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那珂市議会全員協議会記録 

開催日時 平成28年３月24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    〃  須藤  博 

欠席委員 議 員 なし 

職務のため出席した者の職氏名 

     事務局長 深谷  忍  次 長 寺山 修一 

     次長補佐 横山 明子  書 記 小田部信人 

会議事件説明ため出席者の職氏名（総括補佐以上及び発言者） 

市 長 海野  徹   副市長 松崎 達人    

企画部長 関根 芳則  政策企画課長 篠原 英二 

政策企画課長補佐 浅野 和好 

総務課長 川崎 薫   総務課長補佐 渡辺 荘一 

財政課長 加藤 裕一  財政課長補佐 茅根 政雄 

産業部長 佐々木 恒行 農政課長 山田 甲一 

農政課長補佐 柏 正裕  

商工観光課長 中庭 康史 商工観光課長補佐 平松 良一 

農業委員会事務局長 樫村  武 農業委員会事務局長補佐 大竹 将夫 

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 

        結果概要：報告について了承 

     （２）追加議案について 

        議案第58号 平成27年度那珂市一般会計補正予算（第８号） 

        同意第１号 那珂市副市長の選任について 

        同意第２号 那珂市監査委員の選任について 

        同意第３号 那珂市農業委員会委員の任命について 

        同意第４号 那珂市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

        結果概要：議案第58号について質疑あり、同意第１号から４号まで説明あり 

議事の経過概要 （出席者の発言は以下のとおり） 
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開会（午前９時58分） 

事務局長 ただいまより、全員協議会を開会いたします。 

始めに、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。 

改選後、初めての議会で、あしたが最終日でございます。 

何かと慌ただしい中であります。 

また、委員会構成も変わりまして、大変な議会だったと思いますけれども、慎重なるご

審議をいただいていることに厚く御礼を申し上げます。 

きょうは全員協議会ということで、執行部からの提案が何件かあります。 

慎重なるご審議をお願いして挨拶といたします。 

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します。 

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、電源を切るか、マナーモードにしてください。 

ただいまの出席議員は18名であります。 

欠席議員はありません。 

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、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。 

本日は、全員協議会を開催して頂きまして、まことにありがとうございます。 

また、連日慎重なるご審議を賜り、重ねて御礼を申し上げたいと思います。 

本日の全員協議会におきましては、追加案件としまして、議案が１件、同意４件、合計

５件についてご説明を申し上げます。 

また、本日の全員協議会では、議案等の説明に先立ちまして、この場をお借りいたしま

して本年度をもって退職する職員を紹介させていただくことになっております。 

彼らが長年の公務員生活を無事に勤めることができましたのも、ひとえに議員各位のご

指導のたまものであると思っております。 

私からも皆様に深甚なる敬意を申し上げたいと思います。 

それでは、慎重なるご審議を、ご協議をお願い申し上げまして簡単ですが挨拶とさせて
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いただきます。 

議長 ありがとうございます。 

続いて、今お話にありました。 

会議事件に入る前に執行部より３月に退職する職員紹介の申し入れがありました、紹介

をお願いします。 

（退職者の紹介） 

議長 暫時休憩いたします。 

休憩（午前10時03分） 

再開（午前10時04分） 

議長 再開をいたします。 

これより議事に入ります。 

議会運営委員会 君嶋委員長より報告をお願いします。 

君嶋議員 おはようございます。 

議会運営委員会の開催及び経過につきまして、ご報告いたします。 

先ほど議会運営委員会を開催いたしました。 

会議事件は、追加議案等について、平成28年第２回定例会についてであります。 

執行部からの追加議案等は、同意案件が４件、一般会計補正予算が１件でございます。 

あすの最終日、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。 

平成28年第２回定例会の会期日程案については、別紙のとおり決定いたしました。 

内容は事務局から説明させます。 

以上報告いたします。 

よろしくお願いいたします。 

議長 報告が終わりました。 

続いて、28年度第２回定例会会期日程案について、事務局より説明を求めます。 

次長補佐 それでは、お手元にお配りいたしました平成28年第２回定例会会期日程案をごらん

ください。 

６月の議会ですが、６月10日から28日までの19日間を予定しております。 

まず、６月10日が開会から議案の上程説明まで、３日間休会の後、６月14日火曜日が議

会運営委員会、その後、本会議、一般質問でございます。続いて、15日水曜日が、一般質

問、議案質疑、議案の委員会付託、請願、陳情の委員会付託です。その後、休会の後、６

月17日金曜日から常任委員会でございます。初日が総務生活常任委員会、土日を挟みまし

て、20日の月曜日が産業建設、21日が教育厚生でございます。その後、議事整理の期間を

いただきまして、６月27日の月曜日議会運営委員会と全員協議会、28日が最終日で委員長
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報告、質疑、討論、採決で閉会でございます。 

