適切な方法をなぜとったのかと、そこはですね、先ほども言いましたように、例え

ばこれが代執行で、法律、特措法にのっとって代執行でやったときに、余計にお金がか

かります、さらにね。そして時間もかかります。ならばもっと簡単な方法で、法律違反

と言えば違反なんですが、そっちのほうが結果的に安く上がって、市のほうにプラス要

因があれば、そちらのほうがいいという判断だと思います。 

議長 いろいろな意見がありました。 

古川議員 すみません、１件確認させてください。 

   今、副議長からの回答書を中心にお話しされていますが、市長が提出されたこの確認事

項という報告ですね。このところに弁護士の見解として２点ございます。つまり違法で

ないという根拠が書かれているようですけれども、１番の確認事項ということで、今回

の場合は寄附を申し込むに当たってなんら条件が付されてなくというのは、契約書とい

っていいのかな、契約書にその条件が付されていないから違法じゃないんだということ

でよろしいですか。これ副市長にちょっと伺います。部長ですか。 
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副市長 今、古川議員さんがおっしゃったように、寄附申込書には当然条件は書いていません。

これは書いていなくても、本人、その所有者、相続人がこの建物と土地をどうしてくれ

と、例えば公共性の市の何かこういったものをつくってくれという、そういう条件があ

るわけではなくて、ここの建物を市がどうしようが、このまま残しておこうが、そのま

ま土地を市で持っていようが、そこは相続人の方は、別にそこは条件を提示していなく

て、ただ、うちとしては受け入れるのは、この建物をこのままにしておくのは、基本的

になぜそういう交渉をしたかというと、建物が危険だから交渉していたわけで、当然壊

すのは当たり前ですよね。ですから、その土地を今度壊した後、その土地を市がどうい

うふうに使うのか、ここを売却しちゃうのかというのは、相続人から別に何の条件もも

らっていないわけですから、当然条件つきではないという、これは私個人的な判断です

けれども、これは弁護士からの意見も入れての判断です。 

古川議員 わかりました。 

   相続者は、市に譲ってしまえば、あとは関係ないですよね。これはおっしゃるとおりだ

と思います。ただですよ、副議長の回答書に書いてあります１ページ目の最後から、平

成 28 年９月 15 日に市執行部から我々議員にファクスで回答した文書には、副議長から

の説明がありましたが、旧歯科医院のビル建物・土地の寄附に至る経緯に記載してある

とおり、平成 27 年５月に市に寄附してもらって市が撤去することとする方針を固め、こ

の方針を相続人３人に伝え、寄附に同意するよう交渉してきたということですよね。こ

れ執行部のほうからいただいたやつですから、これは間違いないですか。ちょっとこれ

だけまず聞きます。 

副市長 これは、最終的に同意するようにという交渉ですけれども、基本的には市がこれをも

らって解体するよと、それは、相続人は先ほど言ったように、これを市がどうしようが、

それは相続人はまるっきり関係ないから、だから、市が壊すからどうしてくれという意

味ではないと思うんですよね。 

   市が、ここには、市に寄附してもらって市が撤去することとする方針を固め、この方針

を相続人３人に伝え、寄附に同意するんですけれども、確かに市が撤去しますよとは相

続人にはお話ししました。最終的には市はこういうふうにしますよという話を相続人に

したよという話で、じゃ、判こ下さいというだけの話ですから。それが条件ではないで

すよね。 

古川議員 ですから、相続人が出した条件ではないんでしょう。ただ、市がやってやるから寄

附してちょうだいという方針を伝えて、それでわかったよということで、この寄附申込

書にサインをされたんでしょうと。つまりこの寄附申込書に付されていないんじゃなく

て、付さなかっただけなんですよね。というふうに私たちはそういうふうに理解してい

るんですけれども、違いますか。 

副市長 そこのちょっと解釈はあれですけれども、相続人は、別にここを解体して、市になっ
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た土地をここをどうしてほしいという条件はつけていないわけですから、ただ、うちが

