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開催場所  那珂市議会全員協議会室 

出 席 委 員  委 員 長 勝村 晃夫  副委員長 小宅 清史 

       委   員 中﨑 政長  委   員 綿引 孝光 

         〃   笹島  猛    〃   助川 則夫 

欠 席 委 員 なし 

職務のため出席した者の職氏名 

       議  長  中﨑 政長  事務局長 深谷  忍 

       事務局次長 寺山 修一  書記 小田部信人 

会議事件説明のため出席した者の職氏名 （総括補佐以上及び発言者） 

       副 市 長 松崎 達人 

       行財政改革推進室長 綿引 智  

行財政改革推進室長補佐 平野 敦史 

       企画部長 関根 芳則      

 秘書広聴課長 川田 俊昭 秘書広聴課長補佐 小橋 聡子   

政策企画課長 篠原 英二 政策企画課長補佐 浅野 和好 

       総務部長 宮本 俊美       

総務課長 川崎 薫    総務課課長補佐 渡辺 荘一 

総務課職員Ｇ長 小泉 周司 

       財政課長 加藤 裕一   財政課長補佐 茅根 政雄 

税務課長 平野 美良   税務課長補佐 大内 幸志 

       収納課長 小橋 洋司   収納課長補佐 玉川 一雄 

瓜連支所長 吽野 啓次 

       市民生活部長 車田 豊      

市民協働課長 石川 透  市民協働課長補佐 根本  実 

       市民課長 関 郁夫    市民課長補佐 寺門 勝広 

       市民課長補佐 高畠 浩一 
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消防本部総務課総務Ｇ長 大谷 貞章 

会議に付した事件と結果概要 

（１）議案第３９号 平成２７年度那珂市一般会計補正予算（第７号） 

   結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（２）議案第４６号 平成２８年度那珂市一般会計予算 

    結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（３）議案第２１号 那珂市火災予防条例の一部を改正する条例 

   結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（４）那珂市シティプロモーション指針について 

   結果概要：報告説明あり 

（５）議案第２２号 那珂市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例 

   結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（６）議案第５５号 公の施設の広域利用に関する協議について 

結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（７）第２次那珂市総合計画策定方針について 

結果概要：報告説明あり 

（８）瓜連駅北側市有地等（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 

   結果概要：報告説明あり 

（９）議案第 ３ 号 那珂市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例  

結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（10）議案第 ４ 号 那珂市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部を改正する条例 

結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（11）議案第 ５ 号 那珂市職員定数条例の一部を改正する条例 

結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（12）議案第 ６ 号 那珂市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

      結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（13）議案第 ７ 号 那珂市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例  

結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（14）議案第 ８ 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 

      結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（15）議案第 ９ 号 那珂市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例 

      結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（16）議案第１０号 那珂市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例 
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      結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（17）議案第２３号 那珂市行政不服審査会条例 

      結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（18）議案第２４号 那珂市行政不服審査関係手数料条例  

結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（19）議案第２５号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（20）議案第２６号 那珂市職員の降給に関する条例 

結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（21）議案第２７号 那珂市職員の退職管理に関する条例 

結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（22）議案第２８号 那珂市職員の等級及び職制上の段階ごとの職員の数の公表に関する条例 

結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（23）議案第２９号 那珂市職員の修学部分休業に関する条例 

結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（24）議案第３０号 那珂市職員の自己啓発等休業に関する条例 

結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（25）議案第３１号 那珂市職員の配偶者同行休業に関する条例 

結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（26）住民票の写し等のコンビニ交付の導入について 

      結果概要：報告説明あり 

（27）議案第４９号 平成２８年度那珂市公園墓地事業特別会計予算 

   結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

開会（午前 10時 00分） 

委員長 おはようございます。 

   きょうは総務生活常任委員会ということでお集まり願いまして、お疲れさまでございます。 

   開会の前にご連絡をいたします。 

   会議は、公開しており、傍聴可能とします。 

   また、会議の映像を、庁舎内のテレビに放送します。 

   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、電源をお切りいただくか、マナーモードにしてください。 

   ただいまの出席委員は６名であります。欠席委員はおりません。定足数に達しておりますので、

これより総務生活常任委員会を開会いたします。 

   会議事件説明のため、副市長ほか関係職員の出席を求めております。 
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   職務のため、議長及び議会事務局職員が出席しております。 

   ここで、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。 

   28 年度の行政の根幹をなす予算の審議が大部分でございます。委員の皆様には、慎重なるご

審議をお願いして、ご挨拶と代えます。ご苦労さまでございます。 

委員長 続いて、副市長より、ご挨拶をお願いいたします。 

副市長 改めまして、おはようございます。 

   議員改選後初めての常任委員会でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

   毎年この３月の第１回定例会につきましては、当初予算並びに補正予算等を多くの議案が審議

されるわけでございますけれども、特に今年は次第をごらんいただいてもわかりますように、新

法の施行ですとか、あるいは新制度への対応、こういったものの係る条例の制定、あるいは改正

議案等も加わりまして、例年以上の件数となっています。 

   丁寧かつ効率的な説明を心がけたいと思いますので、慎重なるご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

   以上でございます。 

委員長 これより議事に入ります。 

   本委員会の会議事件は、別紙のとおりであります。 

   審議をスムーズに進行するため、審議順はお手元に配付の会議次第のとおり、担当課ごとに審

議をいたします。 

   執行部に申しあげます。説明の際は、まず課名と出席者を報告し、必ず議案書、予算書のペー

ジ数を述べてから説明してください。新規事業及び前年度比較額の大幅な増減等、特に説明が必

要な場合は、その説明を加えてください。 

   審議中に、委員から資料などの請求があった場合は、議会事務局に８部提出してください。 

   なお、一般会計当初予算の討論、採決は、所管課の質疑が全て終結した後に行います。 

   まず、議案第 39号 平成 27年度那珂市一般会計補正予算（第７号）を議題といたします。 

   財政課より一括して説明を願います。 

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。どうぞよろしくお願いい

たします。 

   それでは、議案第 39号 平成 27年度那珂市一般会計補正予算（第７号）についてご説明いた

します。 

   平成 27年度那珂市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

   （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１億 8,549 万

8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 193億 2,444万 4,000円とする。 

   ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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   （継続費の補正）第２条 継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。 

   （繰越明許費）第３条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号第 213条第１項）の規定により、

翌年度に繰り越して使用するとができる経費は、「第３表 繰越明許費」による。 

   （債務負担行為の補正）第４条 債務負担行為の変更は、「第４表 債務負担行為補正」によ

る。 

   （地方債の補正）第５条 地方債の追加及び変更は、「第５表 地方債補正」による。 

   平成 28年３月 10日、那珂市長。 

   このページ以降につきましては、当委員会所管の部分についてご説明いたします。 

   ５ページをお願いいたします。 

   第２表、継続費補正になります。 

   変更。２款総務費、１項総務管理費、事業名、戸多地区交流センター整備事業、補正後の総額

300万 3,000円。 

   ６ページをお願いいたします。 

   第３表、繰越明許費になります。 

   款項、事業名、金額の順に読み上げます。 

   ２款総務費、１項総務管理費、業務系システム管理事業 1,829万 8,000円。３項戸籍住民基本

台帳費、個人番号カード交付等事業 1,592万 2,000円。 

   ８款消防費、１項消防費、災害支援事業 418万 2,000円。 

   ７ページをお願いします。 

   第４表、債務負担行為補正になります。 

   変更。本庁舎常駐警備業務委託、変更後の限度額につきましては 1,731万 9,000円。 

   ８ページをお願いいたします。 

   第５表、地方債補正になります。 

   追加。業務系システム事業、限度額 910万円。 

   変更になります。起債の目的、変更後の限度額の順に読み上げます。 

   上から４つ目になります。消防緊急無線設備指令センター共同化整備事業 6,420万円、県防災

情報ネットワークシステム更新事業 1,550万円。 

   11ページをお願いいたします。 

   歳入になります。 

   歳入歳出とも款項目、補正額の順に読み上げます。 

   １款市税、１項市税、２目法人 4,500万円。 

   １款市税、２項固定資産税、１目固定資産税 4,000万円。 

   １款市税、３項軽自動車税、１目軽自動車税 738万 7,000円の減。 

   １款市税、４項市たばこ税、１目市たばこ税 950万円。 

   10款地方交付税、１項地方交付税、１目地方交付税４億 5,354万 5,000円。 
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   14款国庫支出金、１項国庫支出金、１目民生費国庫負担金 6,258万 9,000円の減。 

   12ページをお願いいたします。 

   14款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金 2,348万 3,000円。２目民生費国庫

補助金１億 4,210万 6,000円、３目衛生費国庫補助金 992万 4,000円の減、４目土木費国庫補助

金 4,055万 6,000円の減、５目教育費国庫補助金 400万 9,000円の減。 

   次のページをお願いいたします。 

   15 款県支出金、１項県負担金、１目総務費県負担金 4,004 万 5,000 円、２目民生費県負担金

717万 2,000円の減。 

   15 款県支出金、２項県補助金、１目総務費県補助金 325 万 8,000 円の減、２目民生費県補助

金 5,776万 9,000円の減、３目衛生費県補助金 449万 2,000円の減、４目農林水産業費県補助金

758万 1,000円の減。 

   14ページをお願いします。 

   ５目商工費県補助金 324 万 7,000 円の減、６目土木費県補助金 51 万円の減、８目電源立地地

域対策補助金 49万 3,000円、９目原子力地域振興事業費県補助金 33万 5,000円。 

   15款県支出金、３項委託金、１目総務費委託金 267万 2,000円の減。 

   18款繰入金、１項繰入金、１目財政調整繰入金５億 2,168万 8,000円の減。 

   19款繰越金、１項繰越金、１目繰越金２億 7,891万 6,000円。 

   20款諸収入、４項雑入、４目雑入 527万 1,000円の減。 

   次のページをお願いします。 

   21款市債、１項市債、３目農林水産業債 2,890万円の減、４目土木債 2,450万円の減、４目消

防債 1,390万円の減、６目教育債 1,160万円の減、10目総務債 910万円。 

   16ページをお願いいたします。 

   歳出になります。 

   ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費 17 万 2,000 円の減、５目財産管理費９万円、

６目企画費 418万 8,000円、７目コミュニティ費 229万円の減。 

   次のページをお願いいたします。 

   ９目国際市民交流費 210 万 7,000 円の減、13 目財政調整基金費４億 113 万 8,000 円、14 目諸

費 201万円。 

   18ページをお願いいたします。 

   ２款総務費、２項徴税費、２目賦課徴収費 144万 7,000円の減。 

   ２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費 930万 1,000円。 

   ２款総務費、４項選挙費、４目那珂市農業委員会委員一般選挙費 371万 6,000円の減。 

   次のページをお願いいたします。 

   ２款総務費、５項統計調査費、２目各種統計調査費 234万円の減。 

   24ページをお願いいたします。 
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   ４目環境衛生費 1,887万 8,000円の減、このうち、説明の欄にありますが、聖苑管理事業、聖

苑運営事業、再生可能エネルギー導入事業が該当になります。 

   ４款衛生費、２項清掃費、１目清掃総務費 402万 3,000円の減。 

   29ページをお願いいたします。下の枠になります。 

   ８款消防費、１項消防費、１目常備消防費 503 万 8,000 円の減、３目消防施設費 357 万 5,000

円の減。 

   次のページ、30ページをお願いします。 

   ５目災害対策費 1,565万円の減。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

笹島委員 ６ページの繰越明許費と、それから歳出のほうの 18 ページかな、住民戸籍台帳、これ６

ページのほうは個人カードってマイナンバーのカードか、その前の今やっている基本台帳カード、

これを継続しているやっているのかな、６ページは。 

   今 18ページのほうの同じように基本台帳のカードのほうですね。これは違いがあるのかな。 

市民課長 個人番号カードでございます。 

笹島委員 それはわかってんだよ。私が聞いているのは、マイナンバーカードのそのあれのやつなの

か、これ今年１月からのか、もしくは今まで継続した基本台帳カードってあるでしょう、普及率

が悪いやつね。それのどっちなのかということを聞いているの。 

市民課長 マイナンバーカードでございます。 

委員長 笹島委員。 

笹島委員 どっちもそうなの。 

市民課長 そうでございます。 

委員長 よろしいですか。 

助川委員 11 ページ、歳入の部分なんですが、市税の部分で軽自動車税、減額ということで 738 万

7,000 円の補正減ということになっていますけれども、前年度もそうだったと思うんですが、軽

自動車税という歳入の税が減額になっているのは、当初経済状況が低迷されているということで、

当初予算も組まれておると思うんですが、たしか前年度も減額になっていたと思うんですが、今

年度もそういったことが主な要因ということで軽自動車税が減額になっているということで捉え

てよろしいんですか。ほかに原因がないですか。 

税務課長 お答えいたします。 

   この軽自動車税の 738 万 7,000 円の減でございますが、前年度、予算策定時のときに平成 27

年度の条例改正により、ここの部分の原付自動車とか、それから農耕作業車とか、こういう部分

については、税率改正で増額ということで条例改正で制定してもらったわけなんです。これを当

然、増額ということで予算策定時には計上しました。 
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   ところが、その後、急遽税制改正により、次年度にこの部分については増額するというような

改正がありまして、この部分を減額したと、こういうことでございます。 

助川委員 その税額改正の部分を見込んだ額というのは、そうすると減額はどのくらいの額になるわ

けですか。 

財政課長 ちょうどこの金額になってございます。 

助川委員 それから 13 ページ、衛生費県補助金なんですが、合併浄化槽の整備事業ということで

449 万 2,000 円の中の 268 万ほど減ということなんですけれども、もう既にやはりこれも経済状

況の低迷ということで新築の方々が少なくなられておるというようなことから減の形になったん

でしょうか。 

財政課長 合併浄化槽につきましては、当初設置の部分については 86基、撤去については 20基とい

うことで予算を計上していたところなんですが、いろいろな事情によりまして、合併浄化槽の設

置の部分については 62 基、撤去については７基というような状況になっているというようなこ

とから減額するものでございます。 

助川委員 了解しました。 

委員長 その外質疑ございませんか。 

   小宅委員、どうぞ。 

小宅委員 すみません。消防救急無線設備、ごめんなさい、８ページですね。お聞きしたんですけれ

ども、これ運用が本年度から始まっていると思うんですけれども、やってみてどうなのかなとい

うのをちょっとお聞きしたいなと思いまして。 

消防本部通信指令室長 通信指令室です。よろしくお願いします。 

   平成 28年１月 26日から稼働を開始しまして、今までになく現場到着時間等が短縮になって良

好になっております。 

   以上です。 

小宅委員 短くなったんですか。 

消防本部通信指令室長 現場到着時間が短縮されたということで、ちょっと詳細に申しますと、119

入電時に指令センターのほうではその場所が即座にわかるような発信機情報システムという設備

が配備されておりまして早くなっております。現場がすぐわかるということです。 

   以上です。 

小宅委員 ありがとうございました。 

委員長 よろしいですか。 

笹島委員 14 ページなんですけれども、繰入金のところなんですけれども、これ随分繰り入れがで

きていないんですけれども、これなんか理由があるんですか、これ。減額になっているの。 

財政課長 繰入金につきましては、当初予定していたよりも、繰越金とか補助金とか、その事業の縮

小とかあったものですから、繰り入れなくて戻すというような形の部分の予算ですので、戻して

くるという形ですね。予定したよりは繰り入れを行わないというような予算の中身となっており
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ます。 

   以上です。 

笹島委員 当初は多く繰り入れしようと思ったんですけれども、繰り入れしなくても大丈夫だという

ことになったということで戻したという部分ですけれども、随分大き過ぎているんですけれども、

幅がね。その理由は何か。 

財政課長 繰り越しの部分のところと、あと地方交付税ですか、こちらが書いてありますように、額

の確定がありまして４億 5,000万ほど増額という形になったものですから、その分とかいう意味

で繰り入れなくて済むようになったというような形でございます。 

   以上です。 

委員長 よろしいですか。 

   その外ありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   これより討論に入ります。 

   討論ございませんか。よろしいですか。 

（なし） 

委員長 それでは、討論を終結します。 

   これより議案第 39号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしと認め、議案第 39号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   暫時休憩します。 

休憩（午前 10時 20分） 

再開（午前 10時 22分） 

委員長 再開します。 

   議案第 46号 平成 28年度那珂市一般会計予算、財政課所管部分を議題といたします。 

   一般会計、歳入、２款地方譲与税から 11款交通安全対策特別交付金までの説明を求めます。 

財政課長 引き続きよろしくお願いします。関係職員３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、14ページをお願いいたします。一番下の枠になります。 

   款項、合計の本年度の金額を読み上げてまいります。 

   ２款地方譲与税、１項地方揮発油譲与税 6,740万円。 

   次のページをお願いします。 

   ２款地方譲与税、２項自動車重量譲与税１億 7,290万円。 

   ３款利子割交付金、１項利子割交付金 828万円。 
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   ４款配当割交付金、１項配当割交付金 4,692万 6,000円。 

   ５款株式等譲渡所得割交付金、１項株式等譲渡所得割交付金 3,273万 3,000円。 

   ６款地方消費税交付金、１項地方消費税交付金８億 3,425万 4,000円。 

   ７款ゴルフ場利用税交付金、１項ゴルフ場利用税交付金 159万 8,000円。 

   16ページをお願いします。 

   ８款自動車取得税交付金、１項自動車取得税交付金 4,650万円。 

   ９款地方特例交付金、１項地方特例交付金 3,260万円。 

   10款地方交付税、１項地方交付税 33億 8,030万円。 

   11款交通安全対策特別交付金、１項交通安全対策特別交付金 810万円。 

    以上でございます。 

委員長 質疑ありませんか。 

笹島委員 地方交付税なんですけれど、これは例年と変らないということですか、交付金は。何かほ

かにもらえるものないんですか、このほかに。 

財政課長 例年と同じでございますが、地方交付税につきましては、昨年度より約１億円、あと震災

復興特別交付税につきましては、事業の終了というようなことから約３億 5,000万の減という形

にはなっております。 

  以上でございます。 

委員長 質疑ありませんか。 

笹島委員 そうすると、あれかな。先ほど言った前のページのほうには、株式とか軽自動車とか、そ

ういうもろもろでいただくほかないのかな。株価上がっているでしょう、余り関係ないのか、そ

ういうのは。 

財政課長 株の譲渡ですか、税率とかいうことで 10％から 20％に上がるとか、昨年度、一昨年度で

すか、変っておりますけれども、その中でこちらの部分は増額ということでありますが、ほかの

部分については例年どおり、並みという形になっておりまして、税収の落ちている分については、

先ほど話したように基金のほうから繰り入れというような形で対応しているような形でございま

す。 

   以上です。 

委員長 その外質疑ありませんか。 

（なし） 

委員長 それでは、続いて、歳入、12 款分担金及び負担金から 13 款使用料及び手数料までを説明を

求めます。 

財政課長 16ページの一番下になります。 

   12 款分担金及び負担金、１項負担金、次のページの中ほどより上になります。２億 5,986 万

2,000円。 

   13 款使用料及び手数料、１項使用料、次のページ、18 ページの上になります。１億 6,363 万
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8,000円。 

   13款使用料及び手数料、２項手数料 3,204万 3,000円。 

   以上でございます。 

委員長 質疑ございませんか。よろしいですか。 

（なし） 

委員長 それでは、続いて、歳入、14 款国庫支出金から 15 款県支出金までの説明をお願いいたしま

す。 

財政課長 18ページの下になります。 

   14款国庫支出金、１項国庫負担金、次のページの中ほどをお願いします。17億 8,850万 2,000

円。 

   14 款国庫支出金、２項国庫補助金、次のページ、20 ページの中ほどより下になります。４億

3,808万 9,000円。 

   14款国庫支出金、３項委託金 1,438万 7,000円。 

   21ページをお願いします。 

   15款県支出金、１項県負担金７億 6,140万円。 

   15 款県支出金、２項県補助金、次のページをお願いします。23 ページの中ほどになります。

３億 9,538万円。 

   15款県支出金、３項委託金１億 1,267万 6,000円。 

   以上でございます。 

委員長 質疑ございませんか。 

（なし） 

委員長 ないようですので、続いて、歳入、16 款財産収入から 21 款市債まで説明をお願いいたしま

す。 

財政課長 24ページをお願いします。 

   16款財産収入、１項財産運用収入 1,410万 9,000円。 

   16款財産収入、２項財産売払収入 4,000円。 

   17款寄附金、１項寄附金、次のページの一番上になります。5,000万 3,000円。 

   18款繰入金、１項繰入金６億 8,415万 2,000円。 

   19款繰越金、１項繰越金２億 5,000万円。 

   20款諸収入、１項延滞金加算金及び過料 1,900万 1,000円。 

   20款諸収入、２項市預金利子 40万円。 

   20 款諸収入、３項貸付金元利収入、次のページをお願いいたします。中ほどよりやや下にな

ります。1,706万 2,000円。 

   20款諸収入、４項雑入、次のページの一番下になります。３億 6,353万 6,000円。 

   28ページをお願いいたします。 
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   21款市債、１項市債 16億 4,458万 5,000円。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 質疑ありませんか。 

議長 ふるさと納税という部分があると思うんですけれども、この項目には入っていないのかな。寄

附金のところにはそれは入んないの。この中のどれかに当てはまるの、その辺教えて。 

財政課長 24 ページになりますが、寄附金の中の３目ふるさとづくり寄附金ということで 5,000 万

程度の寄附を見込んでおります。 

議長 わかりました。これが、要するにふるさと納税の項目なのね、わかりました。 

笹島委員 28 ページ、市債なんですけれども、これほとんどあれかな、合併特例債を使ってやって

いくのかな。それいつまで使えるの、これは。 

財政課長 合併特例債につきましては、建設計画に定められた事業についてのみ該当するというよう

な形になっておりますので、記載のとおり、市道整備事業債とか橋梁長寿命化債とか、こういっ

た部分について該当させますが、そのほかにつきましては、通常の公共建設、公共事業債とか、

そういった部分について対応していくという形になっております。 

笹島委員 これはもうほとんど土木関係にしか使えないの、ほかのあれには使えないんですか。 

財政課長 土木ばかりじゃないです。建設計画に記載されています、ちょっと内容まで少し忘れまし

たけれども、いろいろな分野でありますので、記載されていますので、そこに該当すれば使える

という形になります。 

   現時点では、土木とか消防などの詰所とか、そういった部分で使っているというような形にな

っております。 

笹島委員 結構有利な市債なんだけれども、これいつまで使えるんですか、先ほど聞いた。 

財政課長 期間が 10 年延びましたので、合併から 20 年間使えますので、平成 37 年ですか、まで使

えることになっております。 

委員長 よろしいですか。 

   その外質疑ありませんか。 

（なし） 

委員長 それでは、続いて歳出に入ります。 

   ２款総務費、１項総務管理費、３目財政管理費、５目財産管理費、13 目財政調整基金費、14

目諸費について説明をお願いいたします。 

   担当、お願いします。 

財政課長 36ページをお願いいたします。 

   款項目、本年度の予算額の順に読み上げてまいります。 

   ２款総務費、１項総務管理費、３目財政管理費 1,231万 1,000円。 

   次のページお願いします。 

   ５目財産管理費１億 3,279万 2,000円。 
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   52ページをお願いいたします。中ほどになります。 

