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那珂市議会総務生活常任委員会記録 

開催日時  平成 28年６月 17日（金） 午前 10時 

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 

       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 宮本 俊美  

       企画部長 関根 芳則      

 秘書広聴課長 小橋 聡子 秘書広聴課長補佐 会沢 義範   

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 川崎  薫      

総務課長 川田 俊昭  総務課課長補佐 渡辺 荘一 

       財政課長 茅根 政雄   財政課長補佐 飛田 良則 

税務課長 大内 幸志   税務課長補佐 関  雄二 

       市民生活部長 石川  透      

市民協働課長 桧山 達男  市民協働課長補佐 加藤 裕一 

環境課長 小澤 祐一   環境課長補佐 片野 弘道 

       防災課長 小橋 洋司   防災課長補佐 綿引 勝也 

消防本部総務課長 飛田 裕二 消防本部予防課長 山田 三雄 

消防本部警防課長 海野 幹雄  

会議に付した事件と結果概要 

（１）議案第６３号 平成２８年度那珂市一般会計補正予算（第１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６５号 物品売買契約の締結について 

   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 

（３）那珂市公共施設等マネジメント計画第１期行動計画について 

   結果概要：報告説明あり 

（４）議案第６０号 那珂市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例 

   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 

（５）議案第６４号 茨城県央地域定住自立圏の形成に関する協定の締結について 

   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 

（６）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）の利活用について 

   結果概要：報告説明あり 

（７）旧那珂核融合研究所西地区のガス発電事業について 

   結果概要：報告説明あり 

（８）那珂市子育て世帯等住宅取得助成金交付要綱の制定について 

   結果概要：報告説明あり 

（９）報告第 ５号 専決処分について（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承認すべきものとする 

（10）報告第 ２号 専決処分について（那珂市税条例等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承認すべきものとする 

（11）報告第 ３号 専決処分について（那珂市都市計画税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承認すべきものとする 

（12）原動機付自転車オリジナルナンバープレートの作成及び交付について 

   結果概要：報告説明あり 

（13）那珂市ペット霊園の設置等に関する条例（案）について 

   結果概要：報告説明あり 

（14）陳情第 ３号 常設型住民投票条例案の法的安定性の研修を提言する陳情 

結果概要：全会一致で不採択とすべきものとする 

（15）所管事務調査について 

   結果概要：廃校の利活用、常設型住民投票条例、太陽光発電の設置基準条例の研究と 

する 

議事の経過概要（出席者の発言内容は以下のとおり） 

     開会（午前９時 58分） 

委員長 おはようございます。 

   梅雨の合間、きょうから１週間ぐらいは大分暑い日が続くようですので、皆さんどうか

体調管理には十分お気を使っていただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。 

   それでは、これより総務生活常任委員会を開催いたします。 

   開会前にご連絡をいたします。 

   会議は、公開しており、傍聴可能とします。 

   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
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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。欠席委員はございません。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催いたします。 

   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。 

   職務のため、議長及び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。 

   総務生活常任委員会に付託されましたたくさんの議案がございます。議会の委員長報告

に向けて慎重なるご審議をお願いするとともに、執行部におかれましては、丁寧なる説明

をひとつよろしくお願いします。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 皆さん、おはようございます。 

   12 人の方の一般質問が終わりまして、ほっとしたのもつかの間、本日から常任委員会

の開催でございます。３つの常任委員会の中では、きょうの総務常任委員会の案件が一番

多いようでございますので、慎重なご審議をお願い申しあげまして挨拶とさせていただき

ます。どうぞよろしくお願い申しあげます。 

委員長 ありがとうございました。 

   これより議事に入ります。 

   本委員会の会議事件は、別紙会議次第のとおりであります。 

   初めに、議案第 63号 平成 28年度那珂市一般会計補正予算（第１号）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。 

財政課長 財政課長の茅根です。ほか関係職員が出席しております。どうぞよろしくお願いし

ます。 

   それでは、議案第 63号 平成 28年度那珂市一般会計補正予算（第１号）についてご説

明申しあげます。 

   平成 28年度那珂市の一般会計補正予算（第１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 4,723 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 184 億 3,023 万 8,000 円とす

る。 

   第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。 

   平成 28年６月 10日提出。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申しあげます。 
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   ６ページをお願いします。 

   歳入になります。 

   款項目、補正額の順に読み上げてまいります。 

   15款県支出金、２項県補助金、２目民生費県補助金 565万 6,000円。 

   15款県支出金、３項委託金、４目教育費委託金７万 6,000円。 

   18款繰入金、１項繰入金、１目財政調整繰入金 3,850万 6,000円。 

   20款諸収入、４項雑入、４目雑入 300万円。 

   ７ページ、歳出になります。 

   ２款総務費、１項総務管理費、２目秘書広報広聴費 135 万 3,000 円、６目企画費 1,314

万円、７目コミュニティ費 100万円。 

   ９ページをお願いいたします。 

   中段の上の部分です。 

   ８款消防費、１項消防費、５目災害対策費 200万円。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 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。 

   これより討論に入ります。 

   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 63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 異議なしと認め、議案第 63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（午前 10時 05分） 

     再開（午前 10時 05分） 

委員長 再開いたします。 

   議案第 65号 物品売買契約の締結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。 

財政課長 議案書 78ページをお願いいたします。 

   議案第 65号 物品売買契約の締結について。 
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   下記のとおり物品売買契約を締結するため、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第

96条第１項第８号の規定により、議会の議決を求める。 

   記。 

   １、契約の目的、13メートルブーム付多目的消防ポンプ自動車購入。 

   ２、契約の方法、指名競争入札による契約。 

   ３、契約の金額、8,969万 8,162円。 

   ４、契約の相手方、東京都港区西新橋３丁目 25－31、株式会社モリタ東京営業部部長、

山北忠司。 

   平成 28年６月 10日提出。那珂市長。 

   提案理由ですけれども、老朽化したはしごつきポンプ自動車を更新するため、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 39年那珂町条例）第 11号

第３条の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。 

   次のページをお願いします。 

   資料といたしまして、13 メートルブーム付多目的消防ポンプ自動車の概要でございま

す。 

   議案第 65号につきましては、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 それでは、これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

   笹島委員。 

笹島委員 これ私は見たんだけれども、その写真をね。委員さんは見たのかな、これどういう

ものか。ちょっと聞きたいんだけれども。この車種ね。 

   もう１回言いますね。今度購入するポンプ車の車種の、どういうものかというのは、私、

写真で見たんですけれども、ほかの委員さんはどういうものかわかっているのかなという。 

消防本部警防課長 消防本部警防課でございます。 

   ただいまのことについてお答えします。 

   それについては、こちらの事務局のほうの不手際で知らせてはいないということなんで、

よろしくお願いします。 

   以上でございます。 

委員長 暫時休憩します。 

     休憩（午前 10時 10分） 

     再開（午前 10時 11分） 

委員長 それでは、再開します。 

財政課長 ３月の議会の全員協議会におきまして、ごらんいただいております。 

笹島委員 わかりました。 

委員長 それでは、議長。 



－6－ 

中﨑委員 この消防車を購入することに異議はないんですけれども、今まで使用していたやつ、

これを下取りとか、どこかで買ってくれるとか、あるいはひたちなかのコーヒー屋さんな

んかはいろいろ集めてさ、あっち、コーヒーの国さ寄附してさ、コーヒー豆をもらうとか

いろいろやっていますけれども、この現在使っている車両の処分としてはどういうふうな

ことを考えているのかお聞きします。 

財政課長 委員さんがおっしゃるとおり、処分することで、オークションにかける予定で今準

備しております。 

   以上でございます。 

助川委員 ちなみに今まで使われていた車種は、購入後何年ぐらいたっているのかということ

と、それからこれは、多分キロ数等はかなり少ないキロ数だと思うんだけれども、こうい

ったものの老朽化というのはどういう形ではかるんですか。使用の時間とかそういうこと

なのかな。どういうふうな規定になっておりますか。 

消防本部警防課長 消防本部警防課でございます。 

   お答えします。 

   使用年数については 21年が過ぎております。常備消防車両計画の中で、平成 24年２月

９日に所属長以上会議で決めた中では、消防車両につきましては 13 年、その後見直しで

平成 28年５月 24日に 16年ということになりました。その後ですね、28年に見直ししま

して、最終的には 18年ということで消防本部のほうでは考えております。 

   以上でございます。 

助川委員 ちなみにキロ数というのは何キロぐらい、これは走っているんですかね。 

消防本部警防課長 キロ数についてお答えします。 

   ２万 3,440.8キロでございます。 

助川委員 実際の使用時間というのははかるんですか、はかれるようになっているのかな。時

間ははかれないのかな。 

消防本部警防課長 お答えします。 

   使用時間についてはちょっとはかれないとなっています。 

   以上でございます。 

助川委員 そうしますと、老朽化ということに関しましては、消防法で決定されているという

ことで、各自治体ともこの年月が来れば、老朽化の更新の対象になってしまうということ

で理解してよろしいんですか。 

消防本部警防課長 お答えします。 

   各自治体でもですね、消防車両については整備計画がありまして、違っております。ち

なみに常陸太田ですと、やはり 15 年くらいを目標に車両更新するような予定でおります。 

   以上でございます。 

助川委員 そうすると、老朽化の基準というのは、その自治体によって違うと。その財政状況
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によって更新を計画してやっていくということなんですか。 

消防本部警防課長 お答えします。 

   はしご車につきましては、オーバーホールが、最初新車で購入したとき７年、その次５

年、５年ということでかかります。オーバーホールにかかる金額が 2,320万円かかります

んで、どんどん老朽化すれば、その分お金がかかるような状況になってしまうので、維持

管理が大変だということで、更新する予定でおります。 

   以上でございます。 

助川委員 最後なんですが、ちなみにこの車両は現場でどのぐらい出動されているんですかね、

実質の現場の利用した回数等は。 

消防本部警防課長 お答えします。 

   21 年が経過しまして、現場活動には４件出動しております。その中で活動したのが黒

田興業でありました火災に活動しただけです。 

   以上でございます。 

委員長 いいですか。 

   そのほか。 

小宅委員 契約の相手方が気になるんですけれども、これ相手方が営業本部長になっているん

ですね。これは、この部長というのは執行権のある部長で、この方が代表権を持って契約

をされるということなんですかね。 

財政課長 そのとおりでございます。 

小宅委員 普通は、金額も大きいですし、代表取締役の方の名前で契約するのが通常かと思わ

れるんですけれども、そういうものでもないんですか。 

財政課長 今回の場合にはこの方と契約ということになります。 

小宅委員 もし、じゃ、瑕疵があった場合は、この方が責任を負うというようなことですか。 

副市長 今のお話ですけれども、社長ばかりが契約権を持っているばかりじゃなくて、今回、

モリタさんも営業部長ですけれども、ほかの会社でも、契約権を委任されているところが

比較的多くあります。そこにこの方が瑕疵責任を問うかどうかのところまでは私は把握し

ていませんが、こういうケースは結構ありますので、ご了解いただきたいと思います。 

委員長 そのほかございませんか。 

   よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 それでは、これより討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、討論を終結いたします。 

   これより議案第 65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 異議なしと認め、議案第 65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（午前 10時 16分） 

     再開（午前 10時 17分） 

委員長 再開いたします。 

   続きまして、常任委員会協議報告案件であります那珂市公共施設等マネジメント計画第

１期行動計画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。 

財政課長 常任委員会資料 10ページをお願いいたします。 

   那珂市公共施設等マネジメント計画第１期行動計画についてご説明申しあげます。 

   初めに、１の計画の位置づけですが、当市におきましては、平成 26 年度に議会へ報告

し、27年２月に平成 27年度から平成 56年度までの 30年間を全体計画とした那珂市公共

施設等マネジメント計画を策定いたしました。そして、この計画を実行性のあるものとす

るため、那珂市総合計画と整合を図りつつ、当初の平成 27 年度から平成 36 年度までの

10 カ年を第１期計画として、以後 10 年間ごとに２期、３期に分け、期ごとに具体的な行

動計画を策定することとしております。 

   第１期行動計画につきましては、公共施設等の全体の管理に関する基本的な方針に基づ

き、公共施設配置の原則を踏まえた中で、個々の施設の中長期的なあり方について策定す

るものです。 

   ２の公共施設等全体の管理に関する基本的な方針ですが、公共施設の配置の原則の目標

といたしまして、適正配置による総量縮減を推進し、平成 56 年までに延べ床面積 15％を

削減するとともに、長寿命化を推進し、建築物の使用年数を木造を除いて 65 年としてお

ります。配置の原則としては、以下の７つのとおりでございます。 

   11ページをお開きください。 

   ３の第１期行動計画についてですが、対象施設ごとに分類をしております。まず、市民

文化系施設につきましては、廃止が３件、転用が１件となっております。スポーツ・レク

リエーション施設につきましては、転用が１件となります。学校・教育系施設につきまし

ては、校舎が転用２件、体育館も転用が２件、プールにつきましては廃止が９件です。そ

の他教育施設につきましては、集約として２件となります。子育て支援につきましては、

集約が６件、廃止が２件となっております。保健福祉施設につきましては、廃止が１件と

なっております。公営住宅につきましては、集約が４件、その他につきましては廃止が１

件となっております。 

   那珂市公共施設等マネジメント計画第１期行動計画の概要については以上のとおりでご
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ざいます。 

