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那珂市議会教育厚生常任委員会記録 

 

開催日時 平成 28 年６月 21 日（火） 午前 10 時 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席委員 委員長 古川 洋一  副委員長 筒井かよ子 

     委 員 大和田和男  委 員 冨山  豪 

      〃  萩谷 俊行   〃  君嶋 寿男 

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 次長補佐 横山 明子 

会議事件説明のため出席した者の職氏名（総括補佐以上と発言者） 

     副市長 宮本 俊美    教育長 秋山 和衛 

     財政課長 茅根 政雄   財政課長補佐 飛田 良則 

     保健福祉部長 大部 公男  

     こども課長 清水  貴  こども課長補佐 大森 晃子 

     保険課長 先崎 民夫   保険課長補佐 高畠 浩一 

     教育部長 会沢  直   学校教育課長 高橋 秀貴 

     学校教育課長補佐 渡邊 勝巳 指導室長 大高 伸一 

     学校給食センター所長 川上 義和 

     生涯学習課長 根本  実 生涯学習課長補佐 小林 正博 

会議に付した事件と結果概要 

付託案件 

     （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：原案のとおり可決すべきもの 

     （２）かわまちづくり支援制度の活用について 

         結果：報告説明を受けた 

     （３）報告第６号 専決処分について（那珂市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改

正する条例） 

         結果：原案のとおり承認すべきもの 

     （４）学校給食への異物混入について 

         結果：報告説明を受けた 

     （５）議案第 61 号 那珂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 
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         結果：原案のとおり可決すべきもの 

     （６）議案第 62 号 那珂市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例 

         結果：原案のとおり可決すべきもの 

     （７）報告第４号 専決処分について（那珂市国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例） 

         結果：原案のとおり承認すべきもの 

     （８）教育厚生常任委員会研修視察について 

         結果：７月に行う視察研修について、日程・内容を確認 

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 59 分） 

委員長 皆様おはようございます。 

これより教育厚生常任委員会を開会いたしますけれども、梅雨に入りましたけども、空

梅雨でなかなか雨が降らずに、水不足というような状況にもなっております。とは言いな

がらも、蒸し暑いですから、議員各位、また執行部におかれましては職員各位、健康に留

意されまして、この夏を乗り切っていただきたいなというふうに思います。 

簡単ですが、ごあいさつは以上とさせていただきます。 

それでは開会前にご連絡いたします。会議は公開しており、傍聴可能といたします。 

また、会議の映像を庁舎内のテレビに放送いたします。 

会議内の発言に際しましては必ずマイクをご使用ください。 

携帯電話をお持ちの方は、必ず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、これより教育厚生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、教育長、ほか関係職員の出席を求めております。 

職務のため議長及び議会事務局職員が出席をしております。 

ここで議長よりごあいさつをお願いいたします。 

議長 おはようございます。教育厚生常任委員会、ご苦労さまでございます。 

当委員会に付託された案件は、配布してありますけれども、最終日に委員長の報告がご

ざいます。慎重なるご審議をお願いして、あいさつに代えます。 

ご苦労さまでございます。 

委員長 ありがとうございます。 

続いて副市長よりごあいさつ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。 

本日の教育厚生常任会でございますが、七つの案件がございます。丁寧な説明を心がけ

てまいりますのでひとつどうかよろしくお願い申し上げます。 

以上でございます。 
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委員長 続いて、教育長よりごあいさつをお願いいたします。 

教育長 おはようございます。 

日ごろから委員の皆様には、大変子供たちの交通安全等にご指導いただきましてありが

とうございます。 

また、今回の学校給食への異物混入ということで、大変、ご指導、ご協力いただきまし

てありがとうございます。今後とも慎重なる給食センターの管理をしていきたいというふ

うに思いますので、よろしくお願いします。 

また、子供たち、今、修学旅行が終わりまして、その後、総体がきょう、明日とござい

ます。元気に活動しております。 

以上でございます。よろしくお願いします。 

委員長 ありがとうございました。 

本委員会の会議事件は別紙のとおりであります。 

これより議事に入ります。 

議案第63号、平成28年度那珂市一般会計補正予算（第１号）についてを議題といたしま

す。一般会計補正予算は、財政課より一括して説明を願います。 

財政課長 財政課の茅根です。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

いたします。説明につきましては、当委員会所管の部分についてご説明いたします。 

７ページをお願いします。下段になります。 

３款民生費、１項社会福祉費、６目医療福祉費、1,670万3,000円。 

９ページをお願いします。中段になります。 

９款教育費、３項中学校費、２目教育振興費、３万3,000円。 

９款教育費、４項幼稚園費、３目幼稚園建築費、193万5,000円。 

10ページをお願いします。 

 12款諸支出金、３項償還金、１目償還金、54万8,000円。 

以上でございます。よろしくお願いします。 

委員長 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

大和田委員 教育費の学びの広場サポートプラン事業ということなんですけど、３万3,000円と

いうことなんですけど、その拡充した内容は何なのかなと思いまして。 

学校教育課長 学びの広場サポートプラン事業でございますが、こちらは茨城県の事業で、中

学１・２年生を対象にして、夏休み等を中心に、県が作成しました数学の学習教材を使用

して、学習する場を提供し、きめ細やかな支援により、基礎学力の定着を図るという事業

でございます。 

今回指導に当たる非常勤講師の諸費等が主な予算ですが、今回指導時間数がふえたこと
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により、県の補助額のほうが増となりましたので、補正ということをしております。 

以上でございます。 

委員長 ほかにございませんか。 

君嶋委員 同じく９ページ、その下のですね、幼稚園費の公立幼稚園建設事業についての委託

料、不動産鑑定物件調査ということで予算を組んでありますが、その点についてちょっと

詳しくお聞きと思いますが、お願いいたします。 

学校教育課長 こちらは統合幼稚園ですね、今候補予定地として、菅谷、市役所裏の土地を予

定しておりますが、そちらの買収に入るに当りまして、用地のほうですね、不動産の鑑定

と補償調査積算のための物件調査の補正でございます。 

こちらの評価のほうですね、鑑定によりまして、価格が決定して、それをもとに今後交

渉に当たるということで考えております。 

以上でございます。 

君嶋委員 ここの土地、役所の近くということなんですが、別に何も問題点とか何も起きては

いないですか。そのまま地権者との関係、同意は得てるのかな。どの辺なのか確認させて

いただきます。 

学校教育課長 地権者ですね、２名おりますが、今のところ口頭での同意は得ている状況でご

ざいます。評価額ですね、決定しまして、今後詳細な交渉に入りますが、現時点では価格

が決まってからお話を進めるということもありますので、現時点では口頭での同意で、評

価額が出て、交渉の経緯としては、順調という形にはなっております。 

以上でございます。 

君嶋委員 そうすると、今後価格を決めて、もし地権者２名の方、いやちょっとこれでは安過

ぎるなとか、そういう可能性は大丈夫ですか。 

もしそれでまたもめて場所が新たな場所になるとか、そういうことが考えられるのか、

その点について確認させていただきたいと思います。 

学校教育課長 価格の提示により、地権者のほうで交渉がもし、破たんになるというご心配で

ございますが、100％必ず確約というわけではございませんので、最悪そういった場合も想

定されますので、それについては並行して、候補地のほうも幾つかちょっと当たるという

ことで、教育委員会のほうは考えております。 

現時点では、今の地権者と交渉を進めていくということで、方針は考えております。 

以上でございます。 

君嶋委員 地権者にきちんと説明をしていただいて、理解得られるように努力して頑張ってく

ださい。 

以上です。 

委員長 ほかに質疑ございませんか。 

質疑がございませんので、質疑を終結いたします。 
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続いて討論に入ります。討論ありませんか。 

なきようですので討論を終結いたします。 

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 ご異議なしと認め、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。 