   13目財政調整基金費 1,152万 6,000円。主な増加の理由につきましては、コミュニティセンタ

ー等整備事業整備基金に 1,000万積み立てます。 

   14 目諸費 4,379 万 4,000 円のうち、53 ページの説明の丸の３つ目になります。ふるさと寄附

金、ふるさとたより事業になります。 

   以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

   質疑ありませんか。 

助川委員 53 ページのふるさと寄附金の件なんですが、報償費ということで 2,000 万計上されてお

りますけれども、これは件数にするとどのぐらいを見込んでいるんですか、これ。 

財政課長 件数までは、寄附する方が１万円からできますので、１万円のほうがやっぱり多いんです

けれども、50 万とか 100 万とかを寄附してくれる方もいらっしゃいますので、件数は何件かと

言われるとちょっと何とも言えないんですが、現時点で、平成 27 年度現時点での件数でいうと

1,500件ほどになっておりますので、それ以上にはなるとは思っています。 

   以上です。 

助川委員 これはそうしますと、寄附される額によって、お礼というのは、謝礼というのは金額別に

何段階かに分かれているんですか。 

財政課長 謝礼は寄附金の約４割ですね、４割を謝礼品等として返すというような形になっておりま

す。その部分ですので、歳入を 5,000 万ほど見ていますので、この謝礼等の報償金については

2,000万という形で計上しているところでございます。 

   以上です。 

助川委員 寄附される方が１万円とか 10 万円とか、50 万とかという件に関しての謝礼の額というの

は決められているんですか。 

財政課長 それぞれ４割程度ですので、１万円の方については約 4,000 円とか、10 万円の方につい

ては４万円とか、そういう形でその額に応じて４割返しというような形になっております。 

   以上です。 

委員長 よろしいですか。 

   その外質疑ありませんか。 

（なし） 

委員長 それでは、続いて、11 款公債費、１項公債費、１目元金、２目利子、３目公債諸費、12 款

諸支出金、１項普通財産取得費、１目土地取得費、２項土地開発基金繰出金、１目土地開発基金

繰出金。３項償還金、１目償還金、13款予備費について説明をお願いいたします。 

   担当、お願いします。 

財政課長 165ページをお願いいたします。 

   11 款公債費、１項公債費、１目元金 14 億 7,861 万 7,000 円、２目利子１億 9,494 万 8,000 円。 
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   次のページをお願いいたします。 

   ３目公債諸費 1,000円。 

   12款諸支出金、１項普通財産取得費、１目土地取得費 3,000円。 

   次のページお願いいたします。 

   12款諸支出金、２項土地開発基金繰出金、１目土地開発基金繰出金 1,000円。 

   12款諸支出金、３項償還金、１目償還金 1,000円。 

   13款予備費、１項予備費、１目予備費 2,000万円。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明が終わりました。 

   質疑ありませんか。 

（なし） 

委員長 それでは、以上で質疑を終結します。 

    暫時休憩いたします。 

休憩（午前 10時 42分） 

再開（午前 10時 44分） 

委員長 再開いたします。 

   消防本部が出席いたしました。 

   議案第 21号 那珂市火災予防条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

   執行部より説明を求めます。 

消防本部総務課長 総務課長の寺門でございます。外８名が出席しております。よろしくお願いしま

す。 

消防本部総務課長 議案第 21号についてご説明いたします。 

   ご説明の前に訂正箇所がございます。 

   245ページをお開き願います。 

   中段、改正文の文頭にあります「例別表３」を「別表第３」に。次に、「グルドル」を「グリ

ドル」と訂正をお願いいたします。 

委員長 お願いします。 

消防本部総務課長 次に、167ページをお開き願います。 

   議案第 21号についてご説明いたします。 

   那珂市火災予防条例の一部を改正する条例。 

   那珂市火災予防条例（平成 16年那珂町条例第 101号）の一部を次のように改正する。 

   平成 28年３月 10日提出。那珂市長。 

   提案理由でございますが、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取り

扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令（平成 27 年総務省令

第 93号）の公布に伴い、那珂市火災予防条例の一部を改正するものでございます。 
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   次のページをお開き願います。 

   那珂市火災予防条例の一部を改正する条例。 

   那珂市火災予防条例（平成 16年那珂町条例第 101号）の一部を次のように改正する。 

   別表第３を次のように改める。 

   169ページから 188ページまでが改正案でございます。 

   次に、245ページをお開き願います。 

   那珂市火災予防条例の一部を改正する条例の概要についてご説明いたします。 

   改正の理由でございますが、議案第 21号の提案理由と同様でございます。 

   改正文でございますが、火災予防条例別表第３にグリドルつきコンロの追加と離隔距離の規定、

最大入力値が 5.8キロワット、一口あたり最大入力が 3.3キロワットの電磁誘導加熱式調理器及

びその複合品の追加と離隔距離の規定及びその他所要の規定の整理を行うものでございます。 

   改正条例附則でございますが、施行期日は平成 28年４月１日でございます。 

   主な変更箇所でございますが、175、176ページをお開き願います。 

   表中にグリドルつきコンロが追加されております。 

   次に、181、182ページも同様でございます。 

   続いて、184、185ページをお開き願います。 

   表中の文言の整理と 5.8キロワットが追加され、離隔距離が規定されております。その他、表

全体で文言の整理が行われております。 

   資料といたしまして、228ページから 244ページに新旧対象表を添付してございます。 

   以上でございます。よろしくお願いします。 

委員長 これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

助川委員 245 ページなんですが、電磁誘導加熱式調理器というのは、いわゆるＩＨ調理器のことな

の。 

消防本部予防課長 そのとおりでございます。 

助川委員 そうなの。わかりました。 

委員長 すみません。グリドルつきコンロってどんなの。 

消防本部予防課長 お答えします。グリドルと対照的にグリルという言葉がございますが、グリルと

いうのは、直火の放射熱で調理する器具をグリル、一般的に網焼きということなんです。それに

対してグリドル、これは直火で加熱したプレートの伝導熱で調理する器具を指しております。一

般的に言う鉄板焼きということでございます。 

   以上です。 

委員長 はい、わかりました。 

ほかに質疑ありませんか。 

（なし） 
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委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

（なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第 21号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第 21号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   続きまして、議案第 46号 平成 28年度那珂市一般会計予算、消防本部所管部分を議題といた

します。 

   歳出、８款消防費、１項消防費、１目常備消防費、２目非常備消防費、３目消防施設費、４目

水防費について説明をお願いいたします。 

   担当お願いします。 

消防本部総務課長 予算書 118ページをお開き願います。 

   議案第 46号 平成 28年度消防費予算についてご説明いたします。 

   ８款消防費、１項消防費、１目常備消防費、平成 28 年度予算額８億 4,590 万 3,000 円、比較

4,047 万 3,000 円の減でございます。減額の主な内容としましては、消防救急無線設備指令セン

ター共同化整備事業の負担金が平成 27 年度で事業が完了したことによる主な減額でございます。

事業といたしましては、職員人件費以下８事業がございます。 

   主な事業内容についてご説明いたします。 

   同じページ、説明欄中段になります。主要事業にありますＡＥＤ整備普及促進事業の備品購入

費 34万 6,000円は、救命講習会に使用します心肺蘇生法訓練用人形でございます。 

   続きまして、常備消防総務管理事業の４節共済費 18 万 3,000 円、７節賃金 120 万 9,000 円。

消防に関する各種調査等を行うため、新たに臨時職員１名を消防本部で採用する経費でございま

す。 

   120ページをお開き願います。 

   説明欄上段になります。19 節負担金補助及び交付金、職員研修の負担金 250 万 1,000 円は、

救急救命士１名を養成するほか、職員遂行上必要な消防に関する知識、技能を習得させ、消防行

政の効率的な運営に資する経費でございます。 

   同じく県央地区消防広域化推進研究会負担金 90 万 4,000 円は、7 市町で構成する県央地区消

防広域化推進研究会が一般財団法人消防科学総合センターに広域化に伴う運用効果及び適正配置

調査を委託する経費でございます。 

   同じページの説明欄下段になります。常備消防通信管理事業の 19 節負担金補助及び交付金、

茨城消防指令センター負担金 1,197 万 7,000 円は、平成 28 年６月に茨城消防指令センターの本
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格運用に伴う総務費、無線費、指令センター費等でございます。 

   121ページ下段になります。 

   非常備消防費についてご説明いたします。２目非常備消防費、平成 28 年度予算額 3,616 万

1,000 円、比較 116 万 6,000 円の増額でございます。事業といたしましては、消防団設置事業以

下３事業でございます。 

   122ページをお開き願います。説明欄下段になります。 

   主要事業にあります消防団充実強化推進事業の 11節需用費の消耗品費 69万 2,000円は、平成

25 年 12 月議員立法により消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律が制定され、

消防団の装備の改善、充実等について、今後想定される災害等の対応の必要性を踏まえ、消防団

員の装備品を強化するために、防火手袋 200双を購入する経費でございます。 

   同じページ、下段になります。 

   消防施設費についてご説明いたします。３目消防施設費、平成 28 年度予算額１億 2,610 万

3,000 円、比較 6,709 万 4,000 円の増額でございます。事業といたしましては、消防施設管理事

業以下５事業でございます。 

   主な事業内容は 123ページ、説明欄中段になります。 

   主要事業にあります消防本部庁舎改修事業 126 万 6,000 円は、平成 28 年６月に茨城消防指令

センターの本格運用に伴い、既存の通信指令室の電話設備及び監視カメラ設置切りかえ工事でご

ざいます。 

   次に、主要事業にあります常備消防車両整備事業 9,420万 9,000円は、21年が経過しました東

消防署のはしごつき消防ポンプ自動車の更新をするものでございます。 

   続きまして、主要事業にあります消防団詰所整備事業 1,502万 4,000円は、消防団第６分団第

３部の消防団詰所及び設備を適切に維持管理し、緊急時に迅速な消防活動ができるように環境を

整備するため、那珂市西木倉地内に移転、新築する事業でございます。 

委員長 ちょっとごめんね。 

   新規事業とか、前年度と比べて大幅な予算の変更があったとか、そういった部分だけでいいで

す。お願いします。 

消防本部総務課長 はい、わかりました。 

   続きまして、同じページ下段、水防費についてご説明いたします。 

   ４目水防費、平成 28年度予算額 14万 4,000円、比較３万 6,000円の減額でございます。減額

の主な内容は、消耗品費の減額でございます。 

   以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

委員長 それでは、説明が終わりました。 

   質疑ございませんか。 

笹島委員 123 ページなんですけども、常備消防車両整備事業でこれ 9,400 万かな、自動車購入費、

消防自動車購入費なんですけれどど、はしご車は、イベントなんかで使っているあのはしご車の



－18－ 

ことを言っているんですか。それで、今度購入するのはどんなものを購入するんですか。 

消防本部警防課長 消防本部警防課です。 

   13メートルつき消防自動車でございます。 

   以上でございます。 

笹島委員 13メートルというと何階建てのビルに相当するの。 

消防本部警防課長 ビルに例えますと５階相当の建屋に対応できるということです。 

   以上です。 

笹島委員 そうすると、那珂市にはありますか。５階建てというか、どうなのかな、これ。余りなん

か必要性を感じないんだけども、それよりも、ほかのものの車両のほうが、建屋がここマンショ

ンもビルもないようなところなのでどうなんですか、そこは。 

消防本部警防課長 これは 13メートルつきの多目的消防ポンプ自動車ということです。それで、900

リッターの水を積んでおります。それとＣＡＦＳといいまして、圧縮空気を積んで泡消火器がで

きる車両でございます。 

   以上です。 

笹島委員 最新型ですよね、今の泡消火器とか云々ね、ついている、そういうね。ただこれ、はしご

車はどこで必要なのか、それ聞きたいんですけれども、この那珂市内で。５階建て以上のところ

があるのかどうか。まさかこの市役所のことを言っているわけじゃないでしょうけどね。 

消防本部警防課長 管内には３階以上の建屋が 112件あります。それで、今回購入するはしごですが、

マイナス 2.1メートルまで届くバスケットがあるので、低いところまで救助作業とか、そういう

ことができるということで購入ということを考えております。 

   以上です。 

助川委員 122 ページです。消防団の充実強化推進事業、先ほどご説明いただきましたけれども、こ

れ防火、防災両面にわたる消耗品ということなんですか。それとも、防災のほうを重視しての充

実をするための消耗品の比率が高いんですか。どういう比率割なんですか。69 万 2,000 円です

けれども、金額は。 

消防本部警防課長 これにつきましては、消防団の充実強化推進事業ということで、27 年、28 年、

29 年度に３年間で県から負担金が２分の１来るということで、その消防団の火災時に使う手袋

になっております。 

   以上でございます。 

助川委員 火災時ね。 

   今、自主防災組織というのが、各自治会単位ごとに相当数できておりますよね。ない地域が、

私どもの戸多の地域だけなんですども、これは理由があるんですよね。消防団の皆さん方、消防

署はまた別ですが、団員の皆さん方も含めての防災にあたらないといろいろな機能が発揮できな

いということから、大変人員がうちの人口減少になっておりまして、そういう方々がダブる形に

なってきてしまうというようなことで、その辺のすみ分けを消防団の役割と、それから自主防災
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組織のそういった災害時の行動のすみ分けをしっかりとしないと混乱が生じてしまうということ

の理由づけのもとに、今までなかなかこう組織づくりが進まなかった要因であると、私自身考え

ておるんですが、その辺のところ、署のほうではどういった、そういう災害時の火災のときには

消防団と、それから自主防災組織のすみ分けの行動の動きをどういうふうにしていくべきだとい

うようなお話し合い等、それから消防署としてはどういう考えを持たれているか、その辺のとこ

ろをちょっとお伺いしたいんですが。 

消防本部警防課長 消防本部警防課です。 

   現在のところ、自主防災組織よりも消防団がメーンで我々と一緒に活動していただくように、

その後、自主防災組織というような考えをしております。 

   以上です。 

助川委員 要望としては、そういった有事、災害発災のときには、消防署のほうから、自主防災の組

織の方々はこういった動きをしていただきたいというような、ご指導等をいただきながら混乱を

生じないような行動のすみ分けを、マニュアルみたいなものをつくっておいていただければあり

がたいと思うんですが。 

消防本部警防課長 ただいまの助川委員のほうからお話がありましたとおり、今後それに向けて調整

していきたいと思います。ただ今現在、自主防災組織におきましては、避難所設定されたときに、

いろんなものを配付してもらったり、そういうことをしていることが現状でございます。 

   以上でございます。 

委員長 よろしいですか。 

   その外質疑ございませんか。 

議長 ご苦労さまです。 

   消防職員さんの数が今 98 名、その中で研修をして救急救命士を育成していますけども、現在

資格を持った救命救急士というのは何人、那珂消防署にいらっしゃいますか。 

消防本部総務課総務Ｇ長 お答えいたします。 

   現在 24名の救急救命士がおります。そのうち、管理職者が６名おりますので、現在 18名で勤

務しております。 

   以上です。 

委員長 よろしいですか。 

   その外。 

小宅委員 ３年前にやはり高所はしご車を購入されたと記憶しているんですけれども、そのときの説

明で、那珂市だけじゃなくほかの市町村に行く、助けに行く、逆に助けてもらうこともあるとい

うことで必要だという説明を受けたような記憶があるんですけれども、そういうことは今はない

んですか。 

   はしごじゃなくて、なんか科学薬品の出せるやつを３年前ぐらいになんかやはり 8,000万ぐら

いで購入したと思うんですけど。 
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消防本部警防課長 消防本部警防課でございます。 

   ３年前に購入したのは、西消防署の消防１号車でございます。積載数が２トンということで、

それを購入しました。 

   以上でございます。 

小宅委員 そのときも那珂市で必要なのかという議論になったと思うんですよ。したら、ほかの市町

村にヘルプに行くときもあるというような話を、説明を受けたように記憶しているんですけども。 

消防本部警防課長 それは、緊急援助隊に登録している車両なので、もし何かあったときに応援要請

を受ける可能性があります。 

   以上でございます。 

小宅委員 今回のそのはしご車も受ける可能性があるということですか。 

消防本部警防課長 今回のはしご車は、これははしご車とみなされないので、緊急援助隊の対象外と

なります。 

   以上でございます。 

小宅委員 わかりました。ありがとうございます。 

委員長 よろしいですか。 

   その外に質疑はありませんか。 

（なし） 

委員長 それでは、以上で質疑を終結します、 

   暫時休憩いたします。 

   再開を 11時 20分とします。 

休憩（午前 11時 20分） 

再開（午前 11時 20分） 

委員長 再開いたします。 

   行財政改革推進室が出席しました。 

   議案第 46号 平成 28年度那珂市一般会計予算、行財政改革推進室所管部分を議題といたしま

す。 

   歳出、２款総務費、１項総務管理費、６目企画費について説明をお願いいたします。 

   お願いします。 

行財政改革推進室長 行財政改革推進室長の綿引です。ほか１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、座って説明をさせていただきます。 

   予算書の 38ページをお開き願います。 

   ２款総務費、１項総務管理費、６目企画費２億 6,302万 6,000円、このうち行革に関する部分

でございますけれども、恐れ入ります 40ページをお開き願います。 

   説明の欄の２つ目と３つ目の事業、行政改革推進事業及び行政評価システム事業の２つの事業



－21－ 

でございます。 

   以上でございます。 

委員長 質疑ございませんか。 

（なし） 

委員長 ないようですので、次、２款総務費、６項監査委員費、１目監査委員費について説明を求め

ます。 

行財政改革推進室長 61ページをお開き願います。 

   ２款総務費、６項監査委員費、１目監査委員費 971万 3,000円、職員人件費等でございます。 

   次のページをお開き願います。 

   監査委員設置事業、監査委員の報酬等でございます。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 これについて質疑ございませんか。よろしいですか。 

（なし） 

委員長 それでは、以上で質疑を終結します。 

   暫時休憩いたします。 

休憩（午前 11時 22分） 

再開（午前 11時 24分） 

委員長 再開します。 

   秘書広聴課が出席しました。 

秘書広聴課長 秘書広聴課長の川田と申します。以下４名が出席しております。よろしくお願いいた

します。 

委員長 議案第 46号 平成 28年度那珂市一般会計予算、秘書広聴課所管部分を議題といたします。 

   歳出、２款総務費、１項総務管理費、２目秘書広報広聴費について説明をお願いいたします。 

秘書広聴課長 それでは、予算書の 33ページをお開きいただきたいと思います。 

   ２款総務費、１項総務管理費、２目秘書広報広聴費、本年度予算額 2,845万 8,000円でござい

ます。 

   新規事業につきましては、36 ページ上段にあります情報発信力強化事業でございます。シテ

ィプロモーション指針に基づき効果的な情報発信をしていこうということで、人口還流につなげ

るため、那珂市の魅力を伝えるための動画の撮影、編集にかかる費用等を計上をしております。 

   それから、予算額の増減が大きな事業につきましては、33 ページの秘書広聴事務費でござい

まして約 170万円の増となっております。こちらは、臨時職員の賃金の予算を総務課から秘書広

聴課に振りかえたことによるものでございます。 

   以上でございます。 

委員長 質疑ありませんか。 

笹島委員 これシティプロモーションというのはあれかな、映画のそういう誘致、フィルムコミッシ
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ョナーとかと同じ。 

秘書広聴課長 お答えいたします。 

   これからこの後の議題でありますので、そちらで説明させていただきます。 

委員長 よろしいですか。 

   質疑ございませんか。 

（なし） 

委員長 それでは、以上で質疑を終結いたします。 

   続きまして、常任委員会協議報告案件であります那珂市シティプロモーション指針についてを

議題といたします。 

   執行部より説明をお願いいたします。 

   お願いします。 

秘書広聴課長 それでは、常任委員会資料１ページをお開きいただきたいと思います。よろしいでし

ょうか。 

   那珂市シティプロモーション指針についてご説明をさせていただきます。 

   那珂市まち・ひと・しごと総合戦略につきましては、昨年 10 月に策定されたところですが、

その総合戦略におきましては、地域の活性化や人口減少の抑制をするために那珂市への定住、人

口流入の取り組みの必要性を上げているところです。 

   今後、総合戦略に掲げる施策を実施し、定住・移住の促進に結びつけていく上では、那珂市の

魅力を市内外に効果的に発信し、那珂市の住みよさという、そのブランドを広く認識してもらう

ことが必要であります。 

   これらを踏まえて、総合戦略の実行にあわわせて戦略的な情報発信を行うために、本指針を策

定するものでございます。 

   それでは、１の策定の経過についてでございます。 

   まず、（１）策定の体制ですが、こちらは副市長及び部長で構成されます策定委員会、それか

ら総括補佐級の職員で構成される策定ワーキング委員会をそれぞれ開催しまして策定をしてまい

りました。 

   次に、外部の意見の反映でございます。 

   指針の策定にあたりましては、当然ながら外部の方の意見を反映させております。 

   １つは、那珂市経営戦略会議からの提言でございます。経営戦略会議からは、平成 25 年度に

情報発信の強化にかかるご提言をいただきました。それを十分に反映したものになっております。 

   もう一つは、パブリックコメントの実施であります。こちらは、９件のご意見をいただきまし

た。ご意見につきましては、内容に反映をさせております。 

   それでは、続きまして、２の指針の概要についてでございます。 

   別添資料のこちらの概要、それから本編といいますか、シティプロモーションの指針、こちら

２つありますが、この概要を中心にご説明をさせていただきたいと思います。 
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   それでは、概要の２ページ、枠のところの右下に書いてあるところです。その２ページ、それ