   その次のページから６ページの那珂市公共施設等マネジメント計画第１期行動計画とそ

れ以降につきましては、参考資料として各施設の状況表と方向性検討表を添付しておりま

す。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 ご意見、質疑等ございませんか。 

小宅委員 ちょっとごめんなさい、地元なんで、第一自治会集会所、那珂市商工会と、２つ廃

止となっていますけれども、これは建て直す方向ですか。それとも完全廃止で別の場所と

いうところなんですかね。 

財政課長 これは建物の計画ですので、建物は存続する限りは使いますけれども、大規模な修

繕は行わずに、時期が来たら取り壊すということでございます。 

小宅委員 じゃ、これ第１期に書かれているということは、36 年度までには壊すということ

ですよね。 

財政課長 はい。一応、第１期のところには入っておりますけれども、その状況においてです

ね、施設が老朽化の度合いがもつようであれば、そのまま使用できる場合は使用いたしま

す。 

小宅委員 わかりました。 

委員長 そのほかございませんか。 

中崎委員 各那珂市立の小学校にプールがあって、これ順次廃止と、計画的に廃止と書いてあ

りますけれども、いつごろから始まって、何年ぐらいかかって取り壊すのかわかりますか。 

財政課長 プールの廃止につきましては、今年度から始まりまして、順次、年に１つずつ計画

的に廃止していきたいと考えております。 

委員長 そのほかございませんか。 

     （なし） 

委員長 よろしいですか。 

   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（午前 10時 21分） 

     再開（午前 10時 23分） 

委員長 再開いたします。 

   政策企画課が出席いたしました。 

   議案第 60 号 那珂市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の

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。 

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。どうぞよろしくお願
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いいたします。 

   それでは、議案書の 50ページをお開き願います。 

   それでは、議案第 60 号 那珂市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関

する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

   那珂市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例（平成 24 年那珂

市条例第 32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６月 10日提出。那珂市長。 

   提案理由でございますが、東日本大震災復興特別区域法（平成 23 年法律第 122 号）に

基づく課税免除について、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関す

る法律（平成 23年法律第 29号）の一部改正によりまして、適用期限が５年間延長された

ことに伴いまして、本条例の一部を改正するものでございます。 

   次の 51ページには改正条例の本文、52ページに新旧対照表を添付してございます。 

   53ページをお開き願います。 

   一部改正条例の概要でございますが、改正理由につきましては、提案理由と同じでござ

います。改正の内容でございますが、特例資産を新設、または増設した場合の適用期限を

５年間延長しまして、従来の平成 28年３月 31日から平成 33年３月 31日までとするもの

でございます。 

   附則としまして、施行期日は、公布の日から施行しまして、平成 28 年４月１日から適

用となります。 

   説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

委員長 それでは、これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

中崎委員 これ今まで、本来は本年の３月 31 日で切れるわけですよね。それで、その特例の

この税金免除になった例とか金額というのはわかるの。それから、これから５年間延長す

るよね。そうすると、税金が少なくなってしまうわけですよね、当市でもらえる。その税

金の上がりの補塡というのは国か何かがしてくれるわけ。 

政策企画課長 この条例につきましては、当初平成 24年９月に施行しまして、平成 25年度の

固定資産税について、２社ほど適用をさせているところでございます。金額まではちょっ

と今、試算はしておらないんですが、那珂西部工業団地内の２社について課税を免除して

いるところでございます。 

   それと、後段の質問の収入の補塡分ということでございますが、交付税措置といたしま

して、国から 100％ということになってございます。 

   以上でございます。 

委員長 そのほか質疑ございませんか。 

     （なし） 
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委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   これより討論に入ります。 

   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 60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」と呼ぶ者あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第 60 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 64 号 茨城県央地域定住自立圏の形成に関する協定の締結について

を議題といたします。 

   執行部より説明を願います。 

政策企画課長 それでは、71ページをお開きください。 

   議案第 64 号 茨城県央地域定住自立圏の形成に関する協定の締結についてをご説明申

しあげます。 

   那珂市と水戸市の間において、茨城県央地域定住自立圏の形成に関する協定を締結する

ため、議会の議決を求めるものとする。 

   平成 28年６月 10日提出。那珂市長。 

   提案理由でございますが、那珂市を含む県央地域の９市町村と連携協力しまして、定住

促進や県央地域全体の活性化を図ることを目的に、中心市である水戸市と茨城県央地域定

住自立圏の形成に関する協定を締結するため、那珂市定住自立圏形成協定の議決に関する

条例の規定に基づきまして、議会の議決を求めるものでございます。 

   72ページから 76ページにかけまして、協定書（案）を添付してございます。 

   77ページのほうをお開き願います。 

   協定書に規定しております主な内容につきましては、こちらの概要で説明をさせていた

だければと思います。 

   まず第１条でございます。第１条は目的でございます。中心市である水戸市と那珂市が

相互に役割を分担し、生活機能の確保、充実を図るとともに、地域の活性化に努めるとい

う文言になってございます。 

   第２条は基本方針でございます。第１条の目的を達成するため、第３条に規定します３

つの政策分野に係る取り組み内容について、それぞれの役割、機能を分担し、連携を図り、

共同、補完し合うものといたしております。 

   第３条が実際の取り組みの内容となってございます。 

   まず（１）の生活機能の強化に係る政策分野につきましては、ページ戻っていただきま

して、74 ページ、それから 75 ページ、こちらの別表１に掲げてございます。まず、１の
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医療から次のページの５の教育まで、５分野について連携をしていくものです。代表的な

ものとして、医療のほうですと、初期救急の医療の充実及び医師・看護師の確保に向けた

取り組みなどで連携をしてまいります。 

   資料の 76ページをお願いいたします。 

   こちらは別表２として、結びつきやネットワークの強化に係る政策分野でございます。

こちらにつきましては、地域公共交通分野について、圏域全体における公共交通等の課題

等の調査研究を行って取り組みを推進してまいります。 

   また、（３）の圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野につきましては、人材育成

の分野についてを連携していくこととしてございます。 

   資料 77ページのほうにお戻りください。 

   ４つ目の丸になります。第４条でございます。こちらは、事務の執行及び費用の負担の

規定をしてございます。取り組みを推進するため、市町村相互の役割分担を明確にし、連

携協力のもと、事務執行に当ってまいります。また、実施するにあたりまして、生じる費

用については、受益の程度を勘案し、負担することとしてございます。 

   ２の今後の予定でございますが、本議案を上程、可決していただいた後に、７月になり

ますが、定住自立圏形成に関する協定の締結、調印を行う予定としてございます。また、

おおむね５年間の圏域全体の将来像や連携する具体的な取り組み内容を示す定住自立圏の

共生ビジョン、こちらを策定するんでございますが、こちらにつきましては、10 月を目

途に水戸市が策定していくというような予定になってございます。 

   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 それでは、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、例えば公共交通、ありますよね、お互いに。ここだったらひまわりバスと

か何か。この９市町村で相互に乗り入れていこうと、将来的にはというようなこととか、

それから医療関係とか云々というのは、優先的にその９市町村のところの、救急体制とか

云々とありますよね、救急車がなかなか今、看てもらえないという、いろんな面が、マイ

ナス面が出ていますけれども。そのメリットですか、そういうものを何か深めていくとい

う、何か具体的なもの、今私が言ったようなものも目的としてやっていくのかどうか。ち

ょっとそれを聞きたいんですけれども。 

政策企画課長 今、委員ご指摘のとおり、まず地域公共交通については、コミュニティバスに

してもデマンドタクシーにしましても、市内のみの運行になってございます。市民の方か

らは、市外へ運行できないかという要望も寄せられておりますことから、先ほど病院とい

うお話もありました。市外の病院に通うような際に、そういった連携をして、市外運行も

できないかというようなことを模索しながら、今年度につきましては、そういったことに

ついて水戸市と関係市町村、話し合いをして、課題、それからそういったものを整理して
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前へ進めていきたいというふうに考えてございます。 

綿引委員 まずこの９市町村はどこなんでしょう。教えてください。 

企画部長 まず、水戸市でございますね。それからひたちなか市、東海村、それから大洗町、

茨城町、小美玉市、笠間市、最後は城里町で、それと那珂市ですね。これで９市町村にな

ります。 

   以上でございます。 

委員長 よろしいですか。 

助川委員 77 ページの目的、第１条のところで、相互の役割分担のもとということが記載さ

れておりますけれども、那珂市において、この役割を求められるものというのは、具体的

にどういうものを想定されておりますかね。求めるものは、これから那珂市でそれに見合

った、できるだけ確保していただきたいのは当然なんですが、求められるものというのは

どういうものが想定されますか。 

企画部長 今回の定住自立圏形成協定につきましては、いわゆる首都圏を中心とした東京へ人

口が流出してしまうというような状況を踏まえて、国のほうでも、いわゆる地方に生活機

能の強化を図ることによって、いわゆる定住できる機能をつくり上げましょうというのが

主要な目的でございます。そういった中で、今回、県央地域の各首長がいろいろ議論をし

た中で、県央地域の中で生活機能、特に水戸市を中心として都市機能が集積していますの

で、医療も含めていろんな形。そういった集積している都市機能を周辺の市町村は利用す

ると、お互い利用するという形で、どちらかというと周辺市町村に求められる、機能の分

担を求められるというのは特にはないのかな。 

   ただ、那珂市は、当然、那珂市の特性として、生活の場として非常に優位性があります

ので、そういった役割を那珂市は、那珂市の特性として分担していくというか、そういっ

た役割を果たしていくという意味で。特にこの例えば医療に関して那珂市が何かするかと

か、そういったことはなくて、基本的には水戸市に集積してあります機能を利用させてい

ただくと。那珂市の不足する分を補っていくと、補完していただくというような形で進め

ていくという形になると思いますので、水戸市はそういうことを考慮した上で都市整備を

していただく、中心地としての整備をしていただくということになろうかというふうに思

っています。 

   以上です。 

助川委員 私どものほうで求めるものをできるだけ求めていただくのは当然大きな声でお願い

はする形になると思うんですけれども、求められるものも応えていかないと、相手がある

ことですし、当然その辺のところはしっかりと対応できるような体制をおとりいただいて、

それ以上に求められるものは求めていくという姿勢でお願いできればというふうに、策定

はこれからなんでしょうから、お願いしたいと思います。 

企画部長 ただいま委員のほうからご指摘のとおり、那珂市は水戸市にはないものは当然ある
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わけであって、そういったものをやはり機能として、そういったものを役割を分担してい

く。特に今回、圏域マネジメントの強化に関する部分というのは、職員の人材育成という

ことで、相互に研修会に参加して、合同で研修会をしていきましょうということでござい

ますので、そういった中では、各構成市町村が役割分担するということも現実的には出て

くるかなというふうには思っています。 

   それから、当然のことながら、財政負担の調整ですとか費用負担の調整とかいうものが

当然入ってくるということになりますんで、そういった中で、やはり連携していくという

形になろうかと思います。 

   以上でございます。 

笹島委員 これ本当の目的、誰が言い出し始めたかわかんないけれども、水戸のほうかな、市

長のほうかな、これは。 

企画部長 そもそもは、総務省のほうでこういうような取り組みをしているということで、こ

れを推奨しているということですね、推進していると。いわゆるそういうことを踏まえて、

県央地域、首長懇話会の中での議題として、協議の中で上がってきたと。そういう中で、

各首長さんがそういったことについて、お互いにやっていきましょうというような合意形

成ができたというような経緯でございます。 

   以上でございます。 

笹島委員 なぜそんな話をしたというと、非常に今、水戸市が地盤沈下しているんですよね、

27万人かな。27万人だね、つくばが 22万ということで。非常にそういう産業とか商業地

区だけれども、そういうのが衰退してきているわけでしょう。やはり周りを取り込んでい

って、全国的にも水戸市とかというのは県庁所在地で、27 万人というのは本当に少ない

んですよね。どこでも 30万から 50万の、その県庁所在地というのは一般的なんですよね。

ですから、取り込んでいかなければということでいって、県央地区全体が衰退していくと

いう形で、将来的に、合併まではいかないだろうけれど、そういうのをもくろんでいかな

ければ、この県央地区のほうが地盤沈下していくということももくろみにあるのかな、そ

のように指導されているのかな。 

企画部長 特に水戸市からそういうお話があったわけではありませんので、いわゆるご指摘の

とおり、県南地域はＴＸ沿いを中心に非常に発展著しいということで、それに対して県央

地区の総体的な地位というんですかね、その位置が非常に低下しているということは、委

員のご指摘のとおりだと思います。そういういことについて、県央地域の９市町村の首長

さんが非常に危機感を持っているということは事実でございます。 

   そういう中で、やはり今回、総務省でもこういうような制度を推進しているということ

もありますので、こういった形で、連携を強化して県央地域の魅力、生活機能、そういっ

たものを非常に強化していこうというような方向になったということでございます。 

   以上でございます。 
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委員長 ほかにございませんか。 

   よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 それでは、これより討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結いたします。 

   これより議案第 64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 64 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、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 それでは、常任委員会資料のほうですね、１ページをお願いいたします。 