暫時休憩します。執行部は入れかえをお願いいたします。 

  休憩（午前10時８分） 

  再開（午前10時９分） 

委員長 再開します。生涯学習課が出席いたしました。 

ここからは担当課ごとに審議を行います。 

まず、追加になりました生涯学習課の報告案件、かわまちづくり支援制度の活用につい

てを議題といたします。執行部より説明を願います。 

生涯学習課長 生涯学習課課長の根本です。ほか３名が出席しています。よろしくお願いいた

します。 

それでは、お手元にお配りしました追加資料に沿ってご説明いたします。 

１ページをごらんください。 

まず１番の経緯についてですけども、平成25年ごろから、一部のスポーツクラブや、市

議会の一般質問での要望が出されていた河川敷のグラウンド整備について、関東整備局、

常陸河川国道事務所と協議をし、国のかわまちづくり支援制度を活用して整備ができるか

検討してきたところです。 

昨年の１月には地元のまちづくり委員会や自治会、要望者の那珂市サッカー協会、那珂

市体協、常陸河川国道事務所などの参加により、現地見学会及び意見交換会を実施してお

ります。 

続きまして、２番の制度の概要及び３番の国への採択までのスケジュールですけども、

当制度は、地区や利用団体の代表及び国、県、関係課で構成する協議会を設立しまして、

意見をまとめた、かわまちづくり計画に基づき、地元と国及び市が協力して行う制度です。 

７月をめどに協議会を設立し、今年度中に計画を作成しまして、国へ申請し、来年３月

の採択を目指します。採択されますと、敷地の造成は国が行い、市は表面を整備すること

になります。 

あくまでも協議会の話し合いになりますけども、４番の整備内容にもありますように、

サッカー場などのグラウンドや、防災訓練場としての多目的広場、子供の環境学習を行う

水辺のふれあい場としてのワンド、これはですね、川の本流とつながった池のようになっ

ている地形のことを言いますけども、そのワンド、ほかにですね、地元からの要望のある

桜堤や、駐車場、トイレなどを考えております。 
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５番の整備完了までのスケジュールですけども、順調にいけば、来年３月の採択後、４

月以降に設計を行いまして、平成33年の利用開始となります。 

続きまして２ページをごらんください。 

場所は戸多地区にございます、一昨年に開通しました那珂西大橋の南側、堤防の中にな

ります。規模につきましては、今後の協議会での計画にもよりますが、おおむね３ヘクタ

ールから４ヘクタールを見込んでおります。以上が当制度の説明となります。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 説明が終わりました。質疑ございませんか。 

冨山委員 これグラウンド、サッカー場を計画しているということなんですが、サッカー関係

者の方なんかとよく話んですが、公式戦ができるグラウンドを要望したいって、どうせつ

くっていただくなら、距離とかがあるんですね、ちゃんと公式戦に必要な。その距離を満

たすようなグラウンドであって、なおかつ大会ができたら、すばらしいことだということ

を言っておられましたので、できましたらその設計の段階で、公式戦ができる距離という

のを考えていただきたいなと。 

範囲内では結構厳しいのかもしれませんが、中学生、高校生とかの公式戦ができる距離

をとれるように、ひとつ考えていただきたいなと。そのように思います。 

生涯学習課長 これはですね、今後の協議会でのあくまでも話し合いになるかと思いますが、

先ほどおっしゃられたようにスペースの問題もあるかと思うんですね、規模、その辺はで

すね、考慮してですね、協議会の中で進めていきたいと思います。 

冨山委員 公式戦ができるように努力お願いします。 

君嶋委員 これはですね、サッカー協会とかの要望あったということですけれども、最終的に

このグラウンド、どういうグラウンドにしたいのか、結局、今冨山議員から話がありまし

た公式戦ができるようなサッカーコートなのか、この下に地域の触れ合う場所、いろんな

考えはあるでしょうけど、主にどういうグラウンドとしてつくりたいのか、そういう考え

をお聞きしたいと思います。 

委員長 執行部としてはということですか。 

生涯学習課長 これはですね、最終的にはその協議会の話し合いということになるかと思うん

ですが、これは国の支援制度に登録することもありますので、やはりグランドだけじゃな

くてその多目的なものですね、先ほど申しました防災訓練場とか、水場のふれあい場とか、

そういうものも含めて、なるべくですね、総合的に考えたものでこれから国とも協議しな

がら進めていきたいと思っておりますので、今、きちんとしたものは出せません。 

以上です。 

君嶋委員 これからいろいろ多目的な広場、公園というか運動場にするんでしょうけど、多分、

この要望を上げたのは、サッカー協会というか、サッカーの方、少年団を中心に上げたり、

グラウンドゴルフとかいろんな団体も入れてると思うんですね。 
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そういう方が、そうすると、私らもこのグラウンドを使いたい、このグラウンドをこう

してくれとか、多分いろんな意見が出てくると思うので、その辺の取りまとめが、これか

らきちんとしていかないと、やはり皆さんグラウンドとなると今実際に使う場所も探して、

どこに行こうかって皆さん悩んでる状態なので、そういうのを踏まえると、本当にきちん

とこれから委員会を立ち上げて、検討しながら協議会を開いていく中でも、その方向性を

きちんとししていかないと、皆さん以前に署名をあれだけ出して、皆さん楽しみというか

期待しながらずっと待っていたのが、今この時期になったと思うんで、その辺もきちんと、

方向性を決めていただければと、今後ね、私は思うんですけど、ちょうど太田街道から下

に那珂川沿いに、今サッカーのグラウンド、よく土日は少年団の方が使ってるようなグラ

ウンドがどうしてもイメージ的に浮かんできちゃうんですけど、そうじゃなくて、もう本

当に河川敷を広く平らにしたグラウンド、多目的にしていくのか、その辺は、先ほど冨山

議員が言ったように、公式戦のサッカーコートじゃなくても、ただの広いスペースの運動

場で終っちゃうのか。 

その辺もあるんで、きちんとその協議会の中でいろいろ検討していただきたいと私は思

うんですけど、ぜひよろしくお願いします。 

生涯学習課長 はい、わかりました。協議会中でも十分その辺を検討して進めていきたいと思

います。 

委員長 ほかにございますか。 

大和田委員 このかわまちづくり、私、実は初めて聞いたんですけども、今回の定例会で。 

助川議員のほうから一般質問で多分あったと思うんですけども、近くに戸多小学校があ

るということで、そのリンクを検討したらって助川議員から一般質問があったかと思うん

ですけども、このかわまちづくり支援制度は、そういった小学校、川から何キロとかって

ちょっと離れていると思うんですけど、それは含んでそういった制度というのは、活用で

きたりはしないのかなと。どうなんでしょうか。 

生涯学習課長 これはですね、あくまでも那珂川の河川敷ということですので、この制度とし

ては、戸多の今おっしゃったものは含まれておりませんが、結局先日の一般質問での議員

さんのお話は、要するにその近いですし、そういうところが整備されれば、戸多地区の活

性化にもつながるだろうと。そういう意味合いでの話だと思うんですが、今回の中には、

直接には含まれてございません。 

委員長 よろしいですか。 

大和田委員 今後はそういった、各課で調整というか、そういう話があったりはしないですか。 

生涯学習課長 先ほども申しましたように、今後の協議会の中での話になるかと思いますので、

その中で十分検討していきたいと思います。 

委員長 ほかにございませんか。 

副委員長 こちらのグラウンドにつきましては、皆さんどうぞお使いくださいってどなたでも
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使える形になるのか、あるいは管理者があるグラウンドになるのか、ちょっとその辺をど