から指針の２ページをごらんいただきたいと思います。 

   まずは、指針の全体像を見ていただきたいと思います。 

   大きく３つ、３章の構成になっております。 

   それでは、まず指針策定の目的です。 

   先ほど冒頭にもご説明しましたとおり、人口減少がする中、地域社会の活力を維持するために

は、交流人口、定住人口を確保する必要があります。那珂市の魅力や価値を高め、さらに共感し

てくれる人をふやし、結果として人口還流につなげるためにシティプロモーション指針を定める

といたしました。 

   那珂市におきましては、総合戦略を実現するための手法として、シティプロモーションを活用

していこうというものでございます。 

   続いて、概要の３ページ、指針でいうと３ページをお開きいただきたいと思います。 

   那珂市の現状と課題であります。 

   これから取り組むにあたって、那珂市の現状から導き出される課題は何なのかを整理したもの

でございます。 

   それでは、現状についてですけれども３つ上げました。 

   まず１つは、市民アンケートの結果です。住みやすいとの回答が 81.7％、そから２つ目には、

東洋経済新報社による住みよさランキング、こちらは県内３位との評価を受けています。３つ目

には、那珂市の地域資源です。 

   ここから見えてくるものは、本市の魅力は住みよさ、生活のしやすさであるということでござ

います。 

   地域資源として、確かに名所や特産品はありますけれども、これらのよさが市民とは共有でき

ない現状にあります。また、対外的にも認知度が非常に低いということが上げられます。 

   以上のようなことから、課題はシティプロモーションを進める上では、まず認知度やブランド

イメージの向上、確立が必要であるということです。そのためには、そのための手法として、情

報発信の方法や推進体制の構築を進めていかなければならないということでございます。 

   続いて、概要の４ページ、指針の８ページです。 

   シティプロモーションのコンセプト、基本的な考え方です。 

   これからどのような方向性でどのようなテーマで那珂市のプロモーションを進めていこうかと

いうもので３つ上げております。 

   まず１つは、那珂市を愛し誇りを持ってもらう。これは住みよさや那珂市の魅力を内部に訴え

ていくということです。ターゲットは市民です。 

   ２つ目は、那珂市に興味を持ってもらう。那珂市の存在やよさを外部に訴えていくということ

です。これは、ターゲットは当然ながら市外の人です。 

   ３つ目です。３つ目は、那珂市の魅力度をアップするということで、こちらはブランディング
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やマーケティングの手法を使っていこうということでございます。 

   概要のその４ページ、それから指針の８ページの図がございますけれども、こちらはそれをわ

かりやすくイメージできるようにしたものでございます。 

   続いて、概要の５ページ、指針の９ページをごらんいただきたいと思います。 

   那珂市の持つ魅力や価値を表現するためにキャッチコピーを定めました。こちらにありますよ

うに、「いぃ那珂暮らし」と定めました。 

   那珂市の現状分析から浮かび上がった那珂市の魅力は住みよさであると、これを全面に打ち出

したキャッチコピーということでございます。 

   もう一つ、ロゴマークです。「いぃ那珂暮らし」のキャッチコピーに笑顔と赤い輪を添えまし

た。これは、「いいよ！那珂は」と丸のポーズをとっているようにも見えますし、那珂市の暮ら

しに万歳をしているようにも見えるのではないかと思います。ほどよい田舎暮らしが醸し出され

る温かいイメージのロゴマークではないかと思います。視覚的に、直接的に全面に出してイメー

ジアップを図っていこうということで、これを定めたところでございます。 

   それでは、いよいよシティプロモーションの展開をどのように図っていくかというところでご

ざいます。 

   概要の６ページ、それから指針の 10ページでございます。 

   大きく展開ということで４つの方針を上げました。 

   まず１つは、戦略の統括部門の設置ということです。 

   先ほど今しがたお話ししました、キャッチコピーであるとかロゴマークとか住みよさといった

イメージやコンセプトに沿うような発信ができる体制を構築する必要があります。 

   そのようなことから、シティプロモーションの総合プロデュースをする体制が必要であるとい

うことで方針を出しました。 

   次に、全庁的な取り組み体制の整備です。 

   各課の職員がプロジェクトチームといったプロモーションの検討に参画する体制をつくり、一

人一人が広報マンであるという意識を醸成し、組織として一丸となって那珂市を売り込んでいく、

そういう体制を整備していこうというものでございます。 

   ３つ目として、市民、民間団体、企業、学生と連携したプロモーションということを上げまし

た。他の自治体との差別化を図り、市の魅力を確実に伝えるためには、行政だけでは力が足りま

せん。そこに市民はもちろんですが、企業であったり、特に学生、高校生や大学生など若い人た

ちにそこに入り込んでもらって、ともにプロモーション活動を展開していこうというものでござ

います。 

   それから、最後４つ目です。概要の７ページ、指針の 11 ページですが、ＩＣＴを活用した発

信でございます。外に積極的に情報を発信していくとなると、紙媒体だけでは足りません。ＩＣ

Ｔ、いわゆる情報通信技術を駆使して情報発信をしていかなければなりません。ホームページを

充実していくという取り組みは当然していきますが、同時に市民協働サービスポータルといった
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サイトを立ち上げて、そのサイトに入ればさまざまな行政情報がわかる、イベントがわかる応援

団となって、そこに投稿してくれる情報も見られるというような双方向型の情報発信によってさ

らに魅力発信をしていこうというものでございます。 

   以上、４つの具体的な手法をプロモーションの指針として提示したところでございます。 

   以上が本編ですけれども、指針の 13 ページからは資料編となっております。資料といたしま

して、市の概要、市民アンケートの結果、マップなどをつけさせていただきました。 

   それでは、恐れ入りますけれども、もう一度、最初の常任委員会資料のほうをお開きいただき

ましての２ページをお開きいただきたいと思います。 

   最後の部分です。３、今後の取り組みについてでございます。 

   ただいまご説明しましたシティプロモーションの展開に即しまして、平成 28 年度から、まず

はプロジェクトチームの立ち上げ、市民、民間と連携した情報発信体制の構築、ウェブマガジン、

ＰＲ動画の配信など取り組みを進めていきたいというふうに考えております。 

   長くなりましたが、説明は以上でございます。 

委員長 以上で説明は終わりました。 

   ご意見、ご質疑等ありませんか。 

笹島委員 これはどこでもやっているよね、今のＩＣＴ使ってね、今言っていた同じようなことを。

茨城県でも、ほら最下位を売り物しているでしょう、知名度最下位ですか、豊かな県なのにね。

那珂市も豊かな市ですよね、住みよさランキングがあれしているということでね。そういうとこ

ろで、知名度から言えば、ひたちなか市と名前が同じだから。よく言われるんですよ、ほかの東

京なんかへ行くとね、ひたちなか市ですかというふうに言われるんだよね。前は那珂湊ですかと

言われたんですね、魚がおいしいところでしょとよく言われたんですよ。だから、それほど知名

が低いんでね。何もないないことが、やっぱりいいのかな、ここは。そういうやっぱり逆の方法

でやっていく方法もあるかもしんないし、あとこれちらっと今見せてもらったんですけど、余り

かわりばえしないですよね。観光、物産、ごめんなさい。商工会かなんかでこう載っていたよう

な、記事をのそのまま載っけてね。だから、本当に突拍子もないようなこともやらないと飛びつ

かないですよね。今はもう本当、情報過多でみんなあふれているから、もうげっそりするくらい

ね。要らないというくらいにね。だから、よっぽどもう変ったことやんないと飛びつかない。そ

ういう時代になっているんで、これはちょっともう少しひねったほうがいいんじゃないんですか、

何か。コンサル料もらえば、私やってあげてもいいけど。 

秘書広聴課長補佐 笹島議員のおっしゃった観光、物産、これ確かに指針のほうの４ページ、５ペー

ジ、６ページに載せています。こちら実は現状なんです。現状では、これは観光ガイドからとっ

てきた資料なんですけども、いわゆる大体那珂市民に認知されているもの、このようなものが今

は那珂市では外に出せるものとしてあるという現状、この現状を踏まえて、やはりこれからここ

で足りないもの、これをどうしていこうかというふうなことで定めたのが、この指針になります。 

   やはり那珂市は、イベントとか観光施設とか、そういう目新しいものがありません。都会の方
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にアピールして来てもらうのはありません。ただその日々の暮らしの中でいい時間が流れている、

なんとなく暮らしやすい雰囲気がある、そういうのも、じゃ那珂市の魅力として発信していこう

ということで定めたのが指針になっております。 

   以上です。 

笹島委員 さっきも言ったとおり、何もないところを売り物にしたらいいんだよね、逆に。同じだか

ら、大体特産物なんて大体ここ基幹産業農業なんて言っているけど、みんな米しかつくっていな

いんだからさ。ピーマンとかニラとか言ってっかもしんないけど、これどこでもあるわけでしょ

う。それから、もう一つ、今度はお菓子類とか、そういう物産類も前からある同じで、木内酒造

云々だって、そこだけに頼っていても仕方がないでしょう。観光は毎回同じような、春の八重桜

から始まってひまわりフェスティバルで終わるという、こんな感じでしょう。 

   だから、やっぱり先ほど言った突拍子もないことをやっていかないと、今言った注目を引いて

くれませんから、やっぱり今の時代、注目度ね、本当に。だから、そういう逆の発想でやってい

くということを、役所だからなかなかできないかもしれないけど、ただ先ほど言ったとおり、も

しコンサルがあれだったら、お教えしますから、そうやってね。 

   以上です。 

小宅委員 ３年前、私が一般質問やったところからこんだけ資料をつくっていただいたということで、

本当にありがとうございます。 

   笹島委員がおっしゃるのも１つで、非常によくできているんですけど、おもしろみがなくとい

うところはやっぱり感じざるを得ないというところがあると思うんですね。 

   やっぱりこれからプロジェクトチームを立ち上げるということで、やはり今全国的にも注目さ

れている茨城県とか水戸市なんかでも、一生懸命そういう取り組みをしようとしているのが、や

っぱりスーパー公務員、人の役に立つスーパー公務員、公務員の中から、もう担当に全権を与え

てその人が独断でやっていくというのが結構注目されていると思うんですね、大体お役所主導で

やると平等、あっちの企業が出ているのにこっちは出ていないのは何でだとか、こっちが取り上

げるならこっちも取り上げないとという平等になっていっちゃうと、やっぱりおもしろみがどん

どんなくなっていっちゃうし、こういうのは取り上げちゃだめだとかというちゃちが入っても、

やっぱりそれもおもしろみがないものになっていってしまうので、やはり、そのプロジェクトチ

ーム立ち上げるのはいいんですけども、やっぱり市役所の職員の中からやる気のある人に全権を、

もうおまえのやりたいようにやれっていうような、本当にスーパー公務員を生み出すような環境

をつくっていただければ、それもまたこういう公務員がいるんだというのも、また発信できると

いう、それも全国で何例かありますので、そういうのも取り組んでいただけると、ちょっと笹島

委員がおっしゃるような、おもしろいものが出てくるんじゃないかなと思いますので、期待して

おります。 

委員長 よろしいですね。 

   担当のほうで何か。 
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秘書広聴課長補佐 確かに突拍子もないもので目を引くというのは１つの手法かなと思います。ただ

先ほど言ったように、ちょっと暮らしというところで、視点をそこに据えたものですから、おも

しろみに欠けるという印象は避けられないのかなとは思います。 

   ただ突拍子もないもの、おもしろいもので引きつけても、それが持続しなければ何にもなりま

せん。私たちが今回指針で目指しているのは、やっぱり暮らしやすさを皆さんにわかってもらっ

て、ずっとここで住み続けたい、あるいは那珂市に来てみたい、そういう人をふやしていこうと

いうのが第一の目的で、そこが総合戦略に掲げた目標とリンクするところで、総合戦略の成功の

ための１つのツールということで今回の定めた指針になっています。だから、そこはちょっとご

理解いただきたいなと思うところです。 

   あとは先ほど言った全庁的な取り組み体制ですね、プロジェクトチーム立ち上げ、これは内部

ということを想定はしているんですけども、もう一つ、プロモーションの展開の（３）に上げた

市民、民間団体、企業、やはり学生と連携したプロモーションというのを方向性として掲げてい

ます。やっぱり若い人たちの感覚というのは大事にしたいと思っています。特に学生です。那珂

市の高校に通っている学生さん、短期大学の方、あとは那珂市民で外の学校に通っている方、そ

の方たちに、先ほどＩＣＴのところで説明したようなポータルサイトにどんどん那珂市の魅力を

外の目線から発見してもらって投稿してもらって、あ、那珂市、なかなかいいね、楽しいことや

っているねというふうな情報を発信する。そうすると、外からの興味も引ける、そういうところ

を、スーパー公務員はなかなかいないかと思うので、まずはその若い感覚で学生さんたちに協力

してもらってやっていきたいなと思っています。 

   以上です。 

小宅委員 突拍子もないというのは、那珂市で何か突拍子もないということじゃなくて、そのＰＲの

仕方としてのあれですね。なんで、割とマスコミなんかでも紙一重だと思うんですよ。これこう

いうポスターはどうなのかみたいに物議を醸し出すケースもありますけれども、でもぎりぎりの

ところで、それが逆に注目されるというのもあると思うんですね。 

   切り口で言うと、最近、僕がすごくおもしろいなと思ったのは、滋賀県が石田三成をプロモー

ションの頭に持ってきたと。今まで悪役のイメージできた石田三成が滋賀県生まれでというとこ

ろを全面に、そんな誰も興味が一見ないようなのをおもしろいＣＭをつくって、アクセス数もす

ごい今ふえているんですね。そういうふうな切り口のことで、何も那珂市の変なところを取り上

げてくれというわけじゃないので。 

   あと、その学生の意見を聞くとか民間の意見を聞くとか、そういうのはもちろん聞いていいん

ですけれども、聞いたんだから取り上げなきゃいけないというのに縛られると絶対いいものでき

ないと思うんですよ。 

   その中でいいものだけとって、そのあるその人の独断、スーパー公務員と言いましたけれども、

プロデューサーですよね。プロデューサーがこれを使うと。例えば、高校生に聞いて、経営戦略

会議にも聞いたから、じゃこれもこれも取り上げようというのでは、やっぱり丸いものしかでき



－28－ 

ないので、もうこっちも聞いたけれども、これだけがよかったからこれだけを全面的に持ってい

くんだみたいな、プロデューサーというところの視点のことを私は言いたいんです。 

   みんなでがやがや、じゃこれでこれでとやっていったら、多分丸いものしかできないと思いま

すので、ぜひ期待しておりますので、よろしくお願いいたします。 

企画部長 いろいろご意見あり、ありがとうございます。 

   今回の指針でございますけども、いわゆる那珂市の認知度が非常に低いって、これ皆さん共通

して思われていることだと思います。 

   それから、そういったことをいかに脱却していくのかなっていうことで、いわゆる今回は方向

性をこの指針としてまとめたということでございます。 

   ですので、具体的な推進方法については、先ほど担当のほうから申しあげましたとおりで、い

ろいろな切り口があると思うんですね。そういったものを考えながら、やはり進めていく必要性

があるだろうということで、今回はロゴマークとキャッチコピーというのをつくらせていただい

て、これをまずブランドイメージとして住みやすさということをあらわすものとしてつくりまし

ょうよと。そして、それを使った上で情報発信をする。それと市外の人と、いわゆる双方向の交

流をできるような仕組みをつくりましょう。それと内部と、それから外の市民、市外の人ともい

わゆる推進するためのいろいろな連携を図りましょうと、そういう方針を立てたということでま

ずご理解をいただきたい。 

   そして、今後そういった方針に基づいていろいろな意味での全部一度にできるということには

なりませんけれども、そういった中で、一つずつ確実に那珂市のブランドイメージ、那珂市のイ

メージアップということを積極的に進めていくということでございますので、そういった指針を

今回策定させていただいたということでございますので、ご理解をいただければというふうに思

ってございます。 

   以上でございます。 

助川委員 今ご説明いただきましたけれども、大変指針ということでありますので、今、部長の答弁

ありましたけれども、高校生のお考えのもとにこういったものをつくり上げられたということで

すので、今、国際化の時代でありますから、とにかく日本の底上げをどうすればよりよい方向に

導けるのかなということで、首都圏だけあるいは大企業だけでは日本の元気は取り戻せないとい

うことから地方創生、そしてまた地方の各自治体さんがどういうものをやればということで、さ

まざまな知恵を絞り出しながら出されてこられておられると思うわけでありますけれども、那珂

市の場合も当然、全年代層の方々の認識を１つに持って那珂市をどうすれば日本の中の、あるい

は世界に発信できるような自治体にできるかということを、壮大な総合的な観点からこういった

プロジェクトはつくり上げないと、皆さん方に注目をいただけないというようなことから、今後、

これからだろうと思うんですが、最終的に取りまとめをされていかれるということは。 

   ですから、まずはいろいろな各企業さん、あるいは各団体さん、全高齢者から若い方々、子供

たちまで含めて市民の認識を１つにして、みんなでとにかく那珂市を元気にするためにはどうい
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うものができるかということを念頭に置きながら、まとめ上げないとすばらしいものにならない

と思いますので、今後さらに知恵を集約していただきながら、その取りまとめの役割を企画部で

はされると思いますので、今後さらに厳しいご意見等もさまざまな年代層、あるいは方々からお

寄せいただくと、そういうものも出てくると思いますので、しっかりと耳を傾けながら構築をい

ただければというふうに思いますが、私自身、今いろいろとご意見出ましたけれども、当然、那

珂市は平たんな場所であり、気候もそんなに厳しい自治体の中ではありませんで、そこがなんと

なく住んでいて厳しいという感じを持たれないと、やはり生きていく上で覚悟を決めた、突き詰

めた考えが浮かばないという元来のその那珂市民のぬるま湯的な感覚が蔓延している関係上、そ

ういうことになっているのかなという気もするわけでありますので、そこを打破して、皆さん方

にこの経済状況、厳しい状況の中で、日本の中の那珂市がどうすれば光を発信できるような地域

になるということということになりますと、さまざまな知恵をしっかりと酌み上げながら構築し

なければならない事業だと思いますので、そこんところの認識をしっかり持ちながら、これから

お進めいただければというふうに思っております。 

   以上です。 

笹島委員 何回読んでも魅力感じないんだけどさ。なんでか、わざわざこういうキャッチコピーつく

ってさ、今言ったように、なかまろちゃんってつくったばっかりじゃないですか。なんかあれも

これもって余りにもちょっとやり過ぎるんじゃない。なんか１つのものにやっていって、それを

膨らませる形でどんとやっていかないとさ。それで何この「いぃ那珂暮らし」なんて、ひとっつ

もおもしろく、よかっぺ那珂とかさ、そういう感じでさ、どんと持っていかないとひとつもおも

しろくないよね。だから、本当に考えているのか、やる気があるのかって、やる気がないんだっ

たらやめたほうがいいってこんなの。これ本当におもしろくない、ひとつも。なんでこういうプ

ロモーション的なことをやってという、よそでやっているようなことを同じようなことをなんで

やんのかなって不思議でしようがない。 

副市長 各委員から貴重なご意見ありがとうございます。 

   シティプロモーション、今、笹島議員からご指摘ありましたように、各自治体それぞれ取り組

んでおります。那珂市においても、少しおくればせながらですけれども、このような形で指針と

いう形で取りまとめさせていただきました。 

   そして、今いろいろご意見いただいた中で、そのキャッチコピーですとか、そのこの指針のつ

くるような内容についていろいろご不満、ご意見等はあるかと思いますけれども、基本的にこの

指針というのは、これをベースにどういう形で那珂市をプロモートしていくかというところをま

ずベーシックな部分でつくってあげるところだと思います。 

   私、市民ではないので、逆に外から見た目線である程度見ることがあるんですけども、東京か

ら 100 キロ、茨城県の中央部にありまして、98 平方キロの平らな、ほとんど８割以上が住みや

すい可住地であるこの那珂市、そしてＹの字に鉄道が走っていて９つの駅がある。真ん中を高速

道路が走って中央部に市役所がある。インターチェンジがある。そして、縦３本に国道が走って



－30－ 

いる。このような立地条件っていうのはなかなか全国的にもないということで評価を受けている

のかなと思います。 

   また、この指針の７ページの資料をちょっとごらんいただきたいと思いますけども、６ページ

にいろいろなブランド品の商品が並んでいます。ビジュアル的にはこちらに目を行くんですが、

私はこの隣の７ページのこの資料というのは、なかなか細かく目を向けるべきかなと。これは行

間を読んでいただくということ、これ我々職員に対しても常に発送しているんですけども、例え

ば、この関東ブロックの住みよさランキング、この一覧を見ていただくと、県庁所在地の水戸市

や宇都宮市はもちろんですけども、我々があこがれるような鎌倉、逗子等々のそういったような

すばらしい都市の上に那珂市が住みよいということで位置づけられているわけです。例えば、こ

ういうようなものが、これ議会で一般質問等でも統計データの件で小宅副委員長なんかも質問さ

れましたけども、統計データ上のいろいろな、こうやりくりがあって、その指標によって上には

なっているわけではございますけども、こういう部分を例えば突出してＰＲしてもいいんじゃな

いか。どんな県庁所在地よりも、文豪とか有名人が住む市よりもいい住みやすいんですよ、なん

でだろうというような。来たら何もないけども、これは笹島先生言うように、何もないけども、

周り見ましたら何でも手に入るような、本当に住みやすいまちではないかなというようなＰＲの

仕方があると思うんです。 

   また、ここにある、これフィルムコミッションの写真として、これ戦隊ものが戦っているのが

あるんですけども、これもよく子育て世代の若いお母さんとかお子さんから言われるんですけど

も、しょっちゅう、この那珂市内、戦隊ものとか仮面何がしとか戦っているんですよね。これ公

に事前に告知できないという、そういう制約もあると思うんですけれども、例えば、そのキャッ

チ、プロモートの仕方として正義の味方がいつも守ってくれる、あるいはいつも戦っている那珂

市みたいなことで、何かこう外から目を向けるようなことができるんじゃないか。この 1つの写

真１枚の一画の文字からもそういったところをこう広げて、今後プロモートをしていただければ

なと思います。 

   核融合研究所も、21 世紀の太陽をつくるまちですとか、あるいは世界の太陽をつくるまちが

那珂市なんだみたいな、これはちょっと大げさになりますけれども、そういったような、このプ

ロモーション指針、まさにどういうものがあってそれが本当にプロモートしやすいものかどうか

というのが、我々職員とか、市民の方も当然にあるものなので気がついていないところを、この

指針にもう一度立ち返ってＰＲしていければというふうに感じております。 

   これからスタートする部分でございますので、どうかその点は温かく見守っていただければと

いうふうに感じております。 

   以上でございます。 

委員長 よろしいですか。 

   その外にご意見とか質問とかありませんか。 

（なし） 
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委員長 それでは、以上でこの件を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

   再開を１時といたします。 

休憩（午前 11時 59分） 

再開（午後１時 00分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

   政策企画課が出席しました。 

   議案第 22 号 那珂市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例を議題と

いたします。 

   執行部より説明をお願いいたします。 

政策企画課長 政策企画課長の篠原です。ほか４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、議案書の 246ページをお開き願います。 

   議案第 22 号 那珂市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例について

ご説明をいたします。 

   議案第 22号 那珂市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例。 

   那珂市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例を別紙のとおり制定する

ものとする。 

   平成 28年３月 10日提出。那珂市長。 

   提案理由でございますが、平成 27 年６月の地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）の一部改正

