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那珂市議会全員協議会記録 

開催日時 平成28年９月15日（木）午前10時 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席委員 議 長 中﨑 政長   副議長 遠藤  実 

議  員 大和田和男   議 員 冨山  豪 

 〃  花島  進    〃  筒井かよ子 

 〃  寺門  厚    〃  小宅 清史 

 〃  綿引 孝光    〃  木野 広宣 

 〃  古川 洋一     〃  萩谷 俊行 

〃  勝村 晃夫    〃  笹島  猛 

〃  助川 則夫    〃  君嶋 寿男 

〃  福田耕四郎    〃  須藤  博 

欠席委員 議 員 なし 

職務のため出席した者の職氏名 

     事務局長 深谷  忍  次 長 寺山 修一 

     次長補佐 横山 明子  書 記 小田部信人 

会議事件説明ため出席者の職氏名（総括補佐以上及び発言者） 

市 長 海野  徹   教育長 秋山 和衛 

副市長 宮本 俊美 

総務部長 川崎  薫  総務課長 川田 俊昭 

総務課課長補佐 渡辺 荘一 

財政課長 茅根 政雄 

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 

産業部長 佐々木 恒行 農政課長 加藤 裕一 

農政課長補佐 柏  正裕 

 

会議に付した事件と結果概要 

     （１）議会運営委員会委員長報告 

        議案の追加等について 

        平成28年第４回定例会会期日程（案）について 

        結果概要：報告について了承 

     （２）追加議案について 

        議案第77号 平成28年度那珂市一般会計補正予算（第４号） 
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        結果概要：執行部より追加議案について説明あり 

     （３）委員長報告 

産業建設常任委員会委員長報告 

教育厚生常任委員会委員長報告 

原子力安全対策常任委員会委員長報告 

議会運営委員会委員長報告 

        結果概要：報告について了承 

     （４）その他 

        茨城県市議会議長会平成28年度第１回議員研修会について 

       結果概要：研修派遣者５名を決定 

       一般会計補正予算の財産管理事務費について 

       結果概要：菅谷地内の土地建物について質疑あり 

議事の経過概要 （出席者の発言は以下のとおり） 

開会（午前10時00分） 

局長 ただいまより全員協議会を開会いたします。 

   初めに、議長よりご挨拶をお願いいたします。 

議長 おはようございます。 

   あすの最終日を迎えましての全員協議会でございます。慎重なるご審議をお願いして、

議長挨拶とします。ご苦労さまでございます。 

局長 それでは、この後の進行は議長にお願いいたします。 

議長 開会前にご連絡をいたします。 

   会議は公開しており、傍聴可能としております。 

   また、会議の映像を庁舎内のテレビに放映しており、会議内での発言は、必ずマイクを

使用し、質疑・答弁の際は、簡潔かつ明瞭にお願いをいたします。 

   携帯電話をお持ちの方は、電源をお切りいただくか、マナーモードにしてください。 

   ただいまの出席議員は 18 名であり、欠席議員はおりません。定足数に達しております

ので、これより全員協議会を開会いたします。 

   会議事件説明のため、市長、副市長、教育長外関係職員の出席を求めております。 

   議事に先立ちまして、市長が出席しておりますので、ご挨拶をお願いします。 

市長 おはようございます。ご苦労さまでございます。 

   ただいま議長のほうからもお話がありましたように、いよいよあしたが議会の最終日で

ございます。連日、慎重なるご審議を賜りまして、厚く御礼を申しあげます。 

   さて、本日は、追加案件としまして、議案１件につきましてご説明を申しあげます。ま

た、事前説明がありました旧歯科医院建屋解体に関する案件につきまして、改めまして皆

様に詳細をご説明申しあげます。事前説明が漏れましたことを監督者としてまことに申し
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わけなく、深くおわびを申しあげまして、挨拶の言葉とします。よろしくお願いいたしま

す。 

議長 ありがとうございました。 

   それでは、次第にしたがいまして、議事に入ります。 

   議会運営委員会委員長報告、君嶋委員長よりお願いいたします。 

君嶋議員 議会運営委員会の開催及び経過につきましてご報告いたします。 

   先ほど議会運営委員会を開催いたしました。 

   会議事件は、追加議案等について、平成 28年第４回定例会についてであります。 

   執行部からの追加議案等は、一般会計補正予算が１件でございます。 

   あす、最終日の定例会本会議において、日程に追加し、委員会付託を省略して採決を行

うことに決定いたしました。 

   この後、執行部より追加議案の説明があります。 

   平成 28 年第４回定例会の会期日程（案）は、別紙のとおり決定いたしました。内容は

事務局から説明させます。 

   以上、報告いたします。よろしくお願いいたします。 

議長 君嶋委員長の報告が終わりました。 

   続きまして、事務局より補足説明がございます。 

   事務局、お願いします。 

次長補佐 それでは、お手元にお配りいたしました平成 28 年第４回那珂市議会定例会会期日

程（案）をごらんください。 

   第４回の定例会でございますが、人事院勧告があります関係上、11 月からの開会とな

っております。 

   まず、開会が 11月 29日火曜日、資料のほうございますでしょうか。開会が 11月 29日

火曜日、開会から議案の上程、説明、それから人事院勧告に関係する部分についての質疑、

討論、採決を行います。 

   ２日目は休会で、議案質疑の通告締め切りが正午までとなっております。 

   ３日目、12 月１日木曜日、本会議で一般質問、続いて２日の金曜日、一般質問と議案

質疑、議案の委員会付託、請願・陳情の委員会付託となっております。 

   その後、３日間休会を挟みまして、12 月６日から常任委員会でございます。６日の火

曜日が総務生活常任委員会、７日が産業建設、８日が教育厚生、９日が原子力安全対策常

任委員会となっております。 

   その後、休会を挟みまして、12月 15日木曜日、議会運営委員会と全員協議会、16日金

曜日が最終日でございまして、本会議で委員長報告、質疑、討論、採決、閉会でございま

す。 

   その枠の下でございますが、11月 18日金曜日が一般質問の通告締め切り、22日火曜日
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が議会運営委員会、全員協議会、議案説明会を予定しております。 

   以上でございます。 

議長 君嶋委員長、それから事務局の補足説明がございました。 

   ご意見、ご質疑等ございますか。 

     （なし） 

議長 ないようですので、質疑を終結いたします。 

   それでは、委員長報告のとおりと決定をいたしました。 

   次に、追加議案について、議案第 77 号 平成 28 年度那珂市一般会計補正予算（第４

号）について、執行部より説明を求めます。 

   執行部。 

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

します。 

   それでは、議案第 77号 平成 28年度那珂市一般会計補正予算（第４号）についてご説

明いたします。 

   平成 28年度那珂市一般会計補正予算（第４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 1,621万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ 186億 2,965万 5,000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 歳入歳出予算の補正」による。 

   平成 28年９月 16日提出。那珂市長。 

   ６ページをお願いいたします。 

   歳入になります。 

   款項目、補正額の順に読み上げてまいります。 

   14款国庫支出金、２項国庫補助金、６目災害復旧費国庫補助金 650万円。 

   15款県支出金、２項県補助金、４目農林水産業費県補助金 115万 2,000円。 

   19款繰越金 １項繰越金 １目繰越金 855万 8,000円。 

   ７ページ、歳出になります。 

   10 款災害復旧費、２項農林水産業施設災害復旧費、１目農地現年災害復旧費 1,621 万

円。 

   以上でございます。 

   よろしくお願いいたします。 

議長 執行部からの説明が終わりました。 

   質疑、ご意見等ございますか。 

   笹島議員。 
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笹島議員 すみません、この農地農業用施設補助災害工事というのは、具体的にどんなことを

やるんですか。 

議長 執行部。 

農政課長 ８月の台風による被害になりますが、今回の台風等による影響は、下江戸地区と堤

地区の２カ所になっています。１カ所目の下江戸地区につきましては、下江戸に小場江の

揚水機場がありますが、その近くの田んぼののり面が、幅 15 メートル、高さ２メートル

ぐらいになりますが、崩れたための復旧になります。 

   もう一つが堤地区になるわけなんですが、こちらは東海ゴルフ練習場から直線にして約

500 メートル南側のひたちなかの境界に市道がありまして、そこの市道が幅７メートルぐ

らい崩れて、その下の横断管がＶの字に曲がってしまったという、その復旧の工事という

形になります。 

   以上です。 

議長 笹島議員。 

笹島議員 この下江戸、東海ゴルフ場のそのひたちなかの境界というのは、これやっぱり追加

して 1,600万くらいかかる事業なのかな。 

議長 執行部。 

農政課長 下江戸地区が大体 500万円ちょっとで、堤地区が 1,100万円ぐらいになるという形

になっております。 

議長 よろしいですか。 

   外に質疑ございませんか。 

     （なし） 

議長 なければ、以上で質疑を終結いたします。 

   暫時休憩をいたします。 

   執行部はご退席をお願いします。 

     休憩（午前 10時 08分） 

     再開（午前 10時 09分） 

議長 再開をいたします。 

   次に、委員長報告となります。 

   最初に、産業建設常任委員会報告、寺門委員長より報告をお願いします。 

寺門議員 それでは、産業建設常任委員会よりご報告いたします。 

   ８月２日及び９月７日、産業建設常任委員会を開催いたしました。その結果をご報告申

しあげます。 

   閉会中及び第３回定例会期中の執行部からの報告案件及び委員会での調査の内容につき

ましてご報告いたします。 

   最初に、道路の申請、採択、工事等の状況についてでございます。 
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   道路の整備については、過去にも調査を行ってきておりますが、改選後改めて申請から