その下の枠外でございますが、５月31日火曜日が、一般質問の通告締め切り、６月３日

火曜日が、議会運営委員会、全員協議会、議案説明会を予定しております。 

以上です。 

議長 事務局から説明が終わりました。 

ご意見ございますか。 

（なし） 

議長 それでは、委員長報告のとおりと決定をいたします。 

次に、追加議案についてを議題とします。 

初めに、議案第58号 平成27年度那珂市一般会計補正予算（第８号）について、執行部

より説明を求めます。 

財政課長 財政課課長の加藤です。 

ほか、関係各課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、議案第58号 平成27年度那珂市一般会計補正予算（第８号）について、ご説

明いたします。 

今回の補正につきましては、歳入、歳出とも補正額1,249万8,000円を追加するものです。 

４ページをお願いいたします。 

第２表繰越明許費補正になります。追加です。 

５款農林水産業費、１項農業費、６次産業化推進事業504万7,000円。 

６款商工費、１項商工費、静峰ふるさと公園魅力向上事業763万3,000円。 

７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ます。 

14款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金1,249万8,000円。 

８ページをお願いいたします。 

歳出なります。 

２款総務費、１項総務管理費、13目財政調整基金費18万2,000円の減。 

５款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費504万7,000円。 

６款商工費、１項商工費、３目観光費763万3,000円。 

以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

議長 質疑、ご意見ございますか。 

笹島議員 これ、国から地方創生加速化交付金が入って、それで今言っていた６次産業と観光

のほうに使うということなんでしょうけど、具体的に、これ６次産業ってバス借り上げた
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りなんかするんだけれど、これなにをやるのかな。 

あと、観光についても具体的に。 

農政課長 農政課長山田でございます。 

よろしくお願いいたします。 

まず、農政課所管の６次産業化の推進事業でございますが、先進的な先駆けとなる米の

消費拡大を含めました米ゲル技術、これが実証実験の段階で進んでおります。 

それをもとにです、新たな特産品の開発を支援するための組織づくりということで、そ

れの商工会の支援も含めました研修、そういうものも重ねていきたいと考えております。 

開発補助金と、米ゲル関係の取り組みということで考えてございます。 

よろしくお願いします。 

商工観光課長 商工観光課長の中庭でございます。 

静峰ふるさと公園魅力向上事業でございます。 

市民の憩いの場であります静峰ふるさと公園につきましては、桜の時期イベント等には、

多くの集客がございますが、平常時における公園の魅力が少ないということもありまして、

年間を通じた集客力の向上が現在課題となっております。 

今後ですね、四季を通しました集客力の向上のため既存施設の拡充等を含めた魅力向上

プランといったものを、市民団体や有識者との連携をしながら調査研究をし、しどりの湯

を含めた魅力向上に取り組むものということで、今回につきましては、主にその調査委託

の委託料を計上しているものでございます。 

以上でございます。 

笹島議員 静峰公園の一括のそういう利用は、こうだと思うんですけど、米ゲルっていうの、

これは聞いたことないんですけれど、これ販売するとか、どういう販売先とか云々という

のは、つくるのは結構なんだけど、そういうのも考えているのか。 

あと、今言っていた調査費、毎回あそこ静峰公園は、八重桜まつり終わるとね、ばたっ

と客が少なくなっちゃうんで、通年を通じてということだと思うんですけども、今言って

いた、米ゲルっていうのかな、これ、この特産品を開発するって、これ販売先とか何かは

決まっているのかな。 

農政課長 農政課でございます。 

米ゲルに関しましては、先駆け的な商品開発ということで、今、実証実験の段階でござ

います。 

食総研という国の機関のほうのですね、指導、支援を受けまして、特に、お米を炊飯し

たものをフードプロセッサみたいなイメージの事で考えていただいて結構なんですが、そ

れで、さらにゲル状、ゼリー状にしたもので製品を開発していく、それで、商品開発が進

めば販売にもつながるということで、特産品の開発を支援して市の産業を元気にしていく

というような目的で、今回はソフト的なものでございますけど、提案している内容でござ
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います。 