のように考えていらっしゃるのか、お願いいたします。 

生涯学習課長 そうですね、最終的にはその協議会の中で話し合いっていうことになっちゃう

んですけども、当然、これだけの整備したあと、管理ということも必要になりますので、

その辺も含めてですね、検討していきますのでよろしくお願いいたします。 

委員長 ほかにございませんか。 

議長 このかわまちづくりとは関係ないんですが、ちょっとグラウンドの使用についてお尋ね

をしたいんですが。 

横堀のグラウンド、神崎グラウンドっていうのかな。テニスコートと野球場があるよね。

あそこの管理っていうか、鍵はふれあいセンターよこぼりで保管してるの。 

生涯学習課長 ふれあいセンターよこぼりで管理してございます。 

議長 それでその使用の時間は規定されてるの。この間ちょっとクロッケーを老人会でやった

らば、テニスコートはオープンして使ってるんだけど、そのグラウンドの鍵が開かなくて、

年寄りが少し待たされちゃったのね。時間は指定されてるのかな。 

生涯学習課 はい、９時からの使用ということで規定はされてございます。 

議長 ９時からなんですね。 

いや、お年寄りは早いもんだから、８時半の開会式でもって８時半になっても鍵が開か

ないということで、お年寄りが神崎の人たちもいるので、ふれあいセンターよこぼりへ行

って鍵を借りてきて、ちょっと時間的にこないだの土曜日は暑かったので、年寄りたちが

何で開かないんだろうって、去年も待たされちゃったなんて言って、そういう時にはその

時間を早めることとか、使用目的とか使用の時間なんかによっては借りられないのかどう

か、ちょっとお願いします。 

生涯学習課長補佐 例えばまちづくりが神崎グラウンドを利用する場合には、前もって管理者

である総合公園にお話をしていただきまして、例えば準備があるから、早く開けていただ

きたいということであれば、前日に、鍵をまちづくりのほうにお貸しすることは、それは

可能となっております。 

以上でございます。 

議長 今言ったように、前日にはちゃんと入らせてもらって、コートをつくったんですね、４

面。当日のあれがね。わかりました。今度はなるべく早く開けてもらうようにします。あ

りがとうございました。 

君嶋委員 ちょうど今議長から話が出た、ちょっと関連なんですけど、すみません。ちょっと

確認させていただきますね。 

野球場、これも２時間の使用ということで今パンフレット等には出てますけど、以前私

ね、質問もしたんですけど、野球、サッカー、これを２時間でグラウンドを貸し出しして

借りたら、試合できないんですよって以前も言ったことがあるんですよ。 
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まず、９時から借りたとしますね、選手がウォーミングアップ、その間にライン引きを

やって会場を設営して、試合が始まって、最後にまたグラウンド整備して返すっていった

ら、２時間の間で試合ってほんの１時間できるかできないかなんです。 

そういう話をして、種目によっては午前、午後、野球場とかサッカーなんかは、午前、

午後の貸し出しをきちんとしてあげたらどうなんですかって話を以前した経緯があるんで

すけど、ちょっときょう議長からも話が出たので、あるチームが、この間の日曜日もそう

いうグラウンドの件で、２時間ということで、整備の石灰まで準備がなかったと。 

そういうこともあったんで、ちょっとその辺のグラウンドの使用、種目によっては多少

その調整をきちんとしてあげたらいいのかなと思うんですね。 

やはり皆さんグラウンドを使用するのに、いろいろ大変な思いをして探してきて、２時

間だと。ほかの市町村は野球とかサッカーは、午前、午後に分けて貸し出ししているのが

事実的には多いんですけど、実際。 

那珂市はもう２時間、２時間でマニュアル方式でやってくるっていうんで、ちょっとそ

の辺も使用者からの不満が出てきているんで、その辺ちょっと今後の課題調整等お願いし

たいと思うんですが、よろしいでしょうか。 

生涯学習課長 ただいまのご意見、貴重なご意見ですので、その辺を頭に入れて、協議してみ

ます。 

委員長 よろしいですか。 

かわまちづくりに戻りますけど、すみません私から。面積はこれもうマックスでしょう

か。これ以上は広くできないですか。 

生涯学習課長 この資料の位置図ではちょっとわかりづらいかもしれませんが、今考えられて

いるエリアは、この辺でということで、国との話し合いはしてるんですけども。 

その辺ちょっともう絶対だめなのかっていうのは、構造的なものもあると思うので、ち

ょっとその辺は確認してみます。 

委員長 先ほど来ちょっとお話出てますけども、これサッカーの利用者、団体から要望があっ

たのが発端かもしれませんが、いろんな団体がいて、うちらにも使わせろ、こういう団体

にも使わせろとかいろんなことが出てくると思うんですね。 

例えばバーベキューやらせろとか、そういう話も出てくるような気がするんですよね。

場所的に非常にいい場所だと思いますので、そういうことで、サッカーの団体の要望を聞

いてあげるのはちろんなんですが、それ以外の団体の代表者というか、そういう方も対象

者としてはいるのかなっていう気がしてるんですね。 

それと冨山委員からも公式戦ができるってお話がありましたが、私これ一般質問してま

すけども、利用団体の方はやはりどうしても大会となると、ほかの市町村に行ってやって

しまうと。やらざるを得ない。ないわけですからね。 

ですから、那珂市に呼びたいと、それがまた那珂市の活性化にもつながるんじゃないか
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というご意見もあったかと思うんで、ぜひともそういった方向で検討していただきたいな

というふうには思いますけども、いずれにしても、先ほど多目的っていう言葉が出てきま

したが、私多目的というのが一番嫌いなんですね、多目的ほど目的どおりに使えないとい

う、私の中では、多目的ホールとか多目的何とかっていうんですけど、何にも使えない、

専門性がなくてね。 

というようなこともあるので、なかなか専門性を持たせた公式戦ができるグラウンドと

なると、じゃ、ほかの敷地が今度は狭くなっちゃうだろうとか、そういった問題もあるか

と思うんですけども、いろいろな部分で、いろいろなことを考えて協議をこれからしてい

ただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

萩谷委員 ちょっと見させていただいたんですが、１から４番まで整備の予定となってますが、

裏の写真、３ページを見たらば、河川を核とした地域活性化って最上川となってますけど

も、こういう感じって、あと桜なんかの植樹するっていうのも書いてありますけどやはり

憩いの場っていう、確かに私もスポーツやってきて、スポーツ広場も大事なんですが、総

合的にこういう形になれればまた、少しいいのかなと思って見てたんですけども。 

こういう、委員長からも出ましたが、総合的に物事考えて、やはりせっかくつくるんで

すから、やっぱり思い切った提案をすることも大事かなと思うんですよね。決まりきった

ことばかりではなくて、どうせつくるならばスポーツも含めて、多目的というのも出まし

たけども、あまり良くないということもありますが、こういう年寄りの方が憩いの場所と

なるようなことも含めたいろんな形もね。面積もあるんでしょうけどね。 

できれば幅広く、せっかくですからね。どうせつくるなら、本当皆さんに喜んでもらえ

るような形のかわまちづくりですか、これを活かしてやっていただければなと思います。 

以上です。 

生涯学習課長 ただいまご意見ありましたが、一応まちづくり協議会の中に、地元のまちづく

り委員会とか自治会も含まれる予定ではありますので、その辺も含めてですね、協議の中

で話し合っていきたいと思います。 

委員長 はい、それでは、よろしいでしょうか。 

ほかにございませんか。 

それでは質疑を終結いたします。 

暫時休憩します。執行部の入れかえをお願いいたします。 

  休憩（午前10時30分） 

  再開（午前10時31分） 

委員長 再開します。学校教育課が出席いたしました。 

報告第６号、専決処分について、那珂市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例

を議題といたします。執行部より説明を願います。 

学校教育課長 学校教育課長の高橋です。ほか２名が出席しております。よろしくお願いいた
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します。 