整備に至るまでの流れ、進捗状況等について確認を行いました。道路整備は、整備基準、

狭隘道路、暫定舗装、排水路整備という４つの区分に分けて行われておりますけれども、

今回の調査では、それぞれの区分における平成 21 年度からの採択件数や本年度の予定件

数等が詳細に示されました。また、地区ごとの調査否進捗状況も説明を受けることができ、

委員会としても、道路の整備に関して、これまでよりも詳しく確認をすることができまし

た。 

   採択路線を全て整備するためには、概算で 57 億円ほどかかるという見込みのことです

が、これについて委員からは、受けられる補助を積極的に活用すべきという意見がござい

ました。執行部の説明では、狭隘道路については５年ほど前から国の補助が始まったもの

の、補助額は減っている状況であるということでございました。また、道路整備の申請が

不採択になった理由を住民に説明する機会について質疑がありましたが、一昨年ごろから、

採択結果を通知する際に説明を加えるようにしているということでございます。 

   執行部としては、自治会と相談しながら、住民の要望が大きい部分はできるだけ手厚い

対応をしていきたいということでしたので、委員会からは、進捗状況が住民の目に見える

ようにしつつ、早目に整備を進めるよう伝えました。 

   次に、２番目、那珂市区域指定素案についてでございます。 

   那珂市区域指定につきましては、前定例会で基本的な要件をご報告しておりますが、閉

会中及び今定例会中の産業建設常任委員会にて、区域を指定する流れと指定が予定されて

いる区域の位置と数について追加の説明を受けました。 

   まず、区域指定の流れですが、まずおおむね 50以上の建築物がおおむね 50メートル以

下の間隔で連担している集落を抽出してまいります。これを暫定集落といいます。 

   次に、暫定集落について、道路等で囲まれた街区という単位を設定し、暫定集落の外側

の街区を縁辺街区とします。この縁辺街区のうち、幅員４メートル以上の道路に接してい

ない街区、宅地率 30％未満の街区を除くということですね。 

   その後、道路や排水施設の状況、優良農地の有無、土砂災害区域であるかどうかなど、

要件を満たさない縁辺街区がなくなるまで範囲を絞ってまいります。この際、街区として

は除外されても、一部のみ含めることができる要件があるため、そういった取捨選択の作

業を繰り返し、指定する区域を決定していくということでございます。 

   次に、予定される区域の数ですが、静１カ所、門部１カ所、南酒出１カ所、額田１カ所、

本米崎２カ所、戸１カ所、鴻巣１カ所、飯田１カ所、豊喰１カ所、西木倉１カ所、東木倉

１カ所、中台、津田２カ所の合計 14 カ所でございます。面積にして約 580 ヘクタールと

なります。具体的な位置は、追加配付されております資料でご確認ください。 

   なお、区域内における建築物の基準として、基本的には１戸建ての住宅に限るというこ

ととしています。 



－7－ 

   今後の予定としては、10 月上旬に都市計画審議会にて説明、10 月中旬からまちづくり

委員会単位の８地区全てで住民説明会を行っていくということでございます。 

   執行部としては、既存集落の保全に重きを置いた計画ということで立てているというこ

とでしたが、委員からは、人口増加にもっと力を入れた区域指定をするべきであるという

意見が多数ございました。また、指定した土地に移住してきた方に、インフラ整備のニー

ズが急増する可能性が委員のほうから指摘をされてあります。これに対して、執行部とし

ては、整備計画にのっとった整備を行っていきたいということでございました。 

   10 月から始まります住民説明会で、住民に対して十分な説明をしていただくよう執行

部に求める意見もありましたが、当委員会としても、住民からの話を聞いた上でさらなる

議論が必要であるため、引き続き本件についての検討を行ってまいります。 

   以上、ご報告いたします。 

議長 寺門委員長の報告が終わりました。 

   ただいまの委員長報告について何か確認したいことはございますか。 

     （なし） 

議長 ないようですので、産業建設常任委員会の報告については、委員長の報告のとおりとい

たします。 

   続きまして、教育厚生常任委員会報告を古川委員長より報告をお願いします。 

古川議員 それでは、教育厚生常任委員会からご報告を申しあげます。 

   ９月８日に開催いたしました教育厚生常任委員会において、執行部から説明のありまし

た案件についてご報告をいたします。 

   生涯学習課と介護長寿課から各１件の説明がございました。 

   まず初めに、生涯学習課より、那珂市公民館規則の一部を改正する規則について説明が

ございました。 

   公民館の休館日については、月曜日が祝日に当る場合は、その翌日を休館日としている

ところですが、近年、月曜日が祝日になる回数が多く、その場合、翌日の火曜日が休館日

となるため、火曜日を定期利用している団体が利用できないケースがふえていることや月

曜日に開館しても利用件数が少ないことから、祝日にかかわらず、毎週月曜日を休館日と

する規則の改正を行うという説明がございました。 

   委員からは、月曜日が祝日の場合に土日月の３日間で開催するイベントなどでは、今後

は土日の２日間しか公民館を利用できないのかという質問がございました。執行部からは、

そのような場合は、公民館規則により、館長が必要と認めるときは休館日を開館すること

ができるとされているため、月曜日を臨時で開館して対応し、翌日の火曜日も通常どおり

開館する方向で考えているという回答がございました。 

   次に、介護長寿課から、那珂市地域密着型サービス事業の整備について説明がございま

した。 
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   第６期介護保険事業計画に基づき、平成 29 年度中に開設する認知症対応型共同生活介

護、いわゆるグループホームの事業者を公募し、応募のあった３事業者の中から、審査の

結果、有限会社福祉未来計画を事業者として選定したということであります。今回の公募

では、整備数を１ユニット定員９人として、新規の開設でも、既存の施設の増設でも可能

としており、福祉未来計画は、現在戸崎でグループホームかやの木をワンユニット運営し

ており、増設によって定員は既存と合せて 18人になるということであります。 

   委員からは、今後ますますふえていくと思われる介護施設の入所待機者について、どの

ような対策を考えているかという質問があり、執行部からは、平成 30 年度からの次期介

護保険事業計画の作成にあたり、今後アンケートなどによって需要見込みを調査し、必要

のあるものは計画の中に盛り込んでいくという回答がございました。 

   続きまして、教育厚生常任委員会の調査事項である子育て支援について、７月 28 日と

29日にかけて研修視察を行った報告をいたします。 

   つくば市では、子育て支援センターの取り組みと病児保育について、神奈川県厚木市で

は、幼稚園送迎ステーションなどの子育て支援の取り組みと厚木市民が 24 時間無料で利

用できる健康相談ダイヤルについて、いずれも子育て支援センターなどの施設の見学も含

めて研修を行ってまいりました。 

   また、那珂市の子育て世代の多くが不安に感じている医師不足、病院不足といった医療

の問題について、厚生労働省の方から今後の国の方針についてお話をいただきました。こ

の調査事項につきましては、閉会後に委員会を開きまして、さらに検討していくこととし

ております。 

   以上、ご報告いたします。 

議長 古川委員長の報告が終わりました。 

   ただいまの委員長報告について何か確認したいことはございますか。 

     （なし） 

議長 ないようですので、教育厚生常任委員会の報告については終わりといたします。 

   続きまして、原子力安全対策常任委員会報告、笹島委員長より報告をお願いします。 

笹島議員 ９月９日の原子力安全対策常任委員会の開催及び経過についてご報告いたします。 

   日本原子力発電株式会社については、５月に年間事業計画を報告していただいておりま

すが、本年２月の改選を経て、新たなメンバーも加わったところですので、改めまして、

我々自身の目で現状を直接確認する機会が必要かと思います。特に東海第二発電所につい

ては、市民の関心も非常に高い案件でございますので、当委員会だけではなく、議会全体

でしっかりと現状把握しておくべきかと思います。 

   そこで、全議員で日本原子力発電株式会社東海第二発電所の現地確認を行うよう調整し

たいと思います。 

   日程といたしましては、９月 30 日金曜日を予定しておりますので、この件のご理解、
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ご出席のほどよろしくお願いいたします。 

議長 笹島委員長の報告が終わりました。 

   ただいまの委員長報告について何か確認したいことはございますか。 

     （なし） 

議長 ないようですので、日本原子力発電株式会社の視察につきましては、ただいまの委員長

報告のとおりといたします。 

   最終日に議員派遣として、本会議で報告をいたします。よろしくお願いをいたします。 

   続きまして、議会運営委員会報告、君嶋委員長より報告を願います。 

君嶋議員 ７月に実施した視察研修及び８月 23 日と９月２日に開催した議会運営委員会の経

過につきましてご報告いたします。 

   まず、４月 26 日に実施した視察研修ですが、常総市と取手市の２カ所で研修を行いま

した。 

   常総市では、災害時の議会の対応として、昨年の９月に発生した水害時の様子やその後

の設置されました水害検証特別委員会及び水害復興特別委員会の内容についてお話を伺っ

てまいりました。自然災害はいつ何どき発生するかわからず、議員が罹災することも考え

られるため、那珂市においてもあらかじめ災害時の議会の対応や議員間の連絡体制につい

て明確にしておく必要があると感じました。また、通年議会などの議会改革についても説

明を受けてまいりました。 

   続いて、取手市では、議会改革について、特に議会における住民参加の手法について研

修してきました。取手市は議会改革度ランキングで茨城県内第１位の議会で、特に座談会

方式での意見交換会を取り入れた議会報告会の手法や常任委員会単位の市民との意見交換

会の実施などについて話を伺ってまいりました。外に議場内の表決システムの説明も受け、

那珂市においても開かれた議会を目指す上で大変参考になる研修となりました。 

   続いて、８月 23 日及び９月２日の議会運営員会では、今年度の議会報告会の実施内容

について検討をいたしました。第４回となる今回は、10 月 22 日土曜日が瓜連の総合セン

ターらぽーる、23 日日曜日がふれあいセンターごだいで実施をします。時間は午前 10 時

から 12時、前回と同じく議会の報告１時間、意見交換１時間の内容で行います。 

   今回は、報告会の記録を広報編集委員会が行い、市民からの意見の中で、検討が必要な

ものについては各常任委員会が広報編集委員会の記録をもとに所管の部分について検討し、

議会だよりとホームページで市民に報告することといたしました。 

   また、女性や若者など、参加者の拡大を図るため、報告会の案内についても、今までよ

り対象を広げ、文書による案内を行うことと決定いたしました。 

   なお、10 月 18 日火曜日、全員協議会を開いて、報告会のリハーサルを行いますので、

よろしくお願いをいたします。 

   詳しくは、後ほど事務局から説明をさせます。 
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   続きまして、特別委員会の設置についてご報告いたします。 

   議会運営委員会では、災害時の議会の対応について検討してきたところでございますが、

先ほど常総市の視察の報告でも述べましたように、災害時の議会との対応、指針の作成、

議員間の連絡体制及び市との連携体制の確立が必要と考え、特別委員会を設置することと

いたしました。災害時には単に議会運営上の問題だけではなく、議会としてさまざまな事

柄に対応しなければならないため、議運のみならず、各議員のご意見を伺って調査研究す

ることが望ましいと考え、この特別委員会の構成メンバーについては、議長を除く全員と

することに決定をいたしました。 

   内容については、後ほど改めて説明をいたします。 

   以上報告します。よろしくお願いいたします。 

議長 続きまして、事務局より補足説明があります。 

   事務局お願いします。 

次長補佐 それでは、私から議会報告会についてご説明させていただきます。 

   本日の資料で、議会報告会についてというつづりをお願いいたします。 

   議会報告会につきまして、議運で検討してきたところでございますが、今回、今年初め

て報告会に参加される議員の方もいらっしゃいますので、確認をしながら説明をさせてい

ただきます。 

   １番の趣旨と目的につきましては、議会基本条例に基づき、市民に対して、議会の結果

を報告し、市民と意見交換をする場として開催するものでございます。注意する点といた

しまして、発言の際には那珂市議会としての最終的な意思決定の結果を報告することとし、

個人的な意見や見解などは慎むということで毎回行っております。 

   続いて、２番の日時と場所につきましては、先ほど委員長報告にありましたとおり、10

月 22日と 23日、いずれも午前中の開催でございます。 

   内容につきましては、前回と同じく、各委員会の報告等の１時間、それから市民との意

見交換の１時間という２部構成でございます。 

   意見交換におきましては、前回と同じく、お一人５分以内という時間制限を設けまして、

発言のほうをしていただくということでお願いしたいと思います。 

   続いて、４番の告知でございますが、広報なかのお知らせ版の９月 12 日号に既に案内

を掲載しております。 

   それから、②番以降は今後の予定でございますが、自治会の回覧、９月 28 日配送便で

回覧チラシを配布いたしまして、回覧で回っていく予定でございます。内容といたしまし

ては、こちらのピンク色の紙で用意しておりますが、両面で議会報告会の日時と内容につ

いて案内を、これから回覧板で回す予定でございます。 

   続いて、２ページをお開きください。 

   先ほど委員長報告にもありましたとおり、文書による案内を今年は少し拡大して行うこ
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とにいたしまして、そちらの表にありますとおり、１番、２番、まちづくり委員会と自治