   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）の利活用についてご説明を

いたします。 

   まず１の概要でございます。 

   旧サーボの跡地の利活用につきましては、提案のあった２事業者からプレゼンによる審

査を含め、３回ほど選定委員会を開催いたしました。その審査結果により、社会福祉法人

誠慈会を代表事業者とする提案内容を最優先活用候補者とし、４月７日でございますが、

事業者を呼びまして、その結果を通知したところでございます。 

   また、通知後、事業者とは提案内容の確実な実施に向けまして、確認作業及び協議を行

ってきたところでございますが、今後も引き続き県及び関係各課とも協議を進めてまいり

ます。 

   ２の活用候補者でございますが、代表事業者は、社会福祉法人誠慈会、共同事業者とい

たしまして、医療法人藤慈会藤井病院及び株式会社クオンとなります。 

   ３の提案の概要でございますが、（１）の敷地につきましては、市有地約１万 977平米

のみの利用で、購入価格につきましては１億 860万円でございます。（２）の事業内容に

つきましては、社会福祉法人誠慈会が特別養護老人ホームの建設運営、医療法人藤慈会藤

井病院がクリニックの建設運営、株式会社クオンが院外薬局の建設運営を行うもので、い

ずれも平成 30年８月に開設を予定してございます。 

   なお、３月に報告した内容と若干変更がございますので、その部分について改めて説明

をさせていただきます。 

   まず、当初の提案でございましたが、こちらは民有地 2,376平米を含んだ形での利活用



－16－ 

という提案でございましたが、事業者との協議を行います中で、特別養護老人ホームにつ

きましては、那珂市の第６期の介護保険事業計画、こちら定員が 70 名でございますので、

当初は 90名ということで提案がありました、こちらのほうの 70名ということに変更にな

りました。また、その変更に伴いまして、民有地のほうは使用せず、市有地のみで今回の

利活用を図っていくということで調整をしたところでございます。 

   また、細かい部分でございますが、デイサービスにつきましても、定員が当初は 15 人

でございましたが、18人ということに変更となってございます。 

   ４番の経緯でございますが、３月 24 日、こちら第３回目でございますが、こちらの日

に候補者を選定いたしまして、４月７日に通知をいたしまして、その後３回ほど確認を行

ってきたところでございます。 

   次のページ、２ページをお開き願います。 

   ５番として、今後の予定でございます。 

   ２行目になりますが、７月になりましたらば、事業者のほうから茨城県に対しまして、

施設の設置要望書及び関係書類の提出が行われまして、８月以降、県において計画内容や

財務状況等の審査に入るという流れになります。そして、下から２行目になります、来年

の４月ごろでございますが、県のほうからの補助内示という流れになるかと思います。 

   また、クリニックに関しては、来年の３月に県との事前協議を行う、そのような予定に

なってございます。 

   一番最後の行になりますが、市有地に関します普通財産処分の議案につきましては、来

年の６月の定例会において提出をしてまいりたいというふうに考えてございます。 

   下の図面、大変見づらくなってございますが、瓜連駅の北側、下春川線と枠で囲ってあ

る部分が市有地になります。今回利用する土地はその間になってございます。 

   説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

委員長 ご意見、ご質疑等ありませんか。 

助川委員 これは前回、一応白紙撤回という形をとられた事業所さんだと思うんですが、その

内容、撤回された内容が今回満たされた上での再度提案ということで申請された形になっ

たんだろうと思うんですが、その辺のところの経過をお伺いしたいと思います。 

政策企画課長 今回の募集に関しまして、昨年もご報告差し上げましたが、９月 10 日に再度

の募集をかけました。その際に、前回辞退したところはどうしようかというような議論も

事務局のほうでは行ってきたと。ただ、広く事業内容を募集するという観点から、その事

業者を排除するものではなく、全て公平にという形で募集は行ってきたところでございま

す。 

   なお、今回また同じ事業者が選定されたということに関しまして、実効性であるとかそ

ういったものを今回は審査項目の中で重点を置きまして、実効性については、十分精査を

いたしまして、今回候補者として再度選定をしたというところでございます。 
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   以上でございます。 

助川委員 具体的に何が事業者さんで前回撤回された理由というのは、ちょっと端的に言うと

どこの部分なんですか。 

政策企画課長 前回は特養と、それからもう一つ、学校法人ということで、大原学園さんのほ

うの提案でございました。大原学園さんのほうがちょっとできないというような辞退の申

し出がございまして、選定といたしましては却下という形にしてございました。ですから、

特養自体は別に辞退したということではなく、大原さんのほうが大きな要因になったのか

なというふうには考えてございます。 

助川委員 そうしますと、この社会福祉法人誠慈会さんのほうで、大原学園さんと一緒になっ

て事業展開されたほうがメリットがあるというふうなお考えのもとに前回は出されたとい

うことだったのを、今度は自分たちのところだけでこの事業を展開するということは、こ

れ面積等は大原学園さんのところの部分も含んでの面積なんですか。 

政策企画課長 前回は民有地を含む形で１万 4,000平米ぐらいですかね、の提案でございまし

た。今回は、先ほども申しましたとおり、特養の定員が 20 名減ということになりました

ので、市有地のみで１万 1,000平米ぐらいの利用ということになります。 

助川委員 そうすると、面積は大原学園さんの部分は除外されるということですか。 

企画部長 大原学園の提案は、前回、できないということで白紙に戻っていますんで、今回は

大原学園の提案はないということでございます。先ほど申しあげましたように、今回の提

案、いわゆるまず第一義的には、あそこのサーボの跡地というのを、やはり十何年来利用

が図れないということになっている状況をまず解決しなくてはならないだろうということ

を考えたときに、そういった前回白紙に戻ったということもありますんで、その事業者に

ついてどのように整理をしていくかということについて、市のほうでも、執行部のほうで

もいろいろ考慮した、考えをしたんですけれども、それを実現するためには、幅広く公募

する必要性があるだろうと。それとあわせて、いわゆる前回のような事態を招いたという

ことは、市のほうでのきちっとした精査ができなかった。いわゆる実現可能性というのが

非常に担保することができなかったということがありましたんで、そこの部分については、

どのような事業者さん、仮にどういった事業者さんが出てきても、そこは市のほうでしっ

かり精査をして、事業が確実にできるものを選定をすれば、その部分については解決がで

きるだろうと。そういうことで、今回応募の中でも、募集期間とか確約書をとったりとか、

審査の過程で実効性というところに配点を重きを置いたりとか、そういった工夫をしなが

ら、市のほうでしっかりそこの実現性ということを精査するような形で進めれば、そこの

部分は前回のような轍は踏まなくて、利活用が図れるんではないかなというふうに整理を

したということでございます。 

   面積は、当初から民有地を含めた約 1.3ヘクタールということで募集要項はかけました。

ただ、当然のことながら、募集要項の中では、市有地のみでも提案は受け付けるというこ
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とにしてございましたし、今回、当初提案された誠慈会さんは 1.3ヘクタールを使うとい

うことでしたが、当然、市の介護保険の事業計画との整合性がなければ、これは事業がで

きませんので、当然提案をされた事業者さんのほうには、そこの部分について那珂市の介

護保険の事業計画に整合性をとった上で事業ができるのかどうか確認をした上で、できる

ということで、70 床に変更されたということで。ただ、面積的に、社会福祉法人ですん

で、必要以上の土地を取得するは、これはできませんので、そういう場合には民有地につ

いては、今回は使わないで、市有地のみで事業を進めるというような形になったというこ

とでございます。 

   以上でございます。 

助川委員 当然２回目ですんで、提案は。もう今度、白紙撤回というようなことはなさらない

形で大丈夫なんですねという御確認はいただいた上でのお話し合いにずっと進んできてい

るんでしょうから。 

企画部長 非常にご迷惑をおかけして大変申しわけないというふうに思ってございます。当然

のことながら、前回そのようなことがありましたので、今回は最優先候補者の選定の中で

も十分その辺について精査したつもりでもありますし、その後の事業者との確認の作業の

中、それから県当局との事前の確認をすることもしておりますんで、そういった中で、ま

た今回は、前回は共同事業といっても全く別法人でございましたけれども、今回は、基本

的には同じ、法人は違っても代表は同じでございますので、基本的に一事業者と見ても差

し支えないのかなというふうに思いますので、そういった意味では非常に確実性がとれま

すし、そういったものを確認してきてここまで来て、最終的には県のほうの財務を含めて、

施設の概要とかそういったものについては審査を受けるというような形で、慎重に進めて

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 この民地を含まないでも、土地利用に関しては支障をなんら来さないということで

進められている状況なんでしょうから。そこのところは大丈夫ですね。 

企画部長 当然あそこは都市計画の市街化区域でございます。それで、用途区域は準工業地域

になってございます。当然、建蔽率、容積率とかありますんで、そういったものは当然、

これは、こちらに出していただくときには、当然設計事務所さんのほうで設計をした上で、

そういった法的なものがクリアしたものが出てきているということで、そこは確認をして

おりますので、特に問題なく設置が可能だというふうに考えてございます。 

   以上です。 

助川委員 了解。 

委員長 ほかにございませんか。 

小宅委員 昨年１回ほごになって、また再公募という形でやって、今回こちら決まりましたと

いうことなんですけれども、通常プロポーザル、今までも何度かいろいろあったかと思う
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んですけれども、必ず審査表をこちらにいただいていたと思うんですが、今回ついていな

いんですね。なんで、どういうふうなポイントの差でこっちの業者になったのかというの

がまずわからない。それでこれ出せますか。 

企画部長 一応、選定された事業者さんの部分については、これはお出しできると思うんです

けれども、いわゆるこれ２社ありましたので、片方のほうにつきましては、いわゆるこれ

は今後の事業活動の影響もございますので、多分これはあれでしたかな、額田保育所か何

かのときの例がありますので、額田保育所の民営化のときの例がございますんで、そのと

きは、多分、何て言うんですかね、採択された法人さんのところの得点は出ていたと思い

ます。あとは多分、固有名詞が削除された形で出ていたんですが、あの場合には４社か５

社ぐらいあったと思うんですね。今回は２社で、もう明らかに前回の３月の定例会のとき

に、もう事業者さんの名称も一応、議会のほうにも出してございますんで、今回それで点

数を仮にマスキングして出したとしても、事業所名を出したとしても、そこの事業者さん

の点数というのが明らかになるということもありますので、そこについてはちょっと、今、

ちょっとご質問なんですが、ちょっとそこは難しいかなという感じがしています。ただ、

採択された事業者さんのほうについては、当然公表できるのかなというふうに思います。 

小宅委員 本米崎小学校のときも２社で、両方公開していただいています。ここの太陽光発電

の入札のときも２社で公開していただいています。なので、原則的には公開、公募があっ

た時点で公開されるということは前提だと思いますので、それはあってしかるべき。それ

が外に出したくないということであれば、ただ議員からの要請に関しては見せることは可

能だということですか。 

企画部長 その辺についてちょっと、この委員会の各委員に対してお示しするということだけ

であればできるのかどうか、その辺だけちょっと、少し事業者さんのほうに、落選という

か、採択がされなかった事業者さんのほうの評価がどうだったかというのが、それによっ

ていわゆる今後の事業に影響が出てくるということは、ちょっと私どもでも不本意かなと

いうふうに感じたので、その辺ちょっと考慮しなくてはならないのかなと思いましたので。

その辺で、公開ですので、常任委員会公開ですんで、数字が出ますと、全てオープンにな

りますので、その辺についてちょっとご配慮をいただければというふうに思います。 

   以上です。 

小宅委員 一応、庁内で検討はしていただくということですか、出すの。 

企画部長 はい。その点数については、ちょっとどういう形の出し方ができるのか、一応検討

させていただきたいと思います。いつの時点でその結論について委員会のほうにお話すれ

ばよろしいのか、本日中にお示しができるのであれば、一番よろしいのかなというふうに

思いますので、ちょっとその辺については、この後十分検討させていただきたいというふ

うに思います。 

小宅委員 あと、介護保険計画が那珂市で今度、70 名という設定だというふうに先ほどお聞
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きしたんですけれども、ここの事業者さんで 70 名全部とってしまって、ほかの事業者さ