よろしくお願いします。 

小宅議員 今の話で、先日私一般質問でも言いましたが、米ゲルは消費拡大にどんどんやって

いただいて、すばらしいと思うんですが、それを、しどりの湯でやるということは、ちょ

っと賛成いたしかねるという話をさせていただきました。 

今回のこの補正は、しどりの湯を改造するためのお金なんですか、それとも単純にもの

を開発するためのお金なんですか。 

農政課長 農政課でございます。 

今回の事業に、交付金に関しましては、しどりの湯施設の直接的なですね、ハード的な

改修の費用としては、含まれておりません。 

ソフト的ということで、先ほど話したと思うんですけど、産品開発、将来的には、当然

しどりも含めてですね、施設利用を考えていくというのを検討しているところでございま

す。 

よろしくお願いします。 

小宅議員 きょうの茨城新聞にも河内町の取り組み出ていましたけれども、やはり、しどりで

すね、取り組もうと思ってもやはりあそこは、施設的には、そういうのには向いてないと

思いますので、場所に関しましては、再考いただけますようお願いを申し上げます。 

以上です。 

議長 ほかにありませんか。 

なければ質疑を終結します。 

続いて、同意第１号 那珂市副市長の選任について、執行部より説明を求めます。 

市長 那珂市副市長の選任について、下記の者を那珂市副市長に選任したいので、地方自治法、

昭和22年法律第67号、第162条の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

那珂市鴻巣2,624番地、宮本俊美さん、昭和31年２月26日生まれ。 

平成28年３月25日提出。 

提案理由でございますが、４年間、那珂市発展にご尽力いただきました、松崎達人副市

長が、平成28年３月31日をもって任期満了となることから、後任者を選任しようとするも

のでございます。 

略歴については、下段のほうをごらんいただきたいと思います。 

以上でございます。 

議長 はい、人事案件については、質疑等は省略させていただきます。 

ご了承をお願いします。 

続いて、同意第２号 那珂市監査委員の選任について、執行部より説明を求めます。 

市長 那珂市監査委員の選任について、下記の者を那珂市監査委員に選任したいので、地方自

治法、昭和22年、法律第67号、第196条の１項の規定により、議会の同意を求めるものでご
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ざいます。 

那珂市下大賀979番地、君嶋寿男さん、昭和33年７月５日生まれ。 

平成28年３月２５日提出。 

提案理由でございます、那珂市監査委員の福田耕四郎監査委員が、平成28年３月９日で

任期満了となったので、後任者を選任しようとするものでございます。 

よろしくお願いいたします。 

議長 先ほどの案件と同じように、人事案件でございます。 

質疑等は省略させていただきます。 

続いて、同意第３号 那珂市農業委員会委員の任命について、執行部より説明を求めま

す。 

市長 那珂市農業委員会委員の任命について、下記の者を那珂市農業委員会委員に任命したい

ので、農業委員会等に関する法律、昭和26年、法律第88号、第８条、第１項の規定により、

議会の同意を求めるものでございます。 

お１人目、那珂市横堀670番地、中庭正一さん、昭和17年７月15日生まれ。 

お２人目、那珂市本米崎423番地、佐川茂さん、昭和24年６月23日生まれ。 

３人目、山田義文さん、那珂市本米崎1,522番地２、昭和23年２月26日生まれ。 

４番目の方です、那珂市額田東郷47番地、片野壽洋さん、昭和21年１月23日生まれ。 

５人目です、那珂市額田北郷581番地の２、鈴木久夫さん、昭和26年３月１日生まれでご

ざいます。 

続きまして、６人目でございます、那珂市菅谷1,463番地１、竹林則男さん、昭和21年10

月20日生まれでございます。 

７番目です、那珂市福田925番地１、福田和一さん、昭和33年１月24日生まれ。 

８番目の方です、那珂市豊喰241番地石﨑甲一さん、昭和29年５月22日生まれ。 

９番目の方です、那珂市後台2,207番地、峯島勝則さん、昭和47年４月８日生まれでござ

います。 

10人目でございます、那珂市中第87番地４、後藤和夫さん、昭和20年７月１日生まれで

ございます。 

11人目でございます、那珂市大内122番地、根本衛さん、昭和20年２月８日生まれでござ

います。 

12人目、那珂市戸5,582番地、水野一男さん、昭和24年１月14日生まれでございます。 

13人目です、那珂市飯田2,093番地、鈴木洋さん、昭和25年３月７日生まれでございます。 

14人目です、那珂市鴻巣2,995番４、海野浩行さん、昭和41年９月21日生まれ。 

15番目の方です、那珂市菅谷2,730番地３池島義昭さん、昭和19年11月９日生まれ。 

16人目でございます、那珂市門部3,294番地、綿引桂太さん、昭和38年７月３日生まれ。 

17人目です、那珂市静1,247番地、眞﨑孝昭さん、昭和18年６月８日生まれでございます。 
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最後なります、18人目、那珂市中里723番地３、小圷保男さん、昭和23年８月17日生まれ。 