会長には、これまでも文書による案内をしてきたところでございますが、その外に那珂市

の議会だよりのほうで取材をさせていただいた団体ですとか、委員会で懇談を行いました

団体、それから女性と若者にターゲットを絞りまして、そちらに関係する団体で、こちら

にピックアップいたしました団体のほうに開催の案内通知を出す予定としております。 

   それから、ポスターでございますが、きょう皆様のお手元にお一人様５枚、ポスターの

ほうを配付させていただきましたが、こちらを公共施設等にこれから掲示をいたします。

皆様のほうで毎年５枚ずつ、お知り合いの店舗とかそういうところに貼っていただいてい

るのですが、一応５枚お渡ししておりますが、もっと必要だという方いらっしゃいました

ら、あしたまでにご用意いたしますので、事務局のほうに必要枚数をお申しつけいただき

たいと思います。 

   それから、⑤番としまして、ホームページのほうにも案内をしてまいります。 

   それから、報道機関への投げ込みで案内をする予定です。 

   続いて、３ページでございます。 

   議会報告会当日の資料につきましては、ほぼ前年と同じような形でつくる予定にしてお

ります。委員会からの報告、それから議会だよりの最新号、51 号が 10 月 21 日、前日な

んですが、発行予定でございますので、そちらを会場でお配りいたします。アンケート用

紙につきましては毎回お願いしているんですが、こちらも配布する予定にしております。 

   それから、各常任委員会で報告する案件につきましては、先週の常任委員会のときにも

話があったかと思いますが、報告案件をピックアップしていただきまして、各委員会１ペ

ージ、資料のほう掲載できますので、そちらを、事務局のほうと相談の上、10 月 12 日水

曜日までに決定していただきまして、その後、資料の印刷に入りたいと思います。 

   それから６番、全員協議会と報告会のリハーサルでございますが、10 月 18 日火曜日午

後１時 30分から実施する予定でございますので、よろしくお願いいたします。 

   それから、先ほどありましたように、今年の報告会では、広報委員会が記録をとるとい

うことで決まっておりまして、７番なんですが、流れといたしましては、記録者、広報編

集委員会のほうで記録を当日していただきまして、当日の報告項目、それから参加者数、

市民との質疑応答の内容を記録していただきまして、まとめていただいたものを各委員会

のほうに送付していただきます。それをもとに各委員会で検討が必要な事項があれば、委

員会のほうでその所管の事項につきまして調査検討を行っていただきます。各常任委員会

で議会だよりとホームページに報告する内容についてまとめていただきまして、広報編集

委員会のほうにお話をいただくということで考えております。 

   続いて、４ページが当日のスケジュールと役割分担の案でございます。 

   今回は広報委員会が記録をするということもございまして、議会運営委員会と広報編集

委員会の皆様は２日間、両日の参加ということに決定いたしました。各常任委員会からの
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報告につきましては、正副委員長のほうでやっていただくことになりますが、地元ではな

い会場のほうで報告をしていただくということで割り振りをしてございます。 

   それから、記録に関しましては、大和田議員と花島議員のほう、名前が入っております

が、一応、常任委員会の報告がない議員さんということでお二人入れておりますが、実際

の記録の仕方につきましては、広報委員会のほうで細かく打ち合わせをしていただきたい

と思います。 

   その下の会場総括、写真撮影とありますけれども、こちらの写真撮影のほうも、記録の

一部として広報委員会を中心にお願いしたいと思います。それから、会場の中で何かトラ

ブル等、ないとは思いますけれども、全体を見ていただく方ということで配置しておりま

す。 

   当日は受け付けは特に名簿等は用意しませんので、資料をお渡しいただいて、帰りにア

ンケートを回収という形でございます。 

   時間のほうは、10 月 18 日のリハーサルの際にまた集合時間等は確認したいと思います

けれども、一応９時から 12時半ぐらいまでの予定となっております。 

   こちらにお名前を載せておりますけれども、どうしても都合がつかないという方がいら

っしゃいましたら、事前にご報告いただきたいと思います。 

   議会報告会については以上でございます。 

議長 君嶋委員長並びに事務局からの報告が終わりました。 

   ただいまの委員長報告について何かご意見、確認したいことなどありましたらお願いい

たします。 

   よろしいですか。 

     （なし） 

議長 ないようですので、議会報告会については、委員長報告のとおり実施いたしますので、

よろしくお願いをいたします。 

   次に、特別委員会の設置について、提案者より説明をお願いいたします。 

萩谷議員 それでは、提案者より説明を申しあげます。 

   その前に、皆さんのお手元に特別委員会設置（案）というものがお配りされていると思

いますが、その前に、なぜかということでお話しさせていただきます。 

   2011 年の東日本大震災、そのときの対応は、やはり当時、須藤さんが議長でありまし

たけれども、なかなか議員間の連携がとれないまま、震災のあれがあったのかなと、こう

思っております。そしてまた、９月の常総の水害、これを視察に、先ほど委員長より報告

がありましたけれども、やはり常総市においても、なかなかそういう連携がとれなかった

ということでした。それでまた今度、東北、北海道の水害、いろんな面から考えて、また

原子力、那珂市の場合、原子力もありますし、そういう何かあったときの総合的な災害に

ついてのそういう委員会を設けて、それでまた議員の皆さんと連携をとりながら、自治法
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の中では、やはり災害対策のほうには入れないというお話を聞いていますけれども、その

中で議員間の連携、そして執行部との連携をとれるような体制づくりができればよいかな

と思って、提案を申しあげます。 

   それでは、読み上げさせていただきます。 

   特別委員会の設置（案）。 

   １、名称、災害対応調査特別委員会。 

   ２、設置根拠、地方自治法第 109条及び委員会条例第６条。 

   ３、目的、災害時の議会及び議員の対応指針の作成、議員間の連携体制の確立及び市と

の連携体制と安心安全なまちづくりに関して調査研究を行うことを目的とする。 

   ４、調査事項。 

   １市議会災害対応指針の策定に関する事項。 

   ２災害時の議員連絡体制の確立に関する事項。 

   ３災害時の市との連携体制の確立に関する事項。 

   以上です。どうぞご理解をいただけますように、ご審議いただきたいと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

議長 提案者よりの説明が終わりました。 

   質疑、ご意見等ございますか。 

   花島議員。 

花島議員 確認のためにお伺いしたいんですが、これは議会、災害のときの対応の体制をつく

るための調査というふうに考えてよろしいですか。 

萩谷議員 はい、そのとおりです。 

議長 外にございませんか。 

   皆さん、賛同いただけるものかと思うんですけれども、次に、正副委員長についてはい

かがいたしましょうか。 

   君嶋議員。 

君嶋議員 ただいま提案理由を述べました萩谷議員に委員長に推薦をさせていただき、副委員

長に綿引議員を推薦をしたいと思います。 

   以上です。よろしくお願いします。 

議長 今、君嶋委員長より、委員長並びに副委員長の提案がございました。 

   皆様、ご意見はいかがでしょうか。 

小宅議員 人事等、設立にも異論はないんですけれども、いつ時点で設置という形になるんで

しょう、広報する必要があるので、そこを教えていただきたいと思います。 

議長 あしたの本議会で決定すれば、それで設置ということになるかと思います。 

小宅議員 わかりました。ありがとうございます。 

議長 ただいま委員長より提案がございました。 
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   委員長には萩谷議員、副委員長には綿引議員に決定してよろしいでしょうか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

議長 異議なしとのお声がありましたので、特別委員会設置の件については、以上のとおり決

定いたします。よろしくお願いをいたします。 

   次に、平成 28 年度第１回議員研修会の派遣について、事務局より説明をお願いします。 

書記 11 月 15 日、16 日に開催されます平成 28 年度第１回議員研修会の出席者については、

勝村議員、花島議員、大和田議員、冨山議員、寺門議員の５名の方を各委員会より選出い

ただきました。つきましては、あすの最終日に議員派遣として本会議で報告をさせていた

だきます。 

議長 ただいま事務局からの説明のとおり決定いたしました５名の方については、よろしくお

願いをいたします。 

   福田議員。 

福田議員 これ委員長報告、この中で総務常任委員会からの報告がなかったのは、これはどう

いう理由ですか。 

次長補佐 ご説明申しあげます。 

   こちらの全協の報告につきましては、議案以外のものに関する報告でございますので、

今回、総務委員会につきましては、議案以外のものがなかったということで、報告がござ

いません。 

   以上でございます。 

議長 福田議員。 

福田議員 そういうことは、これね、事前に説明すべきですよ、これ。そうじゃないですか。

やっぱり常任委員会があるんですから、そういうことというのは、これは事前に報告をし

て、こういう理由でこうなんだよということを事前に説明をしていただきたいと思います。 

   以上です。 

議長 今、福田議員から提案がありました。私も何人かの議員さんから、総務生活常任委員会

の報告が抜けてしまっているんだけれども、どういうことだろうかというご指摘を受けま

した。今後気をつけたいと思います。よろしくお願いします。 

   暫時休憩をいたします。 

   先ほどお話のありました一般補正予算の財産管理について、この後、執行部から説明を

求めたいと思いますので、再開を 55分といたします。よろしくお願いいたします。 

     休憩（午前 10時 44分） 

     再開（午前 10時 55分） 

議長 再開をいたします。 

   それでは、議案第 72号 平成 28年度那珂市一般会計補正予算（第３号）、総務生活常

任委員会所管の部分、財産管理事務費の詳細についての説明を願います。 
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   執行部。 