に伴いまして、同法に規定する地方活力向上地域内において、本社機能の移転又は拡充等を行う

事業者について税制等の優遇措置を受けることができる「地方拠点強化税制」が創設されたこと

を受けまして、本市における地域経済の活性化及び雇用機会の創出に資するため、固定資産税の

不均一課税を行う条例を制定するものでございます。 

   247ページ、それから 248ページにつきましては、条例の本文となってございます。 

   249ページをお開き願います。 

   固定資産税の特別措置に関する条例の概要となってございます。 

   １の制定目的につきましては、提案理由と同じでございます。 

   なお、目的の２行目に記載してございます、先ほどから説明しています「地方活力向上地域」、

それから「本社機能の移転又は拡充」という文言につきまして、下の米印のとおり、説明を加え

てございます。 

   地方活力向上地域につきましては、茨城県が昨年の 11 月に国から認定された地域再生計画に

おいて定めた本社機能の移転、拡充に関する地域のことでございまして、取手、守谷等県南地域

を除く、茨城県内 34市町村の地域に、大まかにはなります。 

   それから、本社機能の移転、拡充ということでございますが、東京 23 区にある本社機能を移

転する場合が移転型、それから 23 区以外からの移転及び市内の本社機能を拡充する事業、こち
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らを拡充型というふうに定義をしてございます。 

   ２番といたしまして、条例の主な概要でございますが、第２条のほうで固定資産税の特別措置

に関する適用範囲を規定してございます。 

   まず、第２条第１項では、茨城県に対し、地方活力向上地域特定業務施設整備計画というもの

を申請いたしまして、県知事の認定を受けた事業者がその計画に沿って平成 32年３月 31日まで

に減価償却資産を本市に新増設した事業所であることという規定でございます。 

   また、第２条第２項では、新増設する償却資産の取得価格の下限額について設定してございま

す。2,000万円でございます。中小企業者にありましては 1,000万円以上としてございます。 

   次に、第２条第３項におきましては、不均一課税とする償却資産の範囲について、当該家屋及

び土地償却資産並びに当該家屋の敷地である土地というふうに規定してございます。 

   ３条につきましては、適用除外の規定でございます。 

   第４条で、税率及び不均一課税に関する規定をしてございます。通常、市の固定資産税の税率

につきましては、年で 100分の 1.4でございますが、この条例が適用されますと、新増設した期

間から３年間、その 10分の１となる 100分の 0.14で課税するものでございます。 

   施行日につきましては、平成 28年４月１日からでございます。 

   説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明は終わりました。 

   これより質疑に入ります。 

   質疑ありませんか。 

笹島委員 これはあれですか。東京 23 区とか、その首都圏の本社機能をそのまま移転するという形

で、こちらで建屋をつくって土地も買ってという、本社機能だからね。そのこっちがその営業所

とか工場とかそういうあれじゃないから、どうなんですが、これ実際は。本社機能移転という形

は。 

政策企画課長 実際に雇用条件であるとかいろいろな条件がございまして、現実的にはなかなか難し

いのかなというふうには考えてございますが、ただこういう優遇制度を設けておくということで、

那珂市のほうにも目を向けて頂けるのではないかというふうに考えて、新たに条例を制定したと

ころでございます。 

笹島委員 実際、47 市町村だっけ、45 か、ごめんなさい。その中の 34、ほとんどの市町村が手を挙

げたわけですよね。そうすると立地条件もありますよね。首都圏から 50 キロ圏内のところと、

100 キロ圏内、ここ入りますわね。そうすると 50 キロ圏内で守谷とかつくばとか、黙ってても

来るようなところはそういう除外してということで。それ以外でとり合いというかね、そんなに

その 34 市町村が手が挙げるほどたくさん来ると思えないですけども、ほかのやっぱり都道府県

でも同じようなことをやっているんですか、これは。 

政策企画課長 ちょっとその辺の状況については調べてございませんが、昨年、茨城県におきまして、

11 月に国のほうに地域再生計画に基づきましてプロジェクトを申請しまして認定を受けたとい
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うことで、那珂市のほうでもこの条例を新たに制定するということになりました。 

委員長 よろしいですか。 

   その外質疑ございませんか。 

（なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

（なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第 22号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしと認め、議案第 22号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   続きまして、議案第 55号 公の施設の広域利用に関する協議についてを議題といたします。 

   執行部より説明を求めます。 

政策企画課長 議案書の 295ページをお開き願います。 

   議案第 55号 公の施設の広域利用に関する協議について。 

   地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 224条の３第２項の規定に基づき、那珂市と水戸市、

笠間市、ひたちなか市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町及び東海村との間において、公の施

設の広域利用について協議するため議会の議決を求めるものとする。 

   平成 28年３月 10日提出。那珂市長。 

   提案理由でございますが、公の施設の広域利用に関する協定について、広域利用の対象施設の

追加、削除及び変更に伴いまして、改めて協議をし協定を締結するため、議会の議決を求めるも

のでございます。 

   次のページをお願いいたします。 

   こちら協議についての概要となってございます。 

   １番の概要については、提案理由と同じでございます。 

   内容につきましてご説明いたします。 

   まず、追加する施設としましては、城里町のコミュニティセンター城里の研修室。その次にな

ります。削除する施設は、東海村東海文化センターのピロティという施設、それから変更する施

設につきましては、小美玉市希望ヶ丘公園外３施設、こちら条例改正に伴いまして、名称及び所

在地が変更となったものでございます。 

   次のページをお願いいたします。 

   協定の締結日は平成 28年４月１日でございます。 

   298 ページから 304 ページまでが、公の施設の広域利用に関する協定書の案となってございま
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す。 

   説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 質疑ございませんか。ありませんか。 

（なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

（なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第 55号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしと認め、議案第 55号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   続きまして、議案第 46号 平成 28年度那珂市一般会計予算、政策企画課所管部分を議題とい

たします。 

   歳出、２款総務費、１項総務管理費、６目企画費について説明をお願いいたします。 

政策企画課長 平成 28 年度那珂市一般会計予算のうち、政策企画課が所管する部分についてご説明

をいたします。 

   予算書のほうの 38ページをお開き願います。 

   款項目、予算額の順に読み上げます。 

   ２款総務費、１項総務管理費、６目企画費２億 6,302 万 6,000 円、前年と比較しまして 2,369

万 2,000円の増となってございます。 

   増額の理由でございますが、次の 39ページをお開き願います。 

   上から２番目、総合計画策定事業でございますが、平成 29 年度で那珂市第１次総合計画のほ

うが期間満了となりますので、今年度策定準備といたしまして 966万 2,000円を計上したところ

でございます。 

   40ページのほうをお開き願います。 

   情報系のシステム管理事業でございますが、41 ページの上から３行目になります。ネットワ

ークのシステム再構築にかかります電算機の借り上げ料として、約 5,500万円ほど本年度計上し

てございます。昨年度が 500万円程度でございましたので 5,000万円ほど増となってございます。 

   さらに、42ページのほうをお願いいたします。 

   上から３番目、額田駐輪場整備事業 243万 4,000円につきましては、本年度新たな事業でござ

います。 

   一方、昨年よりも減額となった事業につきましては、同じ 42 ページの上から２つ目、社会保

障・税番号制度対策事業がございます。そちら、平成 27 年度で改修等がほぼ終了してございま
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すので、約 3,400万円ほどの減額となってございます。 

   説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 質疑ございませんか。よろしいですか。 

（なし） 

委員長 次に、２款総務費、５項統計調査費、１目統計調査総務費、２目各種統計調査費について説

明をお願いいたします。 

   政策企画課長 予算書の 60ページのほうをお開き願います。中ほどになります。 

   ２款総務費、５項統計調査費、１目統計調査総務費 889万 7,000円。職員人件費及び統計調査

にかかる事務費等でございます。 

   次のページをお願いいたします。 

   ２目各種統計調査費 234 万 5,000 円。1,580 万円の減でございますが、昨年度は５年に一度の

国勢調査がございましたので、大きく減額となったものでございます。 

   説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明は終わりました。 

   質疑ございませんか。 

（なし） 

委員長 それでは、次に６款商工費、１項商工費、２目商工振興費について説明をお願いいたします。 

   担当。 

政策企画課長 予算書の 102ページをお開き願います。 

   ６款商工費、１項商工費、２目商業振興費のうち、上から４つ目の事業でございます。企業立

地促進事業 142万 9,000円が、政策企画課が所管する事業となってございます。 

   説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明は終わりました。 

   質疑ございませんか。 

笹島委員 これ立地事業で委託料ってこれ何ですか、これは。 

政策企画課長 こちらにつきましては、企業誘致活動の業務を委託するものでございまして、東京商

工リサーチというところに 28 年度については委託を考えてございまして、那珂西部工業団地に

ある企業、取引先等を中心に 1,000社程度アンケート調査等を、訪問等を実施してまいりたいと

いうふうに考えてございます。 

   以上でございます。 

笹島委員 これ東京商工リサーチって信用調査会社じゃない、これ。何やってんの。 

企画部長 信用会社でございます、商工リサーチ。それと企業誘致についても、いろいろな企業の情

報をお持ちになっています。ただいま課長のほうから商工リサーチということ、企業名を申しあ

げたんですけれども、ここの委託については、そのほかにもいろいろな企業さん、例を挙げれば

帝国バンクさんとか、いろいろなところありますので、いわゆる従来は電源立地地域振興センタ
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ーのほうに企業誘致を委託をしていたんですけれども、いわゆるアンケート調査の結果、那珂市

に興味を示していただいているんですが、なかなか那珂市役所側のほうで、その企業に対してコ

ンタクトがとれないような状況にまいりまして、なかなか企業訪問ができないということで、昨

年の決算委員会だったと思うんですが、その辺についてやはり手法をちょっと見直したらいいで

しょうという、議会のほうからのご助言もいただきましたので、今回ちょっと手法を変えまして、

委託事業者も変えてアンケートの調査の仕方を変えようかと、そういうことでなるべく訪問、市

が直接企業誘致が図れるような委託、アンケート調査というものを実施できないかなということ

で今回増額して予算、委託料を計上させていただいたということでございます。 

   以上でございます。 

委員長 その外質疑ございませんか。 

（なし） 

委員長 それでは、以上で質疑を終結します。 

   続いて、常任委員会協議報告案件であります第２次那珂市総合計画策定方針についてを議題と

いたします。 

   執行部より説明をお願いいたします。 

政策企画課長 それでは、常任委員会の資料のほう、７ページをお開き願います。 

   第２次那珂市総合計画の策定方針についてご説明をいたします。 

   １の計画策定の趣旨でございますが、市では「一人ひとりが輝くまち、未来に夢がもてるまち」

のスローガンのもと、第１次那珂市総合計画の後期基本計画の目標でございます、市民とともに

つくる豊かな生活文化都市を実現するため、現在さまざまな施策、事業を実施しましてまちづく

りを進めているところでございます。 

   一方、我が国の社会経済情勢、それから本市を取り巻く状況、環境につきましては、刻一刻と

変化して、とりわけ少子化による人口減少につきましては、総合戦略でも明らかにしたとおり、

10年後の平成 37年には市の人口は５万人を割り込むとの推計も出ているところでございます。 

   このような中、９行目ほどになりますが、人口減少が及ぼす経済活動の縮小やコミュニティ機

能の低下などの課題に対しまして、負のスパイラルに陥らない戦略として、昨年、まち・ひと・

しごとの創生総合戦略を策定し、安定した雇用の創出、移住・定住の促進、市への人口還流戦略

などの目標を掲げ、新たな戦略を立てたところでございます。 

   策定の趣旨、一番下の段落になります。下から８行目になります。 

   このような中、後期基本計画の計画期間が平成 29年度で満了となりますことから、平成 30年

度から新たな 10 年間を見据えまして社会情勢の変化に的確に対応するとともに、市の持つ豊か

な自然、住みよさという強みを最大限に生かしまして、将来にわたって持続可能な地域を目指す

計画として、まちづくりの目標やその実現に向けた施策の基本的な方向を示し、総合的かつ計画

的な行政運営を進めていく上での指針となる第２次の那珂市総合計画を策定するものでございま

す。 
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   次のページをお願いいたします。 

   ２番として、計画の位置づけと計画の期間でございます。 

   総合計画の構成につきましては、基本構想、基本計画、実施計画の３層構造としてございます。 

   （１）としまして、基本構想におきましては、本市の現状、課題を整理しまして、市の将来像

を掲げ、それを実現するためのまちづくりの基本理念と施策の大綱を示すものといたします。 

   計画期間につきましては、30年度から 10年間。 

   （２）の基本計画につきましては、基本構想で掲げた施策の大綱に基づく根幹となる施策につ

いて具体的に示すものといたします。 

   計画期間は、社会情勢の変化に的確にかつ柔軟に対応するため５年間といたします。前期が

34年度まで、後期が 39年度までといたします。 

   （３）の実施計画につきましては、基本計画の施策方針に基づきまして、３カ年の具体的な実

施内容を明らかにするとともに、毎年、事務事業評価における事業内容の検証を行いながらロー

リング方式による見直しを行ってまいります。 

   ３番といたしまして、策定にかかる基本的な考え、下のほうになります。 

   （１）としまして、本計画につきましては、市の最上位の計画であり、市のまちづくりの指針

となる計画であることから、市民ワークショップや地区座談会などを開催することにより、十分

に市民の方々の意見集約に努めるとともに、次のページになります、市民と行政の協働による計

画づくりというものを推進してまいります。 

   （２）番といたしまして、市議会に対しましては、計画策定の進捗状況に応じまして、随時ご

報告をさせていただくとともに、議員からのご意見、ご要望を十分にお聞きしながら、計画策定

を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

   ３番の現計画の成果、評価でございますが、毎年、各施策の評価、分析、検証を行うことで、

市の特性と市の強み、弱みを把握するとともに新たな時代にも対応できる計画としていきたいと

いうふうに考えてございます。 

   次に、４番の市民参画につきましては、（１）の総合開発審議会から、次のページの（９）の

情報共有まで市民参画の想定をしてございます。 

   まず（１）の総合開発審議会につきましては、有識者による委員で構成し、基本計画や計画案

について、市長の諮問に応じた審議、答申を行ってまいります。 

   （２）の総合計画策定委員会につきましては、各部次長のほか、広報により市民の方々にも計

画策定に参画をしていただきご意見をいただきたいと考えてございます。なお、３月 11 日のお

知らせ版に５人ほど委員を公募しているところでございます。 

   ３番といたしまして、市民アンケート調査につきましては、２月 12 日にアンケート調査の回

答期限を迎えておりまして、現在、集計作業を行っているところでございます。 

   また、４番の市民ワークショップ、５番、まちづくりカフェ、６番の地区別座談会につきまし

ては、幅広く市民の方々からのご意見をいただくため、あらゆる職域や階層の方々、または地区
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ごと、政策分野ごとにご意見を頂戴したいというふうに考えてございます。 

   次のページをお願いいたします。 

   ５番といたしまして、庁内の策定体制でございます。 

   ３番のワーキングチームにおいて計画原案を策定しまして、（２）の策定委員会でその案を検

討、そして（１）の庁議におきまして決定をしてまいります。 

   図の２に示すとおり、こちらが策定のイメージ図となってございます。 

   最後になりますが、策定のスケジュールにつきましては、別紙Ａ４の横のものをごらんいただ

ければと思います。 

   大変字が小さくて申しわけございません。まず、市議会、総合開発審議会など項目ごとに協議

する内容、それから予定する時期を時系列に掲載をしてございます。 

   議会報告関係としましては、まず第１層である基本構想について、本年 12 月の議会で中間報

告をしたいと考えてございます。そして、来年の２月に庁議を経まして、再来年の３月には議会

で報告できればというふうに考えてございます。 

   また、基本計画につきましては、本年中にワーキングチームで協議、検討に入りまして、29

年の９月議会に中間報告をさせていただければというふうに考えてございます。 

   この表の一番下の市民という部分でございます。先ほどの説明と重複はしてございますが、策

定委員を今現在公募をしておりまして、５月には第１回目の策定委員会を開催しまして計画策定

に取り組んでまいりたいと思ってございます。 

   なお、市民ワークショップ等、市民のご意見につきましては、６月から８月ぐらいまでにかけ

て市民のご意見をいただき、市民ニーズの把握に努めてまいりたいというふうに考えてございま

す。 

   説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明は終わりました。 

   ご意見、質疑等ありませんか。ご意見等ございませんか。 

（なし） 

委員長 それでは、以上でこの件を終結いたします。 

   次に、同じく常任委員会協議報告案件であります瓜連駅北側市有地等（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を議題といたします。 

   執行部より説明をお願いいたします。 

政策企画課長 それでは、常任委員会資料の 12ページをお開き願います。 

   それでは、瓜連駅北側市有地等（旧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

ついてご説明をさせていただきます。 

   なお、本日公募をしました瓜連駅北側市有地等の位置図を追加資料として提出させていただき

ました。 

   それでは、まず概要でございますが、民有地を含む対象地の利活用につきましては、昨年９月
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の総務生活常任委員会において募集要項のご審議をいただき、昨年の９月 10 日から 12 月 10 日

まで３カ月間、再度ホームページ等で公募を行ったところでございます。 

   その状況について、本日は中間報告という形でさせていただければと思ってございます。 

   まず、追加した位置図のほうをごらんいただければと思います。 

   対象地につきましては、市の所有地が面積で１万 977.25 平米、それから民有地の部分が

2,367.8平米となってございます。 

   ２番の経緯でございます。昨年の９月から公募をいたしまして 12 月まで公募期間を設けたわ

けでございますが、こちらは議会から短いという指摘もございまして、今回は３カ月としたとこ

ろでございます。 

   今年に入りまして１月 21 日でございます。第１回目の選定委員会を開催しました。また、先

月の 26日、２月 26日は第２回目選定委員会を開催しまして、事業者からのプレゼンテーション

及び質疑等を行ったところでございます。なお、今回の募集内容につきましては、２者とも特別

養護ホームを中心とした事業計画案となっていることから、１月 14 日でございますが、関係課

である介護長寿課との情報共有、それから介護保険事業計画との整合性について協議を行い、そ

の上で２月５日に各事業者さんに来ていただきまして、事前に疑問点や確認事項について説明を

受けたところでございます。 

   今後の日程等については、最後に説明いたします。 

   ３番の応募の事業者及び事業計画についてご説明をさせていただきたいと思います。 

   ３番の（１）でございます。社会福祉法人誠慈会でございますが、こちらが代表の事業者で、

この後説明します外３者による共同提案となってございます。代表者、所在地等はごらんのとお

りでございます。 

   誠慈会さんの主な事業内容としましては、常陸太田市や福島県塙町で特別養護老人ホームを経

営している法人でございます。 

   ２つ目の丸でございます。共同提案事業者としては、１つが医療法人藤慈会藤井病院、そして

もう一つの丸でございます。株式会社クオン、こちらは調剤薬局でございます。藤慈会さんは医

療施設の経営でございます。 

   次のページをお願いいたします。 

   もう一つ提案がございまして、（２）番としまして、有限会社ソフト・ケアでございます。代

表者、所在地につきましては、ごらんのとおりでございます。 

   主な事業内容でございますが、ひたちなか市でサービスつき高齢者向け住宅を経営する法人で

ございます。 

   ４番の事業計画の概要についてご説明をいたします。 

   まず、（１）の代表事業者、社会福祉法人誠慈会の提案についてでございますが、まず対象地

につきましては、購入という提案でございます。購入価格につきましては、募集要項で定めまし

た最低売却価格１億 860万円となってございます。 
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   事業計画といたしましては、以下に記載してありますとおり、３つの事業をあわせて実施する

ものでございます。 

   特別養護老人ホームにつきましては、定員が 90 人、ショートステイ 10 人、デイサービス 15

人、建設事業費の総額が 17億円、床面積につきましては２階建てで約 4,600平米、平成 30年の

８月開設予定としてございます。クリニックは、内科、整形外科を中心として通所リハビリを併

設するものでございます。 

   事業費につきましては１億 6,780万円、開設予定日につきましては、特別養護老人ホームと同

じ平成 30年８月でございます。 

   最後に、院外薬局につきましては、事業費が約 3,500万円、開設予定日につきましては、同じ

く 30年の８月となってございます。 

   なお、応募の動機としては、特養、それからクリニック、薬局、これら３つの事業をあわせて

行うことにより、瓜連地区の新たなにぎわいづくりや介護職の雇用の創出を図るとともに、医療

と介護の連携をさせることにより地域住民が安心して生活できるような地域包括ケアの構築の一

助になればというものでございました。 

   続きまして、有限会社ソフト・ケアさんの提案でございます。 

   こちら土地につきましては賃貸借、価格は年額で 408万円でございます。こちらも募集要項で

定めた最低の貸し付け価格でございます。 

   こちらの特別養護老人ホームの定員につきましては 80 人、ショートが 20、デイ 30 人となっ

てございます。あわせまして、施設内に 40 人規模の学童保育所を設置する計画となってござい

ます。 

   また、敷地内には仮称でございますが、おひさまの森という公園を設置し、年間を通して地元

の方々に開放するというようなことでございました。 

   事業費は約 13 億 8,980 万円、延べ床面積は、こちらも２階建てで約 4,900 平米となってござ

います。 

   開設予定日につきましては、平成 30年４月を予定しているとのことでございます。 

   高齢者が生きがいを持って充実した生活を送るためには、地域での活動や住民との交流を通じ、

高齢者自身が社会に貢献するという気持ちを持ってもらうことが大切であり、その拠点として今

回提案した施設を地元の方々に開放することにより地域住民との協働を図っていきたいというの

が応募の動機でございます。 

   最後に、５番といたしまして、今後の予定でございます。第２回の選定委員会につきましては、

先月 26 日行ったところでございますが、その後、委員さんのほうには採点表を持ち帰っていた

だきました。前回とは異なりまして、２者からの提案でしたので、双方の提案内容をよく検討、

比較していただき、採点いただくこととしております。また、その際、どの点がすぐれているの

か、またどの点が劣っているのかなどの評価を採点表に加えまして、評価のポイントとして記載

していただくようにお願いしてございます。 
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   なお、その採点表につきましては、今月の中旬を目途に事務局に返送していただくようお願い