んに、そこには影響はないというか、問題はないんでしょうか。 

企画部長 基本的には、今回の公募の際にも、これは公募の開始が９月 10 日だったんですが、

それで３カ月で 12月 10日まで公募をさせていただいたんですけれども、その際に、９月

10 日には、各市内の社会福祉法人さんのほうにはご案内を差し上げております。そうい

う形で、一応今回、もし計画がある場合には、どうぞご参加くださいというご案内は、周

知はさせていただいております。 

   そういった中で、結果的には公募がなかったということでございますので、また、介護

保険事業計画の需要見込みを満たすために、今回この土地利用について公募したというこ

とではなくて、あくまでも瓜連駅の北側の市有地の利活用を図るということで公募してい

るということがありますので、やはりそこについては、最終的には保健福祉部サイドのほ

うでどういうような調整をするのかという話になるんだろうと思いますけれども、ただ、

今回のケースの場合には、あくまでも未利用地の活用の中で、福祉施設という形の公募が

あったということで、それで利活用を図りたいということなもんですから、私どものほう

としては、ぜひその形で早期に、何ていうんですかね、未利用地であったサーボ跡地につ

いて活用していきたいという考えでございます。 

   ただ、その辺については十分市内の社会福祉法人さんとか何か保健福祉部サイドのほう

でも、やっぱり今後のいろんな計画等もおありでしょうから、その中で十分ご意見を聞い

た中で進められていくというふうに考えてございます。 

   以上です。 

小宅委員 そうなんです、部長のおっしゃるとおりで、特養の募集をしたわけじゃないんです

よね。なんで、特養の募集をしたわけじゃないけれども、結果的に来たのが特養だったと。

そうしたらば、介護保険計画が 70人、だからその 70人をそこにそのまま全部当てはめま

しょうというのは、ちょっと難しいんじゃないかな。例えばこれ、多少余裕、介護保険計

画が例えば 100 人あって、じゃ、70 をここに割り当てましょうだったらば納得感もある

かと思うんですけれども。だから、特養のために瓜連駅のところをやったわけじゃないの

に、結果的に特養をそこに出してしまっていると。特養をつくるときも当然募集、公募だ

と思う、募集というかあれだと思うんですね。それがやはりほかの事業者さんを入れない

形でここに全部落とし込んでしまうということですよね、今回は。それが果たしていいの

かどうかという。ごめんなさい。担当はこれ保健福祉部になるのかなと思うんですけれど

も。 

企画部長 確かにそういったご懸念があるということは一方ではあるのかもしれませんけれど

も、ただ、何ていうんですかね。今回、先ほども何度も繰り返し申しあげておりますよう

に、未利用地の活用ということで出てきたと。それとあわせて、保健福祉部のほうでも第

６期の介護保険事業計画のときに、市内の社会福祉法人さん等について、ご意見とかそう
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いったものをお聞きした経緯があるということで、特にそういったお考えは、当時はなか

ったというふうに、これは議会のほうでも、多分、保健福祉部長のほうでそのようなご答

弁をさせていただいているということもありますし、今回も一応そういうことがありまし

たので、一応ご案内を差し上げたということもありますので、やはりそういった、これが

全て何ていうんですかね、満足できるものかどうかは別問題としましても、一応一通りは、

そういった形でご案内をして、そこのところについては、いわゆる未利用地の活用と介護

保険事業計画の充足の話が一緒になりますんで、非常にお互い相入れない部分もあります

ので、非常に難しいとは思いますけれども、その辺で、やはり整理をさせていただいたと

いうことでご理解を賜ればというふうに思っています。 

   以上です。 

小宅委員 保健福祉部の話も聞いてみたいんですけれども。可能ですか、副市長。だってこれ

絡みますよね。 

笹島委員 要するにこれね、市有地を売りたかっただけでしょう。たまたま今言っていたこの

福祉関係が来たもんで。要するに、売れればどういうところでもいいというわけじゃない

んですけれども、そういうあれが目的であって、市有地の要するに売ってね、利用という

ことですか。そういうことなんで、ちょっと外れてきてしまうんじゃないかな。 

小宅委員 いいですか、だから私が申しあげているのは、未利用地の公募と特養の公募という

のは本来別の公募のはずなのに、これが一緒くたになっていませんかということです。 

企画部長 いわゆる今回の未利用地の公募に関しては、募集要項の中で、瓜連駅北側の市有地

としてふさわしい、地域の活性化につながる、にぎわいにつながるような施設を提案して

くださいということで、この中では福祉を排除はしていないんですね。ですから、そうい

う意味では、福祉が来るということも当然想定されますので、提案があれば、いわゆる整

合性を図って、できるものかできないものか、これは企画サイドのほうで、いわゆる市内、

庁舎の、市役所の内部の関係部署と調整をしていくということなので、これがまず最初に

あるというような、これをまず何ていうんですかね、利活用を図っていくということをま

ず先行していっているということなので。その中で事前にそういう市内の法人さんとか何

かから、いろんなご要望があったりとか何かすれば、ちょっとあれなんですけれども。そ

こはちょっとご理解を賜れればというふうに思います。 

小宅委員 なので、基本的に越えなければいけないハードルというところでいうと、特養の、

それの公募というのは必ずあるわけです。特養を福祉計画の中の人数ですか、これをとっ

ていくというのは、これ今まで公募でやってきたと思うんですよ。事業者さんの提案で、

じゃ、今回はどこにしましょうとやってきたと思うんですね。それをやらずに、今回はこ

こを買ってくれたから 70 名全部割り当てますよという理論じゃないですか、理屈的には。

だから、僕は保健福祉部の話を聞いてみたいと申しあげているんですね。今までのやって

きた公募は全部無視して、今回こっちの未利用地の公募だけで全部そこに当てはめますよ
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という理論なんですよ。これは、今までやってきたものを全部崩すことになるわけですよ

ね。それがどうなのかということなんです。 

これ、だから企画部じゃないと思うんですよ、ここ。 

企画部長 ただ、この件に関して、いわゆる所管が企画部でございますんで、これは保健福祉

部と調整をした中で、庁内で当然調整をした中で進めてきたという経緯がございますんで、

いわゆるここで保健福祉部の方が来て、総務生活常任委員会で説明するというのはちょっ

と何ですかね、違うのかなと。いわゆるここはあくまでも、先ほどから何度か申しあげて

いますように、未利用地の利活用ということで、そこについて、ですから、そういうもの

が出てきた場合には、当然そこについては介護保険事業計画の中でも、いわゆる需要見込

みがあったとしても、こちらを当然優先していただいて、こちらでやはり整備をしていく

と、利活用を図っていくと、土地利用を図っていくということになるのかなというような、

庁内、いわゆる企画もそうですけれども、保健福祉部でもそういうような共通理解のもと

に、今回、当然応募があってからの話ですけれどもね。そういうようなことで、整合性を

とった上で進めてきたということでございますので。そこはご理解いただきたいと思いま

す。 

小宅委員 じゃ、保健福祉部はそれで了承済みというか、いわゆる市内のほかの事業者さんに

もその旨説明する理由を持っているという、そういう理解でよろしいんですね。要は、何

でうちは、結局介護福祉計画とこれ別だと思うんですよね、未利用地の売却と。それを結

局そこへ全部入れるという大義名分がそこで、企画部はありますよ。保健福祉部のほうで

その大義名分があるんであれば、それで構わないですけれども。それはどういう。 

企画部長 何度も繰り返し申しあげておりますように、介護保険との整合性がございますので、

当然、保健福祉部サイドにも協議をした上で、保健福祉部サイドで了解をとってこういう

ふうに進めてきたということでございます。それできょうの報告になったということでご

ざいますので、当然その前段としては、市内の社会福祉法人さんのほうにも周知をさせて

いただいたり、いろいろご要望も、前回の第６期のときに聞いたときに、そういうことも

なかったということであり、そこがいわゆる保健福祉部サイドのほうでは、そこはそうい

うことなので、特に今回の特養についての整備について、保健福祉部サイドのほうでも了

解をしていただいたということだというふうに考えています。 

   以上です。 

小宅委員 言ってみればこれはもうご褒美じゃないですか。ここを買ってくれたから、じゃ、

70床全部差し上げますよと。それがいいのかということなんです、結局。 

     （「ここじゃないから」と呼ぶ声あり） 

小宅委員 でも、委員会でやらなければ、だって、どこでやるんですか。 

     （「いや、だからもう福祉とさ、今の政策まざっているから、それは個々にあれ 

      していって、一般質問で    」と呼ぶ声あり） 
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小宅委員 いや、やるつもりないですよ。 

     （「本当、それやってほしかった」と呼ぶ声あり） 

委員長 いや、自由討議でやってもいいよ。 

     （「ここじゃないんだ、場所は。申しわけないけれども」と呼ぶ声あり） 

副市長 いろいろお話出ているようですけれども、要するに１回、誠慈会と大原さんが応募し

て、それで１回潰れて、そして新たに募集をかけて、そのときに市内の介護保険事業者に

も一応周知をしているわけですね。介護保険計画の中でも、その不足数は当然その事業者

も存じ上げていると。そういう中で、本来お話ししなくても、本来はいいんだと思うんで

す。別に特養をやってくれという話の募集ではないんで。全てのいろんな事業での募集で

すから。そういう意味で、とりあえず３カ月という期間も長く延ばして、広く応募をかけ

て、そういう中でも介護保険事業者にも、市内のね、お話ししているということであれば、

それで今回こういうふうに応募があったところが 70 床やるよということであれば、市と

してもそこの部分は一挙に解決するということで、別に問題はないのかなと私は思ってお

りますが。 

小宅委員 特養のプロポーザルというのがあるわけじゃないですか、今までやってきているわ

けですよね。次はどこの事業者さんで特養をやる。特養をやるというのは、基本的にはな

かなか難しいじゃないですか、このベッド数をとるというところでいうと。 

     （「話が違うんだ、ちょっとずれてきたから、申しわけないけれども。本当 

      は一般質問してほしかったんだけれども」「一般質問でもいいんだけれども、ち 

      ょっと委員会が違う、所管が」「違うんだ、これがね」「あくまでもこれは未利 

      用地の売買の件だから」と呼ぶ声あり） 

小宅委員 だから、そこを一緒に捉えてしまっていることが問題じゃないですかということな

んです、僕が言いたいのは。 

副市長 一緒に捉えても、要するに一挙に解決したわけじゃないですか。だから、この 70 床

を例えば 40床と 30床に分けるとかいう話にはならないと思うんですけれども。ほかの事

業者が、だって手を挙げていないんだから。別にそれで 70 床一気に解決するんだから、

未利用地も解決するとなれば全然問題ないのかなと私は思っていますけれども。 

小宅委員 それはでも、いささか乱暴だと思いますよ。例えば 70 つくらなければいけないと

いう中で、じゃ、ほかの今、４事業者ですか、５事業者ですか、ありますけれども、そこ

は一切手を挙げられなくなるわけですからね。20 床ふやしたい、例えば 30 床ふやしたい。

これは向こう３年間できなくなるわけですね。それをほかの事業者が納得をされているん

ですかということなんです、要は。 

委員長 執行部。 

企画部長 今回、そうしますと、そういうご懸念がある場合には、当然そうすると、今回の応

募の際には特別養護老人ホームを排除した形で応募をしないと、いわゆる応募ができない
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ということになってしまうということがあるわけですね。ご存じだと思うんですけれども、

旧瓜連町から引き継いだ土地でありまして、当時、瓜連町では福祉施設として、いわゆる

目的で取得をしたということの経緯があるわけですね。ですから、そういうことも踏まえ

て、そこについて福祉施設を除外するというのは非常に難しいわけですね。そういうこと

を考えると、やはりそこで福祉施設が仮に出てきた場合には、いわゆる介護保険とかいろ

いろなもろもろの市の計画と整合性がとれていれば、それは市としては、それは採択して

整備をしていくというような選択をするということは、これは仮に市内の事業者さんにい

ろいろお考えはあるかもしれませんけれども、そこについてはご理解がいただけるのかな

と。 

   しかも、こういうことについて応募をしますということについて、別にそれを秘密裏に

やっているわけでも何でもなく、事業者さんのほうについては、もうこれは保健福祉部長

のほうからじかに通知を出して、ご案内という形で文書で出しておりますので、今回の件

については。ですので、そこはお互いに、何ていうんですか、未利用地の活用と特養とい

う、こう相反するような別個のやつが一つになっているということはありますけれども、

その中でも最大限そういった形の配慮をした上での手続をしてきたということだというふ

うに考えていますので、ぜひそこはご理解をいただきたいなというふうに思っています。 

   以上です。 

小宅委員 私が言いたいところで言うと、結局 70床、100％ここで埋まってしまいますよねと

いうことです。これ、だから、例えば介護保険福祉計画が 120 床ありまして、そのうち

70 床がここですとかいうんであれば、何の問題もないと思うんですけれども、100％ここ

というところは、保健福祉部ですから、これ。保健福祉部のほうでは了承しているという

ことなんで、それ後でちょっと聞きますんで、言っておいてください、保健福祉部のほう

に。 

委員長 よろしいですか。 

   そのほか質疑ありませんか。 

     （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。 

   再開を 11時 30分といたします。 

     休憩（午前 11時 15分） 

     再開（午前 11時 28分） 

委員長 それでは、再開をいたします。 

   続きまして、旧那珂核融合研究所西地区のガス発電事業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３ページをお開き願います。 
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   那珂パワービレッジ株式会社が建設に向けて進めてきましたガス発電事業につきまして

は、昨年の９月の総務生活常任委員会に報告し、現在造成工事が行われているとの報告を

したところでございますが、このたび事業者が株式会社那珂瓦斯発電所に変更になるとの

説明がございましたので、ご報告をするものでございます。 

   なお、事業者は変更となりますが、これまでの計画はそのまま継承し、事業計画自体に

変更は生じません。平成 29 年７月の供用開始を目指して工事を進めていく予定となって

ございます。 

   １の経過でございます。 

   ２つ目の丸でございますが、３月７日に株式会社ＩＤＩインフラストラクチャーズが来

庁しまして、変更の旨の説明に参りました。３月 28 日には開発許可の継承が完了しまし

た。米印にありますように、30 ヘクタールのうち、今回は 3.6 ヘクタール分を取得して

事業を進めるということでございます。 

   ２の事業者の概要でございますが、新たに事業者となる株式会社那珂瓦斯発電所は、市

内での発電事業の開発を行う特定目的の会社として、株式会社ＩＤＩインフラストラクチ

ャーズが設立した会社でございます。また、ＩＤＩインフラストラクチャーズは、平成

19 年に設立しまして、電気エネルギーインフラ向けの投資に特化しました資金調達を含

めた事業構築業務を行う会社となってございます。 

   事業者の名称、所在地等につきましては、記載のとおりでございます。 

   なお、裏面につきましては、今回開発を予定してございます 3.6ヘクタール分の、黒塗

りした部分でございますが、土地の図面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 それでは、ご意見、ご質疑ありませんか。 