最初交渉したのは、相続人にこの建物を壊してくれよという交渉をしたなかで、できま

せんよと言った。ですから、じゃ、そこは市が壊しますから、この土地はただで譲って

くださいねという意味だと思いますよ。 

古川議員 ごめんなさい、じゃ、最後。 

   わかりました。 

   どちらにしても今まで副市長もわからないだろうというような答弁はずうっとされてき

ました。その中で、今答弁されたように非常に苦しいんだと思うんですが、市長が先ほ

ど秘密会ならお話しするということをおっしゃっていますから、秘密会にしませんか。

個人名も出てくるでしょうから。そこで早く決着つけましょう。我々だって、これはい

つまでも引き延ばしたくないんですから。 

議長 執行部、よろしいですか、それで。 

   それでは、やりますからね、秘密会をね。 

   じゃ、きょうのところはこの辺で、必ず全協でもって、秘密会ということで、この問題

についてやっていきたいと思います。 

   執行部はこれにて退席願います。 

笹島議員 もう最後になるんだけれども、ちょっとね、今まで話を聞いていると、ミクロな話

になってきて、質問しているほうも質問を受けるほうも、公共自治体の話と思えないの

ね、個人的な話。今、本当に所有者不明の家屋というのはたくさんふえているんですよ。

もう役所というのは、今言った相続人がたくさん今そういうわけで、放っておけば、こ

れはもう強制的じゃないから、任意でね。相続のほうは今、こういう法的になっていま

すんで、そうすると何十人とネズミ講式にふえているんですよね。一般的な役所は、そ

れを１件１件当たって、もう何年もかけてやっているわけですよ。 

   私が言いたいのは、先ほどから言っている代執行、一般的にみんな代執行していますよ

ね。していって、副市長はマイナスになるから、金銭的にも、そうじゃないですね。ル

ール的にやっていかなければ悪い前例をつくってしまう。そういうことも後先のことを

考えないで目先のこと。これは公共自治体が考えること、やることじゃない。一般的な

個人的なやること、私がやること、それは。あなたたちがやることじゃない。それで、

その費用はあくまでも所有者に請求する。これはどこの自治体でもやっている。水戸市

のビルか何かも、あんなに落下していて、隣のビルに落っこってきていても、結局仮囲

いして応急措置をしただけでしょう。今だかつて解体も何もしていませんよね。あの人

は、その所有者はいますよ。何度も交渉しているけれども、何年もあれしている。全国

的にもそうです。 

   だから、悪い前例を安易に簡単に、危険過ぎるからこれを取り壊せという、これは普通

の公共自治体がやることじゃないです、考えることじゃないの。何でそういうことをあ
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なたたちはそういう発想ができるのかということなんですよ。私はわからない。 