それでは議案書の43ページをお開き願います。報告第６号についてご説明申し上げます。 

専決処分について。地方自治法（昭和22年法律第67号）第179号第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、子ども子育て支援法施行令の一部を改正する政令（平成28年

政令第186号）が平成28年３月31日に公布されたことに伴い、那珂市立幼稚園保育料徴収条

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。 

主な改正内容ですが、幼稚園における多子世帯の保育料の軽減の範囲を、今回の改正の

基準となる、市町村民税所得割課税額７万7,100円以下となる年収約360万未満の世帯につ

いて、多子の算定に係る第１子は小学校３年生以下という年齢制限を撤廃するものでござ

います。 

44ページが専決処分書。45ページが改正条例。46ページが新旧対照表となっております。 

47ページをお開きいただきます。 

こちら条例の概要をごらんいただきたいと思いますが、幼稚園の多子世帯の保育料の軽

減につきましては、現行制度におきまして、幼稚園に就園している児童について小学３年

生までの範囲に兄弟がいる場合は、第２子は半額、第３子以降は無料という制度となって

おります。 

今回の改正によりまして、市町村民税、所得割課税額７万7,100円以下の世帯、国の基準

では、年収おおむね360万円以下の世帯を想定しておりますが、その範囲に該当する世帯に

ついて、その算定にかかる子供の年齢制限を撤廃するというものでございます。 

改正本文のほうをごらんいただきたいんですが、第４条第１項は２人親世帯の場合で、

課税額が該当基準以下であれば、子供の年齢にかかわらず、第２子は半額、第３子は無料

となります。 

第４条第２項ですね、こちらはひとり親世帯等の場合で、ひとり親世帯は、もともと１

人目の保育料が減額となっておりますが、課税額が先ほどの標準該当基準以下であれば、 

２人目以降については無料になるというものでございます。 

施行期日でございますが、平成28年４月１日からの施行となります。 

 なお本改正は国制度の改正に伴うものでございますので、保護者の負担を考慮し、４月

の保育料からこの軽減を適用してございます。 

この制度拡大による該当者数は12名となっております。 

説明は以上でございます。 

委員長 はい、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。 

萩谷委員 今12名ってお話がありましたが、第４条第１項、第２項合わせて12名ということで
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すか。 

学校教育課長 はい、そうでございます。12名の内訳は、先ほどの母子世帯のほうが１名、２

人親世帯が11名ということでございます。 

多子世帯の軽減につきましては、全体では公立幼稚園の251名おりますが、121名が対象

となっております。 

以上でございます。 

委員長 ほかにございませんか。 

なければ質疑を終結いたします。 

続いて討論に入ります。討論ありませんか。 

討論を終結いたします。 

これより報告第６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６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、学校給食への異物混入事案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。 

学校教育課長 お手元の資料のほう、学校給食への異物混入事案ということで報告をさせてい

ただきます。 

常任委員会資料４ページになります。 

こちら６月３日の全員協議会のほうでもご報告申し上げましたが、６月２日、第四中学

校の９年５組の給食のフルーツヨーグルト和えから、長さ12ミリ、幅１ミリの金属片が発

見されました。混入した金属片を調査機関に調査依頼をし、その結果が出ましたのでご報

告申し上げます。 

まず、調査依頼機関でございますが、茨城県工業技術センター、こちらに調査を依頼い

たしました。調査の試験方法でございますが、微小蛍光エックス線分析装置による分析と

いうことで、エックス線をあてて波長を見るという検査でございます。 

調査結果でございますが、混入した金属片と疑義がありました給食センターで食材をま

ぜるときに使用するフォークの一部を同条件で測定いたしました。 

分析結果としましては、クロムとマンガン、鉄、ニッケルの４成分が検出され、ほぼ同

等のエックス線の分析結果が得られました。 

この測定のみで材質を特定することは非常に難しいとのことでございますが、主にステ

ンレス鋼材、ＳＵＳ３０４の可能性が高いという結果でございました。 

ステンレスのほうは、材質含めて200種類以上もあるということでございますが、ＳＵＳ

３０４につきましては、一般的に最も代表的なステンレス鋼で、ステンレスの中では一番

流通しているというものでございます。 
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耐熱性、耐食性に優れ、家庭用品から工業用品まで幅広く利用されており、日用品のス

テンレス製品のほとんどにＳＵＳ３０４が使用されております。 

給食センターにおきましても、ＳＵＳ３０４は鍋などの調理器具や食材用など、大部分

の容器に使用されておりますので、混入した異物が確実にフォークとは特定できませんが、

外観観察やその材質から、その一部ではないかと推測したところでございます。 

しかしながら、発見の際、タッパーを開けた際に、液状のヨーグルトの上に金属片が浮

いていたという異物発見時の状況からは、調理中の混入とは一概に断定できないというと

ころはございました。 

また、調理器具のメーカーのほうですね、こちらにおいても、過去においてそういった

混入事例について確認しましたが、現在までにそうした報告はなかったということで、受

けております。 

対応といたしましては、全協のほうでもご報告申し上げましたが、異物混入があった日

ですね、処理場内の器具の総点検を行っております。その翌日から、先ほどお話ししまし

た調理に使用したフォークですね、フォークについては全部交換ということで、翌日から

は新しいもので作業を行っております。 

こちらの調査機関のほうからの結果を受けまして、給食センターのほうで、調理場内の

再調査、ステンレス製品等がございますので、調理器具の納入業者についても、再度物件

についての調査の依頼と、そういった事例についての調査ということをお願いいたしまし

た。 

混入後ですね、確認体制の強化ということで、調理器具の点検についても、洗浄後の目

視での確認とあわせて、衛生面の管理もございますので、洗浄時ですね、必ず用具を手で

触って状態の確認を行うように変更いたしました。 

調理後の食材の封入作業も、現在必ず２人の調理員で確認を行っておりますが、さらに

搬出時に調理員以外の職員が抽出によるチェックを行うように改善いたしました。 

またこちらのマニュアルですね、マニュアルについては再度各学校のほうに通知いたし

まして、混入時の対応について周知を行っております。 

今回の場合ですね、混入異物がステンレス製品ということで、ただ混入の状況から、調

理時以外のものもちょっと考えられますが、食材が口に入るまでが食品を提供する側の責

務と思っていますので、安全管理ですね、職員のほうにも安全意識の徹底ですね、図って

いきたいと思っております。 

説明のほうは以上です。 

今回はいろいろご迷惑をおかけしました。深くお詫び申し上げます。 

委員長 説明は終わりました。 

質疑ございませんか。 

大和田委員 そのマニュアルとあったんですけども、マニュアルで入ってました、取り除きま
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した、その後メニューはみんな食べちゃっていいことになっているんですか。 