笹島委員 これメインは、この会社は投資目的の会社ですか。 

政策企画課長 資金調達を含めた、そういう事業構築業務を行う会社となってございます。 

笹島委員 大丈夫なの。これまたどこかへ売られてしまうんじゃないの、すぐ。 

企画部長 お答え申しあげます。 

   ＩＤＩにつきましては、やはり電気エネルギーインフラ向けの投資ファンドの運営会社

ですね、こちらがＩＤＩインフラストラクチャーズでございます。そちらのほうが那珂瓦

斯発電所を設立したということでございます。当然ここ、設計とか工事施工とかそういっ

たものについては、川崎重工が一応担当するということになってございます。当然投資会

社ですんで、こちらが資金調達をするという、メインになってくる、それで工事部門につ

いては川崎重工のほうがプラントを含めて設置するという形になってくるということでご

ざいます。 

   事業者のほうに何度も確認をしたところでは、今回の開発行為のこの事業継承は済んで

いますし、土地の取得も済んでいます。それから、川崎重工、それから東京ガス、東電等
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の調整も既に、事業継承も済んでいるということでございますので、私どものほうでは、

何ていうんですかね、予定どおり進むんではないかなというふうには思ってございます。

ただ、前にもありましたとおり、事業ができなかった、また今度かわったということもあ

りますんで、そこはちょっとよく注意深く見ていかなくてはならないのかなというふうに

は思っていますけれども。最近も会社のほうでお見えになりましたけれども、いわゆるそ

の辺については市のほうでも確認はしているところでございます。 

   以上です。 

委員長 ほかにございませんか。 

小宅委員 すみません、これ、今どのぐらい工事というか、実際の部分は進んでいるんですか。 

企画部長 立木の伐採と荒造成済んだというだけですね。先ほど申しましたように、開発行為

の継承が３月 28 日に行われていますんで、あとは、ただ、東京ガスの配管については、

向山のほうからも常磐道を通りまして、予定地内にもう引き込みは３月に完了しています

ので。ですので、ただ、今度は開発行為が継承されましたけれども、開発行為以降の建築

確認とか何かの作業が手続が必要になってくるんじゃないかと思うんです。それが済めば、

事業者の話では８月ごろから工事に入れればと。来年の７月ごろには実際の売電ができれ

ばというような予定になっているというふうには聞いてございます。 

   以上です。 

小宅委員 わかりました。 

委員長 ほかにありませんか。 

     （なし） 

委員長 よろしいですか。 

   それでは、以上で終結をいたします。 

   続きまして、那珂市子育て世帯等住宅取得助成金交付要綱の制定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。 

   執行部、お願いします。 

政策企画課長 それでは、那珂市子育て世帯等住宅取得助成金交付要綱の制定についてをご説

明いたします。 

   大変恐れ入ります、本日、常任委員会の資料の修正及び差しかえをお願いしてございま

す。Ａ４の両面の用紙で４枚ほどつづられたものになってございます。 

   こちら２枚目に制定の修正部分、正誤表がつけられているかと思います。そちらをもと

に、今回修正した部分を先に説明させていただきます。 

   まず５ページに掲げてあります部分、制度概要の部分でございますが、こちらの④とし

て、自治会に加入している者というものを対象者の要件としてございましたが、こちらを

今回は外させていただくということでございます。 
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   ７ページ、８ページにかけまして、こちらの自治会加入している者という要件を外した

ことに伴いまして、要綱につきましても、条文の中からその部分を削除し、それ以降に掲

げられた項目について１項ずつ繰り上げると。 

   それから、様式につきましては、こちら自治会加入は７条の第６項ということで以前は

お示ししてあった部分なんですが、こちら様式第２号ということになってございましたが、

こちらは削除いたしますので、以降に掲げる様式を１項ずつ繰り上げるというものでござ

います。 

   それでは、差しかえをしました資料の５ページのほうをお開き願います。 

   まず策定の趣旨でございますが、まち・ひと・しごと総合戦略の戦略２の那珂市への人

口戦略におきまして、ＫＰＩ、社会動態による年間増加者数というものを各年 30 人とい

うふうに設定をしてございました。そういった中、移住・定住を促進し、活力に満ちた元

気なまちづくりを推進するために子育て世帯をターゲットといたしまして、市内に新たに

住宅を取得した場合に、その費用の一部を助成する那珂市子育て世帯等住宅助成金交付要

綱というものをこのたび制定しようとするものでございます。 

   ２番の制度の主な概要でございます。 

   （１）といたしまして、助成対象者でございますが、①といたしまして、中学生以下の

者が同居している世帯、または婚姻５年以内の夫婦で、いずれかが 40 歳以下である世帯、

また、所在地に住民登録をしている者、それから金銭消費貸借契約を金融機関と締結して

いる者。以前はこちらに自治会加入というものがございました。 

   こちら先に説明させていただきますと、制定にあたりましては、当初自治会加入という

ものを入れてございましたが、自治会加入をしていただくことによりまして、地域のコミ

ュニティ形成及び協働のまちづくりの推進ということで、十分意義があるものというとこ

ろで入れていた部分ではございますが、自治会の加入というものはあくまでも任意である

と。この要綱に要件として記載しますと、この自治会加入が法的に強制するものにならな

いかというようなご指摘をいただいたところから、今回事務局におきましても、市の顧問

弁護士等に相談をしまして、結果としまして、こちら削除させていただきました。 

   顧問弁護士の見解といたしましては、やはり法のもとの平等、それから強制加入を促す

ことになりかねないというようなご意見もいただきました。というようなことで、今回は

要件から外させていただいたという経緯でございます。 

   続きまして、（２）の助成対象住宅につきましては、平成 28 年 10 月１日から 32 年３

月 31日までに、市内に初めて住宅を取得した者、それから延べ床面積 50平米以上で取得

金額が 500万円以上。 

   それから（３）といたしまして、助成金額につきましては、市外からの転入者につきま

しては 20万円、それ以外、市内の転居等につきましては 10万円を助成するものでござい

ます。 
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   （４）でございますが、こちら３世代の同居の特例ということでございますが、住宅の

所有者を含めて、その親と子が同居する場合において、特例措置を今回設けてございます。 

   先ほど（２）のほうでも説明しましたが、延べ床面積 50 平米というものをこちらは 10

平米に緩和しております。また、500 万円という金額につきましても、200 万円というふ

うに読みかえ規定を設けてございます。 

   また、親族からの譲与とか購入についても、土地についてですが、要件を緩和してござ

います。 

   ３番の金融機関との連携でございますが、各金融機関に関しましては、本制度の趣旨及

び主な概要につきましてご説明をいたしまして、連携協力についてのお願いを３回ほど行

ってきたところでございます。市としましては、今後さらに協議を進めまして、今月下旬、

要綱制定前には定住促進に関する包括的な協定を締結していければというふうに考えてご

ざいます。 

   ７月１日に要綱を交付しまして、金融機関との連携をスタートさせまして、10 月１日

から、実際にお住まいになった方からの申請受付を始めてまいりたいと考えてございます。 

   以降、６ページから８ページにつきましては、要綱の全文を参考として添付してござい

ます。 

   説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明が終わりました。 

   ご意見、ご質疑等ございませんか。 

笹島委員 これは助成金が市外転入者 20 万円、ちょっと少ないよね、これじゃね。50 万円く

らい最低あげないと。それから市内転入者というのは、これは市内の人、これはあげなく

たっていいんじゃないの。何であげるの、それ。だって、よそから引き込んでこなければ

しようがないし、市外からの転入者を多くあげて、市内の人は市内でいいわけでしょう。

何の問題もないわけでしょう。そこをちょっとめり張りつけないと、これ何となくインパ

クトないね。 

政策企画課長 金額のお話でございますが、まずこちら 20 万円というのが安いというのはご

ざいました。こちらにつきましては、県内で実施している市町村について、事務局のほう

でもいろいろ研究をしてまいりました。確かに 20 万円という金額については、ほかと比

べれば低いほうの部類には入るかと思います。確かに 50 万円、できれば一番いいんだと

は思うんですが、財政的な部分、それから、今回補正予算で 700万円ほど、四半期分とし

て計上してございます。市で年間を想定してみますと、2,800 万円から 3,000 万円ぐらい

の、この金額で設定してもなるというような試算をしてございますので、これをさらに

50 万円とかの金額に上げてしまうと、さらに財政負担が大きくなるということで、20 万

円と設定したところでございます。 

   また、あと、市内の転居者についてはいいんじゃないかというご質問でございますが、
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やはり若い世代が市外へ転出するというケースも十分に考えられます。ですから、那珂市

内にアパートにお住まいの方が新たに市内で住宅を求める場合においては 10 万円の補助

をするというような形で整理をさせていただいたところでございます。 

   以上でございます。 

笹島委員 出ていってしまうのはとめられないんですよね、正直いってね。どこへ行こうが、

私も一般質問でやったでしょう。職住近接というんで、仕事場にできるだけ近いところへ

行きたいんですよね。ですから、前も一般質問でやったけれども、要するに仕事場がない

もんだから、どうしても地価の問題ね。ひたちなか市と東海と水戸と比べれば、地価がこ

こが安ければここに住むんだけれども、向こうが今まで高かったんですけれども、下がっ

てきたんですよね。そういうわけで、今度は向こうのほうにシフトしていくという。少し

その現状というのをもっと不動産会社の方たちとちょっとね、コミュニケーションとって

少しされたほうがいいですよ。もう年々変ってきているんですよ。 

   何で私が 50 万円というんです、そのくらいやらないとインパクトないんです。20 万円

とゼロというのはそんなに変らないですよ、だから。やる、やらないという。だったらや

めたほうがいいですよ、インパクトないんだったら。要するに一般質問でやったでしょう。

奪い取ってくるわけですから。魅力というのは、何が魅力ですか、ここは。お金でしょう、

で来てもらうわけでしょう。だったらやめたほうがいいですね。 

企画部長 お答えいたします。 

   金額については、いろいろあると思うんです。確かに常陸大宮市さんは 50 万円だった

り、大子町さんは 100万円、稲敷さんなんかも最大 100万円とか何かあります。ただ、常

陸太田市さんは、一応は 20万円で、ひたちなか市さんも 20万円ということで。あとは龍

ケ崎市さんとか。20 万円とか 30 万円というのが比較的県内の市町村で 20 ぐらいやって

いるところがあるんですけれども、大体そのぐらいかなというふうに思っています。 

   先ほど申しあげましたように、一番は財政負担の問題、全部一般財源で負担しなくては

ならない。ただ、そうはいっても、やはり移住、定住に関して、そこに対してインセンテ

ィブというか、何か施策をした上でしていかなくてはならないという部分もありますし、

それから、那珂市は職住近接ということもありますけれども、水戸市、ひたちなか市等々

に、職場にも近いということがありますんで、いわゆるある程度こういった策を講じるこ

とによって、那珂市内にいる方でもそこにとどまって、新しくそこに家を求めて特に住ん

でいただける、特に菅谷などの市街化区域の中ではそういったことも考えられますので、

やはり市内も、そこのところは定住の促進という観点から、施策を講じる必要性があるの

かなというふうに思いましたので、市外と市内の方を差をつけた形で、財政負担も考慮し

ながらこのような金額になったということでございます。 

   以上でございます。 

助川委員 ちょっと確認なんですが、これ離婚者はだめなんだよね、お一人では。それと、離
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婚されてしまっている方は資格がないということだと思うんですけれども。 

   それと、贈与の場合には、３世代同居のみの特例でということで、その贈与金額が取得

額の 200万円以上のものに何ていうんだろう、お金として取得価格に加えられるというこ

となのかな。その件ちょっと。 

政策企画課長 まず、初めの離婚したものはというご質問でございますが、例えばひとり親家

庭でお子さんと一緒に転入されて、市内に住宅を求めるというケースもございますので、

そういった場合は当然該当はしてくるものと考えてございます。 

助川委員 あ、そう。いいの。 

政策企画課長 世帯ということで。 

助川委員 そう。もう一つね。 

政策企画課長 あと、３世代の部分につきましては、第５条のほうに３世代同居の特例という

ところで、読みかえ規定ということで書かれたものになっている、第２項でございますね。

第２項に書かれた部分のご質問かと思います。こちら新たに新築する場合においては、２

親等以内からの親族、２親等以内の親族からの贈与購入については認めてございません。

そちらにつきましては、６ページの第３条の第３号に、下から４行目ですか、贈与、相続

云々というものが入っているかと思います。こちらは、新築の場合は、こういったものは

除外すると。ただし、３世代特例の場合はこの部分も認めますよというような条項になっ

てございます。 

   以上でございます。 

助川委員 ３世代同居の場合には、特例として２親等以内でも贈与の部分が金額に加えられる

ということですね。その取得価格。 

政策企画課長 金額に加えるのではなくて、その贈与を受けた場合についても対象として認め

ると、対象住宅として認めるというようなご理解でお願いしたいと。金額はあくまで増改

築する費用につきましては 200万円以上ということになります。 

助川委員 それは３世代同居のみ。 

政策企画課長 200 万円という金額設定については３世代同居のみで、新築の場合については

500万円以上というふうにしてございます。 

   以上でございます。 

助川委員 ５ページの（２）の助成対象住宅の件は、500 万円以上になってしまうと３世代同

居であっても贈与は認められないということなんですか。 

企画部長 お答え申しあげます。 

   まず１点目、ちょっと説明が不足していたように思いますので、離婚された方のところ

の対象者のところなんですが、制度概要の助成対象者のところに、①として中学生以下の

者が同居している世帯又はになっていますから、いずれかですので、要するに離婚された

方でも子供さんがいれば、中学生以下の子供さんがいれば対象になりますよということで
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ございます。ですので、要するにあくまでも中学生以下の子供さんがいれば、どの世帯も

