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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９月６日（火） 午前 10時 

開催場所 那珂市議会全員協議会 

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 

       行財政改革推進室長 大森 信之  行財政改革推進室長補佐 平野 敦史 

企画部長 関根 芳則       

秘書広聴課長 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 

収納課長 柴田 秀隆      収納課長補佐 玉川 一雄 

瓜連支所長 寺門 広司 

       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 

       市民課長 関  郁夫      市民課長補佐 会沢 和代 

       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 

       会計課長 綿引  智      会計課長補佐 高畠 啓子 

       消防長 寺門  忠 

       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 68号 那珂地方公平委員会規約の一部を変更することに関する関係地 
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          方公共団体の協議について 

    結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

  ２ 議案第 69号 那珂市印鑑条例の一部を改正する条例 

    結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

  ３ 議案第 70号 那珂市手数料条例の一部を改正する条例 

    結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

４ 議案第 71号 那珂市ペット霊園の設置等に関する条例 

    結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

５ 議案第 72号 平成 28年度那珂市一般会計補正予算（第３号） 

    結果概要：賛成多数で原案のとおり可決すべきものとする 

６ 認定第 １号 平成 27年度那珂市各種会計歳入歳出決算の認定について 

    結果概要：全会一致で、認定すべきものとする。 

７ その他 

    ・茨城県市議会議長会議員研修会の出席者について 

    結果概要：勝村委員長に決定 

    ・議会報告会での報告案件について 

    結果概要：正副委員長に一任 

    ・調査事項に係る視察研修について 

    結果概要：正副委員長に一任 

議事の経過（出席者の発言内容は以下のとおり） 

開会（午前 10時 00分） 

委員長 おはようございます。 

   先週は、東北、北海道のほうには台風ということで、大変な被害がありましたが、こち

ら那珂市のほうは幸いに被害が少なかったようでございます。またそれで今度は残暑が大

変厳しいようでございますので、どうか体には気をつけてください。 

   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、傍聴可能とします。 

   また、会議の映像を、庁舎内のテレビに放送します。 

   会議内での発言は、必ずマイクを使用し、質疑・答弁の際は、簡潔かつ明瞭にお願いい

たします。 

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

   ただいまの出席委員は６名であります。欠席委員はございません。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会いたします。 

   会議事件説明のため、副市長外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しております。 
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   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。 

   勝村委員長のもとで、きょうは委員会が開かれます。当委員会に付託された議案は６件

だそうでございますが、委員の皆様には、慎重なるご審議、また、執行部におかれまして

は、丁寧かつ簡潔な答弁をお願いをいたします。 

   慎重なるご審議をお願いしまして、議長の挨拶といたします。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。 

   本日は、総務生活常任委員会ということでございます。 

   今、議長のほうからお話がありましたように、歳入歳出決算の認定をはじめまして６件

の案件がございます。我々執行部といたしましても精いっぱいの答弁を心がけてまいりた

いと思っておりますので、委員の皆様方にはご協力のほどをよろしくお願い申しあげまし

て、挨拶とさせていただきます。よろしくお願いします。 

委員長 本委員会の会議事件は、別紙のとおりであります。 

   審議をスムーズに進行するため、お手元に配付の審議順のとおり担当課ごとに審議をい

たします。 

   これより議事に入ります。 

   議案第 72号 平成 28年度那珂市一般会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

   財政課より一括して説明を願います。 

財政課長 財政課長の茅根です。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）についてご説

明いたします。 

   平成 28年度那珂市の一般会計予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

   （歳入歳出予算の補正）第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億 8,299

万 5,000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 1,344万 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 歳入歳出予算補正」による。 

   「継続費第２条」地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 212条第１項の規定による継

続費の経費の総額及び年割額は、「第２表 継続費」による。 

   （債務負担行為の補正）第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補

正」による。 

   （地方債の補正）第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

   このページ以降につきましては、当委員会の部分についてご説明いたします。 
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   ５ページをお願いいたします。 