しておりまして、今月の下旬の開催予定の選定委員会で最優先の活用候補者を選定していければ

というふうに考えてございます。 

   その後、４月からその決まりました最優先活用候補者との協議、調整を十分行った上で、事業

者の決定、契約の締結という流れで進めていければというふうに考えてございます。 

   説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明は終わりました。 

   これに対してのご意見、ご質疑どうぞ。 

綿引委員 事業者選定委員会のメンバーは変更はあったんでしょうか。 

政策企画課長 瓜連地区の自治会の方につきましては変更がございましたが、そのほかは変更はござ

いません。 

委員長 その外ございませんか、ご意見、ご質疑等。 

笹島委員 これ２者が手を挙げているということなんだけど、市のほうはこの土地は借地でよかった

のか、それとも買い取ってほしかったのかって、ちょっとそれをよくわかんないですけど、それ

２者に分かれていますよね。どちらが希望なんですか。 

政策企画課長 募集要項におきましては、売却でも賃借でもという募集要項としてございます。 

笹島委員 市としてはどっちがメリットあるのかな。 

企画部長 お答え申しあげます。 

   それぞれ考え方によってメリットというのは違ってくるのかなと思っています。 

   まず、大きな市の考え方といたしましては、不要な財産は持たないというのが市の基本的な考

え方であります。そういった観点からすれば、いわゆる処分ということがふさわしいということ

になるということになりますけれども、一方では、いわゆるこれによって財源の確保ということ

が目的になってきます。そうしますと、ご存じのとおり、社会福祉法人というのは、非課税の団

体でございますので、いわゆる固定資産税とかそういった税収は基本的にはないということにな

りますね。そうしますと、いわゆる借地にした場合には、継続して所有権は移転しないんですけ

れども、借地料として安定した財源が市に入ってくるということがございます。 

   そういった意味合いで、どちらも市にとっては受け入れられるものなのかなというふうに思っ

ていますので、そこの視点ではなくて、計画の中身、それから実行性、確実にできるものなのか

どうか、その辺を中心に考えて選択するという形になるのかなというふうに考えてございます。 

   以上でございます。 

笹島委員 やっぱり前やったよね、これね。決定していてあれしたって。やっぱりそのトラウマって

いうのあんでしょう。 

企画部長 笹島委員からご指摘のとおりでございます。 

   前回、いわゆる専門学校と特別養護老人ホームの共同事業というふうに提案がありまして、一

方の事業者のほうの都合によって事業ができなかったということあります。そういった意味で、
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市としてはいわゆる確実にあそこの土地利用が図れるということをまず第一義的に考えなければ

ならないということでございます。 

   そういうことでございますので、今回３月の下旬に第３回の選定委員会開きまして、事業計画

のよしあしは、選定委員の皆さんに判断をしていただきますが、その事業が果たして県をはじめ、

いろいろな民有地の地権者の方もいらっしゃいますので、そういった中で合意形成ができて、実

際に事業が実現できるかどうか、さらに慎重に考えた上で、それを６月ごろまでには最終的な事

業者の決定という形で、さらにもう一回そこのところで判断をする時間をとった上で慎重なる選

定をしていきたいというふうに考えてございます。 

   ですので、３月はあくまでも交渉を進める事業者を決めるというような形で考えてございます。 

   以上でございます。 

助川委員 １つ目の応募事業者の誠慈会さんのほうは、前回も応募されたんじゃないですか。何か応

募にあたっての理由づけ等々は前回と変らない形で市のほうから応募されたと思うんだけども、

どういう方針で再度手を挙げていただいたのか、その辺のところはわかっていますか。 

企画部長 お答え申しあげます。 

   ただいま助川委員さんからご指摘のあったとおり、前回、事業が、提案があったにもかかわら

ず、事業ができなかった事業者が誠慈会さんでございます。今回の募集する際に、募集要項をつ

くる際にどういった取り扱いをして募集要項をつくるかという中で、市においてもいろいろ検討

した経緯がございます。その中で、やはりここの土地については、いわゆる合併前からもう十数

年、土地利用が図れていないという実態を考えますと、やはりその中で前回は１社だけ応募があ

ったわけでございますので、やはり広く募集をしなければならないということを考えますと、募

集要項の中である一定の制限をかけるということはどうしたものかという判断をしたところでご

ざいます。 

   さらに、前回この募集をされた誠慈会さんにおいては、いわゆる共同事業者さんのほうは提案

を辞退をいたしましたけれども、いわゆる誠慈会さんのほうは単独でも事業は実施したいという

意欲があったということもございまして、そこについて、初めから排除するんではなくて、いわ

ゆるどういった事業計画、いわゆる何というんですかね、実行可能な実施、本当に実現可能な計

画をつくってくるのかどうか、提案してくるかどうかもわかりませんので、そういったものを見

た上で慎重に市のほうで判断するというスタンスをとったほうがいいのかなということを考えた

ものですから、広く募集を特に制限をかけず、ただ要綱の中では審査の中で確実性とか実現性の

項目の審査の点数を上げまして、それから募集要項の中で確実に事業をやりますという確約書の

提出を求めるなど、しっかりそこの書類上でもそこのところは担保するような形で募集をしたと

いうことで、さらに今回中間報告でございますけれども、慎重にそこのところの実現性、確実に

できるかどうかというのは見きわめていきたいというふうに考えてございます。 

   以上でございます。 

助川委員 当然、前回そういう形で白紙になっていますので、今回どちらが選定されるかわかりませ
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んけれども、たまたま前回手を挙げていただいた方の方向に行ってしまって、さらに今回も白紙

になってしまうよというようなことがあっては、市民の皆さん方の信頼に失墜しますので、そこ

のところはしっかりと確認をいただきながら選定をいただければというふうに思っていますので、

その辺のところの心構えをお聞かせいただければと思います。 

企画部長 ただいま助川委員さんのほうから言われる慎重に、やっぱり確実にそこのところは審査を

して、この事態があって、いわゆる事業ができないというような事態にならないようにというご

指摘を頂戴いたしまして、私どものほうとしても、そういうことは決してあってはならないとい

うふうに考えてございます。 

   ですので、今後３月下旬に事業計画の内容を審査が終わった後も、そこについて慎重に検討等

などの何というんですかね、確認ですとか、それから事業者にも再度確認するとか、そういった

経費、事業費の面もそうですけれども、いろいろな面でやはりそこのところは本当に慎重に今後、

前回のようなことのないような形でやっていきたいというふうに考えてございますので、よろし

くお願いをしたいと思います。 

委員長 その外質疑ございませんか。 

（なし） 

委員長 それでは、以上でこの件を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

休憩（午後１時 45分） 

再開（午後１時 48分） 

委員長 再開いたします。 

   総務課が出席をいたしました。 

   議案第３号 那珂市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

   執行部より説明をお願いいたします。 

総務課長 総務課の川崎です。よろしくお願いいたします。 

   議案第３号 那珂市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例。 

   那珂市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人

番号の利用に関する条例（平成 27年那珂市条例第 41号）の一部を改正する条例を別紙のとおり

制定するものとする。 

   平成 28年３月 10日提出。那珂市長。 

   80ページをお願いいたします。 

   この条例でございますけれども、昨年 12 月の議会で議決をいただき制定した番号法、いわゆ

る番号法に基づく条例でございます。そのときは、市長部局が個人番号を利用することについて

のみ規定しておりましたけれども、今回は市長部局が教育委員会に情報の提供を求めることにつ
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いて規定していることが大きな改正点でございます。 

   80 ページの改正本文でございまして、題名の改正がございます。これは条例名の改正でござ

いまして、この条例名にただいま申しあげました「個人情報の提供」というのを入れてございま

す。条例名が長いので短くしております。「那珂市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例」に修正をするものでございます。 

   それから、その後につきましては、教育委員会に特定個人情報の提供を求める改正に伴い修正

するものでございます。 

   その下の改正別表でございますけども、別表１につきましては、１行目の市独自で利用する事

務を追加するというのが主な改正でございます。 

   別表２につきましては、２行目でございます。庁内情報連携をする事務の追加、これが主な改

正でございます。 

   別表３につきましては、市長部局から教育委員会に情報の提供を求める事務が規定されており

ます。 

   説明は以上でございます。 

委員長 これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。質疑ありませんか。 

（なし） 

委員長 質疑を終結します。 

   続いて討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

（なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第３号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第３号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   続いて、議案第４号 那珂市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部を改正する条例を議

題といたします。 

   執行部より説明を求めます。 

総務課長 81ページをお願いいたします。 

   議案第４号 那珂市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部を改正する条例でございます。 

   那珂市証人等に対する実費弁償に関する条例（昭和 50年那珂町条例第 31号）の一部を改正す

る条例を別紙のとおり制定するものとする。 

   平成 28年３月 10日提出。那珂市長。 

   提案理由でございますけども、農業委員会等に関する法律（昭和 26年法律第 88号）が改正さ
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れたことにより、那珂市証人等に対する実費弁償に関する法律（昭和 50年那珂町条例第 31号）

の引用条文について所要の改正をするものでございます。 

   83ページをお願いいたします。新旧対照表でございます。 

   現行では、農業委員会等に関する法律の「第 29 条第４号」を引用しておりましたけれども、

条番号の変更によりまして、改正後は「第 35条第４項」を引用するというものでございます。 

   説明は以上でございます。 

委員長 これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

（なし） 

委員長 質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

（なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第４号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第４号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   続いて、議案第５号 那珂市職員定数条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

   執行部より説明をお願いいたします。 

総務課長 議案第５号 那珂市職員定数条例の一部を改正する条例。 

   那珂市職員定数条例（昭和 31 年那珂町条例第７号）の一部を改正する条例を別紙のとおり制

定するものとする。 

   平成 28年３月 10日提出。那珂市長。 

   提案理由でございますけれども、前の議案４号と同じでございまして、農業委員会等に関する

法律（昭和 26 年法律第 88 号）が改正されたことにより、那珂市職員定数条例（昭和 31 年那珂

町条例第７号）の引用条文について所要の改正をするものでございます。 

   87ページをお願いいたします。新旧対照表でございます。 

   現行では、農業委員会等に関する法律の「第 20 条第２項」を引用しておりましたけれども、

条番号の変更によりまして、改正後は「第 26条第２項」を引用するというものでございます。 

   説明は以上でございます。 

委員長 これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

（なし） 

委員長 質疑を終結いたします。 
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   続いて討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

（なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第５号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第５号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   続いて、議案第６号 那珂市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を議題といた

します。 

   執行部より説明をお願いします。 

総務課長 議案第６号 那珂市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例。 

   那珂市固定資産評価審査委員会条例（昭和 30年那珂町条例第 21号）の一部を改正する条例を

別紙のとおり制定するものとする。 

   平成 28年３月 10日提出。那珂市長。 

   提案理由でございますけれども、行政不服審査法（昭和 37 年法律第 160 号）の全部が改正さ

れ、改正後の行政不服審査法が施行されることにより、審査の申出書に記載する事項及び根拠法

令を整理し、また、提出資料について新たに規定を加えるため改正するものでございます。 

   95ページをお願いいたします。 

   ただいまの始まる前に差しかえを配っております。差しかえをお願いいたします。 

   改正本文は４条、６条、10 条、11 条とございますけれども、主な改正点は、４条にあります

とおり、文言の追加及び修正、それから項の追加、これが全てでございます。 

   以上でございます。 

委員長 これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

（なし） 

委員長 質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

（なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第６号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第６号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
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   続いて、議案第７号 那珂市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例を議題といたします。 

   執行部より説明を求めます。 

総務課長 議案第７号 那珂市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例。 

   那珂市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 31 年那珂町条例

第 19号）の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

   平成 28年３月 10日提出。那珂市長。 

   提案理由でございますけれども、平成 27 年４月に廃止された那珂市地域審議会設置条例によ

る委員の報酬及び費用弁償について削除し、また行政不服審査法（昭和 37 年法律第 160 号）の

全部が改正され、改正後の行政不服審査法（昭和 26年法律第 68号）により設置されることとな

る行政不服審査会の委員の報酬及び費用弁償について新たに規定するため改正するものでござい

ます。 

   98ページをお願いいたします。新旧対照表でございます。 

   改正点は２つでございまして、上の欄の現行の「地域審査会の委員」、これを削除いたします。

それから、下の欄の改正後に「行政不服審査会の委員」を追加いたします。委員長が日額 6,900

円、委員が日額 6,700円、旅費相当額は一般職でございます。 

   以上でございます。 

委員長 説明は終わりました。 

   これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

（なし） 

委員長 質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

（なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第７号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第７号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   続いて、議案第８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を議

題といたします。 

   執行部より説明をお願いします。 

総務課長 議案第８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。 
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   那珂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年那珂町条例第１号）の一部を改正する

条例を別紙のとおり制定するものとする。 

   平成 28年３月 10日提出。那珂市長。 

   提案理由でございますけれども、平成 28 年４月１日から施行される改正地方公務員法及び改

正学校教育法に伴い、根拠条例の条ずれ及び、義務教育学校の創設が措置されるため、改正する

ものでございます。 

   102ページをお願いいたします。新旧対照表でございます。 

   １条につきましては、地方公務員の法の改正で条番号の修正でございます。 

   ２つ目といたしまして、第８条の２（２）には「小学校」の後に「義務教育学校の前期課程」

というのを追加いたします。これは、学校教育法が改正になり新たに創設されたものでございま

して、義務教育学校とは、いわゆる小中一貫校のことでございます。小学校、中学校を１つの学

校として管理運営する学校でございまして、校長先生は１人というものでございます。 

   それから「特別支援学校の小学部」を加えます。これは、現行の条例に記載がないため、追加

するものでございます。 

   説明は以上でございます。 

委員長 これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

（なし） 

委員長 質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第８号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第８号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   続いて、議案第９号 那珂市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例を議題といたし

ます。 

   執行部より説明を求めます。 

総務課長 議案第９号 那珂市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例。 

   那珂市職員の再任用に関する条例（平成 13 年那珂町条例第２号）の一部を改正する条例を別

紙のとおり制定するものとする。 

   平成 28年３月 10日提出。那珂市長。 

   提案理由でございますけれども、平成 28 年４月１日から施行される改正地方公務員法におい
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て、勤務評定制度が廃止され、人事評価制度が施行されるため、当該改正に適応させるため改正

するものでございます。 

   106ページをお願いいたします。 

   現行では、再任用の任期の更新は、勤務実績が良好である場合となっておりますけれども、改

正後は、人事評価又は勤務実績のどちらかで再任用職員を評価すると規定するものでございます。 

   以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第９号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第９号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   続いて、議案第 10 号 那珂市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する

条例を議題といたします。 

   執行部より説明を求めます。 

総務課長 議案第 10 号 那珂市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例。 

   那珂市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成 21年那珂市条例第 12号）の一部を

改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

   平成 28年３月 10日提出。那珂市長。 

   提案理由でございます。平成 28 年４月１日から施行される地方公務員法の改正、休業に関す

る制度の改正及び行政不服審査法改正に伴い公表する情報について修正する必要が生じることか

ら改正するものでございます。 

   110ページをお願いいたします。 

   ３条でございますけれども、（２）、（５）、（８）が新設になります。 

   それから、５条といたしましては、（３）再就職者による依頼等の届出の状況、これが新設に

なります。それから、その上の不服申し立てが審査請求になります。 

   それから、111 ページでございますけれども、「市広報」というのが「市広報紙」に変更にな

ります。 
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   以上でございます。 

委員長 これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。ありませんか。 

     （なし） 

委員長 質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第 10号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第 10号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   ここで暫時休憩いたします。 

   再開を２時 20分といたします。 

休憩（午後２時 07分） 

再開（午後２時 20分） 

委員長 再開をいたします。 

   議案第 23号 那珂市行政不服審査会条例を議題といたします。 

   執行部より説明を求めます。 

総務課長 議案第 23号 那珂市行政不服審査会条例。 

   議案第 23号 那珂市行政不服審査会条例を別紙のとおり制定するものとする。 

   平成 28年３月 10日提出。那珂市長。 

   提案理由でございます。行政不服審査法の全部が改正され、改正後の行政不服審査法に、地方

公共団体にこの法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する機関を置くことと規定

されたことにより、その機関である行政不服審査会について、必要な事項を定めるものでござい

ます。 

   252ページをお願いいたします。 

   その前に、行政不服審査法の改正の概要について、ちょっとお話しします。 

   これまでは、異議申し立てがあった場合には処分を行った部署が対応しておりました。しかし、

改正法では処分した部署以外の部署が審査の事務局となります。例えば、土木課で処分した案件

に異議申し立てがある場合には総務課に異議申し立てを行うというようになります。異議申し立

てを審査請求、異議申し立てを行う者を審査請求人と言います。次に、審査請求を受けた総務課

は、審理員というのを指名します。審理員は市の職員でなければなりません。また現処分に関与

していない者になります。次に、指名を受けた審理員は審査請求人と土木課双方の主張を公正に
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審議して、採決の意見書を総務課に提出します。次に、総務課は審理員の意見書をもとに第三者

機関である行政不服審査会に諮問し、答申を受けた上で決裁を行うという流れになります。 

   簡単に整理しますと、１番として、審査請求人が総務課に審査請求をします。２番目といたし

まして、総務課は審理員を指名します。３番目といたしまして、審理員は審理をした上、意見書

を総務課に提出します。４番目といたしまして、総務課は行政不服審査会に諮問し、答申の上、

採決をいたします。 

   このようなことから、行政不服審査会というのを設置するわけでございますけれども、252 ペ

ージ。 

   ３の条例の概要でございますけれども、第１条が、審査会の設置について規定しております。 

   第２条につきましては、組織でございまして、組織の委員の人数について規定しております。

那珂市、この条例では５人でございます。 

   第３条、委員でございます。委員の選定、任期及び職務上知り得た情報について漏らしてはな

らない旨を規定しております。任期は２年でございます。 

   説明は以上でございます。 

委員長 これより質疑に入ります。 

助川委員 ちなみに、年間どのぐらいのこれ行政不服審査会というか請求は今まではありましたか。 

総務課長 今まではありませんでした。ただほかの市町村の例を聞くと、１件とか２件とかあるとい

うようなお話でございました。 

   以上です。 

委員長 その外質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第 23号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第 23号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   続いて、議案第 24号 那珂市行政不服審査関係手数料条例を議題といたします。 

   執行部より説明をお願いいたします。 

総務課長 議案第 24号 那珂市行政不服審査関係手数料条例。 

   那珂市行政不服審査関係手数料条例を別紙のとおり制定するものとする。 

   平成 28年３月 10日提出。那珂市長。 
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   提案理由でございます。行政不服審査法の全部が改正され、改正後の行政不服審査法に提出さ

れた資料等について、交付を求めるができると規定されているため、その交付を受ける際に納付

しなければならない手数料について定めるものでございます。 

   256ページをお願いいたします。 

   １の制定の経緯は、提案理由で同じでございます。 

   ２の条例制定の目的でございますけれども、新法、改正行政不服審査法でございますが、新法

で手数料の徴収について条例で定めるとされていますが、地方自治法でいう手数料とは違い、資

料の交付に要する費用のため、既存の那珂市手数料条例の改正ではなく、新規で制定するもので

ございます。 

   ３の条例の概要でございますけれども、第１条が趣旨、条例の趣旨について規定しております。 

   ２条、手数料の額等でございますけれども、手数料の額及び交付の方法について規定しており

ます。手数料は片面、白黒でございますけれども１枚 10円でございます。 

   ３条、手数料の徴収、手数料の徴収について法の引用の規定。 

   ４条、手数料の減免、手数料の減免の決定及び減免の限度額について規定しております。限度

額は 2,000円でございます。 

   説明は以上でございます。 

委員長 これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。ありませんか。 

     （なし） 

委員長 質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第 24号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第 24号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   続いて、議案第 25 号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を議題とい

たします。 

   執行部より説明を求めます。 

総務課長 議案第 25号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例。 

   行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

   平成 28年３月 10日提出。那珂市長。 

   提案理由でございます。行政不服審査法の全部が改正され、改正後の行政不服審査法の施行に
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伴い、各条例中の用語や手続の整合性を図ることに加え、審理手続上の新制度、審理員の指名を

適用除外する規定を追加するため定めるものでございます。 

   269ページをお願いいたします。 

   この条例は、新規条例制定という形はとっておりますけれども、実際には５本の条例の一部改

正になります。 

   第１条が、那珂市公文書の開示等に関する条例の一部改正です。 

   第２条が、那珂市個人情報保護条例の一部改正になります。第３条が、那珂市公文書開示・個

人情報保護審査会条例の一部改正になります。 

   １条の公文書開示、それから２条の個人情報の開示に対して不服申し立てがあった場合は、実

施期間は３条の審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申し立てに対する決定をすることにな

っております。 

   このように、不服申し立てに対してそれを審査する第三者機関があるような場合は、改正行政

不服審査法で定める審理員制度を適用しなくてもよいという規定になっているため、それを条例

で規定するものでございます。 

   このため、１条では改正の概要でございますけれども、審理員の適用除外に関する規定となっ

ております。それから、審査請求に関する手続に関する規定を追加しております。 

   ２条は、全く同じでございます。 

   ３条につきましては、文言の整理及び審査請求に関する手続に関する規定を追加しております。 

   ４条は、那珂市行政手続条例の一部改正。 

   ５条が、那珂市における土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部改正でございます

けれども、例えば、異議の申し立てを審査請求にするといったような文言の整理になっておりま

す。 

   説明は以上でございます。 

委員長 説明は終わりました。 

   これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第 25号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 
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委員長 ご異議なしと認め、議案第 25号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   続いて、議案第 26号 那珂市職員の降給に関する条例を議題といたします。 

   執行部より説明を求めます。 

総務課長 議案第 26号 那珂市職員の降給に関する条例。 

   那珂市職員の降給に関する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

   平成 28年３月 10日提出。那珂市長。 

   提案理由でございます。平成 28 年４月１日から施行される地方公務員法の改正に伴い、降任

及び降給の定義が明確化されたことから、降給の種類及び事由等について新たに定めるものでご

ざいます。 

   273ページをお願いいたします。 

   制定本文でございますけれども、第１条が目的でございます。 

   第２条が降給の種類でございまして、降給の種類を降格と降号の２つに定めております。 

   ３条につきましては、降格の理由、事由でございます、が定めてあります。 

   第４条につきましては、降号の事由を定めております。 

   第５条につきましては、通知書の交付ということで、降給させる場合、不利益処分説明書を本

人に対し交付させると定めてございます。 

   説明は以上でございます。 

委員長 これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

笹島委員 これは降給、降格は同じく見ているのかな。 

総務課長 ２種類ありまして、降給は降給でその事由を定めておりまして、降号は降号で別に理由を

定めております。 

   以上です。 

笹島委員 降号は降号でいいとして、降給、降格って、降格したから降給という形、一般的にとれま

すよね。具体的にこれちょっと書いていないんだれども、どういうときですか、具体的には。 

総務課長 まず、降格でございますけれども、例えば、今日は３月 16 日だと思いますけれども、給

料表は例えば３級の「きゅう」は糸へんに及ぶという字なんですけれども、３級の 16 号という

ふうになっているんです。ですから、本当はこの降給、降ろす給料の給ですね、の種類は降給と

降号とやったほうがわかりやすかったんだと思うんですけれども、でも、降給と名前が同じにな

ってしまったもので、降格としたんだと思うんですね。 

   ですから、その降格の場合には、上の頭のその級を下げてしまうというので、こちらのほうが

重い形になります。 

   どういう場合かというと、ちょっとわかりづらいかもしれませんけれども、271 ページの条例

の中には書いてあるんですけれども、３条の（１）のア、イ、ウと書いてありますけれども、人

事評価決定が思わしくない場合であって強制措置をとったにもかかわらず改善が見られない場合
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が１つです。２つ目としては、身心の故障のため職務に堪えない場合、それからその他、職務遂