対象になります。ただ、子供さんがいなくても、夫婦のどちらかの年齢が 40 歳まででし

たらば、子供さんが将来いらっしゃる、できるというか、産まれる可能性がありますので、

そういった意味で、新婚家庭についても、子供さんがいなくても対象にしますということ

でございます。 

   それと、あと、基本的には今回のケースについては、金融機関からの借り入れをすると

いうことが条件になっています。それとあわせて、実際、親の方が持っている住宅を他人

に相続したりとか贈与を受けただけでは、新たな取得にはならないということで、対象か

ら外しています。ただ、３世代同居するために玄関とか浴室とかトイレですとか、そうい

ったものを増築した場合、贈与を受ける方がですね。そういう形で３世代同居する場合に

は、そこの除外を外しまして、その方についても 10 万円、20 万円の助成金を差し上げま

す。３世代同居の場合には、500 万円ではなくて 200 万円でいいのかな。要するに金額を、

増築とか改築なんで、金額を下げてあるということで。ですから、普通、新設で取得する

場合には 500万円以上の取得じゃないとだめですけれども、３世代同居の場合は、それ以

下でも 200万円以上であれば該当にしますということで、逆に該当する金額を下げている

ということですね。そういうことで、あと、面積も新たに取得する場合には 50 平米にし

ていますけれども、３世代同居の増築、改築の場合には 10 平米という形で、逆に３世代

同居する場合には金額、面積を下げているという形にしたということでございます。 

   以上です。 

小宅委員 私は、助成対象者から自治会加入という条件を外すことに反対です。この助成金で

すか、これは申告制ですよね。 

政策企画課長 10月以降に申請を受け付けるような形で、申告制という形になります。 

小宅委員 であれば、出すも出さないもその人の自由です。自治会に入るのが嫌であれば、こ

れを使わなければいいだけの話であって、決して拘束するものじゃないと思うんですね。

これ必ずこの条件を満たすところには、必ずこの助成金をやるから、絶対自治会へ入れよ

ということじゃないわけですから、申請するもしないもその人の自由。そのかわりこっち

としては、役所としては、出す条件としては、自治会加入を促す、これは当り前だと思う

んです。じゃなければ、これ自治会長さんが見たら怒りますよ。役所はどっち向いている

んだと。当然入れるべきだと私は思います。 

政策企画課長 その辺につきましては、議論をして、今回直前になりまして、削除したという

経緯がございます。弁護士さんのほうからは、要綱自体に入れることは望ましくはないと

いうようなご意見もいただいた中で決断をしたわけでございますが、執行部としましては、

この条項からは外しますが、この後、金融機関と連携してこういった制度を始めますので、

ぜひ転入、定住してくださいということで連携をしてまいりたいと思います。その際にパ

ンフレットを作成したいなというふうに考えてございまして、そちらには自治会加入を推
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進するような、ちょっと緩い形にはなってしまうんですけれども、自治会加入は推進して

いくというようなことでお願いしてまいりたいとふうなことは考えてございます。 

   以上でございます。 

小宅委員 であれば、もう自治会制度をやめてしまったほうがいいです。役所が本気でやって

いないから、自治会長がみんな怒っているわけですよ。これ本当に転入してきた人、自治

会へ入ってもらうのは当り前ですよ、これ。それを優しく、入ったらどうですかみたいな

のだからだめなわけですよ。当然せっかくお金を出して、これ鎖をつけるわけですから、

当然入ってもらうというのが当り前だと思うんですよね。弁護士さんに相談されたという

話ですけれども、その弁護士さんがどこまでこれを解釈しておっしゃったかわからないで

すけれども、なお、ほかの弁護士さんにも聞いて、もう一度検討し直していただきたいと

私は思います。 

企画部長 お答え申しあげます。 

   私どものほうとしても、今回の目的がいわゆる活力に満ちた元気なまちづくりをすると

いうことで、そのまちづくり、これは当然、コミュニティをつくるということで、コミュ

ニティの主体である自治会というものは非常に重要な役割を果たしているだろうという認

識では、そういうふうに思っていました。そういう形で当初、自治会加入ということを補

助金のその施策的に条件に入れて、助成をできないかなというふうに考えて進めてきたと

ころではございます。ただ、いわゆる選択は自由なので、これについて特に不平等ではな

いだろうというご意見かと思うんですけれども、やはりこういう補助金を出す、公金で出

す場合に、その条件として、いわゆる自治会がそもそも任意加入であるというような性格

のものである場合に、そこまで助成金を出す際の条件として、拘束するとか、条件を付す

ことについては不適切なんではないかなということでございます。 

   ただ、これは正直申しまして、判例が出ているわけでも何でもございませんので、いわ

ゆるもしそういうことでなんらかの申し出があれば、そこのところで争いになって、最終

的にはそこで結論が出るのかもしれませんけれども、ただ一方でそういうことが懸念され

ているという状況を把握した以上は、そこについてあえて、条件として付した上で補助金

交付するということについては、やはりちょっとどうなのかなという最終的な判断をさせ

ていただいた。小宅委員がおっしゃるとおり、いわゆる市として自治会加入を推進して、

自治会をいわゆる今後とも存続させていきたいという姿勢には変りはありませんけれども、

今回の助成制度の中では、そういう懸念を示されている以上は、そこのところについて、

やはりそれを超えた、それを無視したというか、考慮をしないでですね、あえてそこまで

することを判断するのはいかがかというふうに思ったということで、今回削除をさせてい

ただきたいということでございます。 

   以上です。 

小宅委員 なお検討していただきたいと思うんですけれども、今後これが法案として上がって
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くるということなんだと思うんですけれども、これは私、入れなかった場合は反対します

から。これは言っておきます。絶対にこれは入れるべきです。じゃないとおかしいですよ。

なんで、もう一度考慮をお願いします。 

   以上です。 

委員長 執行部には今のようなことでお願いします。 

   それでは、そのほかにございませんか。 

     （なし） 

   それでは、以上で終結をいたします。 

   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、再開をいたします。 

   総務課が出席いたしました。 

   報告第５号 専決処分について（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 総務課長の川田と申します。ほか２名が出席しております。よろしくお願いいたし

ます。 

   それでは、議案書の 38ページをお開きいただきたいと思います。 

   報告第５号でございます。専決処分について。地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号第

179 条第１項）の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、

これを報告し、承認を求める。 

   平成 28年６月 10日提出。那珂市長。 

   提案理由でございますけれども、那珂市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する

条例につきまして、国からの指導によりまして、所要の改正をするものでございます。 

   今回、一部改正条例の一部を改正する条例ということで、例が少ないものですから、も

う少々詳しくご説明させていただきたいと思います。 

   行政不服審査法が全部改正されたことに伴いまして、那珂市固定資産評価審査委員会条

例につきましても所要の改正の必要を生じましたことから、前定例会、第１回定例会にお

きまして、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上程

させていただきまして、議決をいただいたところでございます。その議決をいただきまし

た一部改正条例の改正文の案文につきましては、国の総務省から示されたもの、いわゆる

準則を基本に作成をしております。 

   しかしながら、議決をいただきました後、３月末にですね、その一部改正条例の条文に
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つきまして、総務省のほうから文言を訂正すべきであると通知がございましたことから、

このたび一部改正条例の一部を改正するということでございます。 

   続きまして、次の 39ページをお開きいただきたいと思います。 

   こちらは、３月 31日に専決処分をした専決処分書でございます。 

   それから、41ページのほうをお開きいただきたいと思います。 

   こちらが新旧対照表でございます。右半分が現行、左半分が改正後ということになりま

す。 

   上から５行目のところ、下線が引いてある部分でありますけれども、第 10 条第１項中、

前３条を第７条から第９条までに改めるという改正文がございますが、こちらが必要がな

いということから、削るということでございます。 

   それから、下のほうの下線の部分、こちらは附則の適用区分でございます。 

   ２、改正後の固定資産評価委員会条例第４条第２項、第３項及び第６条云々と、こう続

きますが、そして、下線部におきましても、地方税法の条項の番号がいくつも出てきまし

て、ちょっとわかりづらいかと思いますので、こちらをちょっと要約したいと思います。 

   こちらにつきましては、改正後の本条例における審査の届け出、書面の審理、決定書の

作成に係る規定につきましては、現行におきましては、右側ですけれども、平成 28 年度

の年度分の固定資産台帳に登録された価格に係る審査の申し出について適用する。ただし、

27 年度以前までの固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申し出は、従前の例

によるというようにしていたものを、改正後は、左ですけれども、平成 28 年４月１日以

後に固定資産台帳に固定資産の価格等の登録した場合の公示、それから、価格等を修正し

て登録した場合の公示がされた場合に適用するということです。ただし、平成 28 年４月

１日以前に公示がなされた場合は、従前の例、今までのとおりといたしますというふうに

改めるものでございます。 

   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 説明が終わりました。 

   質疑ありませんか。 

     （なし） 

委員長 ありませんか。 

   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。 

     （なし） 

委員長 討論を終結いたします。 

   これより報告第５号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり承認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、報告第５号は原案のとおり承認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１時 06分） 

     再開（午後１時 07分） 

委員長 再開いたします。 

   税務課が出席いたしました。 

   報告第２号 専決処分について（那珂市税条例等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。 

税務課長 税務課長大内ほか３名が出席しております。よろしくお願いいたします。 

   では、議案書第１ページをお開きください。 

   報告第２号 専決処分について。地方自治法（昭和 22年法律第 67号第 179条第１項）

の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し、

承認を求める。 

   平成 28年６月 10日提出。那珂市長。 

   提案理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律（平成 28年法律第 13号）

が平成 28 年３月 31 日に公布されたことに伴い、那珂市税条例等の一部を改正し、平成

28年４月１日から施行するものでございます。 

   主な改正内容は、行政不服審査法の改正により、異議申立てが廃止され、審査請求に統

一されたことによる改正、減免申請書から個人番号の記入を削除する改正、固定資産税で

は非課税の規定の適用を受ける者の名称の改正と、非課税となる法人の追加をする改正、

地域決定型地方税制特例措置を適用した特定再生可能エネルギー発電設備、水力、地力、

バイオマスに係る特例率の追加をするものでございます。また、たばこ税では、経過措置

の引用条文の整理を行う改正でございます。 

   次のページをお開きください。 

   ２ページに専決処分書、３ページから５ページまでが改正条文、６ページから 18 ペー

ジまでが新旧対照表となっております。19、20ページが改正の概要となっております。 

   19ページをお開きください。 

   那珂市税条例等の一部を改正する条例の概要に沿ってご説明をいたします。 

   まず、改正の理由でございますが、提案理由のとおりでございます。 

   続いて、改正本文、条例第１条の改正でございます。第 18 条の２第１項では、行政不

服審査法が改正され、平成 28 年４月１日から異議申立てが廃止され、審査請求に統一さ

れたことに伴う改正でございます。 

   次に、第 51 条第２項第１号では、市民税の減免申請書から個人番号の記入を削除する
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改正でございます。 

   第 56 条では、固定資産税の非課税となる法人の名称の変更でございます。「独立行政

法人労働者健康福祉機構」が「独立行政法人労働者健康安全機構」に改正されたものでご

ざいます。 

   第 59条では、固定資産税の非課税となる法人の追加でございます。第 56条で名称が変

更になった独立行政法人労働者健康安全機構を加える改正でございます。 

   第 139条の３第２項第１号では、特別土地保有税の減免申請書から個人番号の記入を削

除する改正でございます。 

   続いて、改正本文、第２条関係では、地方税法の改正により、たばこ税に係る引用条文

の整理でございます。 

   続いて、附則の改正でございますが、第 10条の２第４項から第 19項までの改正ですが、

地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例と呼ばれるものでございます、の改正に

伴う変更でございます。再生可能エネルギー発電設備、水力、地熱、バイオマスに係る課

税標準の特例措置等を追加するもの、また、都市再生特別措置法に規定する認定誘導事業

者が新たに取得した公共施設等の用に供する家屋及び償却資産に係る課税標準の特例措置

を追加するものでございます。 

   第 10条の３の改正については、平成 28年４月１日以降に改修された熱損失防止改修住

宅の課税の減額の適用を受ける際に提出する書類を追加するものでございます。 

   改正条例附則第１条では、施行期日を平成 28 年４月１日とし、第２条では、経過措置

として、平成 28年分から適用する旨を定めております。 

   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 執行部の説明が終わりました。 

   質疑ありませんか。 

助川委員 10 ページの（５）熱損失防止改修工事に要した費用ということなんですけれども、

これはどういう改修工事が当るんですか。 

税務課長 従来の家屋の断熱処置で、窓の交換、床、壁、それから天井に断熱処理を施す改修

になります。 

   以上です。 

委員長 ほかにありませんか。 

     （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。 

     （なし） 

委員長 討論を終結します。 
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   これより報告第２号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり承認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、報告第２号は原案のとおり承認すべきものと決定いたしました。 