学校教育課 ６月３日の全協のほうでもそのご指摘があったんですが、混入時の状況のほうで、

開けた時に入ったのではないかということで、先生のほうが判断した経緯がございます。 

取り除いて食べたということは、マニュアルではやはり食べないということでございま

すので、そちらについては今回ですね、そういった混入事案を受けまして、各学校のほう

に周知したところでございます。 

大和田委員 何か１年に４回ぐらいあったっていうことなんですけど、その全事案も、すべて

そうやって食べちゃったみたいな感じなんですか。 

学校教育課長 １度目の事案はですね、給食センターのプラスチックの名札がですね、混入し

たという事案でございました。 

こちらにつきましてはセンターのほうで、試食の際に発見されましたので、各学校のほ

う、中学校の給食だったんですが、食材のほうは全部止めて、代替品を提供したというこ

とです。 

２回目、３回目につきましては、食べた後の報告ということで、２回目がプラスチック

片、３回目が小さな金属球だったんですが、それについては、喫食している際の発見とい

うことで、給食のほうは止められなかったということでございます。 

大和田委員 どれもみんな食べる前には止められなかったというわけですよね。 

学校教育課長 そうですね。１回目以外は喫食時に発見ということなっております。 

大和田委員 マニュアルでは止めるんだけど止められなかった。多分もう給食始まっちゃって、

なかなかその全学校って、なかなか難しいと思うんですけど、そのマニュアルの中では、

止める際のスピードがとても必要だと思うんですね、そういったのはどういった形で考え

てるのか、お伺いしたいんですけど。 

委員長 ほかの学校に周知ということですか。 

大和田委員 そうですね、その場での。 

学校教育課長 当然そういった物質が発見された際に、まずセンターのほうに報告がいくとい

うことになっております。 

センターから各学校のほうですね、配食を止めるという作業でございますが、今回の場

合、時間的には12時50分に報告があったということで、実際は配食なり、給食が始まって

いる状態でございました。 

こちら、発見時の時間にもよりますが、そちらのタイムラグについては、なるべくタイ

ムラグが出ないような形で報告をですね、各学校のほうにこれからもお願いをしていきた

いと思ってます。 

大和田委員 そうですね、電話で報告して、また学校に電話で報告して各教室にっていうと、

どう考えても子供たちの食べるスピードを考えたら無理だと思うんですね、食べちゃうと

思うんですけども。 
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今後はその改善の余地、またどういった改善をしていかなければならないのか、執行部

のほうでもうちょっと。 

学校教育課長 確かに議員さんのおっしゃるとおり、その発見時のですね、その瞬時の判断と

報告ということで、できるだけそのタイムラグをなくすということのお話だと思いますが、

こちらについては、やはり発見時の各先生の状況判断のほうをですね、すぐに連絡をいた

だくという方法しかまずはないのかなと思ってます。 

ただ、それについては今後ですね、校長会等もありますので、そちらについての対応で

すね、一番やっぱり時間的なロスをなくすというのが最善策だと思いますので、その点に

ついても、校長会でちょっとお話をしたいと思っています。 

以上でございます。 

大和田委員 今回は目に見えるようなものだったからあれなんですけども、溶け出したら危な

いとか、そういったものもあるかと思うので、早急に検討いただいけたらなと思います。 

委員長 ほかにございますか。 

冨山委員 今回フォーク、ヘラを全部交換したということなんですが、今後新しく入れたもの

に対して、耐用年数とかっていうのはちゃんと基準を決めて、交換してたんですかね。 

学校教育課長 フォークにつきましては、概ね長いものもあったんですが、状態によって交換

という形なもんですから、長いもので15年、破損することはまずステンレスなんで、ない

んですが、ただ、形状が若干曲がってきたりきたりとか、そういう状態で交換している形

でございます。 

ただ今回ですね、交換したものは先の部分ですね、旧来のとがったものから、安全性を

考えて丸いものに交換しましたので、そちらですね、管理も含めて状態を見ながら、交換

のほうを必要に応じてやっていきたいと思ってます。 

以上でございます。 

冨山委員 先がとがったものから丸いものに変えたっていうことなんですけど、こういう案件

がいろいろ起こりますから、ある程度、確かに物を大事に使うというのは大切なことなん

ですが、子供たちの給食の調理に使うものですので、できるだけ早目に、ある程度の耐用

年数過ぎたら、交換していただきたいなと。 

使えるものであってもやっぱりこういうふうな異物混入のような形になった場合には、

まずそういうのが疑われる部分になりますので、なるだけ早目の交換をお願いしたいなと

思います。 

学校教育課長 今冨山議員のほうからご指摘がありましたが、今回ですね、用具のほう、フォ

ークを全部交換したということでございますので、これにより、今まで経過年数がまちま

ちだった部品だったものですから、一斉に物のほうが同じ年度になりましたので、そちら

のほうも考慮しながら、用具のほうですね、管理していきたいと思います。 

以上でございます。 
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萩谷委員 大和田委員からもマニュアル的には止めるようになっていると、食べないようにな

っているといいますが、どう考えても無理ですよね。止めることは。多分ほとんど同時に

給食でしょうから、電話かけてあわててこうやっても食べちゃうというのはあると思いま

すよ。だからちょっと無理だと私は思うんですよ。止めるってことは。 

いかにこういう事故をなくすかだと思いますよね。もう食べ始まって気がつくわけです

から、それから止めるというのはちょっと難しいと思うんですよね。 

だからまずは、その止めるとかいうよりもまずこういう事故を起こさないことに専念す

ると。先ほどスプーンの話も出ましたけど、そっちを最優先でやっていただくということ

が一番いいのかなと思いますよね。 

もちろん止める作業も必要でしょうけども、多分間に合わないと思います。 

以上です。 

君嶋委員 先ほどのフォーク、ヘラを全部交換したということですが、全部で何本交換したの

か、あとこれ、給食センターって那珂と瓜連と２カ所ありますけど、交換するときは両方

交換したんでしょうから、その辺もちょっと確認させていただきます。 

学校給食センター所長 那珂センターのほうで14本交換いたしました。瓜連センターのほうは

まだ交換していません。申し訳ありません。 

君嶋委員 そこがやはりまたおかしくなっちゃうんですよね。やはり那珂センターで出たもの

に異物が入っていたからこっちを交換した。でも、先ほど言ったように耐用年数とかいろ

いろなことを考えて、瓜連でも同じように給食を作るのに、同じように使っている道具が

あるんですから、やはり交換するときは、全部を交換しなきゃおかしいと思うんですね。 

原因がステンレス製で、フォークかヘラかそれはわからないかもしれないですが、先ほ

ど全部交換したって言うんならば、やはり瓜連の給食センターの同じ使用してるものは交

換するべきだと思うので、その点は、今後早急に交換していただきたいと思いますね。 

あとやはり先ほどから年４回も異物混入ということで、報告を受けたり、こういう騒ぎ

が出てますけど、やはり子供たち、安心して食べられるように、本当にきちんと、止める

ことできないし、先ほど萩谷委員も言ったように、楽しみにしながら食べようと思って、

異物混入で、はい中止ですなんてことは、絶対あっちゃいけないことだと思うんで、その

点はきちんと注意して、もう今後こういう事件というかね、事故がないようにしていただ

きたいと思いますね。 

年４回なんて、ちょっとほかに行って言えなくなっちゃいますよね。この間新聞にも出

ちゃってますけど、どうなってるんだよなんて他から言われちゃいますから、その辺注意

してください。お願いいたします。 

委員長 ほかにございますか。 

では私からちょっと確認なんですけど、今回これ、工業技術センターに持ち込んだとい

うことなんですが、そのときに使用していたであろうフォーク、ヘラですね、これも一緒
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に持ち込んだんですか。 