副市長 まず、説明に入ります前に、おわびを申しあげます。 

   今回の空き家の解体工事の件につきましては、いろいろな事情があったにせよ、議会に

説明をしないまま交渉を進めてきて、いきなり補正予算に計上しましたことは、大変反省

をしております。今後は十分気をつけてまいります。大変申しわけありませんでした。 

   それでは、私のほうから、今回の解体工事の件につきましてご説明を申しあげます。 

   この案件につきましては、菅谷のひばりヶ丘交差点近くにあります旧歯科医院の鉄筋コ

ンクリートづくりの３階建てのビルでございます。このビルは、平成４年に院長が亡くな

ってからしばらく院長の奥さんが住んでいたようでございます。その奥さんも平成 18 年

に亡くなりまして、以来ずっと空き家として放置をされてきたようでございます。そのた

めビルは老朽化をし、外壁の落下などの問題が発生をしておりました。特に東日本大震災

以降は、外壁の落下とか天井の崩落など、一層危険性を増してきていたということでござ

います。そういう中で、近隣の住民から、危険なので、市でなんとかしてほしいといった

訴えが出されております。そういうことで、市としましても行動を開始したというところ

でございます。 

   しかし、相続人の把握が非常に困難でありまして、親戚の方を探し出しまして、なんと

かこの居どころを探し出したというところでございます。市では、まずこの個人所有の建

物である以上は、その所有者が管理責任を負うものであるという原則でございますから、

この相続を有する３人の息子さんへ適正な管理をぜひしてくれということで、再三再四交

渉をしてきたわけでございます。しかし、この相手方は、相続する意思もなく、修繕とか

撤去をする資力もないということで、応じてはもらえませんでした。市としても非常に困

ってしまったということで、このまま放置すれば、近隣住民とか、そこを通る通行人、さ

らには目の前の県道を通過する車両等への危険が増すばかりで、今後ずっと何の解決にも

ならないということで、いっそ土地と建物を寄附してもらって、市が建物を解体し、更地

になった土地を一般に売却してはと考えたわけでございます。 

   そう考えた理由につきましては、建物は 1,000万程度で壊せるだろうと。そして、この

土地については、市街地でもあることから、坪 12 万から 13 万ぐらいとして、1,000 万ぐ

らいでは売却できるだろうと、そういうふうに考えたからでございます。さらに、この土

地を買ってくれた方から、固定資産とか税とか、都市計画税等が入り、経済活動上も都市

計画上も、さらには景観上もプラスになるだろうと、そういう判断をしたところでござい

ます。 

   この方針をもって、さらにこの３人の方とそれぞれ交渉をしてきました。その結果、こ

の３人となんとか、この交渉も大変だったんですが、この３人と同意を取りつけることが

できまして、今年の３月 30日に寄附申込書に印鑑をいただきました。 

   その後、今年の４月 18 日に市への所有権移転登記を経まして、財政課へ事務を移管い
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たしました。そして、解体の、財政課のほうで準備に入り、本来は６月の補正予算に計上

する予定でございました。ところが、内部を詳細に調査してみたところ、あの建物の中に

アスベストが使われているということが判明をいたしました。そういうことで、この解体

費用が新たに、このアスベストの関係等で見積りが 1,400万程度になってしまったという

ことでございます。 

   なお、同様に危険な空き家というのは、今回のこの旧歯科医院のビルに限らずたくさん

あるのではないかと、それらも市が全部責任を持って対応するのかと、今回の件が前倒し

になってしまうんではないかと、そういうご指摘はごもっともであると思っております。

しかし、今回の例につきましては、所有者の家庭の状況が複雑でございます。そして、相

続権者による対応が期待できないこと、建物の構造上、崩壊による周辺に及ぼす危険性が

高いことなど、総合的に判断をいたしまして、危険を回避するための緊急避難措置として

行ったものですので、ご理解をいただきたいと思っております。 

   空き家対策につきましては、昨年の５月 26 日ですか、空き家対策特別措置法が施行さ

れました。こういった法律や市で条例をつくってやるべきだろうというご意見もあるでし

ょう。まさにそのとおりだと思います。この空き家対策特別措置法の中で、流れからいき

ますと、助言、指導、さらには勧告、そして命令、それにも従わなければ、基本的には代

執行という方法になるかと思います。代執行であった場合に、その請求、そのかかった費

用をこの相続人に請求は最終的にはするんですけれども、もらえる見込みは全くないとい

うことでございます。そうしますと、市としては、その土地を今度は差し押さえをします。

これを換価するのに、今度はそれを公売をします。一般的に差し押さえ物件を競売、競売

というのは裁判所がやるわけですけれども、競売とか公売をする場合には、通常の時価の

７割程度だというふうに言われております。さらに代執行費用も、解体費用の外にいろい

ろな手続に時間とさらに費用がかかるということでございます。そうしますと、結果的に

は、今回、市のとった方法については、決してマイナスにはならないのではないかと思っ

ております。 

   いずれにしましても、空き家対策は条例をつくってやっても、それが原則ではございま

すが、市の負担でやらざるを得ないということがこれからも多く発生するということをつ

け加えさせていただきたいと思います。 

   説明については以上でございます。よろしくお願いいたします。 

議長 この件につきましては、総務生活常任委員会以外の議員の方よりも、その説明を求めた

い、説明を聞きたいというような多数のご意見がありましたので、この件については各議

員の皆様にご承知おきをいただきますように、執行部に説明をお願いしたというところで

ございます。 

   何か確認したいこと、ご質問等ありましたらお願いいたします。 

   筒井議員。 



－17－ 

筒井議員 １つ単純な質問なんですが、これ平成 18 年からそこが空き家になっているという

ことで、28 年３月に市のほうに寄附という形で契約されたということは、10 年間このま

まあったわけですよね。この間、相続人が見つからなかった云々はありますけれども、税

金、固定資産税その他の税金のほうはどういう状況になっていたんでしょうか。 

議長 執行部。 

副市長 18 年から奥さんが亡くなって、それからずっと空き家ということで、実際に我々が

行動を開始したのは今から４年ほど前でございます。そのころに、震災以降ですね、危険

があるからということで、近隣の方からそういう話がありまして、市としても動いてきた

ということでございます。 

   税金に関しましては、平成 18 年までは当然課税をされております。その後、19 年以降

については相続人が確定しないということで、この部分については課税保留という形をと

ってございます。 

   以上です。 

議長 筒井議員。 

筒井議員 いや、私もその税金については余りよく詳しくないんですが、課税保留という措置

というのは、往々にしてあることなのでしょうか。 

議長 執行部。 

税務課長 相続人等が確定できない場合、死亡人においての課税ができませんので、調査をい

たしまして、相続人等から、相続人の代表者等の選任をしてもらうところですが、相続人

からの回答がなく、うちのほうの調査でも相続人が特定できない場合は、保留になってい

る案件についてはございます。 

   以上です。 

議長 よろしいですか。 

   副市長。 

副市長 追加させていただきますけれども、この死亡人課税というのは非常に全国的にも今問

題になっておりまして、どこでも頭を抱えている問題なんですね。基本的に死亡者には当

然課税はできないので、そこを相続人等探し出しながら、探し出して、わかった時点から

課税していくという方法をとりなさいよという話です、法的には。 

議長 寺門議員。 

寺門議員 今、相続人を確定してからというお話ですけれども、最終的に寄附との話も、相続

人が確定できて、その方々との話し合いをした結果ということになるんでしょうけれども。

いつごろこれ相続人、予定者がわかったんですか。 

議長 執行部。 

副市長 今から４年ほど前に、今そういう住民からの、危険だからなんとかしてくれという話

があって、防災課で動き出しました。その時点でなかなか固定資産の情報とか戸籍の情報
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というのを勝手に外の課が見ることはできないということで、そこが非常に難しい問題が

ありました。ですから、先ほど私が話しましたように、その親戚の方をちょっと探し出し

て、そこでどういう人がいるかということで居どころを探して、それで子供さんが３人い

るということがわかって。それは、だから今から４年ほど前ですから、その後しばらくか

かっております。 

議長 寺門議員。 

寺門議員 それ４年前に見つかったということですか。 

議長 執行部。 

副市長 ですから、４年前に始まって、ですから、そこから調査していますから、そこから何

カ月ぐらいはかかっていると思います、特定するのには。 

議長 寺門議員。 

寺門議員 だから、18 年に奥さんが死亡されて、最終相続人が誰かわからなくなってしまい

ましたよと。それから平成 24 年というと、６年かかっているわけですよね。その間は、

課税保留という措置をとるんだったらいいです、やるべきことはやったんですかという話

ですよね。これはどうなんですか。 

議長 執行部。 

副市長 確かにそのとおりだと思いますが、こういう案件はかなり多くございまして、何百件

とございますんで、そこは、調査は非常に、こういった言い方は申しわけないんですけれ

ども、非常に手間がかかるというのが現実でございます。 

議長 寺門議員。 

寺門議員 それは件数も多い、それはよくわかりますけれども、それは仕事ですよ、やっぱり。

だって税金回収するのが、払っていただくというのが、それは財政課もそうですし、大基

本じゃないですか、それ。わかんないから、いいや、もう諦めましたという話でしょう。

それはやめましょうよ。そんなこと聞いていられませんよ、だって。何百件もあるから、

時間かかりますというのはわかりますけれども。これは課税保留は誰が最終的にオーケー

出すんですか、その措置、いいですよという。 

副市長 要するに死亡人に課税ができないので、相続人が確定するまでの間は課税保留という

ことです。 

議長 寺門議員。 

寺門議員 課税保留にしておいて、相続人候補者がわかりましたということで、それぞれの方

と今度お話をしますよね。課税保留を解いて課税ができるのは、支払い能力を今度確定し

なくてはいかんという部分が出てきますけれども、これは、その辺は、平成 24 年から始

めたということですよね。実際に相続人予定者がわかったのはいつなんですか。24 年の

４月から始めていつわかったんですか。 

議長 執行部。 
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副市長 私もいつの時点でわかったかというのは報告を受けていませんので、ちょっと答える