   続きまして、報告第３号 専決処分について（那珂市都市計画税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。 

税務課長 では、議案書 21ページをお開きください。 

   報告第３号 専決処分について。地方自治法（昭和 22年法律第 67号第 179条第１項）

の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し、

承認を求める。 

   平成 28年６月 10日提出。那珂市長。 

   提案理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律（平成 28年法律第 13号）

が平成 28年３月 31日に公布されたことに伴い、那珂市都市計画税条例の一部を改正し、

平成 28年４月１日から施行するものでございます。 

   主な改正内容は、地域決定型地方税制特例措置を適用した特定再生可能エネルギー発電

設備、水力、地力、バイオマスに係る特例率の追加等をする改正でございます。 

   次のページをお開きください。 

   22 ページに専決処分書、23、24 ページが改正条文、25 ページから 30 ページが新旧対

照表となっております。31ページからが改正の概要となっております。 

   31ページをお開きください。 

   那珂市都市計画税条例の一部を改正する条例の概要に沿ってご説明いたします。 

   まず改正の理由でございますが、提案理由のとおりでございます。 

   改正本文、第２条第２項の改正でございますが、地方税法の改正に伴い、条項のずれが

生じたため改正するものです。 

   続いて、附則の改正でございます。 

   第３項については、地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例の改正に伴う変更

でございます。都市再生特別措置法に規定する認定誘導事業者が新たに取得した公共施設

等の用に供する家屋に係る課税標準の特例措置を追加するものでございます。 

   第４項から第９項、第 13項、第 14項の改正については、法律の改正に伴う条項のずれ

の改正、第 10項から第 12項については、条例の項ずれに伴う改正となっております。 

   改正附則第１項では、施行期日を平成 28 年４月１日とし、第２項及び第３項では、経

過措置として、平成 28 年度分から適用、都市再生特別措置法の追加に係る部分について

は、平成 29年度分から適用する旨を定めております。 

   以上で説明は終わります。よろしくお願いいたします。 
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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 ありませんか。 

   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。 

     （なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより報告第３号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり承認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、報告第３号は原案のとおり承認すべきものと決定いたしました。 

   続きまして、常任委員会協議報告案件であります。 

   原動機付自転車オリジナルナンバープレートの作成及び交付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。 

税務課長 では、常任委員会資料 12ページをお開きください。 

   原動機付自転車オリジナルナンバープレートの作成及び交付についてでございます。概

要についてご説明いたします。 

   まず目的でございますが、那珂市のイメージアップ及びＰＲを目的に当市のマスコット

キャラクターであるナカマロちゃんのデザインを用いたオリジナルナンバープレートを導

入するものでございます。 

   デザインについては、次のページをごらんください。 

   ナンバープレート数字の右側に那珂市のキャラクター、ナカマロちゃんを入れたデザイ

ンとなっております。 

   続いて内容でございますが、対象車両は原動機付自転車 50cc のみといたします。50cc

の原動機付自転車については、年間登録台数が 250台ぐらいあります。90cc及び 125ccに

ついては、年間 50台程度でございますので、50ccのみの導入としました。 

   続いて、作成枚数でございますが、1,000枚とします。 

   交付については、従来の標識とオリジナルナンバーの選択制といたします。 

   財政負担でございますが、1,000枚の作成で、見積りとして 29万 9,700円でございます。 

   スケジュールでございますが、５月に庁議においてデザインの選定をいたしました。今

後は、６月に契約、７月からは広報なか、ホームページ等において住民への周知を図って

いきたいと思います。９月に納品、10月から交付を予定しております。 
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   ２番として、交付開始予定日ですが、土日の関係がございまして、平成 28年 10月３日

の月曜日を予定しております。 

   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 説明が終わりました。 

   ご意見、質疑ございませんか。 

助川委員 これは今までつけられているものをかえるということもできるんですか。 

税務課長 希望によりまして、オリジナルナンバープレートとの交換もする予定でございます。 

助川委員 個人負担はいくらになるんですか。 

税務課長 無料で交換する予定でございます。 

助川委員 新規登録も今までのものも全て無料ということですか。 

税務課長 そのとおりでございます。 

委員長 ほかにございませんか。 

   よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 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 20分） 

     再開（午後１時 21分） 

委員長 再開いたします。 

   環境課が出席いたしました。 

   常任委員会協議報告案件であります那珂市ペット霊園の設置等に関する条例（案）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。 

環境課長 環境課長の小澤です。ほか１名が出席しております。 

   常任委員会資料の 14ページをお開きください。 

   那珂市ペット霊園の設置等に関する条例（案）の概要についてご説明いたします。 

   制定の経緯でございますが、近年、ペットを飼う家庭がふえて、そのペットが死亡した

ときに手厚く葬りたいという家庭の思いに応えるため、各地でペット専用霊苑が設置され

ております。しかし、国や県において、ペット霊園の設置等を規定する法律、条例がない

ことから、近隣住民とのトラブルが発生する可能性があることから、市では適切な措置を

講ずることが必要となるため、この条例を制定するものでございます。 

   本日、そこで本条例（案）を上程前に、委員会においてご説明し、ご意見を求めるもの

でございます。 

   続きまして、本条例制定の目的でございますが、ペット霊園の設置及び管理に関し必要

な事項を定め、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われるための措置を講
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ずることにより、市民の快適な生活環境の確保に資することを目的とするものでございま

す。 

   続きまして、条例の概要ですが、設置等の許可、第４条でございます。ペット霊園の設

置には、市長の許可が必要で、許可に際し条件を付すことができることを規定いたしまし

た。 

   事前協議、第５条ですが、ペット霊園の設置等の申請前に市長と事前協議をすることを

規定しております。 

   説明会の開催、第７条ですが、ペット霊園の設置等の申請前に、申請予定者は近隣住民

等に対し説明会を開催することを規定しております。近隣住民というのは、大体おおむね

200メートル以内の方を対象にしております。 

   続きまして、同意ですが、第９条、ペット霊園の設置等に対し、近隣住民から同意を得

ることを規定しております。 

   続きまして、申請書の提出と第 10 条、ペット霊園の設置等の許可の申請について規定

しております。 

   設置等の基準、第 11条、ペット霊園の設置基準について規定しております。 

   まずは土地についてでございますが、設置者が所有、または取得見込みの土地で、

1,000 平方メートル以上であること。また、住宅等から 100 メートル以上の距離を置くこ

ととしております。 

   設備についてですが、障壁、または樹木の垣根を設けること。出入り口は施錠できる構

造とすること。雨水、または汚水を適切に処理できること。あと、管理事務所、便所、給

水設備、排水設備及び駐車場を設けること。 

   15ページに移りますが、緑地面積は５分の１以上とすること。焼却炉の燃焼温度は 800

度Ｃ以上であること。焼却炉に二次燃焼室を設けることなどでございます。 

   報告及び立入検査、第 18 条ですが、設置者等に対し、報告を求めたり立入検査をする

ことを規定しております。 

   改善通告、第 19 条ですが、条例の規定に違反しているときの改善勧告について規定し

ております。 

   続きまして、改善命令、第 20 条ですが、改善勧告に従わない場合の改善命令について

規定しております。 

   続きまして、許可の取り消し、第 21 条、改善命令に従わない場合、偽り、その他不正

の手段により許可を受けたときは、許可を取り消せることを規定しております。 

   続きまして、公表、第 23 条ですが、設置許可取り消しなどをした場合、経過、氏名等

を公表できることを規定しております。 

   ４番としまして、今後のスケジュールでございますが、来月、７月からパブリックコメ

ントを実施いたしまして、９月には平成 28 年第３回定例会に条例案を上程させていただ
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きたいと。その後、交付いたしまして、年が明けました 29 年１月から条例の施行という

予定でございます。 

   ５番につきましては、１条から 25 条、あるいは附則までの明細というか内訳でござい

ますので、説明は以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

   ご意見、質疑等ございませんか。 

小宅委員 現在これは、こういう該当するようなペット霊園というのは市内にあるんですか。 

環境課長 この条例に規定するもの、該当するものはありませんが、ただ、市内にですね、規

模的には小さいんですが、菅谷の正覚寺、あちらのほうに、ちょっとこの間調べましたら、

平成 22 年７月にペットの供養墓、碑みたいなものなんですが、それがつくられておりま

して、20 件程度の方がその供養墓に申し込みされていると。ただ、正覚寺のほうは平成

24 年に住職さんが亡くなられて、現在住職さんがいないということなので、その後は現

状のままということでございます。 

   以上です。 

小宅委員 そうすると、市内に今、焼却施設はないんですかね。 

環境課長 ありません。 

小宅委員 これは、霊苑は土葬でも骨つぼでもオーケーなんですか。 

環境課長 火葬になります。 

小宅委員 土葬はだめ。わかりました。 

委員長 ほかにありませんか。 

助川委員 これ正覚寺さんは、この規定に今回条例（案）として出されたものに全て合致はさ

れていないですね。 

環境課長 規模的にもですね、先ほどちょっと言い忘れた点なんですけれども、敷地としては

36 ぐらいの小さな面積で、お寺を入って右側のほうにあるんですが、基本的に今回の条

例には合致しませんので、第 24 条の適用除外の条項において、既設の部分はそれで適用

除外扱いするということで考えております。 

   以上でございます。 

助川委員 そうすると、施行が来年、29 年１月からになりますから、それまでに駆け込みで

というようなことも考えられるようなことも想定されるんですけれども、その辺のところ

は、ないんだから、つくられる可能性の歯どめには、どういうふうに考えていますか。 

環境課長 そのような事例がないように、実は今年の２月に那珂市ペット霊園の設置等に関す

る要綱をつくりまして、市長の許可ではないんですが、あくまで要綱をつくっております

ので、そちらでほぼ同様の縛りがありますんで、それで一応、適用していきたいというふ

うに考えております。 

   以上でございます。 
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中﨑委員 この条例は、要するに家庭で飼う犬、猫、その他のペットの要するに霊苑と言った

んではおかしいけれども、そういう焼却場とか骨つぼを納めるようなところを業者がもし

申請したときの歯どめというか規約、その他いろんな規定を設けるためにつくるというこ

となのかなと、そういうふうに思いますけれども、それでいいんですか。 

環境課長 先ほど概要の中でご説明しましたように、周辺住民の方と、やっぱりいろんな意味

でトラブルが起きるのを抑制するために、何ていいますか、むやみやたらにつくれないよ

うに、一応制限を設けて、ハードルをちょっと高くしたということでございます。 

   以上でございます。 

委員長 ほかにありませんか。 

     （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 31分） 

     再開（午後１時 32分） 

委員長 再開をいたします。 

   陳情第３号 常設型住民投票条例案の法的安定性の研修を提言する陳情を議題といたし

ます。 

   事務局より陳情を朗読させます。 

   お願いいたします。 

書記 朗読いたします。 

   常設型住民投票条例案の法的安定性の研修を提言する陳情。 

   平素より那珂市の発展と地域住民の為にご尽力いただき厚く感謝申しあげます。 

   さて、昨年（平成 27 年）12 月の那珂市議会に議案第 73 号「那珂市市民投票条例」と

して那珂市執行部から上程された那珂市の常設型住民投票条例案（以下、当該条例案とい

う）は、議決の結果、賛成 10対反対 11で否決されました。 

   マスコミ報道によると、市議会では「議会の議決なしに市長の考えだけで住民投票を実

施することができる点」が主な問題点として指摘され議論されたようですが、当該条例案

の法的安定性に関する問題提起や議論はなかったように思います。 

   しかしその後、当該条例案については、平成 28 年１月６日付「法律意見書」にて「日

本国憲法の法体系と合致するかどうかは甚だ疑わしい」と茨城県弁護士会所属の弁護士か

ら指摘されました。法律の専門家の意見として重く受け止める必要があろうかと存じます。 

   一方、当該条例案の発案者である海野市長は、昨年 12 月の市議会での議決を尊重され

ず、議員改選後の那珂市議会に再び同じ条例案を上程する意向であることを公言されてＮ

ＨＫテレビや新聞各紙でもニュース報道されております。 

   つきましては、当該条例案を議案として今後また再度審議されるお立場の市議会議員の
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皆様方におかれましては、当該法律意見書ならびに当該条例の法的安定性に関する研修を