行についてその適格性を欠く状態が改善されない場合などに降格を行います。 

   降号の理由につきましては、今度は４条に書いてありまして、人事評価が思わしくない場合で

あって、強制措置をとったにもかかわらず、改善が見られない場合、このようになっております。 

   以上です。 

笹島委員 とても難しいよね。言えばわかりますよね。今言っていた病気とか精神的に病んだという

ことでね。あとはその適正を欠く状態だとか、勤務上実施がよくないとか、誰がそれ決めてあれ

していくのかって、いや、不祥事を起こしたとかなんかだったらわかりいいけれども、やはり。

どのようにこういうのを実行していったら何かしていくって、これ大変なことじゃないですか。 

総務課長 来年度から人事評価制度が始まりますので、まずはその人事評価の結果を見て行うものか

なと思っております。あとはふだんから職員を観察して見定めるしかないのかなと思っておりま

す。 

   以上です。 

笹島委員 非常に危険だよね。人が人を観察するって、誰が正しくて誰があれだというね。自分の上

司が正しくてあれかというと、また下から上を評価するということだって今なかなか難しいでし

ょう。上から下に評価するというのは、上のものが結構公務員という場合は年功序列でいってい

るわけだから、そういう面で競争社会にはさらしていないからね。それで、本当に適任者かどう

かということだってあるでしょう。非常にその今言った人間関係が非常に曖昧過ぎると、非常に

難しい問題に発展するんじゃないかなって、私はちょっと危惧しただけでね。やってみなきゃわ

かんないと言うけど、大変なことですよ、人を人を評価するというのは。そういう肝を据えてち

ょっとやるかやらないかはわかりませんけれどもね。 

   以上です。 

総務課長 人事評価もそうなんですけれども、人を評価するなかなか大変なんですけれども、寺門議

員さんが一般質問をして、こちらで部長が答弁したところでございますけれども、１人ではなく

何人かで評価するという形をとっております。 

   以上です。 

委員長 その外質疑ございませんか。 

（なし） 

委員長 質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第 26号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 
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     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第 26号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   続いて、議案第 27号 那珂市職員の退職管理に関する条例を議題といたします。 

   執行部より説明をお願いいたします。 

総務課長 議案第 27号 那珂市職員の退職管理に関する条例。 

   那珂市職員の退職管理に関する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

   平成 28年３月 10日提出。那珂市長。 

   提案理由でございますけれども、平成 28年４月 10日から施行される地方公務員法の改正に伴

い、措置されることとなった退職管理の適正化について、職員の均衡上、法の規定を外れること

となる職員について条例にて対象を拡大するため制定するものでございます。 

   276ページをお願いいたします。 

   詳しくは、ここに制定の理由が書いてございまして、１行目後ろのほうでございますけれども、

退職管理として、退職後２年間は、退職前５年間に就いていた職務の内容に関する契約等事務に

ついて、要求又は依頼をしてはならないとされています。離職の日の５年前の日より前に国の部

課長級に相当する職として、規定される職に就いていた職員については、当該職に就いていた時

点から職務の内容に関する契約等事務について規制されますが、職員の均衡上国の部課長級に相

当する職として定める範囲を地方公務員法の規定より広げる必要があることから定めようとする

ものでございます。 

   この一番下の表でございますけれども、地方公務員法では、普通公共団体の市長部局の内部の

長のみが、対象となってございます。内部の部課長ですかね、この辺が対象となっていますけれ

ども、職員の均衡を図る意味からも、それを条例により行政委員会の内部の長というんですかね、

長にまで広げるものでございます。 

   以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。ありませんか。 

     （なし） 

委員長 質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第 27号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 
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委員長 ご異議なしと認め、議案第 27号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   続いて、議案第 28 号 那珂市職員の等級及び職制上の段階ごとの職員の数の公表に関する条

例を議題といたします。 

   執行部より説明をお願いいたします。 

総務課長 議案第 28号 那珂市職員の等級及び職制上の段階ごとの職員の数の公表に関する条例。 

   那珂市職員の等級及び職制上の段階ごとの職員の数の公表に関する条例を別紙のとおり制定す

るものとする。 

   平成 28年３月 10日提出。那珂市長。 

   提案理由でございます。平成 28 年４月１日から施行される地方公務員法の改正に伴い、職員

の等級及び職制上の段階ごとの職員の数を公表することが義務とされたことに伴い、公表すべき

情報及び公表の方法について定めるものでございます。 

   279ページをお願いいたします。 

   制定本文でございます。 

   第１条が趣旨になってございます。 

   第２条が報告の時期でございまして、各任命権者から市長への報告月を４月末日とするもので

ございます。 

   第３条が任命権者の報告事項、それから４条が公表の時期、それから５条、公表の方法でござ

います。公表の方法については、市広報紙やホームページでございます。 

   説明は以上でございます。 

委員長 これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

笹島委員 これは等級とか職制、職員の数だけ公表するだけ。 

総務課長 職員の等級、それから職制上の段階ごとの職員の数を公表することになっております。 

委員長 笹島委員。 

笹島委員 要するに、その等級だから給料にもかかわるよね。そうすると、もちろんその給料等は出

さないで、等級、何級から何等級か忘れちゃったけれども、それに何人の数と、例えばＡ等級何

人、Ｂ等級何人、そういう感じで出すわけ。 

総務課長 そのとおりでございます。 

笹島委員 これ何の意味があんのかな。 

総務課長 これは地方公務員法のその 24 条に職員の給与はその職務と責任に応じるものでなければ

ならないという規定がありまして、いわゆる職務級の原則というのがございまして、この職務級

の原則を一層徹底させるために国が設けたものでございます。 

   以上です。 

委員長 笹島委員。 

笹島委員 じゃ、言われたとおりやってりゃいいんだ。 
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総務課長 何と答えていいかわかんないですけれども、そんな感じです。 

委員長 その外質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第 28号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第 28号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   続いて、議案第 29号 那珂市職員の修学部分休業に関する条例を議題といたします。 

   執行部より説明をお願いします。 

総務課長 案第 29号 那珂市職員の修学部分休業に関する条例。 

   那珂市職員の修学部分休業に関する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

   平成 28年３月 10日提出。那珂市長。 

   提案理由でございます。職員の自発的な能力開発を一層推進するため、教育機関において修学

しようとする職員に対し、勤務時間の一部を部分的に休業することができるよう修学部分休業を

定めようとするものでございます。 

   282ページをお開きください。 

   制定本文でございますけれども、１条は趣旨が載ってございます。 

   ２条は修学部分休業について定めておりまして、概要は休業の承認を 30 分単位１週間を通じ

て 19 時間を超えない範囲とし、承認できる教育機関及び休業期間を定めるものでございます。

休業期間は２年間でございます。 

   ３条でございます。修学部分休業所得時の給与でございます。概要でございますけれども、部

分休業に係る給与については、時間当たりの給与を減額して支給すること及び、時間当たりの給

与額の算出について定めるものでございます。 

   説明は以上でございます。 

委員長 これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

議長 これ新しいあれなんかもしんないけれども、今まで、例えば職員さんで２年間休んで大学へ行

き直したとか研修、そういうあれはないのかな、前例は。 

総務課長 ございません。 

議長 わかりました。 
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委員長 その外質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第 29号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第 29号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   続いて、議案第 30号 那珂市職員の自己啓発等休業に関する条例を議題といたします。 

   執行部より説明をお願いします。 

総務課長 議案第 30号 那珂市職員の自己啓発等休業に関する条例。 

   那珂市職員の自己啓発等休業に関する条例を別紙のとおり制定する。 

   提案理由でございます。職員の自発的な能力開発を一層推進するため、大学等課程の履修又は

国際貢献活動を行おうとする職員に対して、最長３年間の休業を認める、自己啓発等休業を制定

しようとするものでございます。 

   287ページをお願いいたします。 

   制定本文でございます。 

   １条は趣旨でございます。 

   ２条、自己啓発休業の承認。自己啓発休業を承認する対象として、在職期間が２年以上の職員

とし、目的として大学等課程の履修又は国際貢献活動とするものでございます。 

   第３条、自己啓発等休業の期間。休業の期間を大学等課程の履修の場合は２年でございます。

特に必要な場合は３年まで認めております。それから、国際貢献活動の場合は３年とするもので

ございます。 

   説明は以上でございます。 

委員長 質疑に入ります。 

助川委員 これ国際貢献活動というのは、具体的にはどういう事例なんですかね。 

総務課職員Ｇ長 いろいろなものが想定されますけれども、現在想定しているものは、海外青年ボラ

ンティア等の活動でございます。 

   該当するものが事例によって判断していかなきゃいけない部分もあると思いますが、端的に例

を挙げるとすれば、現在そういうようなものが考えられるかなというふうに思います。 

助川委員 外国の災害発災とか、そんなときのボランティアなんかも入んないのかな。 

総務課職員Ｇ長 それが自己啓発にあたるかどうかというところは非常に難しい判断かと思います。



－60－ 

ボランティア休暇というものは、別に那珂市の場合は用意してございますので、ただ単純なボラ

ンティアであれば、そちらを利用していただくということになるかと思います。 

委員長 よろしいですか。 

   その外ございませんか。 

     （なし） 

委員長 質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第 30号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第 30号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   続いて、議案第 31号 那珂市職員の配偶者同行休業に関する条例を議題といたします。 

   執行部より説明をお願いいたします。 

総務課長 議案第 31号 那珂市職員の配偶者同行休業に関する条例。 

   那珂市職員の配偶者同行休業に関する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

   平成 28年３月 10日提出。那珂市長。 

   提案理由でございます。職員の配偶者が海外赴任等をする場合であって、職員が当該職員の配

偶者に帯同しようとするため、勤務に服することができないときに休業を認める配偶者同行休業

を人材喪失の危険性低減のために定めようとするものでございます。 

   293ページをお願いいたします。 

   制定本文。１条は趣旨でございます。 

   ３条でございます。配偶者同行休業の期間は３年間でございます。 

   ４条でございます。配偶者同行休業の対象となる配偶者が海外に滞在する事由。これにつきま

しては、３つございまして、配偶者の海外赴任が１つでございます。２つ目が配偶者の海外での

事業展開、これが２つ目でございます。３つ目が配偶者の海外における大学への修学となってお

ります。 

   説明は以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

笹島委員 これ意味がわかんないんだよね。海外、外国で勤務する。それから事業経営する、個人の

活動をしておいて大学に行くのに配偶者が休業する。２番目なんか特にひどいよね、これ。一労
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働者として働けられちゃうよね、これね。こっちで休業して、なおあれでこの給料もらうかわか

らないけどさ。とってもひどいあれなんだけれども、これなんでこういうことを決めているの、

これは。これ書いてあるの、人材喪失の危険性低減のために。 

総務課長 そのとおりでございます。 

笹島委員 そのとおりってこれ意味わかる。何のために、人材喪失って、どこの人材が喪失すると思

うの、これ。どこで危険性の低減するの。海外へ行って向こうで働いて向こうで個人経営するわ

けなんですよ。そして、何のために向こうに行くかというと、一労働者として奥さんとか何かが

働きに行くわけでしょう、それ助けて。こちらである程度の給料もらってでしょう、そうじゃな

いの、これ。説明して。 

総務課長 そういうわけじゃなくて、奥さんが配偶者だとすると、旦那さんの仕事で旦那さんが海外

に行く、もしくは旦那さんの都合で旦那さんが大学に修学するために行くと、そういう場合に配

偶者がついていく。そういう場合を想定しているのが、この条例でございます。 

   今まではもう海外に行ってしまうとすぐ退職しなくちゃならないんですけれども、そうすると、

その人材が喪失してしまうと、そういうことからこの条例をつくったものです。 

笹島委員 私が言いたいのは、それは人それぞれ海外に行く人もいるし、国内で異動する人もいろい

ろいるでしょう。その中で、わざわざ向こうで経営していくわけでしょう、自営をしていくわけ

でしょう。そうすると、こちらでここにいた職員の人が向こうでお手伝いするということは、１

人の労働者として向こうでお手伝いするわけですよ、一般的にね。１人単身赴任でできないから。

そういう手助けになるんじゃないのかなということを思った。 

副市長 例えば、具体的に本当にその例があるかどうかじゃなく全く例えですけれども、旦那さんが

自衛隊にいらっしゃって奥さんが市の職員、もしくはＰＫＯ活動等で海外に赴任をして２年間行

く場合、あるかどうかわかんないですよ。その場合に奥様は一緒に旦那さんと同行したいという

ような意図があった場合、今までは多分退職をされて市の職員としてやめていかれるということ

が通常なんです。あるいは、例えば原子力研究所の女性の優秀な研究員がいて、旦那さんが市の

職員でいた場合に、奥さんがそのアメリカの研究所に赴任になったときに、旦那さん一緒に子供

連れていく場合はやめざるを得なかったわけですね。そういう場合に、市のやっぱり優秀な人材

が流出してしまうというのを防ぐためには、この休業制度というのを設けて一定期間は猶予を与

えて同行を許しましょうというような制度なわけです。 

   ですから、勝手な理由で起業して、それをずっと市として待っているとかそういうわけではな

いので、そこはやはり優秀な人材の流出をやっぱり危惧をする。より今同行ということになると、

その配偶者との家族関係もいろいろあるでしょうし、また海外勤務というのもふえている中で、

これは民間企業も公務員もそうですけれども、あとは学習意欲ということで海外留学等もあると

思いますけれども、それに同行したいという方に対してサポートする意味での休業制度だという

ふうに認識していただければいいのかなというふうには思います。 

   以上です。 
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笹島委員 今の言った、副市長の今ＰＫＯで自衛隊に行った。これは海外での勤務というふうに１番

に該当するのかな、そうすると。非常に２番、３番というのを強調してあるけどさ。ですよね。

海外の勤務だったら配偶者は休業してついていっていいですよと、３年間、そういう意味でしょ、

これは。でいいの。 

総務部長 要するに、今そういうときには当然奥さんも、例えばついていきたいと、子供も小さいの

で一緒についていきたいということであれば、その３年間は休業を認めるよと。ただ休業ですか

ら、これ無給になりますからね。通常はやめざるを得ないのに３年間は猶予を認めましょうとい

う話ですから、うちからは給料は出しません、そのときには３年間は、そういう意味ですので、

そこで優秀な人がやめられちゃったのでは困るので、３年間はそこは認めましょうという条例で

すよね。ですから、いい条例だと思いますよ。 

笹川委員 早く言ってよ、それ無給だって。さっき俺言ったじゃん。ある程度もらってあれするのか

っていうね、でしょう。要するに、３年間は無給で休業してという形でしょう。要するに戻れる

ことを前提にして、一般的にはやめなきゃいけなかったという、そういう意味だよね。早く言っ

てね、それね。 

委員長 その外ございませんか。 

小宅委員 極端な例ですけれども、若い夫婦で庁内結婚をして、旦那が啓発で海外の大学に行くんだ

と、奥さんついていくんだというのもあり得なくはないということですか。同じこの市役所内で

結婚した場合、このさっきの議案 30 号ですか、で旦那さんが行って奥さんがそれについていく

んだと。 

総務課職員Ｇ長 現状的には考えられることかと思いますが、申請を受けたら全部認めるということ

ではありませんので、そのあたりはきちんとした状況を勘案しまして、業務に支障がないかどう

か、その点でまずは判断することになるかと思います。 

小宅委員 わかりました。ありがとうございます。 

委員長 よろしいですね。 

   その外ございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第 31号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第 31号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
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   続いて、議案第 46号 平成 28年度那珂市一般会計予算、総務課所管部分を議題といたします。 

   歳出、１款議会費、１項議会費、１目議会費について説明をお願いいたします。 

総務課長 29ページをお願いいたします。 

   １款議会費、１項議会費、１目議会費でございます。本年度予算額２億 1,024万 4,000円でご

ざいます。 

   事業といたしましては、30ページまで５事業でございます。 

   説明は以上でございます。 

委員長 説明は終わりました。 

   質疑ありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、次に歳出、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費について説明をお願い

いたします。 

総務課長 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、本年度予算額 11 億 4,290 万 1,000 円で

ございます。 

   33ページまで 10事業ありますけれども、全て総務課所管でございます。 

   その 33ページの一番最後の行政不服審査会事業でございます。これは新規でございます。 

   説明は以上でございます。 

委員長 質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、次に２款総務費、１項総務管理費、14 目諸費、２項徴税費、１目税務総務費に

ついて説明をお願いいたします。 

総務課長 52ページをお願いいたします。 

   14 目諸費でございます。そのうち、総務課所管は諸費事務費 380 万 3,000 円、それから自衛

官募集事業９万 5,000円が総務課分でございます。 

   それから、54ページ。 

   ２款総務費、２項徴税費、１目税務総務費の一番下のほうでございます。固定資産評価審査委

員会設置事業 10万 8,000円でございます。これが総務課分でございます。 

   説明は以上でございます。 

委員長 説明は終わりました。 

   質疑ありませんか。よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 それでは、次に２款総務費、４項選挙費、１目選挙管理委員会費、２目選挙啓発費、３目有

ケ池土地改良区総代選挙費、４目参議院議員議員通常選挙費について説明をお願いいたします。 

総務課長 ２款総務費、４項選挙費、１目選挙管理委員会費、本年度予算額 889万 3,000円でござい

ます。 
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   続きまして、一番下でございます。２目選挙啓発費、本年度予算額 19 万 9,000 円でございま

す。 

   次のページ、59 ページでございますけれども、３目有ケ池土地改良区総代総選挙費、本年度

予算額 19万円でございます。 

   ３目参議院議員通常選挙費、今年度予算額 2,188万 2,000円でございます。 

   説明は以上でございます。 

委員長 質疑ありませんか。 

議長 有ケ池の土地改良については、これ何なんか市が関与してやっているわけ。 

総務課長 那珂市にある土地改良区につきましては、ここの選挙管理委員会で選挙を所管しておりま

す。 

   以上です。 

委員長 よろしいですか。 

   その外質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 以上で質疑を終結いたします。 

   それでは、ここで暫時休憩いたします。 

休憩（午後３時 05分） 

再開（午後３時 06分） 

委員長 再開いたします。 

   瓜連支所が出席いたしました。 

   議案第 46号 平成 28年度那珂市一般会計予算、瓜連支所所管部分を議題といたします。 

   ２款総務費、１項総務管理費、12目支所費について説明をお願いいたします。 

   お願いします。 

瓜連支所長 瓜連支所長の吽野です。 

   51ページをお開き願います。 

   ２款総務費、１項総務管理費、12目支所費、本年度予算額 4,326万 1,000円。 

   51ページ、52ページになります。 

   主なものは、職員２名の給料、支所庁舎管理事業に要する費用です。 

   以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

   質疑ございませんか。 

助川委員 130万の増の主な原因は何ですか。 

瓜連支所長 お答えいたします。 

   委託料の中の施設清掃関係が増になっております。 

   以上です。 
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助川委員 それはどういう理由で増額になったんですか。 

瓜連支所長 空気環境測定等が余計に今年度から入ります。 

   以上です。 

助川委員 それがそのまま 130万ということなんですか。 

瓜連支所長 そのほかに施設警備等の増も含まれてはおります。 

委員長 よろしいですか。 

   その外質疑。 

笹島委員 今のこの委託料というのは、この本庁舎と向こうは同じ会社等でやっているのかな。警備

とか清掃とか除草というのは別にやっているんでしょうけれども、入札やってんのかな、これは。 

瓜連支所長 支所は支所で別に指名してやっております。 

笹島委員 入札でやっているのかって聞いたんですけれども。 

瓜連支所長 入札をやっております。 

笹島委員 毎年やっているわけ、その入札は。 

瓜連支所長 債務負担行為で３年に一回になります。 

笹島委員 ３年に一回、大体それは変っているわけですか。 

瓜連支所長 瓜連支所に関しては、今のところ変っていないです。 

笹島委員 何社くらいでやっているの、入札とか来て毎回。 

瓜連支所長 そうです。終わりました。 

笹島委員 それはもう３年前と全部変っていないんです、ずっと。その３社とも。今言った清掃のほ

うかな。 

瓜連支所長 清掃と警備と一緒です。 

笹島委員 その入札がね、ちょっと内容が俺わからないんだけれども、後で教えてもらえますか、い

いですか。 

総務部長 指名競争入札でやっておりますけれども、私もちょっと数は忘れましたけれども、近隣の

市町村、水戸、ひたちなか等の清掃会社と、警備は警備の会社、かなりの会社を指名しておりま

す。多分 20近くあったような気がしました。 

笹島委員 支所は支所で別でやるという意味合いというの。要するに本庁舎は本庁舎で別にやってい

るんでしょう。今言っていたね。そうすると、そのスケールメリットというのは一緒にやること

によっても考えられないのかな。 

総務部長 その方法もあるかと思いますけれども、基本的にはそのいわゆる何というんですかね、業

者のやる場所の拡大といいますか、本庁は本庁、向こうは向こうでいろいろな請負会社がふえる

形になりますよね、一緒にやるよりもね。１社になるか、それとも２社になるかという話も出て

きますし、ただ一緒にやってスケールメリットが出るかというと、そこは正直わかりませんが、

一応今のところ、建物が別なので、それぞれのほかの施設もございますけれども、一緒にはして

いません。全てその施設ごとにそれぞれに指名をして競争入札でやっているということです。い
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わゆる機会の拡大といいますか、そういう意味もありますよね、業者のね。何十社ってあるわけ

ですから。 

笹島委員 公共施設の、ある程度のその今言っていた、それ専門にやっているところもあるでしょう

から、あとほかのものをやりながらやっているところもあると思うんですね、清掃だら清掃をね。

今たくさんありますよ、そういうところはね。除草はそこら辺の土木関係でやっているところあ

るね。警備も警備会社を頼んでいるかどうかわからないけどもさ。逆に言えば、その一度はそう

いうスケールメリットという形でちょっと一度出してもらってもいいかもしれませんね、それは

ね。方法でね。別にその今言っていた那珂市の市内の中だからね。市内の中だからあくまでもね。

これが、ここから石岡の仕事とか、これが今言った土浦の仕事、そういうあれじゃないからとい

うことを考えられると思うんですね。ありとあらゆるものね。 

小宅委員 おそらく笹島委員が引っかかっているのは、その 130万上がっているけれども、明確な答

えがなかったので、じゃどういうふうになっているんですかということだと思うので、３年前と

今回でここが違っての入札なので上がりましたという資料を見せてもらえればよろしいのかなと

思います。 

委員長 そういった資料ありますか。 

瓜連支所長 先ほどの施設清掃につきまして、その空気環境測定につきましては、金額を比較します

と 50万円ちょっとぐらいふえています。 

委員長 その資料を 130万の違いの資料は後でお願いいたします。 

瓜連支所長 わかりました。後でお出しします。 

委員長 その外に質疑ありますか。 

総務部長 ちなみにこの 130万は、この人件費と支所庁舎管理と窓口事務、３つ合せての 130万です

ので、そこは勘違いなさらないようにお願いいたします。 

委員長 わかりました。 

   その外質疑ありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、以上で質疑を終結します。 

   暫時休憩します。 

休憩（午後３時 16分） 

再開（午後３時 17分） 

委員長 再開いたします。 

   税務課及び収納課が出席いたしました。 

   それでは、議案第 46号 平成 28年度那珂市一般会計予算、税務課、収納課所管部分を議題と

いたします。 

   歳入、１款市税について説明をお願いいたします。 

   お願いします。 
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税務課長 税務課課長の平野です。ほか３名出席しております。よろしくお願いします。 