わけにはいかないんですけれども。うちが始まってから調査までには多分１年近くはかか

っていると思います。 

議長 寺門議員。 

寺門議員 ということは、24 年ですから、25 年ですよね。それで、その予定者がわかったと

いうことで話し合いをされてきたということなんですが、空き家については、特例法が

27 年５月ですかね、施行されていますけれども。税制上の待遇措置もありますけれども、

基本的に所有者の負担と、相続人の負担ということになりますけれどもね、管理責任は出

てくるわけですから。その辺はきちんとお話をしているんですかね、管理責任があるとい

うのと。 

議長 執行部。 

副市長 当然その管理責任があるので、あそこを撤去ないし修繕して何とかしてくれよという

ので、それで随分何回も訪問して、なかなか行けないときのほうが多いんですが、そこは

もう相続人３人の方にお話しして、何とかしてくれよという話で、それで最初は持ってい

ったわけでございます。だけれども、どうしてもらちが明かないというか、なかなか話に

乗ってこないというか、そういう話は担当から聞いたことはあります。ですから、寄附あ

りきではなくて、まずは相続人の方に、あそこの修繕、もしくは解体等で危険の回避をし

てくれよという話をしていたのは、その後ずっとしていて、それでもなかなか我々はもう

相続する気がないんだよと、もうその気がなければ、壊す能力もないんだよと言われれば、

我々として果たしてあのまま永遠に残してしまっていいのかという問題がありましたので、

先ほどもお話ししましたように、それでは、解体と売却が大体ペイできるのであれば、思

い切ってそういう手段もとれるんではないかということで始まったわけでございます。 

議長 寺門議員。 

寺門議員 相続予定者が３人いらっしゃるわけですよね。３人の方も全員ともできませんとい

うお話に、前聞きましたけれども、その方々の交渉というのは何回ぐらいやられたんです

か。 

議長 執行部。 

副市長 交渉の回数まで、私もちょっと聞いていないんですが、かなり頻繁に歩いていたのは

間違いないです。 

議長 寺門議員。 

寺門議員 かなり頻繁、非常にちょっと曖昧な数字ですけれども、かなり頻繁というのは 10

回なのか 20 回なのかよくわかりませんが、その辺はどうなんですか、担当の方はわかっ

ていないんですか、それは。実際にお会いになった方、財務課かどこかが行っているんで

しょうけれども。仕事ですから、当然記録もあるでしょうし。だってね、税金を納めてい

ただくということと安全管理もしていただかなければならない話なんで。その話というの
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は非常に重要なことですよね。ましてや近隣の住民からも何とかしてくれと言われている

わけですから。この辺はいかがですか。 

議長 執行部。 

副市長 いや、確かにそういう交渉してですよ、相手が、はい、わかりました、じゃ、何とか

しますという方、そうはいないと思います。空き家になっている問題はそういうところで

あって、今、水戸でも、水戸の南町のビル、この間、新聞とかテレビで報道されましたけ

れども、あれが現実にそういう状況ですね。あれはもう既に隣の家に災害というか、落ち

て被害をこうむっているわけで、ああいったときに果たしてどうするかといったときに、

あれを水戸市でどうするかわからないですけれども、多分代執行したとしても、所有者か

らは多分お金はもらえないと思います。 

   ですから、空き家の問題で一番問題になるというのはそういうところであって、話をし

て、はい、わかりましたと言ったら、この問題はすぐ解決するんだと思います。そういう

問題が解決しないから、こういった苦肉の策を取ったわけですよね。 

議長 寺門議員。 

寺門議員 お金が取れないから苦肉の策だという話ですが、基本は市民の安全管理でしょうよ、

命も大事でしょう、だって危ないという話があるわけですから。寄附はどうのこうのじゃ

なくて、その前に、相続予定者の方々が本当にできないのかどうかというのは何遍話しし

たという話、非常に重要になってくるんじゃないですか。これ一、二回で、いや、できま

せん、はい、わかりましたじゃ、これは話は進みませんよ。そういう話じゃないですから

ね。近隣住民がもう危険ですからなんとかしてくださいという話もある、ましてや今度、

相続人は、予定者はですね、自分たちの物件はきちんと安全確保しながら管理をしなけれ

ばいかんと。これはお金もかかる、更地にするのもお金がかかるというのはわかっていま

すよ、彼らだって。その辺はきちんと踏まえて、どれだけやっているのかという本音でで

すね、それを聞きたいんですよ。 

議長 執行部。 

副市長 だから、この相続人予定者にお話をして、それでもやってくれない。市としても、あ

そこの立ち入り、入れないようにロープとかを回して、そういう措置も一番最初はしてお

ります。ですから、それ以上ですね、あそこを例えばブルーシートで囲むとか、そういう

ところまではしていませんが、それをするにしても市としてお金はかかるわけですよね。

本人たちがやらないと言っている以上。その安全管理は当然、市としてやらなくてはなら

ないと思います、当然。ですから、今回この相続予定者の方と交渉してきて、もうにっち

もさっちもいかない状況になったときに、果たしてあのまま永遠にですよ、あのまま残し

ておいていいのかという問題が出ると思うんです。そうしたときに、行政として何かしら

の手だてをしなくてはならない。そういうところで当然代執行という話は出ると思います。 

   さっき言ったように、代執行であれば、いろんな手続上、非常に時間的にもかかります。



－21－ 

ましてや昨年の５月に法律ができました。それ以前の空き家条例というのは、基本的には

余り拘束力がないので、昨年の５月以降はその後ろ盾ができたということで、それなりの

効果はあるんだと思いますが、それにしても、いずれにしても、空き家の対策については

非常に難しい問題ではあるとは思います。 

   そういう意味では、永遠にあのままになっていたんでは、経済上も何のメリットもない

し、少しでもペイできるのであれば、10 年後、20 年後の先を見据えたそういう部分とい

うのは非常に大事なのかなと。目先のことばかりじゃなくて、将来を考えた、あそこの場

所を考えたときには、そういう意味では大事なのかなとは思ってはおります。 

議長 寺門議員。 

寺門議員 正確に何回お会いしてどういうお話をしたかというのは、ちょっとよくわかりませ

んけれども、寄附に至るまでのその交渉の過程、非常に重要だと思うんですよね。それは、

やっぱり市としてやるべきことはきちんとやってきたということがわからないですね、今

のお話では。 

   もう一点は、今度は 27 年５月から空き家対策特例法ができました。じゃ、これについ

て、今度はどういう交渉をしてきたのか、これを踏まえて指導助言から始まりますよね。

最終的には強制執行というのができるようになりました。これについて、市として、じゃ、

安全を確保しながらどう進めていくんだというところですよね、話は。寄附云々の話の前

に、どういう交渉をしたのか。最終的に話が決まったというのは今年の３月 30 日という

ことでしょうけれども、その交渉の過程というのはどういう話をされたのか、見えないん

ですよね。もう一つ言えば、特例法が施行されているにもかかわらず、きちんとその手順

を踏んでいるのかどうか、これも確認したい。市として、じゃ、特例法に対して何を準備

してどういうふうに進めてきたのかと、これもちょっと見えていないので、明らかにしな

いとまずいなと。この２年なんですけれども。いかがですか。 

議長 執行部。 

副市長 確かに議員さんおっしゃるとおり、手続上に若干の不備はあったかと思います。昨年

の５月 26 日に法律が施行されまして、その段階ではもう既に寄附を受けて処理をしよう

という話になっておりました。先ほども、一番最初にお話ししましたように、既にしまし

たように、相手方との交渉がなかなかうまくいかないので、同じ 1,000 万で解体して

1,000 万で売れるんだったら、今後の長い目で見ればプラスになるだろうという、そうい

う方針のもとに、法律ができる前にそういう交渉を始まったということでございます。 

議長 寺門議員。 

寺門議員 私１人で余りちょっと質問してはあれなんですけれども。どうしてもそこの点が、

寄附ありきというか、結論はそれしかないのかと。もういろんな細かな手続云々、もう面

倒くさいからと、いやもう寄附受けてくださいよと。その遺産相続予定者についても、こ

れ当然お金がかかるというのはわかっているはずですし、またその辺も、税制優遇措置も
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あるというのは、特例法で決まっていますから。優遇措置よりも自分たちが管理運営する

には金がかかり過ぎるという判断を下せば、やっぱりそういう今度は方法が浮上してきま

すよね。だから、その辺は、私こだわるのは、本当にもう職員の皆様方、一生懸命それは

交渉されていると思うんで、その辺、安全も確保しながらどうやってその方法を探り出す

んだというところをお聞きしたいんですよ。その辺が見えないんで、何度も聞いているん

ですけれども。 

議長 執行部。 

副市長 何回も話をしておりますように、交渉した結果、相手はもうその遺産を相続する気が

ないし、それはお金がないからでしょう。ましてそこを例えば相続するにしても、あの建

物を壊さないとあそこに住めないということであれば、余計な費用がかかるということで、

普通に考えれば、そこは強く交渉は当然してきたわけです。だけれども、にっちもさっち

もいかない状況になったときに、果たして市で永遠にあのままにしておいていいのかとい

う話になったときに、ペイできるのであれば、寄附して、壊して、そこを更地にして一般

に売却すれば 1,000万入れば、そっちのほうが長い目で見ればプラスだろうという判断を

したわけでございます。ですから、それはもう最後まで、この相続人たちになんとかして

くれと言っても、相手がもう嫌だよと言われたときに、果たして市としてどうするのかと

いう判断は非常に難しいと思います。これから空き家条例をつくったとしても、そこの判

断は特定空き家として指定したときに、どこまで果たして行政としてそこにかかわるんだ

というのは、そこの判断というのは非常に難しいと思いますよ。 

議長 寺門議員。 

寺門議員 空き家対策条例というのは当然、早急にもうつくらなければならないというのは私

もわかっていますし、市のほうでその空き家特例措置、そちらを指定した物件についても、

今みたいな悩ましい問題が出てきますよね。だからこそその条例を制定するんじゃないで

すか。どうやったら一番皆さんの納得いく、しかも効率的な対策の仕方がとれるんだいと

いうところで、もう金がかかるからしようがないよという話じゃないと思いますよ。 

   以上で、これ以上言っても。 

議長 福田議員。 

福田議員 この話はね、我々初めて今耳にしたわけです。それで、まず何点か伺いたいのは、

まず、大ざっぱな経過は今お聞きしましたけれども、この経過については、我々は資料は

いただけるんですか。あすいただけるのかな。それが１点。 

   それからね、何か後からアスベストが出てきたよと、こういうことですけれども、この

アスベスト、これ管理型になるのかな、処分は。あれね、何種類かあると思うんですよ、

アスベストでも。それの費用はどれぐらいかかるのか。管理型なのかどうなのか。おそら

くこれ補正の金額を見ると、この 1,420万、解体費用、これには含まれているんだろうと

思いますよ、詳細がわからないですね。ひっくるめての額というのは、それはわかります
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けれども。これは後でまた追加なんていうことがないのかな。それも一つ心配ですね。 