   第３表、債務負担行為補正になります。追加になります。 

   事項、期間、限度額の順に読みあげます。 

   例規管理システム構築及び維持管理業務、平成 28 年度から平成 32 年度まで、1,841 万

5,000円。 

   セキュリティー強化対策機器等保守、平成 28 年度から平成 32 年度まで、735 万 2,000

円。 

   家屋評価システムリース、平成 28年度から平成 32年度まで、846万円。 

   ６ページをお願いします。 

     （「年度が違いますよ、年度が。だから金額も違う」と呼ぶ声あり） 

財政課長 すみません、失礼いたしました。 

   債務負担行為の例規管理システム構築及び維持管理業務につきまして、期間が平成 28

年度から平成 33年度まで、限度額 1,858万 5,000円です。 

   セキュリティー強化対策機器等保守、平成 28 年度から平成 33 年度まで、735 万 2,000

円。 

   家屋評価システムリース、平成 28年度から平成 33年度まで、846万円です。 

   ６ページをお願いいたします。 

   地方債の補正。変更になります。 

   起債の目的、臨時財政対策債。７億 5,426万 3,000円。起債の方法、利率、償還方法は、

補正前と同じです。 

   ９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。 

   12款分担金及び負担金、１項負担金、１目総務費負担金 840万円。 

   14款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金 316万 6,000円。 

   14 款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金 255 万 7,000 円、２目民生

費国庫補助金 4,158万 1,000円。 

   15款県支出金、２項県補助金、２目民生費県補助金 399万 9,000円。 

   18款繰入金、１項繰入金、２目他会計繰入金 858万円です。 

   10ページになります。 

   19款繰越金、１項繰越金、１目繰越金１億 1,013万 4,000円。 

   21款市債、１項市債、７目臨時財政対策債 457万 8,000円。 

   11ページになります。 

   ２款総務費、１項総務管理費、１目総務管理費 1,138万 1,000円の減、５目財産管理費

1,626 万円、６目企画費 643 万 7,000 円、７目コミュニティ費 72 万 1,000 円、14 目諸費
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995万円。 

   12ページをお願いします。 

   中段になります。 

   ２款総務費、２項徴税費、１目税務総務費 885万 3,000円、２目賦課徴収費 59万 4,000

円。 

   ２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民台帳費 295万 7,000円の減。 

   13ページをお願いします。 

   中段になります。 

   ２款総務費、５項統計調査費、１目統計調査総務費 291万 4,000円の減。 

   16ページをお願いいたします。 

   ４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費 48万 2,000円。 

   ４款衛生費、２項清掃費、１目清掃総務費 24万 3,000円。 

   19ページをお願いします。 

   中段になります。 

   ８款消防費、１項消防費、１目常備消防費 450万円の減、５目災害対策費 100万円。 

   22ページをお願いいたします。 

   中段になります。 

   11款公債費、１項公債費、１目元金 9,602万 7,000円。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 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 歳出の５番目の財産管理なんですけれども、財産管理事務費として 15 の工事請負

費、家屋解体工事 1,420万円。これちょっとどういうあれか、我々ちょっと詳しいこと知

らないんで、説明をお願いいたします。 

委員長 執行部。 

市民生活部長 私のほうからご説明申しあげます。 

   これは菅谷のひばりヶ丘五差路の近くにございます旧歯科医院、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が、これを市のほうに寄附をいただきましたので、これ

を解体するという業務でございます。 

   この寄附の経緯でございますが、ちょっと長くなりますが、ご説明させていただきます。 

   このビルにつきましては、歯科医院でございましたが、この院長が亡くなってからしば

らくは院長の奥様、夫人が住んでいたようでございます。その夫人も平成 18 年に死去さ

れまして、以来ずうっと空き家として放置されてきました。院長には３人の息子さんがい

たのですが、現在は３人とも家を出て、別々に生活しております。それぞれその３人の息

子さん、交流を持っていないと、交流していないということでございます。 
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   そのためビルのほうは大変老朽化いたしまして、外壁の落下ですとかそういった問題が