収納課長 収納課課長の小橋です。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。 

税務課長 予算書 13ページをお開き願います。 

   款項、予算額の順にご説明申しあげます。 

   １款市税、１項市民税、予算額 29 億 1,255 万 9,000 円。市民税は、個人市民税と法人市民税

の合計額になっております。 

   続きまして、２項固定資産税、予算額 29 億 7,671 万 3,000 円。固定資産税は、固定資産税と

国有資産所在市町村交付金及び納付金の合計になっております。 

   続きまして、このページと次のページにわたります。 

   ３項軽自動車税、予算額１億 6,037万 3,000円。 

   続きまして、４項市たばこ税、予算額３億 8,620万 7,000円。 

   ５項都市計画税、予算額３億 672万 8,000円。 

   以上でございます。よろしくお願いします。 

委員長 説明が終わりました。 

   質疑ございませんか。 

笹島委員 これあれかな、やっぱり固定資産税は土地よりも家屋のほう税収ふえているのかな。 

税務課長 もちろん家屋もございますが、近年、太陽光発電の設備が増加しております。それによっ

て、償却資産の伸びがあるということで計上したわけでございます。 

笹島委員 じゃ太陽光も家屋に値するわけ。 

税務課長 太陽光の場合は償却資産、設備ということで償却資産に該当になります。 

笹島委員 じゃ土地には課税されないのか。 

税務課長 都市計画税のほうには償却資産は該当になりません。土地と家屋の部分だけでございます。 

委員長 その外質疑ありませんか。 

     （なし） 

委員長 続いて、歳出、２款総務費、１項総務管理費、14 目諸費、２項徴税費、１目税務総務費、

２目賦課徴収費について説明をお願いいたします。 

税務課長 予算書 53ページをお開き願います。 

   諸費についてご説明申しあげます。 

   右側の説明欄の丸印、一番上に記載されております市税等加誤納還付金 1,400万でございます。

この内容につきましては、主に納税者が納付した市税の取り消し、それから減額構成による市税

の還付金でございます。 

   続きまして、54ページをお開き願います。 

   款項目、予算額の順にご説明申しあげます。 

   ２款総務費、２項徴税費、１目税務総務費、予算額１億 6,729万 9,000円。税務総務費は職員

人件費、税務総務事務費、固定資産評価審査委員会設置事業の３事業でございます。このうち、
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先ほどご説明ありました固定資産評価審査委員会事業は、総務課所管の事業ということでござい

ます。 

   続きまして、54ページの下段から 56ページをお開き願います。 

   ２目賦課徴収費費、予算額１億 1,950万 2,000円。賦課徴収費は賦課事務費、徴収事務費、固

定資産課税台帳整備事業の３事業でございます。主なものでございますが、賦課事務費は地籍図

過剰修正の委託料及び役務費では郵送料等でございます。また、徴税事務費では、臨時職員の賃

金、コンビニ収納の事務委託金、その他郵送料等でございます。 

   そのほか、平成 30 年度固定資産評価がえに向けた固定資産課税台帳整備の委託料が主なもの

でございます。 

   前年度に対して増額の理由でございますが、平成 30 年評価がえに向けた土地の不動産鑑定、

宅地の不動産鑑定の委託がございます。固定資産課税台帳整備事業の中での１つの事業でござい

ます。その鑑定料、これが約 2,200万ということで増額が主な内容でございます。 

   よろしくお願いします。 

委員長 説明が終わりました。 

   質疑ございませんか。ありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、以上で質疑を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

   お疲れさまでございました。 

   それでは、再開を３時 35分といたします。 

休憩（午後３時 25分） 

再開（午後３時 36分） 

委員長 再開いたします。 

   市民協働課が出席いたしました。 

   それでは、議案第 46号 平成 28年度那珂市一般会計予算、市民協働課の所管部分を議題とい

たします。 

   歳出、２款総務費、１項総務管理費、７目コミュニティ費について説明をお願いいたします。 

市民協働課長 市民協働課長の石川でございます。ほか２名出席しております。どうぞよろしくお願

いいたします。 

   それでは、予算書の 42ページをお開き願います。 

   ２款総務費、１項総務管理費、７目コミュニティ費、予算額２億 9,785万 6,000円でございま

す。この目でございますが、この目では予算書の 47 ページをちょっとお開きいただきますが、

そこの一番下に記載がございます戸多地区交流センター整備事業、それと次のページ、48 ペー

ジに記載がございます額田コミュニティ広場整備事業及び４中学区コミュニティセンター整備事

業、これが新規事業として計上しております。そのため、昨年度と比較して 8,600万円の増額と
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なっております。 

   以上です。 

委員長 質疑ありませんか。 

笹島委員 これ去年、私が一般質問した４中学区コミュニティセンター整備事業、３万 9,000円くら

いでこれ何やんのかな、これ、この予算で。 

市民協働課長 今考えておりますのは、地元でいろいろ協議しなければなりませんので、地元に建設

準備委員会等を、名称は仮称ですが、そういったものを組織していただきまして、市役所の担当

者も入って、まず場所の選定からやっていこうということで、その経費だけを計上したというこ

とでございます。 

委員長 よろしいですか。 

   その外質疑ありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、次に２款総務費、１項総務管理費、８目男女共同参画推進費、９目国際市民交流

費、14目諸費について説明をお願いいたします。 

市民協働課長 それでは、48ページをお開き願います。 

   ２款総務費、１項総務管理費、８目男女共同参画推進費、予算額 297万 1,000円でございます。

これは、平成 28 年度は２年に一度実施しております男女共同参画啓発の講演会を予定しており

ますので、前年度と比較いたしまして 75万 4,000円の増額となっております。 

   続きまして、同じページの一番下をごらんいただきたいと思います。 

   ２款総務費、１項総務管理費、９目国際市民交流費、予算額 1,142万 6,000円でございます。

この目では、国際交流推進事業といたしまして、アメリカテネシー州オークリッジと国際姉妹都

市提携をしております。そして、お互いの中学生同士でホームステイによる交換交流を行ってお

りますが、昨年度までは当市の中学生をオークリッジへ派遣する事業につきましては、国際交流

協会が実施し、経費は市からの補助金で賄うという方式で実施しておりましたが、本年度からは

責任の所在を明確にする必要がございますので、市の直轄事業といたしました。そのため、見か

け上、事業費が増額となっているものでございます。 

   続いて、52ページをお開きいただきたいと思います。 

   ２款総務費、１項総務管理費、14目諸費、予算額 4,379万 4,000円でございます。この目で市

民協働課が所管いたしますのは、次のページにございます空き家バンク運営事業、それとふれあ

いパーティー開催支援事業の２事業でございます。この２つの事業とも、まち・ひと・しごと総

合戦略に伴います新規事業でございまして、空き家バンク運営事業につきましては、空き家バン

ク制度を創設するために、28 年度は調査設計を行う、そのための経費として計上してございま

す。また、ふれあいパーティー開催支援事業でございますが、これは結婚を目指す若者に出会い

の場を提供して、結婚への後押しをして、ひいては那珂市の人口減少に歯どめをかけるとその一

助とするということを目的にいたしまして、茨城県にございます県の出会いサポートセンターと
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いう組織がございますが、ここの協力を得ながら実施するものでございます。ふれあいパーティ

ー、実際の開催につきましては、委託での実施を考えておりまして、委託先といたしましては、

商工会青年部にお願いしたいというふうに考えているところでございます。 

   以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

   質疑ございませんか。 

小宅委員 49 ページなんですけれども、台南市交流調査業務、台南市というのは、どういう経緯で

これ出てきた名前なんでしょうか。 

市民協働課長 実はこれ戦時中にさかのぼりますが、戦時中、台南が日本軍に占領されておりまして、

そこに杉浦茂峰という戦闘機のパイロットですね、が駐留していたわけです。そこにアメリカ軍

が飛行機で攻めてまいりまして、パイロットですので迎撃のために飛び立ったわけです。空中戦

になりまして、アメリカ軍の飛行機に被弾して撃墜されそうになったと。そのときに、そのまま

墜落すると台南の集落に墜落してしまう危険性が非常に高かったので、そこを避けて養殖池のほ

うにあえて飛行機は墜落させた。パイロットの杉浦氏は、脱出してパラシュートで降下したんで

すが、降下中にやはりアメリカ軍の戦闘機に銃撃されまして死亡したといういきさつがございま

す。 

   その杉浦茂峰氏を台南市の市民が「飛虎将軍廟」と、「ヒコショウグン」というのは飛ぶ虎と

書くんですが、いわゆる戦闘機のパイロットのことを飛虎というふうに言うんだそうですが、飛

虎将軍廟として、非常にこれ立派な廟を建設して、今でも朝晩、君が代と海行かばのテープを流

してお線香をあげて供養しているといういきさつがございまして、その杉浦氏の戸籍をたどって

みますと、もとが那珂市の出身だったということがわかりまして、それをきっかけに台南市と交

流を図りたいということで始まったものでございます。 

小宅委員 杉浦姓って余り那珂市では聞かない苗字なんですけれども、どの辺なんですか。 

市民協働課長 杉浦姓は多分お嫁に行った先が杉浦だと思うんですが、要するにその茂峰氏の母親が

那珂市出身で寄居だというふうに聞いております。横山姓だというふうに聞いております。 

副市長 補足なんですけれども、これせんだって新聞にも載ったかと思うんですけれども、水戸の市

長が台南にやはり行かれて、この杉浦さん、水戸の軍隊といいますかね、住所があったんだと思

うんですけれども、その関係で水戸の市長は現地に訪問して交流を始めています。 

   もともと、私もあれこれ那珂に戸籍ある方だよねってちょっと疑問に思っていまして、市の国

際交流協会のホームページなんかでは詳しく今、課長説明した内容が入っていましたので、市長

がもともと交流をしてもう少し国際交流の事業を充実させようと。一部だけというところが今あ

りますのでという狙いがあるのが１つと。 

   あとこの前、台南の大きな地震で被害に遭った際に、お悔みの電報等々も送って、この前、偶

然に東京で市長が台南の副市長さんとお会いになって、そこでやはりうまくつながったもんです

から、まして今度茨城空港からの台湾、台北ですけれども、空路ができるということもございま
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して、新たにその国際交流を始める意味ではきっかけになるのかなという感じがいたします。す

みません、補足でございますけれども。 

委員長 その外。 

助川委員 空き家バンク事業についてなんですが、今年度は主要事業説明でも新規事業ということで

して、昨年ですか、まちづくり委員会さんのほうに行政側から調査依頼ということで調査をされ

たというようなことですけれども、これ全市内全て調査されたということですか。 

市民協働課長 空き家バンクの調査事業については、防災課が主管なんですが、今、議員のおっしゃ

られたとおり、全地区を対象にやったということでございます。 

   内容的には、全部で 877戸の空き家があったということで、それをＡランク、Ｂランク、Ｃラ

ンク、Ｄランクということで分けまして、Ａランクあたりはちょっと人が定住できるのかなとい

うところなんですけれども、Ｄランクについては危険空き家ということで逆に取り壊しのほうに

なります。空き家バンクの活用については、これは市民協働課のほうでむしろ有効活用のほうの

Ａランク、Ｂランクですか、有効活用のほうを図るということで制度設計をやるということでご

ざいます。 

   調査の主管については防災課だということで認識いただきたいと思います。 

   以上です。 

助川委員 Ａランク、Ｂランクでは何棟ぐらいあるんですか、対象は。 

市民協働課長 詳しい話は申しわけないんですが、防災課のときにさせていただきたいと思います。 

助川委員 わかりました。じゃそのとき聞きます。 

助川委員 もう１つ、ふれあいパーティー開催支援事業も新規事業ということですけれども、これは

何組ぐらいの方々を想定されてのご予算なんですか。 

市民協働課長 何組ぐらいというのは、やってみないとわからないというところが正直なところでご

ざいまして、１件でも、２件でも婚約が成立すれば大変喜ばしいことかなというふうに思ってお

ります。 

   以上です。 

助川委員 委託料 50 万というような予算計上になっていますので、それなりの想定をされた上での

予算計上だと思うんだけれども、１組、２組では 50 万円というのはちょっと高い金額になっち

ゃいますので、それなりの効果が得られるような、商工会さんということ、その辺のところもし

っかりお話ししていただいて、できるだけ効果があらわれるような事業にしていただければと思

います。 

   以上です。 

委員長 よろしいですか。 

   質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、以上で質疑を終結します。 
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   暫時休憩します。 

   入れかえをお願いします。 

休憩（午後３時 50分） 

再開（午後３時 51分） 

委員長 再開をいたします。 

   市民課が出席いたしました。 

   議案第 46号 平成 28年度那珂市一般会計予算、市民課所管部分を議題といたします。 

   歳出、２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費、２目一般旅券発給費

について説明をお願いいたします。 

市民課長 市民課長の関でございます。そのほか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、予算書の 56ページをお開き願います。 

   ２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費、本年度予算額１億 459万円

でございます。前年に比べまして 1,740万 8,000円の増加となっております。主な理由といたし

ましては、個人番号カード交付事業と証明書コンビニ交付事業、職員の年齢構成への変更による

人件費の増加でございます。 

   57ページの右側をごらんください。 

   説明の欄の一番上の個人番号カード交付事業でございます、771 万 6,000 円。こちらは社会保

障・税番号制度に伴い、個人番号カード、通称マイナンバーカードでございますが、こちらの交

付及び個人番号の通知を行う事業でございます。 

   証明書コンビニ交付事業は 254万 7,000円でございます。マイナンバーカードを利用し、コン

ビニエンスストアに設置してあります端末から住民票の写し等の証明書を交付する事業でござい

ます。証明書コンビニ事業につきましては、後ほどご説明申し上げます。 

   同じく 57ページになります。 

   ２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、２目一般旅券発給費、予算額 249万円で、前年と同額

でございます。 

   以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

   質疑ございませんか。 

笹島委員 1,700 万ぐらいかふえたという、これはマイナンバーのあれで、これも政府から、国から

あれだよね。ほとんどもらっていますよね、補助等もね。助成金をね。 

   あとはコンビニのほうと、あとは何だっけ、人件費、それ何の人件費なの。 

市民課長 人数とか変ってないんですけれども、年齢とかの構成比が変っておりますので 700万ぐら

い増額になってございます。 

笹島委員 年齢が高くなったからという意味。 
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市民課長 そうでございます。 

笹島委員 もう一つ、日曜開庁の人件費はどうなの。今、日曜開庁していますよね。あれはやっぱり

プラスアルファになってっかな。 

市民課長 日曜開庁につきましては 100 分の 25 ということで、25％の支出しておりまして、大体年

間で 40万ぐらいでございます。 

委員長 よろしいですか。 

   その外質疑ありませんか。 

   （なし） 

委員長 それでは、次に４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費について説明をお願いいたし

ます。 

市民課長 説明の前に、申しわけございませんが、先ほどお配りいたしました主要事業説明書 35 ペ

ージになります、聖苑運営事業になりますが、26 年度の件数が訂正していただきたいと思いま

す。差しかえをよろしくお願いいたします。 

   それでは、予算書の 86ページをお開き願います。 

   ４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費、予算額１億 374万 3,000円でございます。そ

のうち、市民課分といたしましては、87 ページの説明の欄、一番下でございます。那珂聖苑管

理事業 1,075万 8,000円でございます。 

   88ページをお開き願います。 

   説明の欄、一番上でございます。聖苑運営事業 5,112万 3,500円、この２事業となっておりま

す。 

   以上でございます。 

委員長 質疑ありませんか。 

笹島委員 これは那珂聖苑はできてどのくらいでしたっけ。 

市民課長 できたのは平成 13年でございます。 

笹島委員 15 年くらいかな、そうすっとね。どうですか、維持管理費のほうはいろいろ上がってき

ている部分ってあるんですか。 

市民課長 やはり設備等は修繕とかが必要になってきているものがございます。 

笹島委員 特に何でしたっけ、焼却するお釜ですか、あれ等はそんなにそう長くは使えないでしょう

から、コストも高いでしょうから、ああいうのをやっぱり代ていかなきゃいけないという、一番

高コストな部分だと思うんですよね。それのあれはやっぱり一般財源で持っていくような形とい

う、１基どのくらいすんのかな、ああいうのっていうのは。 

市民課長 こちらについては、３年間の計画で全体積みかえが終了いたしまして１基 3,000万ほどか

かりました。 

委員長 よろしいですか。 

笹島委員 寿命はどのくらいなの、あれは。 
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市民課長 10年ちょっとでございます。 

笹島委員 そうすっとこれからも維持していくのに、それはあれは何基ありました、３基ありました

ね、予備も含めてね。そうすると、そういうものをやっぱりキープしておかなきゃいけないとい

う部分という、どのような形をとっていっていいのかわからいなんですけれども、とても今言っ

ていた葬儀料のあれで賄えるもんじゃないですから、それはどういうところから持っていくつも

りでいるんですか、その。 

市民課長 おっしゃるとおり、定期的なメンテナンスが必要になると思います。それで、財源のほう

では手数料では当然足りませんので、こちら一般財源のほうからということになります。 

笹島委員 じゃできるだけ丁寧に長持ちするように使ってください。 

市民課長 わかりました。 

委員長 その外ありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、以上で質疑を終結いたします。 

   続きまして、常任委員会協議報告案件であります住民票の写し等のコンビニ交付の導入につい

てを議題といたします。 

   執行部より説明をお願いいたします。 

市民課長 常任委員会資料 14ページをお開き願います。 

   住民票の写し等のコンビニ交付の導入についてご説明いたします。 

   コンビニ交付の概要でございます。 

   コンビニ交付は、住民基本台帳カードを利用して従前はおりましたけれども、個人番号カード、

通称マイナンバーカードでございますが、こちらの交付開始に伴い、個人番号カードに搭載され

ております電子証明書を利用した証明書のコンビニ交付が可能となりました。 

   コンビニ交付とは、コンビニエンスストア等に設置されておりますキオスク端末多機能なコピ

ー機でございます。住民票の写しなどの証明書を交付するという、市民にとって非常に利便性の

高いサービスでございます。 

   コンビニ交付の導入により、土日、祝日を含めて午前６時 30分から午後 11時まで、市内外の

コンビニエンスストア等で住民票の写し等を取得できることになり、取り扱い時間及び証明書交

付の拠点を大幅に拡充することが可能となります。また、個人番号カードの普及策としても有効

であると考えております。 

   次に、コンビニ交付の取り扱い時間でございます。12 月 29 日から１月３日及びメンテナンス

時を除きまして、平日、休日とも午前６時 30分から午後 11時まででございます。 

   コンビニ交付を提供するコンビニエンスストア等でございます。セブンイレブン、ローソン、

ファミリーマート、サークルＫサンクス、セイコーマートにおきましては、キオスク端末が設置

されております全国の店舗で提供しております。Ａコープ北東北、イオンリテール、国分グロー

サーズチェーン、Ａコープ鹿児島、セイブオンは一部店舗で提供しております。 
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   那珂市内におきましては、約 20 店舗、全国では４万 9,000 店舗でございます。今後も拡大し

ていくものと思われます。 

   コンビニ交付を行う証明書と手数料でございますが、交付を行う証明書につきましては、住民

票の写しと印鑑登録証明書の２種類を予定をしております。この２種類の証明書につきましては、

窓口で発行しております証明書の約 70％を占めている状況ですので、この交付の多い住民票の

写しと印鑑登録証明書を交付対象といたします。 

   交付手数料につきましては、住民票の写し、印鑑登録証明書とも、窓口での交付手数料と同額

の 300円を予定しております。 

   15ページをお開き願います。 

   コンビニ交付における主なセキュリティー対策でございますが、申請から受け取りまでの全て

の手続を、従業員を介することなく利用者がキオスク端末で行いますので、個人情報が他の人の

目に触れることはありません。 

   個人番号カードに搭載されております電子証明書と暗証番号によって厳格な本人確認を行いま

す。データの送受信は専用回線を用いるとともに、通信を暗号化することによりデータの漏えい

を防止しております。 

   キオスク端末の証明書データは証明書の印刷が終了いたしますと、完全に消去されますので、

個人データは残らないようになっております。 

   交付する証明書は、表面裏面に偽造改ざん対策が施されます。 

   キオスク端末の画面や音声によって証明書等の取り忘れを防止しております。 

   開始時期でございますが、平成 29年１月を予定しております。 

   税込みの概算費用でございますが、導入経費 180 万円、経常経費といたしまして年額 586 万

4,160 円でございます。別途コンビニ事業者等へ証明書１通当たり 123 円の委託手数料が必要に

なります。経常経費の中にはコンビニ交付の事業運営主体でございます地方公共団体情報システ

ム機構への負担金 300万円が含まれております。この負担金は、参加団体の増加により見直しが

行われる予定でございます。 

   地方公共団体情報機構とは、コンビニ交付のほかに個人番号制度や住基ネットなどに関する事

業を市町村に代って行うために地方公共団体情報システム機構法に基づいて設立された法人でご

ざいます。個人番号の通知やマイナンバーカードの製造管理を行っております。 

   今後の予定でございますが、平成 28 年５月に業者を選定いたしまして、６月に地方公共団体

情報システム機構へ参加の申し込みをいたします。 

   ７月から 12 月にかけまして、システムの構築、発行試験、広報等を行い、29 年１月にコンビ

ニ交付の開始を予定しております。 

   次に、16ページをごらんください。 

   こちらが、１番がコンビニ交付に使用しますマイナンバーカードでございます。１月から希望

者に交付しており、マイナンバーカードに搭載されております電子証明書を利用してコンビニ交
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付を行います。 