   それと、地域住民からいろいろ市のほうに早くなんとかしてくれよというような、そう

いう苦情、これを承ったということですけれども、あそこは自治会があるわけですから、

自治会長からは何かの執行部のほうには連絡、あるいは書類、そういうものが上がってき

ているんですか。 

   それと、もう一つ大事なこと、今現段階において、この補正というのが提示されていま

すが、これは補正にかかわらず、いわゆる緊急性のある危険度の高い建物なわけでしょう。

どうしていくんですか、これを。この補正が云々よりは、市としての現段階の対応はどう

考えていますか。 

   その４点ちょっとお伺いしたい。 

議長 執行部。 

副市長 まず、自治会からの直接の文書での要望はございませんでした。いわゆる口頭で、近

所の方が何人かお見えになって、話を聞いたということでございます。 

   それと、アスベストの件は、金額は私も詳細にはあれですけれども、300 万円程度は余

計にかかっていると、処分に。それを管理型とか云々、ちょっと私もそこはわかんないん

ですけれども、まずアスベストを除去してから、当然解体に入るという話ですので、この

1,400 万の中には含まれているということで、そこが本来はもうちょっと事務手続上は、

もっと早目に調査すべきだったのかなという意味では反省をしております。 

   それと、あの建物につきましては、本来は、先ほどもちょっと言いましたけれども、４

月 18 日に登記が完了しまして、本来は６月の補正で上げる予定でございました。しかし、

財政課のほうで受けて調査をしたら、アスベストがあるんじゃないかという話でそこを調

査をしたときに、じゃ、６月では間に合わないということで、９月に出しましょうという

ことで、９月、今回出したわけでございますが。そこで補正が通ったならば、すぐ設計を

つくり、解体工事に着手するという予定でおりました。 

   以上です。 

議長 福田議員。 

福田議員 そうすると、今までの経過の書類はいただけるのかな。 

議長 執行部、福田議員が言っているあれは、要するにいつごろから税金が未納になって、例

えば 18 年に死亡になった、それから何年間税金の滞納があった、そして交渉を開始した

のが何年、そしてその交渉の結果、要するに３人のあれが確認ができたのは大体何年ごろ、

そして土地の提供、寄附を受けた、あるいは登記完了したのが何年の何月、そういうもの

をいただければという意味だと思うんですが。 

副市長 その件に関しましては、じゃ、時系列的につくりまして、皆さんにお示しをしたいと

思っております。 

   以上です。 
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議長 福田議員。 

福田議員 それがないとね、我々判断する資料が全くないんです、現段階において。 

   それと、地域から、一部そういう苦情があったよと。本来であれば、これ自治会あたり

から出てくるのが本来だろうと思うんですよ。それはね、個人でも本当の近隣、近所、こ

れはもう本当に危険性があるわけですから、個人的にでも何でも言ってくる、これは当然

かとは思います。ただ、現段階でこの補正が通る、通らないとかという問題は別として、

危険度のある建物、しかも３階建てということですから、これをさあどうしていくんだよ

と、現段階で、執行部として。今、管理、責任というのはもう市にあるわけでしょう、何

かあった場合には。引き受けているわけなんだから。これ一日も早く、それなりの対応と

いうのはすべきだと思うんですよ。それをどうするのかということを私は伺っている。 

議長 執行部。 

副市長 今回補正が通らない段階ですぐにその養生の。 

福田議員 それは別として、別としてね、どうするんですか、あの建物を。すぐに壊すんです

か、あしたにでも壊し始まるんですか、それとも一部何かの応急処置をして対応していく

のかということを伺っている。 

議長 執行部。 

副市長 予算が通りましたらば、すぐに解体への着手をしたいというふうに、我々としてはも

う早急にやりたいというふうに思っております。 

議長 福田議員。 

福田議員 例えばこれを解体にすぐに着手するということを今いただきましたけれども、これ

を例えばこの補正云々ということで、例えば日にちが延びるという場合、いずれにしたっ

て対応はしなくてはならないわけでしょう、あしたにでも。例えば応急的にいわゆる養生

をするとか、何かの対応はしなくてはならないわけですよね。そうするとね、余計な金か

かるよ、これ。解体ということは、もう決まっていると。解体せざるを得ないんでしょう。

そうしたらば、余計な金かけていくというのはいかがなものかな、そういうふうにも考え

られる。今、解体に入るというようなことですけれども、これはね、いろいろやっぱり問

題があるようですね、まだ資料がないもんですから。私はあるよとまでは言いませんけれ

ども、いずれにしてもちょっと執行部としても、やっぱり考える必要性というのは大いに

あると思います。それと同時に、やっぱりね、これ各議員、皆さんそうですけれども、市

民の代表としてこうして選ばれて来ている。その市民からそういうことが、苦情が来てい

るということには、早急に対応する、その義務があると思うんですよ。今、解体をすると

いうことですから、よかったなと、そうは思いますが、その過程に至るまでのいろいろな

諸問題、こういうことをちゃんとお示しをしていただいて、そして早急な対応をしていた

だきたいと、私はそういうふうに思います。 

   以上です。 
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議長 花島議員。 

花島議員 今回のことどうするかということも大事かもしれませんけれども、全体の何ていう

かな、枠組み、私よくわからないことが幾つかあるので、幾つかお聞きしたいのは、１つ

は、相続というのは、財産を相続するわけですよね。それは、例えば建物とかその他のも

のがあって相続するわけで、それで、その関係はどうなっているのかというのを聞きたい

んです。今回の件は判断が狂ったということが一番の大きな原因かと思うんですけれども、

最初から、誰かが亡くなって次に相続するというときに、その相続予定者というのかな、

権利者が、例えば今回の件のように有価証券があり、それから建物があり、それでトータ

ルで相続するかしないかという判断ありますよね。つまり建物をもらっても、それが結局

今回みたいにある意味で負の資産ですよね。義務としてなんとかしなければならなくなっ

て、それにお金がかかるとなったら。そのときに、例えば有価証券だけ相続して、建物は

相続しませんと、それはないでしょう。だから、そういう点の何ていうかな、状況調査と

いうんですかね、その辺はどうなっているんでしょうか。あるいは今回の件がわかんなか

ったら、将来どんなふうにしていくのかというのを聞きたいんですよ。どうなんですかと。 

議長 執行部。 

副市長 相続のことに関しては、好きなやつだけ相続するというわけにいかない。全ての財産

を洗い出して、そこで持ち分で相続していくと。要らなければ相続放棄をすると。相続放

棄は、相続するのがわかってから３カ月以内しか継続できないことになっていますんで、

それ以降になっては、もう相続放棄という形はできないですね。ですから、今回は３人の

中で、資産はあそこの土地と建物しかないということです。ですから、それ以前にも、裁

判所等からもいろいろ、余りちょっと個人情報なんで、余りは言えないんですけれども。

そういう話も、裁判所のほうでもなんとかということで、換価のあれで動いたこともある

そうでございます。ですから、もう財産としてはあそこしかないということです。 

花島議員 わかりました。 

議長 君嶋議員。 

君嶋議員 この平成 18 年から空き家になり、４年前から市のほうでも動き出したと。その後、

近所の住民からも危険性があるということで解体をという話もありましたけれども。この

間、今聞いていると、危険性がある。ですから、早急に、補正が通ればもうすぐ解体をし

たいという話はわかります。ただ、この４月 18 日に登記が済んで、６月の定例会には間

に合わなかった。でも、危険性のあるものならば、その間にきちんと議会に説明をして、

こういう建物、土地を寄附があったと、これを解体しなければならない、危険性があると

いうことをこの９月の補正に出すんじゃなく、もっと手前でね、前にそういう説明をしな

がら、緊急性がある、もう危ないんだということがあれば、補正をね、特別議会を招集す

るなり、何かそういうものをやるべきではなかったかと思います。 

   やはりここまで、６月から９月まで３カ月間置いて、今度は補正が通ったら、すぐ危険
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性ですから、危ないんですよ、すぐ解体したいんですよというんならば、その前にもっと

早く報告、説明をしながら、この物件に対しては処理するべきではなかったかなと私は思

います。 

議長 執行部。 

副市長 確かに君嶋議員のおっしゃるとおりでございます。本来は６月にかける予定でしたの

が、そこにかけられなかったのは、要するにアスベストの調査に時間がかかって６月には

間に合わなかったと。それが４月 18 日以降ですんで、もう６月の補正は、５月の連休に

はもう作成してしまうんで、その段階ではもう間に合わないということでした。ですから、

本来その時点で皆様にご説明すべきところではあったと思います。 

   さらにいえば、本来はずっと交渉してきて、相手方はもうここを相続する気がないと、

もう解体する気もないよと、そういう段階で、じゃ、今後、市としてどうしようかという

段階で、本来は皆様にお諮りをして、じゃ、ここを寄附でもらって、同じ金額ぐらいであ

れば解体して土地を売却したほうがいいだろうという話の提案は、本来はその時点ですべ

きだったかなと、私は今そういうふうに思っているわけです。ですから、市としてさらに

今回、６月にそういうアスベストが出てきたということで、今回また３カ月延びてしまい

ましたけれども、その時点でも、やはり皆様にご説明をしておけばよかったのかなと、そ

こは本当に反省をしております。申しわけないです。 

議長 君嶋議員。 

君嶋議員 私もね、やはり 1,000 万近いものが、1,000 万で解体したとしてもペイになるとい

うような考えだというのも、まずそういうのも議会できちんと、こういう寄附行為がある

と、これを今後どうするか。ましてや建物がある、その建物に今度はアスベストが出てき

た。そうなった時点でも、既にやはりきちんと議会へは説明があって、こういう、先ほど

も言うように危険性がある。やはり万が一何か起きては、住民にも迷惑かける。そういう

ものをきちんと報告なり説明をすべきだと、私はこれが一番大事だと思いますね。 

議長 寺門議員。 

寺門議員 土地の代金が約 1,000万ぐらいで売れるという、売却可能というのは、これ見積り

は何社からとられましたか。 

議長 執行部。 

副市長 売却の見積りは基本的には出しません。なぜかというと、あそこのいわゆる取引価格

とか不動産評価額から押していって、今現在、駅前でも販売していますけれども、大体

13 万程度で駅前区画整理の中、売り出していますから、そういうのを判断しての話で、

売り出すときの見積りというのは、あえてそこはしていません。そこは、売り出すときに

は不動産鑑定等の判断を仰いで、通常の販売価格が幾らかというので判断してやるわけで

ございます。 

議長 寺門議員。 
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寺門議員 通常の公示価格を参考にしたということだろうと思いますけれども。それで判断を