平成28年３月25日提出。 

提案理由につきましては、那珂市農業委員会委員の任期が、平成28年３月31日をもって

任期満了となることから、農業委員について任命をしようとするものでございます。 

なお農業委員会等に関する法律、昭和26年、法律第88号の一部が改正され、公選制が廃

止されたことにより、市長が議会の同意を得て、農業委員を任命することとなります。 

略歴については、６ページ以降をごらんいただきたいと思います。 

以上でございます。 

議長 3号も人事案件でございます。 

質疑等は省略させていただきます。 

ご了承お願いします。 

続いて、同意第４号 那珂市固定資産評価審査委員会委員の選任について、執行部より

説明を求めます。 

市長 那珂市固定資産税評価審査委員会委員の選任について、下記の者を那珂市固定資産評価

審査委員会の委員に選任したいので、地方税法、昭和25年、法律第226号、第423条、第３

項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

那珂市北酒出４番地、中村一三さん、昭和27年11月20日生まれ。 

昭和28年３月25日提出。 

提案理由につきましては、那珂市固定資産評価審査委員会の宮﨑郁夫委員が、平成28年

３月31日をもって任期満了となるため、後任者について選任しようとするものでございま

す。 

略歴については、下段にございますので、ごらんをいただきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

議長 ４号も人事案件でございます。 

質疑等は省略させていただきます。 

以上で追加議案については、終了いたしました。 

暫時休憩をいたします。 

休憩（午前10時24分） 

再開（午前10時25分） 

議長 再開します。 

那珂市まち・ひと・しごと創生総合戦略について、執行部の説明を求めます。 

政策企画課長 政策企画課長の篠原です。 

ほか２名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、那珂市まち・ひと・しごと創生総合戦略について、ご説明をいたします。 
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全員協議会資料の３枚目をお開き願います。 

ページ数のほうは振ってはございませんが、右上のほうに全員協議会資料と書かれたも

のがあるかと思います。 

那珂市まち・ひと・しごと創生総合戦略につきましては、昨年11月の全員協議会でご説

明をいたしましてお配りをしているところでございますが、12月から１月にかけましてパ

ブリックコメント及びまち・ひと・しごとの有識者会議を経まして、改めて、１番最後に

お付けしております別冊のとおり、まとめさせていただきました。 

総合戦略の冊子のほうを、ちょっと見ていただきたいと思うんですが、こちらのほうの

中身につきましては、68ページ以降に資料編といたしまして策定の経過、委員の名簿、そ

れから議会からの戦略に対する要望書等を追加してございます。 

続きまして、資料のほう戻っていただいて、資料の４枚目、右上に資料１と書かれたＡ

３番の資料のほうをお願いいたします。 

先ほどの総合戦略を概要としてまとめたものでございます。 

資料１の１枚目、こちら人口ビジョンの概要となってございます。 

その次のページにつきましては、総合戦略の概要となってございます。 

なお、本日につきましては、その次のページの資料２のほうになります。 

こちらの平成28年度創生総合戦略の実施計画に基づきまして、28年度からですね新たに

実施する事業、及び拡充する事業を中心にご説明をさせていただければと思っております。 

また、この資料につきましては、国の地方創生加速化交付金へ申請した事業を含めて作

成しておりまして、その結果につきましては、先週内示がございました。 

市では、二つのプロジェクトを申請しておりまして、元気な那珂市創造プロジェクト、

こちらは、先ほどの補正予算でもご説明したとおりでございますが、採択の内示をいただ

きました。 

もう一つのＩＣＴを活用した、いい那珂暮らしプロジェクト、こちらにつきましては、

非常に残念な結果でございますが、内示のほうはいただけませんでした。 

内容等につきましては、この後順次説明をさせていただきます。 

まず、それでは、資料２のほうを見ていただきたいと思います。 

基本的な目標、それから方向、具体的な施策という順で、読んでいきますので、目を通

していただければと思います。 

まず、戦略１、安定した雇用の創出戦略、基本的な方向の①地場産業の競争力強化、具

体的な施策では、（ア）創業支援・企業支援体制の整備でございますが、28年度から企業

コーディネーターを配置しまして、創業支援や販路拡大、マッチング支援等の相談業務を

行いまして、平成29年度には、相談窓口の開設を目指してまいります。 

（イ）の活力ある産業の振興では、４行目になります、６次産業化を推進していくため

米ゲル技術を活用した特産品の開発とあわせ、基本目標４、こちらの下から10行目になり
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ます、地域資源の活用というところに、静峰ふるさと公園魅力向上プランというものがご