実施されてはいかがでしょうか。以上ご提言申しあげます。 

   理由、那珂市の条例制定プロセスにおける国の法令違反を防止するため。 

   関連条例、「那珂市議会基本条例」第 22条。 

   添付資料１、平成 28年１月６日付「法律意見書」。 

   地方自治法第 124条の規定により、上記の陳情書を提出いたします。 

   平成 28年５月 18日。 

   那珂市議会議長、中﨑政長殿。 

   陳情者、那珂市菅谷 4576－14、川又義雄。 

   以上です。 

事務局次長 それでは、私のほうから補足説明をさせていただきます。 

   こちらの陳情につきましては、先ほどご説明しましたとおり、５月 18 日に提出されて

おります。陳情の中に弁護士の氏名が記載されていました。陳情者に弁護士の了解を得て

いるかどうか確認したところ、弁護士の了解をとっているとのことでありましたので、受

け付けをいたしました。 

   しかしながら、本文のほうに名前が入っておりますと、これ公開になってしまいますよ

ということをお伝えしたところ、陳情者より陳情本文の弁護士氏名を削除した陳情書への

差しかえ依頼がございましたために、陳情書本文を差しかえまして、今のとおりの陳情書

となってございます。 

   一応、念のため、６月 15 日に弁護士事務所に陳情資料として議会に提出されることを

了解しているかどうかを確認しております。そのときは弁護士不在でしたんですが、６月

16 日になりまして、当該弁護士より電話がございました。当該意見書につきましては、

あくまでも陳情者からの依頼により、法的見地からの意見を宛先のとおり陳情者へ回答し

たものでありまして、那珂市議会に意見したものではないと。那珂市の住民でもなく、政

治的に利用されるのは本意ではありませんということで、議会のほうにその旨お伝えいた

だきたいということでご依頼を受けております。 

   以上でございます。 

委員長 以上で説明、終わりました。 

   ご意見ございませんか。 

笹島委員 これはあれですよね、法律上、住民投票条例は、常設型の、議会の議決が要らない

とは法律上どこにも書いていないと。ただ、自治法では規定されるというあれですよね、

代議制を。だから、その面でちょっとわかりにくいところがあるんですよね。要するに憲

法上は、国政のものに対しては、規定はあるけれども、我々地方自治のについては、この

規制されているかされていないかというのは明確じゃないんですよね。全国市町村、もう

常設型、もう制定されるところがあると思うんですけれどもね。我々、まだまだ今言って
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いた曖昧なところかな、疑わしいところかな。今回この何か弁護士の意見書ということで

来ましたけれども、ちょっと読ませてもらったんですけれども、非常に難しく書いてあっ

てね。また、ヨーロッパの国民投票まで持っていってしまったもんだから。住民投票条例

の個々の自治体のものに対してはちょっとそぐわないかなと思って読んでいたんですけれ

ども。 

   できればほかのね、今言っていた制定したところをちょっといろいろ聞いてみたいです

よね。私は何かそういうわけで、この陳情書、来た、来ないはともかくとして、議会人と

して、やはりぜひ、来たもんですから、私の意見はこれを採択して、さっき言っていた常

設型住民投票条例の制定したところの、どこか市町村をヒアリングしたいなという、これ

は私の意見ですけれどもね。と思いますけれども。よその人も聞いてください。 

委員長 そのほかありませんか。 

助川委員 この常設型住民投票条例の法的安定性の研修を提言する陳情でもって、川又さんの

ほうから陳情が上がっておるわけですよね。最大のこの常設型住民投票条例に関しては、

二元代表制の根幹である市民の皆さん方の選択がハードルが高くなると。個別型だと、自

治法で定められておりまして、50 分の１の賛同をいただければ、個別に提出できると。

それを常設型にするために、市のほうで前回ご提案いただいたのは、市民の皆さん方の５

分の１の同意が必要だということが大きなハードルが高くなる一つの問題点。あるいは、

二元代表制の観点を議会の審議を、議決を必要なしに市長はですね、住民投票を実施する

ことができるというようなことが一つの論点の大きな問題ということで、私自身も総務委

員におりました関係上、審議をさせていただいたと思っております。 

   その辺のところのハードルが高くなる部分と、それから議会の議決を必要としない常設

型は、今、那珂市において当面、早急に条例制定をしなければならないのかという案件も、

今のところ早急にしなくてはならないという案件もありませんので、これはですね、全国

814 市ぐらい今ありますけれども、その市の中でもまだ制定をされたところは、その中で

も 100 ぐらいあるのかな、今。50 ぐらいということで、国が指針を決めなくてはならな

い基地の問題とか、それから原発なんかも含まれるようでありますけれども、その辺のと

ころの問題を想定しての条例制定ということで市長から提案されたわけなんですけれども。

まだそういったものにエネルギーを注ぐ必要はないだろうと。 

   私ども委員会としてもしっかりとその二元代表制の重さを深く掘り下げて、その時期を

見守るべきだろうというようなことで、否決の方向に動いたというふうに記憶しているん

ですけれども、そういったことから、私自身もまだ、総務委員会としてはいくつかの研修

等もしなければならない案件もあると思いますんで、その辺のところを加味すると、この

案件だけの研修をということになりますと、これは専門的にこれに時間を相当費やさなく

てはならないということも考えると、いかがなものかなというふうに現時点では考えてお

りますんで、総務委員会としては、これも含めていくつかの早急に対応しなければならな
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い案件も見えてきておりますんで、含めた中で研修をするのは、これはいいと思いますん

で。 

   そういうことから、これだけに限って審議をするんじゃなくて、総務委員会の一つの研

究案件ということで対応するのは、それはそれでいいのかなというふうに感じます。 

   以上です。 

委員長 ほかにありませんか。 

助川委員 研究する、勉強するのはいいと思いますよ、それは。ただ、これだけに限らないで、

総務委員会の委員会のさまざまな案件も考慮して、そのうちの一つに加えて研究するとい

うのは、それはいいと思います。これだけには限らない、委員会としては。だから、これ

はこれで一つの研究材料として入れると。入れて、委員会として検討していくということ

でやっていくのはいいと思います。 

委員長 暫時休憩します。 

     休憩（午後１時 45分） 

     再開（午後１時 50分） 

委員長 それでは、再開します。 

   そのほかにまだご意見等ございませんか。 

     （「ちょっと休憩」と呼ぶ声あり） 

委員長 暫時休憩。 

   再開を２時とします。 

     休憩（午後１時 50分） 

     再開（午後１時 59分） 

委員長 再開をいたします。 

   それでは、先ほどから、綿引委員。 

綿引委員 本件に関しましては、昨年の 12 月の定例会におきまして、１票差とはいえ、否決

をされている案件でございますので、今さら蒸し返す理由は特に見当りません。 

   以上です。 

委員長 ほかにありませんか。 

小宅委員 今、綿引委員おっしゃいましたように、12 月で１回終わっている案件でございま

す。あのときは反対討論が５人、賛成討論１名という結果ではあったんですけれども。確

かにこの法的安定性ということで討論をした人はおりませんでした。ですが、今これが必

要な勉強かというと、必ずしもそうではないと。それ以外の部分で否定するファクターと

いうのはいろいろありますんで。今これを急いでやらなければいけないという状況にはな

いというふうに思っております。 

   以上です。 

委員長 ほかにありませんか。 
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   暫時休憩します。 

     休憩（午後２時 00分） 

     再開（午後２時 01分） 

委員長 再開いたします。 

   そのほかご意見等はありませんか。 

     （なし） 

委員長 なければ、終結をいたします。 

   これより討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結いたします。 

   これより陳情第３号を採決いたします。 

   採決は挙手により行います。 

   陳情第３号を採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

     （挙手なし） 

委員長 挙手なしと認め、陳情第３号は不採択とすべきものと決定いたしました。 

   以上で陳情第３号の審議を終わります。 

   続きまして、所管事務調査について、総務生活常任委員会のメンバーも新しくなって約

３カ月ですね。そこで、きょうは委員会としての調査研究について、皆さんからのご意見

をいただいて調査研究のテーマなどについて検討していきたいと思いますので、よろしく

お願いをいたします。いろんな調査研究があるかと思いますので、ご意見を頂戴いたした

いと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

笹島委員 先ほどもお話ししましたけれども、やはり常設型住民投票条例について、ここ執行

部としては提案する予定はないという、大方そういう考えだと思うんですね。ただ、備え

あれば憂いなしということで、やはり議会人として、先ほどもこの云々弁護士さんから来

たとおり、法律上はこの住民投票条例は議会の議決が要らないと、どこにも書いていない

んですよね。自治法には規定すると書いて、非常に矛盾を感じているんですよ。やはりそ

ういうことを制定されている各市町村のほうに訪ねていって、どういうふうになっている

のかと、仕組みとか、それから今の現状とかですね。そういうことに対してちょっとね、

ヒアリングしたいということは、ということで、私のほうは非常に大事なそういう研修を

していってみたいなというので希望いたします。 

委員長 ほかにはありませんか。 

   笹島委員は、常設型の住民投票条例をやっている自治体で研究、研修、そういったもの

をしたらどうかということですね。 

中崎委員 要するに東日本大震災、それから常総の水害と、非常に大きな災害、それから熊本
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の大震災と。我々議員として、そういう大災害があったときどういう行動をし、どういう

何ていうんですかね、会議を持ち、どういう動きをすればいいのか、これを少し研究して

備えたほうがいいんじゃないかと思うんです。要するに市役所自体には、そういう危機管

理の会議が持たれると思うんですけれども、我々議員として、各地域の情報の収集とか、

それをどういうふうに取りまとめて本部のほうへ上げるかとか、あるいはどういう対処を

するのかというようなことをマニュアル的に勉強しておかないと、さあ大災害が起きたよ

といって、わたわたしてしまうんじゃないかと思うんで。その辺の勉強をしていただけれ

ばなと、マニュアル的なものをつくっておければなというふうに思います。 

委員長 災害時の議会としての対応の仕方ですね。 

事務局次長 すみません、今の災害対応の件なんですが、前回の議会運営委員会のほうでちょ

っとお話がありまして、議会運営委員会のほうで、災害対策関係でちょっと調査をすると

いうような話になっているようです。 

委員長 これについては、議運のほうでというような動きだそうです。 

小宅委員 やはり今、本米崎小学校、あと戸多小学校が一部利用が決まりましたけれども、こ

の２つの廃校を今後どうしていくかというのを研究していくという必要があるのではない

かなと思いますので、その廃校の再利用についての検討、研究を提案したいと思います。 

委員長 廃校利用。 

小宅委員 廃校のそうですね、利用です。 

委員長 ほかに。 

   研修を含め調査とかね。 

助川委員 地球温暖化の一つの大きな要因になっておるエネルギーの問題、クリーンエネルギ

ー、あるいは自然エネルギーを最大限生かしながら、エネルギーを安定的な確保をしなけ

ればならないという観点から、太陽光発電が大変今日全国的に普及しているわけでありま

すけれども、本市におきましても、大変な数、箇所数もふえてきておりますんで、それに

伴っての弊害というか公害というか、それのつくるに当っての、あるいはつくってからの

苦情等も大変上がってきておるようでありますんで、そういったものの設置条例に関して

の勉強、そういったのは総務の委員会に所管になるんじゃないかと思いますんで、そうい

ったのを研修をしてもいいんじゃないかなと、先進地をということを提案したいと思いま

す。 

委員長 ソーラー発電の設置基準、条例。 

   ほかにはありませんか。 

   綿引委員、何かありませんか。 

委員長 これはソーラー発電についての条例は、設置条例は来年だっけ、県のほうでモデルを

つくって、それから那珂市がやるよというような方向だったよね。 

助川委員 議会としてもそれに対していろんな申しあげるべき意見を、研修をしておきたいと
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いうふうに思うわけです。 

現に、選挙の時歩ったときに、すごく公害だと、これは。高温公害、反射熱がすごいん

だって。すぐ近くに、隣接につくられると、こんな公害が起きると思わなかったというこ

とで、夏はもう窓はあけられない。あと、エアコンも設置しておかないと出られないよう

な状況になってしまうんだというようなことを何軒かから言われたのよ。そういうものも

あるんで。 

委員長 休憩します。 

     休憩（午後２時 12分） 

     再開（午後２時 15分） 

委員長 それでは、再開します。 

   まず、協議の結果ですが、まず常設型住民投票条例の研究、研修、そして廃校の利活用

について、もう一つがソーラー発電の設置基準条例かな、こういったものの研究はどうだ

ということですが、これは一つ…… 

     （「順番で」と呼ぶ声あり） 

委員長 順番でね。 

     （「廃校利活用は一番最初に」と呼ぶ声あり） 

委員長 廃校利活用を１番。 

   ２つ出てきたということは。 

     （「廃校かな」と呼ぶ声あり） 

委員長 廃校。 

     （「多数決で決まっちゃう」「順番だけですよ」と呼ぶ声あり） 

委員長 やらないわけじゃない、順番。 

 それでは、廃校の利活用をまず第１番の研究テーマとして、２番目が常設型、３番目が

ソーラー発電、これ３つも２年間で、今後２年間でやるんだから、３つ。 

     （「太陽光は産業建設じゃないんですか、こっちでいいんですか」と呼ぶ声あり） 

委員長 いや、条例になってくるとこっちになってしまう。 

   それでは、以上のように廃校の利活用が１番、２番目として常設型住民投票条例の研究、

そして３番目にソーラー発電設置条例の研究ということを確認をいたしまして、よろしい

ですか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは、以上で総務生活常任委員会を閉会いたします。 

閉会（午後２時 18分） 

 

     平成２８年８月２３日 

     那珂市議会 総務生活常任委員会委員長 勝村 晃夫 