したということなんですが、通常、やっぱり、あと壊しですね、壊しの見積りというのは、

これは１社ですか、複数とっていますか。 

議長 執行部。 

副市長 この解体の費用の見積りでございますが、これはあくまでも予算をとるための参考見

積りでございます。実際にとってございますけれども、これは１社から、参考としてとっ

ております。今後、これを解体するときには、当然詳細の実施設計を組んで、工事の発注

を指名委員会にかけて、指名業者を決めて入札をするということでございます。 

議長 寺門議員。 

寺門議員 解体については、１社だけじゃなくて、何社かとるべきだと思います。１社だけの

情報では、当然相場というのは多分わからないと思いますんで。 

   それとですね、もう一点は、相続予定者の方に対して、売却を、当然私有地にしても、

1,000 万ぐらいではとりあえず売れるだろうという想定をするわけですから、その辺は、

まずその管理者が売却して、財産管理云々、その壊しも含めてきちんと安全管理をしてい

くんだよというお話というのは、これはされていますか。 

議長 執行部。 

副市長 その辺の話は、さっきからも出ておりますけれども、当然最初は、本人に、相続人の

予定者に壊す、ないし修理して危険を回避してくれというのを、それをさんざん交渉して

きたわけでございますんで、それでもなお応じてくれないから、苦肉の策としてこういう

方法をとったということでございます。 

議長 寺門議員。 

寺門議員 最終的に寄附を受けるということで、それから措置をしていくということじゃなく

て、まず安全管理が最優先じゃないですか。それはもう住民の方からも言われている。市

のほうでも現物を確認してそういう判断をしているということであれば、寄附行為云々と

いう話の前に安全策をとるべきなのに、何でとらなかったのかということですよね。 

   これは、私も現場を見てきましたけれども、今でも危険な状態だと思います、素人が判

断しても、プロの建築家の方も見られても、そういうような話も聞きましたし。これもう

平成 25 年ごろからそういう状況だったということなんですよね。これというのは、あそ

こだけの物件じゃなくて、外にもあるんじゃないか、危険な度合いの高いのがね。特例空

き家というふうに認定しなくてはならない家屋がですね。その辺は自治会等の協力も得て、

空き家状況というのは確認はされておりますけれども。今回の物件だけの話ではないと思

うんですよ。何でこれをね、今回の物件だけ措置をするのか、寄附を受けるのか。これは

おかしいじゃないですか。自分たちがやっぱりね、きちんと手を尽くして、もうないよと

いうことであれば、それはやむを得ない。ただ、その土地云々、建物云々別にしても、安

全性がきちっと措置をしていかなければいかんというのは、これ当然、市としてやるべき
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ことなのに、それをほったらかしにしておいて、28 年４月ですよね、最終的に交渉して

という。さんざん交渉してきましたと言うけれども、本当にそんなふうにやってきたのか

どうかという、経過の文書を後ほどいただけるということなんで、それを見ればわかると

思いますけれども。その辺はね、どうしてもわからないということなんでね。その安全確

保ということからいっても、外の物件はないのか、この辺はいかがですか。何で寄附を受

けたのかと。我々は、やっぱり議会に相談すべきだと思いますよ、この辺は。いかがです

か。 

議長 執行部。 

副市長 一番最初にご説明申しあげましたように、建物の構造上ですね、あれが例えば平屋建

てであれば、隣には危険は及ぼさないのかなと思っておりますけれども、今回はあそこ３

階建てということで、隣にもかなりの影響があると、通行人にも影響があるだろうという

ことで、先ほどから何回もお話ししていますように、危険を回避するため、本当、緊急避

難の措置として行ったということで、これが前例になるかというと、そうはいけないと思

っております。 

議長 古川議員。 

古川議員 何点かお聞きしたいと思います。確認です。 

   本年３月 30 日に寄附の申し出があったということですけれども、その前に、土地と建

物を寄附するかわりに市が建物を解体し、跡地の売却を行い、売却代金をビルの解体費用

に充てる方針を立てたというのは、寄附の申し出の前ですよね。ちょっとまずそこを確認

します。 

議長 執行部。 

副市長 当然、寄附をもらう前に、本人とずっと交渉してきて、本人にその管理をなんとかし

てくれといって、でも応じてくれないから、果たして市で今後あのままにしていいのかと

いう判断をしたときに、1,000 万程度で壊して土地を売ればペイできるだろうという判断

で、じゃ、寄附をもらって今後交渉していこうという判断をしたということです。 

議長 古川議員。 

古川議員 わかりました。 

   ということは、３月 30 日の寄附の申し出のときに、どういう書類を交わしたのかちょ

っとよくわかりませんが、契約書ではないと思うんです、多分、申出書みたいな。その中

に、そういう条件、市で解体するから寄附してちょうだいよというようなものは多分書か

れていなかったんだと思うんですね。書かれていたら、これ多分問題だと思うもんですか

ら。書かれていなかったけれども、市としてはそういう方針は既に決定していたというこ

とで認識してよろしいですね。 

議長 執行部。 

副市長 寄附申込書の中には、当然条件はありませんでした。ですから、もう市がもらって、
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市が壊すと。そして、土地を売却して、その金は市のものに入るということでございます。 

議長 古川議員。 

古川議員 わかりました。 

   じゃ、すみません、２点目なんですが、先ほど福田議員からもありましたが、自治会か

らの要望はもうなかったと、知らなかったと、自治会は、とおっしゃっているという話を

聞きました。ですから、もう一度聞きます。自治会長なり、地域で該当する自治会からは

何の話もなかったということでよろしいですよね。 

議長 執行部。 

副市長 自治会としての要望は受けておりません。 

議長 古川議員。 

古川議員 そういう危険箇所、通学路の問題なんかも私この間質問しましたけれども、そうい

う危険箇所については自治会を通してください、自治会を通してくださいということをさ

んざん市民協働課ではおっしゃっていると思うんですよね。こういう大事なことをなぜ自

治会が知らないのか。また、自治会にこういう話が地域住民の方からありましたよという、

なぜそういう報告が自治会にされないのか。その辺、自治会を本当に、ふだんは自治会、

自治会と言っているにもかかわらず、何か自治会をある意味で軽視しているような気がし

ますので、そこをちょっと指摘しておきます。 

   もう一点、この交渉を続けてきたと。そして、副市長からも、何度となくと、もう何回

もということだと思うんですが。ちなみにこれ何課の誰が担当していたんですか。何か話

を聞いていると、誰も知らないような気がするんですよね。そこをちょっと特定の名前は

上げられないかもしれませんが、そこをちょっとお聞きします。 

議長 執行部。 

副市長 これはですね、最初は住民の方から話があったのは防災課だと思います。防災課でも

いろいろ動きました。それで、あそこにロープを入れて立入禁止とか、そういう措置は防

災課でやったようでございます。相続人を探し出すのも途中まではやったんですが、もう

行き詰まってしまったということで、当時の税務課長と総括に市長からの特命ということ

で、当れということで、この２人でずっと交渉には当ってきたということで、この２人も

３月に退職したということで、正直そういう。私も総務部長のときに、１から 10 まで聞

いていたわけではございません。途中の、こういう今交渉しているんだよという話は聞い

ておりましたけれども、詳細な交渉の過程は私も聞いておりませんので、私も非常につら

い立場なんです。申しわけございません。 

議長 古川議員。 

古川議員 つらいでしょうね。ですけれども、どなたかが担当して、その交渉も含めてされて

いたんでしょうから、それは記録としては当然残っていますよね。その記録も含めて、先

ほど福田議員から依頼がありました経過ですね、時系列的な部分に盛り込んでいただきた



－30－ 

いなと。誰がどういう交渉をしてきたのかという部分をお願いしておきたいと思います。 

   それから、今回これは売却予定、こちらで想定したですよ、金額よりも解体費が上回っ

てしまったということで、これは大きな話になっていますが、仮にこれ大きな金額上回ら

なくても大事な話ですよね、これね。金額が高いからだめ、安いならいいという問題では

ないですよね。 

   ということで、これを総務委員会で指摘があったと思うんですが、こういうものは、指

摘がなければそちらから説明しないものなんですか。非常に、６月でも補正に上げようと

思っていたぐらい大事なこと、そして緊急避難だと、安全対策だとおっしゃっているにも

かかわらず、指摘をされなければ説明しなかったというのはなぜなんでしょうか。 

議長 執行部。 

副市長 その点は、私も非常に反省をしております。当然お話しすべきことであると思ってお

ります。何で漏れてしまったか、私もちょっとそこまでは頭が回りませんでした。申しわ

けございません。当然話をするべき案件だとは思います。 

   先ほど君嶋議員からもお話がありましたように、まず、繰り返しますけれども、寄附を

受けようという、その切りかえの時点で皆様に判断を仰ぐ必要はあったのかと思います。

さらにアスベストが出た時点でもあわせて皆様にお話しをすべきだったとは思っています。 

議長 古川議員。 

古川議員 するべきでしたということを聞きたいんじゃなくて、なぜしなかったんですかとい

うことをお聞きしています。 

議長 執行部。 

副市長 なぜしなかったのか、別にごまかすつもりではございませんでしたが、そこまで頭が

回らなかったということでしょうか。 

以上です。 

議長 重要案件のときには、やっぱり市長同席のほうがよろしいかと思います。 

   外、議員さんはありますか、何か。 

福田議員 １点ちょっと抜けんだんだけれども、これ今までのいわゆる財産の問題、それから

税の問題、これはほとんどが民事に絡むことだろうと思うんですよ。那珂市には顧問弁護

士いますよね。そういう方とは十分相談をしながら今回の進めはしてきたんですか。それ

とも執行部独自の判断でやってきたのか。その点ちょっと聞きたいんだけれども。 

議長 執行部。 

副市長 私もよく聞いておりませんが、多分、顧問弁護士には相談はしていないとは思います。 

議長 福田議員。 

福田議員 これはね、これはそのために顧問を抱えているわけでしょう。こういうときに大い

に相談すべきだろうと思いますよ。だから、相談をしていないとすれば、大きな間違いが

そこに生じたのかな。だって、相続なんかといったら、ほとんどがね、これは我々にはわ
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かんない、法律的な、そういう民事的なこと。それから税にしてもそうでしょう、滞納し

ていることに対しての執行とか何かといっても、なかなかこれは法律的なことが絡んでく

る。ですから、こういうときによほど顧問弁護士を活用して、そしてその指示を仰ぎなが

ら進めていく、これは一番大事なことと違いますか。ちょっと残念だね、これは。 

   だから、これはこういういろいろな細かい問題点、今、何人かからも質問があったでし

ょうけれども、ほとんどが法律的なことですよ、民事的なこと。我々にはなかなか理解で

きない。でも、優秀な執行部ですから、相談しなくてもそれで済んだのかな。でも、それ

はね、そのための顧問と違いますか。その辺を今後十分参考にしながらやってくださいよ。

お願いしますよ。 

   以上です。 

議長 外に。 

   遠藤議員。 

遠藤議員 先ほど税金、課税の問題なんですが、特定できない場合、保留、これはわかります。

最終的に特定できたんですよね。できて、何で課税していないんですか。 

議長 担当。 

税務課長 課税については、相続人が特定できなかった場合、従前の分まで遡及しての課税は

現在行っていない状況です。 

   以上です。 

議長 遠藤議員。 

遠藤議員 それはどの法律、条令に基づいて、そのような運用をしていますか。 

議長 担当。 

税務課長 固定資産税については賦課決定の税であるため、固定資産を適正に評価しなければ

ならないことから、毎年固定資産の実地調査を実施しております。そこで固定資産の評価

については、納税義務者と評価等の調査、直接立ち会ってもらって調査をしているわけで

はないんですけれども、そこで納税義務者が特定できていないということで、適正な価格

の把握ができなかったということで、課税を保留しております。 

   相続人予定者がわかった時点で課税すべきというご指摘でございますが、今回納税義務

者に対して適正な評価、過年度の適正な評価ができておりませんでしたので、遡及しての

課税は実施していないということでございます。 

   以上です。 

議長 時間、お昼過ぎていますけれども、少し延長します。よろしくお願いします。 

   遠藤議員。 

遠藤議員 保留しているのはわかるんです、保留はね。ただ、特定ができたんです。できたの

で、これは当然課税すべきです。当然課税すべきです。それをなぜしていないのかという

のを聞いているんです。それで、人が特定できる、できない、関係なく不動産の評価はし
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ているでしょう、毎年毎年している。その建物についての税金はいくらかというのは市は