ざいます、こちらのほうと、あわせてですね、申請し採択されましたので、早速28年度か

ら事業の着手に入ってまいります。 

なお、先ほど説明したＩＣＴを活用した、いい那珂暮らしプロジェクトにつきましては、

戦略２、那珂市への人口還流戦略、②のＩＣＴの活用による地域活性化（ア）のＩＣＴに

よる生活利便性の向上の推進の中で、ＩＣＴの基盤となる市民協働ポータルというものを

構築しまして、子育てや市政情報など、市民と双方向の情報を発信しまして、ご用聞きサ

ービスなどと、あと、戦略１のですね、上から５行目、ＩＣＴの活用による、域外への販

路拡大等と連携させまして、地域の活力維持、定住を促進するプロジェクトでございまし

たが、通らなかったところでございます。 

続きまして、戦略２、那珂市の人口還流戦略の①地方移住の推進でございます。 

（ア）の支援体制の構築では、移住相談窓口の設置、開設に向けた準備を行っていくと

ともに、シティプロモーションの指針に基づきまして那珂市を積極的にアピールしてまい

ります。 

また、仮称でございますが、那珂市応援団の要件定義などを28年度には行ってまいりま

す。 

（イ）の地方居住の本格推進では、地元金融機関等と連携いたしまして28年度の後半を

目途といたしまして、子育て世帯への住宅助成制度を導入することによりまして定住の促

進を図ってまいります。 

②のＩＣＴの活用による地域活性化につきましては、先ほど申し上げましたとおり加速

化交付金の対象となりませんでしたので今後スケジュール間につきましては、再検討して

いきたいというふうに考えてございます。 

続きまして、戦略３、結婚・出産・子育て応援戦略、①の結婚・妊娠・出産・子育て希

望の実現でございます。 

（ア）結婚支援の充実では、ふれあいパーティーの開催を支援いたします。 

（イ）の１番、妊娠・出産・子育ての支援の費用の負担軽減では、２人以上の子供を持

つ子育て世帯の保育料につきまして、現行の軽減範囲を未就学児から小学３年生まで拡大

して実施してまいります。 

三つ下でございます。小児マル福の助成につきましては、現行の中学３年生までの通院

費助成を引き続き実施してまいりますが、県では、所得制限を緩和するという報道もござ

いますので、所得要件につきましては、今後検討をしてまいりたいというふうに考えてご

ざいます。 

続きまして、（イ）の２、子供の健康の部分でございますが、こちらの１番上になりま

す。不妊治療助成事業の拡充を図ってまいります。 

現行１回５万円の助成額を７万5,000円に引き上げます。また、男性のほうも対象とする
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ことといたします。 

続きまして、（イ）の３番、地域での支援、生活環境でございますが、こちら、29年度

から宮の池公園のほうのリニューアルを考えてございます。 

今年度につきましては、関係各課のほうで具体的な内容のほうを検討してまいります。 

②ワークライフバランスの促進、（ア）の仕事と子育ての両立支援では、まず、低年齢

児保育の受け入れ枠拡大といたしまして、認定こども園で２歳児の受け入れ枠拡大。 

それから、その下でございますが、学童保育の菅谷西、東の保育所の定員を、28年度か

ら40名ずつ拡充をいたします。 

続きまして、最後になります、４の時代に合った地域の創造戦略、①人口減少社会に対

応した地域づくり、（ア）活力あるまちづくりでは、先ほども述べましたが６次産業化の

推進とあわせて、子育て世帯を中心に四季を通じて人々が集まれる公園として、静峰ふる

さと公園の魅力向上プランを作成してまいります。 

（ア）の１番下の区域指定制度の導入では、平成29年度の導入を目指しまして、先月、

第１回目の検討委員会を開催したところでございます。 

28年度ワーキング委員会によりまして本格的な内容の検討に入ってまいります。 

（ウ）の利便性の高い交通基盤の形成でございます。 

地域公共交通連携計画が、平成29年度策定になります。 

28年度につきましては、利用者のアンケート調査を実施してまいります。 

また、駅の駐輪場につきましては、28年度は、額田駅、29年度は、鴻巣駅の整備を計画

しております。 

続きまして、②のストックマネジメントの強化でございます。 

（ア）の空き家情報の集約、提供でございますが、本年28年度から空き家バンクの検討

に入ってまいります。 

また、宅地宅建協会とも連携をいたしまして移住を希望する方々への相談窓口の開設を

目指してまいります。 

最後③の地域連携による経済、生活圏の形成。（ア）市町村連携事業の実施でございま

すが、水戸市を中心とする、県央９市町村におきまして、定住自立圏形成協定を締結しま

して、医療、福祉、公共交通など７分野について具体的な連携をしてまいります。 

また、28年度に共生ビジョンの策定をいたしまして連携を図ってまいりたいと考えてご

ざいます。 

説明については、以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

議長 執行部の説明が終わりました。 

質疑、ご意見ございませんか。 

須藤議員 子育て支援の住宅助成制度の導入ということについて、もう少し具体的に説明をお
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願いできれば。 