   もう一つ、前も私質問したんですよね、常任委員会で。一般的にあの建物を売却したい

と言っていましたよね、売りたいと。ところが、やっているかやっていないか私らはわ

からないですよ、あやふやな答弁しかもらえなかったからね。実際は道路とか公共施設

つくるんだったら、寄附をもらうんだったらそれは結構ですけれども、売却するという

のは、これは不動産会社じゃないから、普通の自治体はやりませんから。それで、今言

っていた売却だったら建物つきの土地、これ条件つきで、もう不動産会社のほうに売却

願いできるわけですよ。実際それやっていないですよね。あそこの土地は 80 坪あります

よね。1,000 万で売ろうと思っているんでしょう、売れるわけないですよね、今地価が下

がっているんですからね。それであのロケーション、場所からしてね。1,550 万の解体費

用がかかりますよね。そうすると、1,000 万で 550 万の逆債がでますよ。これ誰が払うの。

そういうことも考えましたか。税金でしょう。誰も納得しませんよ、そんなこと。いや、

ペイできるから、とんとんになるから、そんな甘い見積もりなんか誰もしません。だっ

たら 1,550 万のあれだったら、1,000 万に下げなければいけないんじゃないですか、解体

費用を。その努力はしたのかな。 

   アスベスト云々でわかりません。それが、アスベストがかかれば倍になりますよね、一

般的に解体費というのは安くても 800 万、ごめんなさい、750 万ぐらいで倍で 1,500 万く

らいかかりますよね。それはわかるはずですよ、誰も。最初見れば、素人でも。だから、

やることなすこと全部もう後手後手に回って、注意力が足らない。そういうこと、しっ

かりしなければだめだよ。私はそれを言いたい。 

議長 いいですか。 

笹島議員 答弁はいいですから。 

古川議員 議長に質問というかちょっと確認なんですが、あした総務生活常任委員会から陳情

等の報告があるかと思うんですが、委員長に対する質問ではなくて、陳情そのものに関

する質問を個人的に伺いたい方がいるんですが、それはこの場でやってよろしいんです

か。あしたの、継続審査になったという話は聞いていますけれども、それに対して別に

そういう質問とかそういうことではなくて、今回出された陳情に対してのちょっと質問

をしたいんですけれども。 

議長 陳情に対しては、委員会に付託をしてありますので、その答弁はあしたの本議会で委員

長があれします。 

古川議員 じゃ、委員長に対して質問すればよろしいですか。わかりました。 

議長 執行部にお願いを申しあげます。 

   たくさんの時間を費やしていただきましてありがとうございます。 

   今、議員のほうもまだ何か納得していないようでございます。それですので、当時の当

事者からできるだけの説明をとっておいてください。それから、各…… 
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副議長 ある意味、冒頭に私お話しした、法的な解釈の部分に関しても、やっぱりこれは当事

者から、我々も議会としてヒアリングをしなければ、どれだけその負担つきで不可分性

があったかというのはわからないんですよ。なので、当事者をこの全協にお呼びいただ

きたい。そうでないと、これは法的な解釈の調査の意味でも、やっぱり先に進まないの

で。当時の担当者、あと相続人の方、これを全協にお呼びするというようなことでお諮

りを願いたい。 

花島議員 当時の当事者に話を聞くというのは私は賛成なんですけれども、ただちょっと違う

と思うのは、今回のこの件の違法性に関しては、直接は私は関係ないと思いますね。具

体的にどういう話をして、どういう経緯でどこで、執行部側も手続としては不適切だっ

たと認めているわけで、そこでどうしてそういう不適切になったかを具体的に話を聞い

て解明するというのは、私は意味があると思っています。あとは、このことを進めるこ

と自体が妥当だったかどうかという、要するに代執行しても……、その、だから３点あ

るわけですよね。具体的にどういう経緯だったのか、違法性というのと、それからこの

措置がそもそも正しいのかどうか。それをよく整理して、余り相互に、無関係ではない

ですけれども、余りごっちゃにしないほうが話がいいと思います。 

古川議員 今、花島議員、当時の担当者と、あと相続人の方をお呼びしてと今お話ししたんで

すよね。この相続人の方が、その中の、３人いらっしゃるということですが、１人が私

は見ていません、書いていませんという話になったら、これ違法ですよね。ですから、

そういう意味も含めて、副議長はお呼びしたいという話をされているんじゃないかなと

いう、ちょっと補足です。 

議長 執行部に、今の質問があったみたいですけれども。 

市長 その相続人の方を呼ぶというのは、非常にハードルが高いと思いますよ。ご本人の承諾

も必要ですし、ちょっとそれは難しいと思います。 

   それと、一旦退職した職員を呼ぶということは、今までそういうことは慣例にありませ

んので、それはできないと思います。今残っている職員の中で検証していただくという

形になると思いますね。もちろん…… 

     （発言する者あり） 

市長 いやいや、だって、今聞かれたから言っただけのことで、要するに呼べない人を今言っ

たわけね、難しいという話を。 

議長 これは議会の注文でございます。それなんで、それは善処していただければ。来る、来

ないは、そんなことを言っちゃ何ですけれども、よろしくお願いいたします。 

   そういうわけで、この件は継続審議として次回秘密会議か何かでやりたいと思いますの

で、皆さんよろしくどうぞお願いをいたします。 

   ここで執行部は退席をお願いします。ご苦労さまでございました。 

     （執行部退席） 
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議長 時間が押しておりますけれども、あと少しなんで、続けてやっちゃいますので、ご了承

ください。 

   最後に、平成 29 年度第１回議員研修会の派遣についてをご連絡いたします。 

   研修会の出席者については、小宅議員、木野議員、君嶋議員の３名の方を各委員会より

選出いただきました。つきましては、明日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。決定しました３名の方については、よろしくお願いをいたします。 

   以上で全ての議事が終了しました。 

   これにて全員協議会を終了いたします。 

     閉会（午後０時 07 分） 

 

   平成２９年１１月１９日 

    那珂市議会 議長 中﨑 政長 

 

 