   ２番目がコンビニ交付の一般的なイメージでございます。市民の方がコンビニエンスストアの

店頭の端末で交付申請いたしますと、申請情報が証明書交付センターに送られます。証明書交付

センターで申請情報を市町村に振り分け、市町村では申請に基づき、証明書情報を証明書交付セ

ンターに送ります。証明書交付センターで偽造防止情報を加えた上で、コンビニ端末に送られ、

住民の方が証明書を受け取るということになります。 

   こちらの証明書交付センターというものを、地方公共団体情報システム機構が整備し運営して

おります。 

   先ほどの負担金の主なものといたしましては、こちらの証明書交付センターの運営費等でござ

います。 

   次に、17ページをごらんください。 

   最後に、コンビニ交付の参加状況でございます。 

   ３月末時点で全国で 185市区町村が参加予定でございます。茨城県では、右側の中ほど少し下

あたりのところなんですけれども、古河市、竜ケ崎市、つくば市、日立市、守谷市、つくばみら

い市、常総市、かすみがうら市の８市でコンビニ交付を導入しております。 

   以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

   ご意見、ご質疑等ございませんか。 

助川委員 市内では 20 店舗のコンビニさんで扱って頂ける、取り扱うということなんですけれども、

この経費としては、証明書１通当たり 123円が委託手数料ということでコンビニさんのほうにお

支払いするということになるんですね。そうするとその予算上はどの程度の利用数を積算して、

この１通当たりの委託手数料はどこに出てんでしたっけ。想定した金額ありましたっけ。 

市民課長 コンビニ交付をまず普及させるには、個人番号カードの普及が大事じゃないかなというふ

うに考えてございます。まだ個人番号カードの普及をどんどん普及させまして、コンビニ交付を

させていただきたいと思うんですけれども、まずは証明書の５％ぐらいコンビニ交付になっても

らえればいいかなというふうに、担当課のほうでへ思っております。 

助川委員 そうしますと、委託手数料ってどのぐらい見込んでしたっけ、金額は、年間に。 

市民課長 委託手数料につきましては、今後補正予算のほうで上げたいなと思っております。今回の

予算のほうには入っておりません。 

助川委員 そうしますと、開始はいつからでしたっけ。 

市民課長 平成 29年の１月でございます。 

助川委員 これは全国 123円をお支払いするということなんですね、ほかの県に行って使った場合に

も。 

市民課長 どこで使っても 123円でございます。市内、市外、県外どちらでも 123円でございます。 

委員長 よろしいですか。 
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笹島委員 マイナンバーカードのこれ普及を急がなきゃいけないよね。今のところどのぐらい１月か

ら普及しているかわかんないけれども、あとはもう１つ、今度は住基ネットって昔ね、あれした

けれども。それは使えるのかどうかわからないけれども、それから今言っていた 300円の手数料

もらって 120いくらということで、ただその今言っていた、先ほど言っていた委託料とか云々と

いうとこにこれ結構赤字になる可能性があるのかなと、同時にまたちょっとこれほかの市町村と

か全国的に見てもっともっといいあれなんですけれども、普及率がちょっと一部になっているん

ですけれども、それと同時に今言っていた住民票の写しくらいは構わないけれども、印鑑証明書

まで、暗証番号ってあれ 12桁か 11桁かわからないけれども、そういうの覚え切れるのかどうか

とかさ。その印鑑証明までやってしまうのは、危険性がはらむんじゃないかって非常にこれ慎重

期するような話だと思うんですけれども、その点どのように考えているのかな。 

市民課長 まず参加団体でございますけれども、茨城県では 28年度、今年度 12市町村以上がコンビ

ニ交付の導入を予定していると聞いてございます。 

   それと 123 円、証明書 300 円ですので、177 円は市町村に入ってこれますので、赤字というこ

とにはならないということでございます。 

   委託料のほうですね、123円を払うものを補正予算で上げたいということでございます。 

   印鑑証明につきましては、今回のコンビニ交付について住民票と印鑑証明は標準で最初から行

うということの設計になっております。 

笹島委員 言っていたあれは暗証番号でしょう、それは 12桁のあの番号なの。 

市民課長 暗証番号につきましては４桁でございます。 

笹島委員 そうすっと今言っていたマイナンバーカードと暗証番号さえあれすれば、印鑑証明とれち

ゃうよね。 

市民課長 そうです。暗証番号とマイナンバーカードがあればとれるんですけれども、暗証番号がな

くちゃできませんので、厳格な本人確認ということになってございます。 

笹島委員 便利な反面、今言っていた誰でも頼めるわけだね、暗証番号教えて。クレジットカードも

そうだけども。一般的にはクレジットカードとか、だけども、今言っていたお金を引き出すにも

なかなかよっぽどなんだけれども、そういう面で不正はないのかな。 

市民課長 基本的にはご本人がご自分で証明書をとっていただくということが基本でございます。ク

レジットカードとかキャッシュカードとかと同じような考えで使用していただきたいと思ってお

ります。 

笹島委員 ほとんどここは今言っていたコンビニでやっちゃうと、ほとんどの証明書、そうすると今

やっている日曜開庁なんかはもうやめる方向に行くとか。今度は支所のあり方も変ってきちゃっ

ていく、そういう流れになってくるのかな、便利な反面。 

市民課長 支所のほうにはちょっとこちらはあれですけれども、日曜開庁につきましては、まず先ほ

ども言ったようにマイナンバーカードの交付をすることが順序になってきますので、日曜日にも

今マイナンバーカードのほうの交付をしておりますので、それと証明書のほうもコンビニで日曜
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開庁やっているものが全部とれるわけではございませんし、マイナンバーを持っていない人のた

めもございますので、日曜開庁は今後も続けるということでございます。 

委員長 よろしいですか。 

小宅委員 今まで１つが、先ほど笹島議員もちょっと触れていましたが、通知カードから個人カード

にかえた方って多分正直少ないと思うんですけれども、進捗としてはどのぐらいなんでしょうか。 

市民課長 現在 650名の方が交付を終わってございます。通知出したものは 1,200以上、本人のほう

にできましたからという通知を出しまして、本人が来て交付するようになりますので、1,200 ぐ

らい個人宛てに通知は出しております。 

小宅委員 ５万 6,000のうちの 1,600ということですか。1,200、ごめんなさい。 

市民課長 まだ始まって二、三カ月ですので、申請したものについてはもう少し三千いくつあるとい

うふうに確認はとれております。 

小宅委員 あともう１つお聞きしたいんですけれども、経常経費なんですけれども、これ 300万が固

定費で、残りの 286万 4,160円は、要は１人 123円の委託手数料で大体想定でこのぐらいという

ことなんですか。それとも、これも固定費なんですか。 

市民課長 固定費でございます。こちらは、システムのソフトの使用料とか、サーバーがこちらにつ

きますので、そちらのリース料とか保守料とかになります。 

小宅委員 やったほうがもちろんいいことなんですけれども、3,000 人しかまだかえてなくて、これ

ちょっと悩ましい経費だなってちょっと思ってしまうので、ただこれ個人番号カードをかえたく

ないという人が多いという現状も確かにわかるってるんでなかなか歯がゆいなという印象なんで

すけれども。 

市民生活部長 最終的に３万 1,000くらいということで目標は設定してあるということなんですよ。

ただそれが何年かかるかちょっとわからない部分がありまして、ただお年寄りとか入院されてい

る方も、みんな個人番号というのはふられていますので、いわゆる証明書として使ったり、こう

いった税とかそういったものに使うのが主流でございますので、最終的にはカードをつくりたい

という方が３万 1,000ぐらいまで行けばいいのかなという目標値はございます。 

   以上です。 

小宅委員 私もまだかえてないので、余り大きいことは言えないんですけれども、まずは市役所から

普及させていって広めていくような努力も必要なのかなと思いますが、どうでしょう。 

市民課長 まずは職員からということで、職員についてはできるだけマイナンバーカードを取得して

いただくようにお願いしております。議員さんにつきましても、できればよろしくお願いいたし

ます。 

小宅委員 わかりました。 

委員長 その外ございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、以上でこの件を終結いたします。 
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   暫時休憩いたします。 

休憩（午後４時 20分） 

再開（午後４時 21分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

   環境課が出席いたしました。 

   議案第 46号 平成 28年度那珂市一般会計予算、環境課所管部分を議題といたします。 

   歳出、４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費、２項清掃費、１目清掃総務費、２目一

般廃棄物処理費について説明をお願いいたします。 

環境課長 環境課長の箕川でございます。そのほか２名出席しております。よろしくお願いいたしま

す。 

   座って説明させていただきます。 

   予算書の 86ページをお開きください。 

   ４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費１億 374 万 3,000 円、このうち環境課分は 945

万 8,000 円でございます。内訳でございますが、環境審議会事業、衛生害虫等対策事業、次の

87 ページになりますけれども、狂犬病予防事業、環境保全対策事業、公園墓地事業特別会計繰

出金、次のページ、88 ページをお願いいたします。環境活動啓発事業並びにＰＣＢ汚染物対策

事業でございます。 

   この中でＰＣＢ汚染物対策事業でございますが、事業そのものは平成 26 年度から開始されて

おりますけれども、28 年度からＰＣＢの汚染物の処理が発生してまいりますので、今年度分、

その委託料ということで 547万 5,000円を計上してございます。 

   次に、89ページをお願いいたします。 

   ４款衛生費、２項清掃費、１目清掃総務費４億 9,038万 2,000円でございます。 

   90ページをお願いいたします。 

   ４款衛生費、２項清掃費、２目一般廃棄物処理費１億 167万 6,000円でございます。内訳でご

ざいますけれども、家庭系可燃ごみ収集事業、不法投棄廃棄物撤去事業でございます。 

   以上でございます。 

委員長 説明は終わりました。 

   質疑ありませんか。ございませんか。 

小宅委員 以前もあれしたんですけれども、87 ページなんですけれども、スズメバチ駆除費が大体

夏前に補助費がなくなっちゃって、秋口の一番スズメバチが凶暴なときにはもう補助金がゼロに

なっているというような毎年のようで、何かうまく調整できないですかね。 

環境課長 議員ご指摘のように、毎年補助費がなくなってしまうということで、今年度分につきまし

ては、前年度分に比べまして、このスズメバチの補助金については５万 5,000円ほど増加の予算

を組んでおります。 

   以上でございます。 
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委員長 よろしいですか。 

小宅委員 足りるということですか。 

環境課長 スズメバチでございますので、足りる足りないということについてちょっと断言できかね

るんですけれども、議員ご指摘のように、毎年足りなくなってしまうということが言われており

ますので、なるべくそれに対応するということで来年度は５万 5,000円ほどこの補助金のほうは

増額させていただいたということでございます。 

   以上でございます。 

委員長 外にありませんか。 

   （なし） 

委員長 それでは、次に６款商工費、１項商工費、４目消費者行政推進費について説明をお願いいた

します。 

環境課長 106ページをお開きください 

   ６款商工費、１項商工費、４目消費者行政推進費 444万 7,000円でございます。こちらは、１

階に設置してあります消費生活センター分の予算でございます。 

   以上でございます。 

委員長 質疑ございませんか。 

笹島委員 これ消費者行政というか消費者相談とか何かも１階でやっていますよね。そうすると、県

もやっていますよね、県のほうでもね。そうするとどういう整合性を持ってやっているのかな。 

環境課長 消費生活、各市町村にそれぞれ寄せられた苦情というものについては、一括して国・県ま

で中に備えつけてありますパソコンの中で連動するようになっております。 

   こちらのほうで最近のほうのデータであるとか、あるいは今後新しいその事案であるとか、そ

ういうふうなものを相互に情報交換できるというふうな内容になっております。 

   以上でございます。 

笹島委員 その国・県からのアドバイスというのはもらえるのかな、メール送ってこう返ってくると

かというそういう。 

環境課長 県のアドバイスというよりも、今申しましたように、全国的なレベルで連動しております

ので、いろいろな事案があったときには、それほど時間がかからずに末端の自治体まで、そうい

う事例といいますか、事件名が来るというふうなことになっておりますので、その国・県・市町

村というふうに通してくるわけではないというふうに思っております。 

   以上でございます。 

委員長 よろしいですか。 

   その外ありませんか。 

   （なし） 

委員長 それでは、以上で質疑を終結します。 

   続きまして、議案第 49号 平成 28年度那珂市公園墓地事業特別会計予算を議題といたします。 
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   歳入について執行部より一括して説明をお願いいたします。 

   お願いします。 

環境課長 239ページをお開き願います。 

   議案第 49号 平成 28年度那珂市公園墓地事業特別会計予算。 

   平成 28年度那珂市の公園墓地事業特別会計の予算は、次に定めることころによる。 

   歳入歳出予算。第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,400万円と定める。 

   ２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

   平成 28年３月 10日提出。那珂市長。 

   245ページをお開きください。 

   歳入でございます。 

   １款使用料及び手数料、１項使用料 625万円でございます。２項手数料 3,000円でございます。 

   ２款管理料、１項管理料 481万 9,000円でございます。 

   ３款繰入金、１項繰入金 1,000円でございます。 

   ４項繰越金、１項繰越金 292万 7,000円でございます。 

   以上でございます。 

委員長 歳入について説明が終わりました。 

   質疑ございませんか。ございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、続きまして歳出について執行部より一括して説明をお願いいたします。 

環境課長 246ページをお開きください。 

   歳出でございます。 

   １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費 747万 4,000円でございます。 

   ２款諸支出金、１項繰出金、１目一般会計繰出金 640万円でございます。 

   次のページをお願いいたします。 

   ３款予備費、１項予備費、１目予備費 12万 6,000円でございます。 

   以上でございます。 

委員長 質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第 49号を採決いたします。 
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   本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第 49号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   暫時休憩いたします。 

休憩（午後４時 31分） 

再開（午後４時 32分） 

委員長 再開いたします。 

   防災課が出席いたしました。 

   議案第 46号 平成 28年度那珂市一般会計予算、防災課所管部分を議題といたします。 

   歳出、２款総務費、１項総務管理費、10 目交通安全対策費、11 目原子力対策費、14 目諸費に

ついて説明をお願いいたします。 

   担当課、お願いします。 

防災課長 防災課長の引田です。私のほか３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、お手元の予算書 49ページの下段をお開き願います。 

   ２款総務費、１項総務管理費、10 目交通安全対策費、本年度予算額 506 万 3,000 円でござい

ます。 

   続きまして、50 ページの中段、11 目原子力対策費、本年度予算額 494 万 6,000 円でございま

す。昨年度に比較し 256万 5,000円のほどを増加となっております。これは、原子力災害に対応

する広域避難計画の概要版の作成のための委託料を計上したことによるものでございます。 

   続きまして、53 ページの上から４行目、14 目諸費のうち、この防犯事業、本年度予算額 431

万 6,000円が、防災課が所管している事務でございます。 

   それから、先ほど市民協働課のほうで助川委員のほうから空き家の調査についての内訳につい

てご質問がございました。これについてご報告をさせていただきます。 

   昨年８月から９月にかけて、空き家調査を各自治会にお願いをいたしまして実施いたしました。

その結果でございますけれども、全体で 877棟、これは部長が答弁したとおりでございますが、

その内訳でございますが、Ａランクで 342棟、Ｂランクで 271棟、Ｃランクで 157棟、Ｄランク

で 107棟、合計で 877棟という調査結果となっております。これはあくまでも各自治会における

外観目視という内容での調査結果ということでございます。 

   以上でございます。 

委員長 説明は終わりました。 

助川委員 空き家バンクの件なんですが、今の説明の中で、貸し出せる棟というか住宅はＡとＢとい

うことのようですけれども、そのうちの個々人の事情等の聴取まではされていないんですか。お

貸ししますよ。お貸しできませんよというようなことの。 

市民生活部長 空き家バンクの制度については、先ほど市民協働課の中で説明したとおり、今年度制

度設計をやりたいと思います。さらに、その意向調査というよりも、当然、議員ご指摘のとおり、
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必要になってくるものでございますので、貸してもいいかがというのを空き家バンクのほうに登

録していただくという制度を設計するということでございますので、その空いているＡランク、

Ｂランクのやつが全て空いていて貸し出しがオーケーだよということではございませんので、い

わゆるお見合いと同じように、借りたい人、貸したい人というのがバンクの中で初めて成立する

のであって、その制度を設計するというのが市民協働課のほうの仕事ということでご理解いただ

きたいと思います。 

   以上でございます。 

助川委員 そうすると、意向調査はこれからということですね。 

市民生活部長 はい。 

委員長 その外ありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、次に２款総務費、７項災害復旧費、１目過年度災害復旧費について説明をお願い

いたします。 

防災課長 62ページをお開き願います。 

   ２款総務費、７項災害復旧費、１目過年度災害復旧費、本年度予算額 1,342万 5,000円でござ

います。 

   以上でございます。 

委員長 これについて質疑ありませんか。 

笹島委員 これは今年は減ったということですけれども、何がどうしたのかな、これ。 

防災課長 これは東日本大震災によりまして福島県のほうから那珂市のほうへ避難している方、大き

く仮設住宅、あのアパートを借りている方々の借り上げ料を市が一度立てかえると。それは県の

交付金のほうでまた入ってくるんですけれども、その人数が、世帯数がどんどん減ってきている

ということでございます。 

   以上でございます。 

笹島委員 今そうすると何人くらいまだ残っているのかな。 

防災課長 今現在 13世帯が入居しております。 

笹島委員 こういう人たちは那珂市でも人口減だから定住してもらうという考え、何かないの、方策

は。 

市民生活部長 ただいまの質問でございますけれども、ふるさとに帰りたいというのが皆さん本音な

のかなという部分もあります。ただ定住策として考える場合、ちょっと市民生活部のほうではな

くて、むしろ、まち・ひと・しごとの中で考えていくような話なのかなというふうに思います。 

   ただちょっと複雑な事情を抱えてこちらに来られている方が多いと思いますので、一概にそう

いった軽い価値で話ができないのかなというふうに私自身は思ってございます。非常に深刻な事

情を抱えてこちらに来られている方だと思いますので、那珂市にぜひ住んでいただきたいとか、

そういったことはなかなか軽々に言えない話なのかなというふうに私は思います。 
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   以上でございます。 

笹島委員 私が言いたいのは、そこで仕事をもう見つけて働いているのか、それとも向こうからの支

援金か何かもらえますよね、福島のほうとか東電からもらえるでしょう。１人 10 万かな、ま、

いいやその話は。そういう感じでしているところがあるでしょう。２種類に分かれると思うんで

すよね。把握しているのかな、そういうのは。 

防災課長 防災課としましては、いわゆるその補償金の部分ですか、については把握しておりません。 

笹島委員 もうちょっと丁寧にお話ししてほしいんですけれども、私、２つ言ったでしょう。要する

に、こちらで就職して、だってこれちゃんと補助出しているよね、県から後から来るというんで

すけれども、ある程度のそのどういう形の人たちかというのは把握しているよね、全くしていな

いのかな。 

防災課長補佐 この人たちがこちらで就職をしているかどうかということに関しては、申しわけない

ですけれども、防災課のほうでは把握はしてございません。 

笹島委員 私らどこの課だって構わないんだけど、そういう縦割りは嫌いなんだけれども、どこで知

っているの、そういうのっていうのは。要するに、なぜ私こういうことを言っているかというと

さ、まち・ひと・ふるさとなんてさ、そういう格好つけたこと話していないで、せっかくこうや

って来ている方がいるでしょう。就職している方もいらっしゃると思うんですよね。その方はも

うはっきり言って、戻れない方もいらっしゃるわけでしょう。いろいろなところで把握をしてお

かないと、来てもらいたいという、先ほど言ってんじゃないですか、何度も。いろいろな課でね、

いろいろな人を転入してもらいたいと言っておきながら、こういうことをやはり少しでも把握し

ておいて、今言っていたここで住んでもらって消費してもらって、帰ってしまうという、それは

簡単なことだけどさ。こういう小さななんか努力が必要なのかなという、私の課は知りませんじ

ゃすまないと思うんですよね。言いたいことわかるかな。 

市民生活部長 議員おっしゃる意味は十分わかりました。ただ個人情報でございますので、詳細な仕

事をしているとかしていないとか、そういったものについては把握している部分は当然税務とか、

そういった部分あるかなとは思うんですけれども、個人情報ですので、ほかの課にそういった情

報が伝わってくるということはないというふうに原則考えていただきたいと思います。 

   あと補償金をもらっているもらっていないという話についても、いわゆる個人の情報ですので、

ほかの課で知り得るような話ではないのかなというふうには私は思います。 

   笹島議員、ご指摘の件については、当然これからも考えていかなくてはならない問題であると

いうふうに認識してございます。 

   以上でございます。 

委員長 よろしいですか。 

   その外質疑ございませんか。 

   （なし） 

委員長 質疑がないようですので、次に８款消防費、１項消防費、５目災害対策費について説明をお
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願いいたします。 

防災課長 124ページをお開き願います。 

   ８款消防費、１項消防費、５目災害対策費、本年度予算額 3,009万 1,000円でございます。昨

年度に比較し 3,682万 6,000円ほどの減額となっております。これは、昨年度実施いたしました

県防災情報ネットワークシステムの更新のための負担金がなくなったこと、災害時要援護者支援

システムの運営委託料を減額したこと、防災無線の戸別受信機の購入のための備品購入費を減額

したことによるものでございます。 

   以上でございます。 

委員長 説明は終わりました。 

   質疑ありませんか。よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 それでは、以上で質疑を終結します。 

   暫時休憩いたします。 

休憩（午後４時 45分） 

再開（午後４時 47分） 

委員長 再開いたします。 

   会計課が出席いたしました。 

   連絡いたします。 

   議事の都合により、あらかじめ会議時間を延長いたしますので、よろしくお願いいたします。 

   それでは、議案第 46号 平成 28年度那珂市一般会計予算、会計課の所管部分を議題といたし

ます。 

   歳出、２款総務費、１項総務管理費、４目会計管理費について説明をお願いいたします。 

   お願いいたします。 

会計課長 会計課課長の野上です。ほか１名が出席しております。 

   それでは、36ページをお開き願います。 

   ２款総務費、１項総務管理費、４目会計管理費、本年度予算額 358万 8,000円でございます。

関係管理を円滑に行うための事務費でございます。平成 27年度と比較しまして 54万円の減とな

っております。 

委員長 それでは、質疑ございませんか。ありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、以上で質疑を終結します。 

   暫時休憩いたします。 

休憩（午後４時 49分） 

再開（午後４時 50分） 

委員長 再開いたします。 
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    議案第 46号 平成 28年度那珂市一般会計予算、総務生活常任委員会所管部分の討論に入り

ます。 

   討論ありませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第 46号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第 46号は原案のとおり可決すべきものと決定いたした。 

   以上で付託された執行部提出議案の審議は全て終了いたしました。 

   皆様、ご苦労さまでございました。 

   以上で総務生活常任委員会を閉会いたします。 

閉会（午後４時５１分） 

 

    平成２８年 ６月 ３日 

     那珂市議会 総務生活常任委員会委員長 勝村 晃夫 

 

 

 

 