政策企画課長 こちらは、まだ検討の段階でございまして、まだ案の段階でご説明いたします

と、まず、対象者としては、若い子育て世代ということでございますので、夫婦いずれか

が40歳未満で、かつ金融機関等に金銭貸借、ローンを組んでいる方、税金の未納など、そ

れから自治会加入をするというような条件で対象者は今のところ設定してございます。 

住宅につきましては、那珂市に住宅を新築、または中古で購入した場合、それから、３

世代同居の場合は、増築の場合も認めるというな方向で現在のところ検討をしているとこ

ろでございます。 

以上でございます。 

議長 ほかに。 

（なし） 

議長 ないようですので終了いたします。 

暫時休憩をいたします。 

休憩（午前10時39分） 

再開（午前10時40分） 

議長 再開をいたします。 

各委員長より報告をお願いします。 

まず、総務生活常任委員会 勝村委員長より、ご報告お願いします。 

勝村議員 総務生活常任委員会の報告をいたします。 

３月16日に開催いたしました、総務生活常任委員会において執行部から説明がありまし

た４件の内容についてご報告をいたします。 

まず、１件目は那珂市シティプロモーション指針についてです。 

那珂市まち・ひと・しごと創生総合戦略の実行にあわせて本市の魅力である住み良さを、

戦略的に情報発信していくために、今回、那珂市シティプロモーション指針を作成したと

のことです。 

指針の中では、組織として那珂市の魅力を売り込む体制づくり、若い人のアイデアを取

り入れた情報の発信、ＩＣＴを活用し市民や市外の人との双方向の情報のやりとり、ウェ

ブマガジン等による確実な情報の発信などが示されております。 

また、今後は、その指針に即し取り組みを進めていくとのことでした。 

委員会での主な意見としては、同じような情報があふれている中、指針を策定しプロジ

ェクトチームをつくるなら、やる気のある人で構成し役所の垣根を越えたような面白みの

ある情報など、那珂市の魅力をどんどん発信していって欲しいなどの意見が出されました。 

次に、第２次那珂市総合計画策定方針について、第１次那珂市総合計画後期基本計画が

平成29年度で期間満了となることから、平成30年度からの新たな10年を見据え、これから

の社会情勢の変化に的確に対応するとともに那珂市の魅力である住み良さを活かした将来
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にわたって持続可能な地域を目指す計画として、第２次那珂市総合計画を策定するとのこ

とです。 

計画の位置づけとしては、基本構想、基本計画、実施計画の構成となっており実施の期

間につきましては、平成30年度から平成39年度まで10か年とのことです。 

策定に当たっては、市民との協働の推進を初め、市議会に対しては、進捗状況の報告を

行い、意見を聞きながら計画の策定を進めていくとのことです。 

また、行政評価システムの活用や、各政策分野の計画等の整合性を図り、必要に応じて

内容の見直しなどを行っていくとのことです。 

次に、瓜連駅北側市有地旧日本サーボ株式会社瓜連工場跡地の利活用提案の応募状況に

ついて、今回、再度、民間事業者からの提案の募集を行ったので、その状況についての中

間報告がありました。 

募集については、２件の応募があったとのことです。 

その内容ですが、１件目は、社会福祉法人誠会及びほか２社との共同提案とのことです。 

共同事業者は、医療法人藤慈会藤井病院と株式会社クオンとのことです。 

株式会社クオンは、調剤薬局の経営、薬品などの販売を行っている業者とのことです。 

事業計画では、特別養護老人ホーム、クリニック、院外薬局の三つの事業を合わせたも

ので敷地を購入し事業を実施するとのことです。 

２件目ですが、有限会社ソフト・ケアの提案となっております。 

この会社は、サービスつき高齢者住宅の経営などを行っているとのことです。 

提案された事業計画としては、特別養護老人ホームなどの事業を実施するとのことで、

敷地は、賃貸して事業を実施するとのことです。 

今後の予定としましては、３月下旬に、第３回目の事業者選定委員会で最優先活用候補

者の選定を行い、その後、候補者との協議、調整を十分行った上で事業者の決定、契約の

締結を行っていくとのことです。 

委員会での主な質疑としては、敷地の取得方法について、買い取りと借地と分かれてい

るが市にとっては、どちらがメリットがあるのかとの質問がありました。 

執行部からは、考え方によってメリットは変わってくるとのことでした。 

一つは、市では、不要な財産を持たないという考え方で、処分できたほうが、ふさわし

いということ、二つ目は、財源の確保ということで社会福祉法人は、非課税団体になるた

めに税収が見込めないので、借地にすれば継続的に安定した収入があるということです。 

今回の選定については、この二つの視点ではなく、計画の中身や実効性が重要で確実に

実行できるかどうかを中心に選定していきたいとの答弁がありました。 

委員からは、前回と同様に事業ができなくなるということがないように、慎重に確認を

行いながら事業者の選定を行っていただきたいとの意見がありました。 

最後になりますが、住民票の写し等のコンビニ交付の導入について、報告がありました。 
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このサービスは利用者がマイナンバーカードを使用して、コンビニ等に設置されている