学校教育課長 フォークのほうですね、実際はフォークの先端の部分を削りまして、その物質

を持っていったということでございます。ただ、フォークは14本ございますので、どのフ

ォークという特定ではございませんので、そのうちの１本を持っていったという形でござ

います。 

材質は同じということでございましたので、同一材質になるかどうかという判断はちょ

っと難しいんですが、特定できるかどうかということで、二つの金属片ですね、それを測

定してもらったということでございます。 

委員長 あくまでも材質を調べるためにサンプルとして持っていったということですか。 

でも実際にフォーク、ヘラではがれていたようなことがあったということじゃなかった

でしたっけ。 

学校教育課長 フォークのほうが、はがれているというか、めくれているてるような感じがあ

ったということで、それについてフォークの可能性があるということで、断定したという

ことです。 

委員長 ですからそのはがれたであろうその実物ね、現物を持っていって、金属片も持ち込ん

だわけですね、それがこのフォークからはがれたものだというような検査はしてないんで

すか。 

学校教育課長 金属片の分析のほうで、そこまではちょっと特定ができませんでしたので、今

業者のほうにですね、食材とその金属片のほうですね、分析をまた再度依頼している状況

でございます。 

工業技術センターのほうではそこまでの分析はちょっと難しいということで、一旦物質

のほうは返されましたので、再度フォークと金属片のほうを今度は業者のほうにまた依頼

をかけているという状況でございます。 

委員長 わかりました。 

この報告書の中にもありますが、調理中の混入とは一概に断定できないとありますが、

調理後の可能性は十分にあるんですよね。 

いわゆるそのヨーグルトの上に浮いていたということであれば、学校がタッパーを開け

たときに乗ってたということは、学校側で、つまり、ものが着いてから入ったように聞き

取れるんですけど、そうじゃなくて、調理後に、搬出時に入っちゃってたんじゃないかと

私は思うんですけど、その辺はどうなんでしょうか。 

学校教育課長 今ご指摘のように、ヘラですね、混ぜた状態であれば、金属片でございますの

で、当然下に沈むなりというふうに発見時の状況がなるんですが、タッパーのほうですね、

完全に開けたときに上に浮いていたという状態であれば、調理後にふたの開け閉めの際に

入ったという可能性もちょっと捨てきれないかなというところはございます。 

金属片につきましては、水溶性の物質で持ち帰って実験したんですが、一瞬は浮くんで
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すが、やはり沈んでしまう状況でございましたので、一概に、開けた際に入ったとは断定

はできないんですが、そういった可能性もあるということで、報告のほうは作成しており

ます。 

委員長 わかりました。いずれにしても再調査を今しているということですね。 

学校教育課長 はい、そうです。 

委員長 はい、わかりました。 

それともう一点、先ほど給食を止める止めないの話になってますが、仮にこれ、給食を

止めるって今マニュアルでそうなったということですよね。 

その場合に、止めた場合の代わりの給食というか、それは用意されるんですか、これか

ら。マニュアルとして。 

学校教育課長 給食を止めた際の代替食については、今年度全校分の一食分を確保しました。

主食部分で、もし止めた場合は、その代替品を全校に配布できる体制はとってございます。 

委員長 何にそれが混入するかわからないから、代替食を用意するといっても大変ですよね、

主食も用意し、デザートまで用意しってなったら大変だと思いますけど、その辺はどうな

んでしょう。 

学校教育課長 実際はご指摘のとおり、すべての物質を代替品では調達できないものですから、

主食となるご飯ですね、あとカレーについて、すぐ供給できる体制ですね、これは温めな

いで食べられるカレーということで、ただ今おっしゃるとおり一品一品ですね、ヨーグル

トとか、そういう部分にあった場合についての代替品は、その場でちょっと供給は難しい

のかなという気はしています。 

ただ主食については、当然学校のほうですね、お昼休みの後も授業がございますので、

それについては間違いなく提供できるという体制はできております。 

以上でございます。 

委員長 はい、わかりました。 

いずれにしてもそういったこともあるということで、マニュアルを考えてほしいんです

よね。ただ単に食べさせなければいいって言ったって、食べちゃうんですから。 

そういうことまで考えてマニュアルを作っていただいて、そしてきちんと給食センター

内はもちろんですけれども、いわゆる運搬される業者さん、そして学校にもその辺をきち

んと周知しないと、どこがまずくても、多分うまくいかないと思うんで、その辺をよろし

くお願いしたいと思います。 

ほかにございますでしょうか。 

冨山委員 今の委員長の話にちょっと付随しちゃうんですけど、今現在、瓜連と那珂の給食セ

ンター、二つで作ってるわけですよね。 

二つで作っている今、強みというのは、リスクが半分軽減されてるわけですから、瓜連

で多少余計に作っておくとかそういうのは厳しいのかもしれないですけど、やっぱり二つ
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で作ってるリスクが別れてるっていうのを強みにしてほしいなって。 

急遽つくり直すのは難しいのかもしれないですけど、多少の余裕を持って作ってあるで

しょうから、その部分でマニュアルの中で、例えば那珂で何かあった場合には、瓜連のそ

れを持ってくれば済むのかなとか、全部が全部っていうのは交換するのは大変なんでしょ

うけど、二つある給食センターを上手に、30年度でどうこうっていうのはありますけど、

それを上手に使っていただきたいなと。 

委員長 よろしいですか。 

はい、ほかにございますか。 

なければ質疑を終結いたします。 

暫時休憩します。 

再開を11時15分といたします。 

  休憩（午前10時58分） 

  再開（午後11時15分） 

委員長 再開いたします。こども課が出席いたしました。 

議案第61号、那珂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

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。 

こども課長 こども課長の清水でございます。ほかに２名、関係職員が出席しております。よ

ろしくお願いいたします。 

議案書の54ページになります。 

議案第61号、那珂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例。 

那珂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年那珂市条

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６月10日提出、那珂市長。 

提案の理由でございます。 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第61号）が建設

基準法施行令の改正に伴いまして、４階以上の階における避難階段についての規定が改正

されました。 

また、待機児童の解消に向け、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の附則に

おいて、保育士の配置要件の弾力化について規定されたため、今回改正をお願いするもの

でございます。 

お手元の資料の62ページをお開きいただけますでしょうか。 

こちらの条例の改正の概要でございます。改正につきましては、２点ございまして、先

ほど提案理由のほうでお話ししました、設備の基準、４階以上の階における避難階段につ

いての改正、それと待機児童についての弾力化の改正の２点でございます。 
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まず、設備に関するものでございますけれども、４階以上に設置されております、小型

小規模保育事業、それから保育所型事業所内の保育事業の設備についてでございます。 

現在までの規定でございますと、屋内と階段室がバルコニーまたは外気に向かって開く

ことができる窓もしくは排煙設備を有する付室を通して、連絡するというような規定にな

ってございました。 

今回の建築基準法の施行令の改正では、近年の排煙技術の発展、排煙装置の多様化とい

うことを踏まえまして、階段室が煙の流入防止等、こちらの構造であるときは、それで認

める。 

だが、それ以外のときには付室が煙の流入防止構造をとるものであるという形に改正を

されてございます。 

なお、那珂市におきましては、現在のところ該当する建物設備等はございません。 

もう１点の配置基準の改正でございます。 

こちらにつきましては、先ほど話しましたように、昨今の待機児童の解消の一部の施策

といたしまして、附則に４条の弾力化の規定が盛り込まれたことに伴いまして改正をする

ものでございます。 

まず１点目の第６条でございますけれども、基本的配置人員が１人であっても、２人以

上置かなければならないという規定に現在されておりますけれども、１人を保育士とし、

もう１人を市町村長が認めるものを当てることが弾力化ということで附則に規定されてご

ざいます。 

第７条でございますけれども、こちらは保育士の人員不足を踏まえまして、当分の間、

幼稚園教諭、それから小学校教諭、養護教諭の普通免許状を要する者を保育士としてみな

して配置をすることができるということでございます。 

第８条でございますけれども、必要となる保育士の総数から利用定員に応じた配置数を

引いた人数分については、市長が認める者を保育士とみなして配置することができるとい

うものでございます。 

第９条につきましては、これらの配置に伴いまして、最低限、３分の２以上は、保育士

で確保しなければならないということで規定をされてございます。 

こちらの４条が当分の間ということでございますけれども、改正されたことに伴いまし

て、条例のほうも改正という形になってございます。 

議案第61条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 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。 

では私から。建築基準法の改正と今の保育士の配置は関係あるんですか。まったく別件

ですか。 

こども課長 改正の根拠の法令は別でございますけれども、国のほうの省令になりますけれど
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も、そちらの運営基準のほうで、一緒に改正がされたものですから、市の条例もそれを受

けまして、同時に改正という形になります。 

委員長 全く別個のものですね。わかりました。 

それでは、質疑なければ終結いたします。 

続いて討論に入ります。討論ありませんか。 

討論を終結いたします。 

これより議案第61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61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62号、那珂市医療福祉費支給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。 