わかっている、当然わかっているでしょう。ただ、それが誰が相続人か特定できないから

かけていない、これはわかる。でも、毎年毎年その建物の評価資産税わかっているでしょ

う、税金もわかっているでしょう。追徴課税すればよかったんじゃないですか。 

議長 執行部。 

税務課長 本来課税すべきかとは思いますが、那珂市においては、市で取得した土地で相続人

等が以前わからなかったとき、買収等によって相続人が確定できた場合においては、従前

から課税していないという状況でございました。 

   以上です。 

議長 遠藤議員。 

遠藤議員 どうもそこらがね、一般市民の感覚ではわからないんですね。当然特定できた時点

で追徴課税すべきですよね。これはまず市民感覚で申しあげますけれども、当然課税すべ

きですよ。それが例えば市が、今また１点ね、じゃ、今、市の名義になってしまったから、

今からは課税できないという論理であれば、やっぱりもらう前に課税すべきだったんじゃ

ないんですか。これは、今、市のものだから、所有者が市になってしまっているんで、そ

の前の人には課税できないというのは百歩譲って、千歩譲ってわからなくもない気がする

けれども、まだ所有者が相続人だった時点でなぜ課税しなかったのか。その課税しないと

いう判断を誰がしたんですか。 

議長 担当。 

税務課長 従前から遡及の課税はしていないということで、今回についても遡及の課税はして

おりませんでした。 

議長 遠藤議員。 

遠藤議員 そこらのところが、当時担当者であったかどうかはわかりませんけれども、そこら

がちょっと当時の状況を分かっている方によくちょっと後でご説明をいただきたいという

ふうに思います。 

   あとまた別の話ですが、今回苦肉の策だというふうにおっしゃっておられますが、実際、

今回ね、特別そのケースだ、ケースだという話ですが、実際これ特別なケースでも実はそ

んなになくて、我々行政書士会でもそういう話しているんですよ。やっぱり空き家対策に

関してなどは、相続人がなかなか特定できない、これに関してはなかなか難しい部分ある

ねという話はしております。今回、実は特別なケースではそんなにない、実はね、結構い

ろいろとあると思う。今回こういうケースで市が実質負担つきの寄附をやってしまった、

受けてしまったんですね。これね、例えばペイできるかどうかという話をしていますが、

売れるかどうかは未確定ですよ。売れるんですか。わかるんですか。売れるかどうかは公

売、競売かけてみないとわかりませんからね。 

   でも、目の前に解体するというのは 1,400万、これは負担でわかる。寄附を受ける段階



－33－ 

で、まず負担がついているのはもうわかっているわけです。先ほどの古川議員の話で、も

うその受ける段階で、これは市が壊すというふうに決めて、もう寄附を受けたという答弁

がありましたから、当時、寄附つきだというのはもうわかっていたわけ。ペイできるかど

うかは、実際売ってみないとわからない。ずうっと売れないかもしれない。上菅谷の駅前

のずっとあの角の土地、売れていなかったようにね。売れなかったら 1,400万、全くマイ

ナスの負担つきで寄附なんですよ。少なくともこれは負担つきの寄附に、実質上間違いな

いと私は思っています、書類に書いていなくても。だって、その負担を今回、議員さん、

この９月補正で認めてくださいと出しているんですから。これは実質負担つき寄附を受け

ている。そうなると、地方自治法上も、これは大いなる疑義が私はあると思っています。

場合によっては不法行為なのかなというふうな気もしておりますけれども、今回そこまで

は触れませんが、こういう負担つきのものは結構ある。 

   そこで私が気になるのは、実は特別のケースではない。だから、今回これが通ったらば、

じゃ、このやり方でいいんだねと、市民の皆さんから勘違いされる。勘違いという言葉を

あえて使いますけれども。もう、じゃ、要らなくなったものは、市に寄附すれば市が、こ

のケースで認めてくれたんだから、もう税金で壊してくれるんだねということになったと

きに、市は何という答弁するんですか。前回は苦肉の策だったからやったけれども、あな

たのケースは無理ですと、どういう理由をつけて答弁するんですか。 

議長 執行部。 

副市長 確かに非常に難しい問題だと思いますけれども、いろんなケースがありますよね、こ

の空き家の対策の法律どおり代執行をやっていくのかどうかとか。今回は本当に本来の流

れからいうと、議員さん、皆さんおっしゃるとおり、流れからするとおかしいかもしれま

せん。そこは事務処理上はちょっとおかしいかもしれませんが、そういう意味で、1,000

万で交わして 1,000万で売れるから、基本的にはその後はプラスに働いていく、いわゆる

税金等が入ってくるからプラスになるだろうという判断ですね。もしこれがですよ、例え

ば市街化調整区域の売れない見込みのある土地にそういうのがあったときに、果たしてど

うするかといったときには、この寄附をもらっても土地は売れないんだから、そこは多分、

この方法ではできないんだと思います。 

   今回は、３階建てという非常に危険性があるというところからの最初の判断、最初から

というか、途中からの切りかえたときの判断で、こういったことをすれば中長期的に見れ

ばプラスになるだろうという判断のもとにこういう途中での決断を、そういう方針をした

ということです。 

   ですから、これからこれが前例になってしまって、また起こるんじゃないかという話は、

これから何があるかわかりませんけれども、そこは、やはり一つ一つ、それぞれのケース

に応じた対応をしていかなくてはならないのかなと思ってはおります。 

議長 遠藤議員。 
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遠藤議員 もう既に何人の議員さんからもあったように、一番大事なのは、住民の安全確保な

んですよ。それは何か先ほどの話、もうずうっと何年も前から、その認識はどうも市とし

てはあったようだ。あったようなのであれば、空き家対策特別措置法は昨年施行ですよ。

でも、その前から議会の中では何人からも条例をつくれと、空き家対策条例つくれと言っ

ていたじゃないですか。危険性がある、住民を守りたいんだったら、何で当時の市から条

例をつくって、そういう体制を構築していないんですか、何年も前からですよ。しかも、

それはいいとしても、よくはないんだけれども、それとしても、昨年法律ができた。でき

たんだったら、何で特定空き家に早く指定をして、所有者に撤去命令を出して、そのとき

どうしても言うことを聞かないんだったら、そのとき初めて市のお金を出して、住民のた

めにお金を出して代執行する。それが筋なんですよ。だから、筋のとおりにやって、それ

でもどうしてもだめだというのであれば、それは住民にも説明がつくと思います。今回は

そのやることをやっていなくて、不明瞭な経緯の中の寄附を受けて、しかもどうも追徴課

税もしていないとか、そういうおまけつきであるから、これはちょっと非常に悪い前例だ

なと、正直思っていますよ。苦肉の策という気持ちは十分わかるつもりです、十分わかる

つもりですが、やはり手順が違う。 

   でも、一方で危険除去は早くしなければいけないと思うから、それは今回の補正が通る

かどうかはまたあしたですけれども、解体、もしくは早急にでも安全対策を講じること、

これはできるでしょうから、外のところから補正を引っ張ってでも、流用してでも。それ

は考えていただくとしても、やはりどうしてもね、我々議会、今度議決をすれば、議会と

して住民に説明しなければならなくなりますから、このままではなかなか説明がつかない

なと私個人的には思っております。そういった意味では、例えばその空き家条例というの

はいつつくる予定ですか。 

議長 執行部。 

市民生活部長 空き家条例に関するご質問でございます。 

   ご承知のとおり、昨年、空き家等に関する特別措置法が制定されました。基本的には、

この法律に基づけば、指導勧告、命令、それから最終的には代執行ということまで、法律

に基づいて実施することが可能でございます。ただ、他市の事例等を見ますと、さらに市

独自の条例を制定しているというところもございます。ですから、市としましても、今後、

同様の案件につきましては、この法律、さらにはその条例の制定も含めて考えてまいりた

い。具体的には、今年度中には条例の制定までいきたいというふうに私のほうは考えてご

ざいます。 

   以上です。 

議長 遠藤議員。 

遠藤議員 わかりました。ぜひそれは早急にお願いしたいと思うし、それが市民に対して、や

っぱり今後、手順を踏んだというには、それが必要なんだと思います。 
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   ただ一方で、いろいろと今各議員さんからいろいろお話ありましたけれども、その経過、

経緯については、やはりまだまだ不明瞭、不透明、また答弁が不十分であるというふうに

感じております。これも今、副市長、どうしても立場的には副市長というのは今年から、

前は総務の部分ではありましたでしょうが。担当の部分ではないところで、なかなか答弁

しづらいところがあったかと思いますけれども、先ほど福田議員からもありましたとおり、

当時からずうっとかかわっていたのは、おそらく市長であろうと思いますから、市長から

しっかりと、そういう今までの経緯というのは一番答弁できるのかなというふうにも思い

ますので、今後ですね、今後そういったことも含めて、議会としてはきっちり、しっかり

その内容を把握しないと。またその資料もまだなので、資料も出ていないと、やっぱりき

ちんとした審議はまずできないということになると思いますので、そこらのところをしっ

かりとお含みおきをいただきたいというふうに思います。 

   以上です。 

議長 かなりご意見が出ました。執行部も、市民の安全安心を守るために一生懸命やっている

のはわかります。我々議員も、市民からその責任を負わされているわけです。やっぱりこ

れは議会と執行部が上手に情報交換しながら、あるいはこういう情報を受けて、議会でも

いろいろもんで、意見の対立もあろうかと思いますけれども、上手に進めていくのが那珂

市かなと、そういうふうに思っていますので。今後とも我々には情報提供、あるいは説明、

これは事の重大さにかかわらず、よろしくお願いをしたいなと。 

   議員各位におかれましても、きょうは総務生活常任委員会の審議案件でしたものをこう

いうふうに執行部の説明を受けました。執行部におかれましては、先ほど申しましたよう

に、時系列の資料ができましたら、まことに恐縮ではありますけれども、きょうじゅうに

でも各議員にファクスでも、事務局にお願いしていただければありがたいなと、そういう

ふうに思います。 

   以上で執行部の説明を終ります。 

   本日の全員協議会を終結いたします。 

     閉会（午後０時 15分） 

 

平成28年11月22日 

    那珂市議会 議長 中﨑 政長 