端末より証明書の交付を受けることができる利便性の高いサービスであるとのことでした。 

今回、実施するものは、住民票の写し、印鑑登録証明書の交付とのことで、手数料につ

いては、300円とのことです。 

取扱い店は、那珂市では、コンビニエンスストアなど約20店舗、全国で約４万9,000店舗

で、交付時間は、平日、休日とも午前６時30分から午後11時までとのことでした。 

開始時期は、平成29年１月を予定しているとのことです。 

セキュリティー対策としては、専用回線を使用し通信を暗号化するなど、漏えい防止策

が施してあるとのことでした。 

委員会での主な質疑では、マイナンバーカードの普及状況や、コンビニ交付に伴う日曜

開庁や支所については、どうなるのかなどの意見があり、執行部より、マイナンバーカー

ドは始まったばかりなので申請があった件数については、3,000件くらいであり、また、日

曜開庁等については、他の証明などもあるので引き続き継続すると答弁がありました。 

以上で報告を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

議長 勝村委員長よりの報告が終わりました。 

ご意見、ご質疑等ございますか。 

（なし） 

議長 なければ質疑を終結します。 

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、産業建設常任委員会から報告をいたします。 

３月17日、産業建設常任委員会がございました。 

その中で執行部から報告案件３件ございまして、その件についてご報告をいたします。 

３件についてはですね、農政課、建築課から、計３件の報告を受けております。 

最初に、１番目でございますが、旧余暇活用施設しどりの湯保養センターの有効活用に

かかわる今後の進め方について、旧余暇活用施設しどりの湯保養センターについては、旧

しどりの湯有効活用検討委員会から、地産地消促進のためのそば処。倭文織などの文化や

歴史等の紹介、体験室の設置。体験学習行える複合型施設という三つの方向性が報告され

ておりましたけれども、庁内等での検討の結果、施設の運営、利用の中心団体の確保が見

込めない。倭文織の市民活動団体に、現在の拠点である、らぽーるから移転する意思がな

い。それから、立地特性等から体験プログラム等への集客力が低いいいなどの課題が見つ

かりました。 

そこで、今後は旧しどりの湯施設を特産品等開発に係る情報発信や交流の拠点とし、集

客力増に向けて静峰ふるさと公園を含めた魅力向上対策をとるということで、地域の活性

化を推進することになりました。 
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具体的には、６次産業化推進のための米ゲルを活用した特産品展開の拠点、静峰ふるさ

と公園の魅力向上のための、利用者の休憩や市民の交流の機能ということで取り組みを進

めていくということです。 

委員からは、施設そのものを具体的にどのように活用するのかについて質疑がありまし

た。 

執行部としては、米ゲルの加工機械を置き、厨房で商品開発を行ったり、八重桜まつり

以外にも施設でイベントを行うなどということを検討してはいるものの、現時点では中間

報告であり、詳細は今後詰めていくということでございました。 

なお、米ゲルについては、詳しくは常任委員会資料に掲載してございますので、後ほど

チェックをお願いしたいと思います。 

二つ目にまいります。 

那珂市農業振興補助金交付要領の一部改正及び那珂市都市改良事業補助金要綱の制定に

ついて。 

現行の那珂市農業振興補助金交付要綱は、昭和57年の改正から既に33年が経過しており

ます。そこで、米価の下落や担い手不足など、農業取り巻く厳しい状況を反映してこの要

綱見直し、那珂市土地改良事業補助金要綱として新たに制定するものでございます。 

この新たな要綱によりますと、補助率は、国と県の補助がある事業は、事業費の10％以

内。補助申請の有無は問わず、国か県の補助対象となる事業は、事業費の25％以内。国と

県の補助対象とならない事業は、事業費の50％以内となっております。 

以前の要項との大きな違いは、２番目と３番目の要件において補助率が上がっている点

です。 

平成28年度の市の予算は、５款１項５目の土地改良補助事業として430万2,000円が計上

されております。 

来年度調査の結果では、既に、補助申請の有無は問わず、国か県の補助対象となる事業

で１件、国、県の補助対象とならない事業で、12件の申し出があるそうでございます。 

三つ目でございます。 

那珂市、耐震改修促進計画改訂版ですね、これについて、那珂市耐震改修促進計画は法

律にのっとり、平成22年に制定されました。制定当時は、平成27年度末までに耐震化率を

90％にすることを目標としていましたが、現時点で目標達成できていないということから、

国の方針に倣い、平成32年度までの５か年で、住宅及び特定建築物の耐震化率95％を目指

すというように計画が改定をされております。 

目標達成の主な方法としまして、耐震診断や改修に対する助成、融資等の支援。住宅耐

震アドバイザーの登録リストの公表や、相談窓口の設置による耐震化促進のための環境整

備などを行ってまいります。 

助成については、わかりやすく使ってもらうため、特に簡易の耐震診断に重きを置くと
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いうことでございます。また、相談業務では、既に何件か相談を受けているため、これを

今後の啓発活動につなげていくということでございました。 

耐震改修促進法によれば、那珂市の所管行政庁はですね、茨城県となるため、県と連携

をとりながら、今後の指導に当たるということになります。 

なお、この計画を策定することにより、国から耐震化に関する補助金をいただけるとい

うことがございます。 

委員からの、耐震化の基準として想定している地震の規模を疑問視する声に対しまして

は、県の計画が示したデータに基づいた表記をしているものの、人命を守れることが前提

となるため、十分な耐震性を確保したいという答弁がございました。 

また、震災で既に傷んでいる建物の損傷を把握できるのかという質疑がありました。 

執行部としては、一般住宅の把握は難しいため専門家に見てもらうことを勧め、補助す

る方向に重きをおきたいということでございました。 

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。 

ご意見、ご質疑ございますか。 

（なし） 

議長 なければ質疑を終結します。 

暫時休憩をいたします。 

休憩（午前10時55分） 

再開（午前10時05分） 

議長 再開をいたします。 

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。 

３月18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３件、保険課から１件の説明がございました。 

まず初めに、学校教育課より、那珂市学校運営協議会規則の制定について説明がござい

ました。 

国がこれからの学校のあり方として、地域との連携、協働体制を確立し、地域とともに

ある学校を目指して推進しているコミュニティースクール制度を、研究指定校として２年

間研究、準備を行ってきた瓜連小中学校において、平成28年度から正式に導入するため、

コミュニティースクールの指定に設置が必要となる学校運営協議会について定めた規則を

制定するものであります。 

委員会では、以前コミニティースクールについて調査研究を行った経緯から、この制度

の１番の目的は、学校と地域の連携であると考えているが、その部分が規則の中には読み
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取れないことについて質問をいたしました。 