こども課長 お手元の議案書の64ページになります。 

議案第62号、那珂市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例。 

那珂市医療福祉費支給に関する条例（昭和51年那珂町条例第28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。今回県の医療福祉費制度、通称マル福と言われている制度でご

ざいますけれども、小児マル福及び妊産婦マル福の支給対象者の所得要件が拡大されるこ

とに伴いまして、市の少子化対策及び子育て支援の推進施策としまして、小児マル福及び

妊産婦マル福の所得制限を撤廃し、支給対象者の拡大を行うために改正するものでござい

ます。 

次のページの65ページになります。こちらに改正条文をあげさせていただいております。 

まず、県の医療福祉制度のほうで、ことしの10月から改正がございまして、所得制限、

現在の所得制限を引き上げる改正が行われる予定でございます。 

それに伴いまして、市の単独の施策といたしまして、小児マル福及び妊産婦マル福の所

得制限を撤廃し、また、扶養義務者の所得制限1,000万円という上限がございましたけれど

も、こちらも同じく撤廃をしまして、対象者の拡大を図り、市の子育て支援の施策の拡大

を図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。 

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

副委員長 この小児マル福の所得制限撤廃ということは、以前に、私ごとで申しわけないんで

すが一般質問させていただきまして、その時点では約20％ぐらいの人が、所得制限にかか

っておりまして、無料という形がとられてないということだったんですが、今回この撤廃
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ということで、確認なんですが、これは完全に所得制限撤廃ということでよろしいのです

ね。 

こども課長 はい。完全に所得制限を撤廃して、すべての方という形になります。 

副委員長 そうしますと、今まで所得制限があって、医療費無料を受けられなかった方、対象

児童の何％ぐらいが今回所得制限撤廃の対象になるのでしょうか。 

こども課長補佐 今度、県の所得制限のラインが引き上がりました。それにかかってくるもの

は大体95％ぐらいがその所得制限内になります。それ以外の５％の人がマル福を受けられ

ないという状況になりますので、その５％を救う意味でも所得制限を完全撤廃するという

ことになります。 

副委員長 了解です。 

委員長 ほかにございますか。 

なきようですので質疑を終結いたします。 

続いて討論に入ります。討論ありませんか。 

討論を終結いたします。 

これより議案第62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62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。 

執行部の入れかえをお願いいたします。ありがとうございました。 

  休憩（午前11時24分） 

  再開（午前11時26分） 

委員長 再開します。保険課が出席いたしました。 

報告第４号、専決処分について（那珂市国民健康保険税条例の一部を改正する条例）を

議題といたします。執行部より説明をお願いします。 

保険課長 保険課長の先崎です。ほか２名が参加しております。よろしくお願いします。 

議案書の32ページをお開きください。 

報告第４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号第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、地方税法施行令等の一部を改正する政令（平成28年政令第133

号）が平成28年３月31日に公布され、同年４月１日から施行されたことに伴い、那珂市国

民健康保険税条例の一部を改正するものです。 

中身としましては、国民健康保険税の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額の賦課限
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度額の引き上げ及び国民健康保険税の減額において控除額を拡大するものです。 

続きまして33ページをごらんください。 

専決処分書、別紙那珂市国民健康保険税条例（昭和32年那珂町条例第23号）の一部を改

正する条例については、市議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法（昭和22年

法律第67号）第179条第１項の規定によりこれを処分する。 

平成28年３月31日、那珂市長。 

続きまして、内容の説明になりますので、37ページをごらんください。 

改正内容としましては、那珂市国民健康保険税条例、本文第３条第２項中、基礎課税限

度額の引き上げとしまして、現在52万円、こちらを54万円に引き上げます。 

同じく、同条の３項中で、後期高齢者支援等課税限度額の引き上げとしまして、現在17

万円、こちらを19万円に引き上げます。このことによりまして、現在賦課限度額は85万円

になっておりますが、本年４月１日で施行されておりますので、89万円、４万円ほどの引

き上げなります。 

続きまして、条例の22条になりますが、こちらの項につきましては、保険税の減額とい

うことで、記載がされております。 

真ん中の４欄目になりますが、第22条第２号中で、軽減判定の引き上げがございます。

５割軽減基準額26万円を26万5,000円に拡大します。同じく、３号中で軽減判定所得の引き

上げということで、２割軽減額47万円を48万円、１万円ほど引き上げるという形になりま

す。 

今回の改正によりまして、ある程度国保税については、所得が一定程度ある方について

は、応分の負担ということで、４万円分引き上げると。その代わりと言いましてはなんで

すが、所得の少ない低所得のかたに関しましては、５割軽減分で１人当たり5,000円の拡大、

２割軽減分で、１万円の拡大。 

このことによって低所得者層は今までよりもより広く救われるような形になる改正の中

身となっております。よろしくお願いします。 

委員長 説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

議長 ちょっと教えてください。３条の２項、これ国民健康保険の課税限度額っていうのは、

所得がある人が、最高54万ということ。 

保険課長 はい、お答えします。 

基本的に言いまして、国保税の中では、今までの医療分といわれる部分、これが基礎課

税額というふうに表現されています。 

あとは後期高齢者支援金といいまして、広域連合のほうへ国保から集めて納める額があ

ります。 

あとはもう一つ介護保険の納付金といいまして、三つの種別に分かれてまして、皆さん



 - 24 - 

から集めております。それが足されて、ここの52万が54万になる部分は、医療の部分です。 

あわせて申せば、その次の後期支援分という、広域連合に納める額の１人当たりの課税

限度額が17万が19万なります。 

ここには表記しておりませんが、介護保険の納付金がございます。これは16万でしたか。

今回これについては据え置きになっております。 

以上、国保税、皆さんからいただいてますけど、基本的にはその三つの区分で一つの税

を納めてもらっているという形になっております。 

議長 それはわかりました。54万円と19万円というのは。これは、所得はいくらの人がこれだ

け納めるの。 

保険課長 はい、お答えします。 

大体医療分、一番大きい要素は医療分なんですが、医療分で申しますと、大体今回の改

正で、所得でいいますと900万円ですか。ですから900万円の所得といいますと、収入ベー

スで言うと、1,100万円から1,200万円前後になるようなかたが該当となると思われます。 

議長 そうするとね、例えば国民健康保険だと、変な話、私のうちなんかになるとね、息子と

私の所得で一つの保険を払うわけですよね。同一家族ということで。そうするとこれ、ト

ータルになっちゃうわけ。 

保険課長 お答えします。基本的に国保の場合は世帯主主義を取っておりますので、議長がお

っしゃるように、議長がいて奥さんがいて子供がいるよと、例えば国保の加入者が３人い

るよと。そうするとこれは、その３人の方が所得を持っていいればすべて合算されます。 

それで当然、ですからあと均等、平等割というのがありますから、国保の場合、一人頭

幾らっていう額を賦課してますし、１世帯当たりいくらっていう額を賦課して、トータル

で、これだけの額を納めてくださいねという形での扱いになります。 

議長 そうすると、これ以上の額になる可能性もあるわけ。 

保険課長 はい、計算上はなります。例えば2,000万の所得があって、所得率で6.8％掛けちゃ

うとそれで120万になっちゃいますよね。そのために、そこまで取っちゃだめなので、地方

税法施行令で限度額が54万を超えてはだめだよということで歯止めをかけております。 

ですから所得がいくらあってもマックスそこまでだよと。ですから今回の改正によって

マックス85万が89万に引き上げますという意味での今回の改正の中身でございます。 

委員長 よろしいですか。 

議長 はい。 

委員長 ほかにございませんか。 

なきようですので質疑を終結いたします。 

続いて討論に入ります。討論ありませんか。 

討論を終結いたします。 

これより報告第４号を採決いたします。 
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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４号は原案のとおり承認すべきものと決定いたしました。 