執行部からは、コミュニティースクール制度を導入するに当たり、規則は、学校運営協

議会の目的や権限について、最低限の内容を盛り込んでいるものであり、実際の活動につ

いては、学園、学校で話し合いを進めて、どのような取り組みを行うかを協議会の中で協

議し、それぞれの学校の特性を生かした事業が検討されると考えているという回答がござ

いました。 

次に、同じく学校教育課から、那珂市公立幼稚園の再編について説明がございました。

以前から報告がありましたように、市では、公立幼稚園を１カ所に統合し、新たな園舎を

建設して、平成31年４月から運営することとしております。 

今回は、その建設地について、小中学校等建設準備委員会の専門部会において、三つの

候補地のうち、総合的に判断して、市役所北、職員駐車場奥の約8,000平米の土地を、最終

候補地としたという報告がございました。 

今の幼稚園の利活用や候補地の所有関係について、質疑があり、現在は横堀と五台がプ

レハブのリース、その他の園も震災のダメージにより園舎としては使えない状況のため、

統合後の利活用については、今後、地域や学校の意向を踏まえ、それぞれの幼稚園ごとに

検討されるということでありました。 

また、市役所北の土地は民有地であり、平成28年度に用地鑑定や用地買収の準備に入る

とのことであります。 

委員からは、プレハブ園舎のリース料も負担になっていることを考え、できるだけ早く

統合を進めてほしいという意見がございました。 

続いて、３月10日に瓜連小学校で発生した給食の異物混入について、学校教育課から報

告がございました。この件は、既にファクスで、各議員に連絡があった件ではありますが、

委員会では、異物の現物を確認するとともに、発生後の経緯について説明を受けました。 

今回混入した異物は非常に小さいものであり、児童の口にも入っていないことから、成

分検査などの調査依頼は行っていないとのことであります。 

委員から、金属がうどんの汁に溶け出すことはないのか、また、発見時の担任の対応は

どうだったのかなどの質問があり、執行部からは、現在健康被害の報告はなく、発見時に

担任は、ほかの児童の給食に異物が混入していないことを確認した上で、異物を職員室に

持参し、報告したとの説明がありました。 

委員会では、食材の納入業者に調査を依頼している結果が出次第、再度報告を受けるこ

ととしておりましたが、本日、けさですが、教育委員会から、油揚げと干し椎茸の納入業

者からの調査結果について説明がありましたので、追加で報告いたします。 

どちらの業者でも、今回の異物と同様の計上のものを使用しておらず、また、金属探知

機による金属異物の除去作業も正常に行われていたため、製造過程で混入した可能性はな

いとの調査結果の報告があったとのことです。 
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続いて、保険課から、那珂市国民健康保険税データヘルス計画について報告がございま

した。 

この計画は国の保健事業実施計画指針により、すべての健康保険組合にレセプト等のデ

ータ分析に基づくデータヘルス計画の作成、公表、事業の実施が求められていることを踏

まえ、被保険者の健康保持増進、医療費の抑制を図るために作成するものであります。 

既に実施したパブリックコメントでは、121件のアクセス数がありましたが、意見はなか

ったということで、２月24日の那珂市国民健康保険運営協議会に諮り、了承されたとのこ

とであります。 

以上ご報告をいたします。 

議長 古川委員長からの報告が終わりました。 

ご意見、ご質疑ございませんか。 

（なし） 

議長 なければ質疑を終結します。 

次に、その他についてでありますが、執行部から依頼がありました各機関への議員の推

薦について、この件については、常任委員長会議において選出することでご了解をいただ

いております。 

また、３月14日に常任委員長会議を開催し、委員の選出について検討いたしました。 

その結果については、事務局より報告させていただきます。 

書記 執行部から依頼がありました各機関への選出結果でございますが、本日お配りいたしま

した那珂市議会所属表をごらんください。Ａ３用紙１枚のものでございます。 

１番上の段の議会選出監査委員の欄につきましては、本日は空欄でございますが、あす

の本会議で委員が決定しましたらご記入をお願いいたします。 

その他の結果につきましては、お手元に配付いたしました表の通りで決定してございま

す。 

以上です。 

議長 ただいま事務局から説明がありました。 

各委員さん、大丈夫ですか。 

ご異議ございませんか。 

（なし） 

議長 各機関の議員推薦については、別紙のとおり決定しますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

以上で全員協議会を終了いたします。 

閉会（午前11時14分） 

 

   平成28年 ５月２６日 
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    那珂市議会 議長 中﨑 政長 