暫時休憩します。 

執行部の皆様は退席願います。お疲れさまでした。 

  休憩（午前11時35分） 

  再開（午前11時36分） 

委員長 再開します。 

続きまして、教育厚生常任委員会視察研修についてを議題といたします。 

前回の委員会で調査事項を子育て支援とし、特に医療面の支援について研究を行うこと

と決定をいたしました。 

視察研修について前回もお話しいたしましたとおり、まず国の方針等を厚生労働省の方

から話を聞いて勉強し、あわせて先進地２カ所を訪問する計画を立てましたので、詳細に

ついて、事務局から説明をお願いします。 

次長補佐 それではお手元に、いくつか資料をお配りしておりますので、ちょっと確認いたし

ます。 

まず視察の日程表の案、それからつくば市の子育て支援情報システムの綴り、厚木市の

子供に関する主な事業一覧と、あつぎ健康相談ダイヤルについてのチラシと、それから厚

木市の大きくなあれという子育てガイドをコピーしたものをご用意させていただいていま

すので、日程に従いまして、説明させていただきます。 

まず、７月28日木曜日、こちらは２カ所を訪問予定としておりまして、つくば市とそれ

から厚生労働省の方のお話を聞くということになっております。 

日程ですが、市役所を８時45分、まだ予定なんですが、出発いたしまして、つくばまで

は車で向かいます。 

つくば市のほうでお願いしている内容でございますが、子育て支援の施策について、特

に病児保育の内容についてお話をしていただくことでお願いしております。 

こちらコピーを用意しました子育て支援情報システム、こちらはつくば市のホームペー

ジに載っているものでございまして、那珂市でも、ホームページの中でママフレという子

育てサイトをつくっておりますけれども、つくば市の場合、オリジナル版といいますか、

つくば市で直接運営しているシステムのようでございまして、こちらにいろいろな内容が

載っているんですが、３枚目のほうは、その中で、病児保育についての部分を印字したも

のでございます。 

つくば市では、３カ所病児保育の施設があるということなんですが、こちらのどれか一

つを現地のほうで見せていただく予定にしております。説明のほうは市役所ではなくて、

つくば市の子育て支援センターで、職員の方からお話をしていただきまして、そのあと車



 - 26 - 

で移動して、病児保育の施設のほうで実際の様子を見せていただくということにしており

ます。 

病児保育ですので、実際に病気のお子さんが来てるかどうかっていうのはちょっとわか

りませんので、日常的にどういう形でやっているかっていうのを教えていただくような形

になると思います。つくば市のほうが10時から12時の予定で視察を組んでおります。 

その後、つくば駅周辺で昼食をとりまして、そこからは鉄道の移動になります。 

ＴＸでつくば駅を出まして、北千住を経由して、国会議事堂前で、予定ですけれども、

こちらで下車しまして、今のところ衆議院議員会館のほうに会場を設定していただくこと

になっておりますので、こちら変更する場合は、霞ヶ関のほうに変更するかもしれません

けれども、今のところ、議員会館に厚生労働省の方に来ていただきまして、そこで１時間

半程度、３時から４時半までお話を伺うということになっております。 

そこが終わりましたらば、翌日の視察地の厚木のほうに移動いたしまして、国会議事堂

前からまた鉄道で本厚木駅まで参ります。 

本厚木駅から大体徒歩５分程度の場所なんですが、翌日の視察地のアミューあつぎとい

う子育て支援センターが入っている複合ビルのすぐ目の前のホテルを予約しております。

そちらに宿泊する予定になっております。 

次の日、29日の金曜日が、ホテルから直接、目の前ですので、アミューあつぎというこ

ちらが９階建てのビルなんですけれども、中に市の子育て関係の行政の施設と、あとその

ほか民間のいろんなものが入っている複合ビルになってるんですけれども、そちらの７階

の子育て支援センターのほうで、現地を見せていただきながら、研修をする予定になって

おります。 

厚木市のほうでは、資料でお配りしたんですけれども、子供に関する主な事業一覧の中

の、上のピンクの枠の中、14番のあつぎ健康相談ダイヤル24、こちらについての事業と、

それから子育てサポート関係の青いところに入るんですが、27番の子育て支援センターで

の取り組み、それから同じ場所で行われているんですが、20番ですね、幼稚園送迎ステー

ションという取り組みがあるんですけれども、こちら子育て支援センターで一旦お子さん

をお預かりして、それからそれぞれの幼稚園に送迎していくというシステムということな

んですが、こちらを現地で直接見学しながら、お子さんのほうはもっと早い時間に預かり

はしてますので、預かりの実際のところを見るとなると８時ぐらいに行かないとちょっと

見られないということなので、そちらは話を聞きながら、見せていただくという形にして

おります。 

あつぎ健康相談ダイヤルにつきましては、別の用紙１枚ですけども、こちらに内容が書

いてありまして、それと、大きくなあれという子育てガイドの冊子のほうが、この厚木の

子供に関する事業一覧と対応してまして、ここに書いてある事業の何ページと書いてある

のが、この子育てガイドのページ数と一緒になってますので、そちらを見ていただければ
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わかるようになっております。厚木市の視察が９時半から11時半を予定しております。 

その後、駅の周辺で昼食をとりまして、那珂市に戻ってくるような日程でございます。 

こちら、帰ってくる手段が、電車がいろいろ乗り入れておりますので、いろいろな手段

があるんですけれども、一応考えているのが、13時ちょっと過ぎぐらいに、本厚木を出ま

して、新宿乗りかえで東京から特急に乗って、16時６分水戸着の日程で考えております。 

その後、車に迎えに来てもらいまして、水戸駅から市役所まで車で帰ってきて、大体16

時30分ぐらいの予定で考えております。 

それからつくば市と厚木市のほうなんですけれども、具体的に質問事項を先にお伺いし

たいということで言われておりますので、できれば早目にですね、こちらの冊子などに目

を通していただきまして、あちらに聞きたいこと、見せてもらいたいこと、そういうこと

をちょっと要望を挙げてほしいっていうことで言われてますので、事務局のほうにお伝え

いただければと思います。なるべく早目にお願いしたいと思います。 

以上です。 

委員長 ありがとうございます。 

ただいま説明がございました日程で視察を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

何かご質問、ご意見等がありましたらお願いいたします。 

補足ですけれども、先ほど厚生労働省の方に来ていただいてお話を聞くという件につい

ては、一応病院不足、医師不足といったところの、これ全国的な問題だと思いますが、そ

ういったところの国の考え、方針等を今のところお聞きする予定になっております。 

直接厚生労働省のほうに出向いてお話を聞くことになるかもしれませんが、その辺はち

ょっと当日の対応とさしていただきます。あくまでも予定ということでご承知おきいただ

きたいと思います。 

何かご質問等ございますか。 

ただいま帰り水戸駅までお迎えにということですが、行きも市役所からつくば市の電車

に乗るところまで、送っていただけるということなので。 

じゃよろしいですか。 

これで決定をしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

先ほど事務局からお話がございましたとおり、視察先への質問事項等がございましたら

ば、できましたら今定例会中に事務局のほうまで視察先のどこどこについてこういう質問

したいというようなことを具体的におっしゃっていただけたら助かりますのでよろしくお

願いいたします。 

それでは有意義な視察研修にしてまいりたいというふうに考えておりますので、どうか

よろしくお願いをいたします。 

本日の審議はすべて終了いたしました。 

以上で教育厚生常任会を閉会といたします。お疲れさまでした。 
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閉会（午前11時46分） 

   平成２８年８月１９日 

    那珂市議会 教育厚生常任委員会委員長 古川 洋一 