発生しておりました。特に５年半前の震災以降は、外壁の落下に加えて天井の崩落など、

一層危険性を増してきているところでございます。近隣の住民からは、危険なので、非常

に危険ですので、市でなんとかしてほしいといった切実な訴えが何度か出されているとい

った状況でございました。 

   市といたしましては、あくまで個人所有の建物でございますので、その所有者が管理責

任を負うといった原則から、相続権を有すると思われる息子さんのほうへ、適正管理の依

頼を行ってきたところでございます。ですが、一向にらちが明かないということから、こ

のままではけが人が出るおそれもあるというふうに考えまして、相続権を有しております

３人の息子さんとそれぞれ交渉いたしまして、建物と土地を市へ寄附するかわりに、市が

建物を解体しまして、跡地を売却いたしまして、売却代金をもってビルの解体費用に充て

るという方針を立てたところでございます。 

   この方針を持ちまして、私の前任の車田部長と元税務課長でございました平野課長の２

人が中心となりまして、市長の命を受けまして、３人との交渉に当ってきたところでござ

います。交渉には相当苦労したようでございまして、１年以上の年月をかけて交渉したと

いうふうに聞いております。その結果、なんとか３人の同意を結果的に取りつけることが

できまして、最終的に寄附の申出書というものに印鑑をいただけたのが本年の３月 30 日

のことでございました。 

   その後、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たしまして、内部の

詳細調査を行いましたところ、アスベストが使われておりますことや、あと、基礎にパイ

ルぐいがあるといったことが判明いたしまして、解体費用の見積もりが当初のもくろみよ

り高額になってしまい、大変申しわけなく思っているところでございます。 

   また、交渉の過程におきましては、最終的にその相続権を持っている３人の息子さんか

ら同意が得られるのかどうか、そして話がまとまるのかどうかといったことが不透明でご

ざいましたので、議会への説明が本日の補正予算審議の席になってしまいましたことに対

しましては、大変申しわけなく思っている次第でございます。 

   以上でございます。 

委員長 笹島委員。 

笹島委員 非常に何年もかけて苦労して、確かにあそこ、旧歯科医院は３階建てで、私はあそ

こよく、役所へ来るとき通るんですけれども、非常に危険度が高いなというふうに思って

いました。何度も、やっぱり交渉されて大変だと思うんですけれども、相続関係で、なか

なか相続、税務の方もいらっしゃると思うんですけれども、なかなか見つからないでね、

那珂市に住んでいればいいんですけれども、よそのほうに行ってしまったりとか、それか

ら不明になってしまったとか、あとは亡くなってしまったとかと、いろんな面で、これか

ら高齢化社会、大変になると思うんですけれどもね。 
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   ところで、その今言っていた 1,420万円というのは、相続された方がいらっしゃるわけ

で、これは請求するんですよね、取り壊し代は。 

委員長 執行部。 

市民生活部長 これにつきましては、土地建物を市へ寄附をいただきましたので、市のほうで

解体費用を出して解体するということでございますので、本人への請求はございません。 

委員長 笹島委員。 

笹島委員 そうですか。そうすると、あそこの、もうちょっと具体的に聞くと、評価というの

はどういうふうになるんですか。要するに寄附が来ますよねそうすると、今度なんらかで

こちらは、施設か何かで使うわけですか、那珂市として。それとも公売へかけて売ってし

まうとかという。やはりある程度評価をしていますよね。それで今言っていた 1,420万円

という取り壊し代がありますよね。今言っていた、今度は評価というのがありますよね。

建物の評価というのはゼロかもしれませんけれども、土地の評価というのがありますよね。

その今言った、差というのが出てくると思うんですよね。そこをちょっと具体的に教えて

くれますか。 

委員長 執行部。 

市民生活部長 今後の予定でございますが、解体後は更地にいたしまして、売却を予定してお

ります。売却につきましては、オークション方式で、入札という形で売却をしたいと考え

ておりますが、その際、評価額につきましては、現在、固定資産の評価は出ておるところ

でございますが、これについてはちょっと私のほうでは承知しておりませんので、税務の

ほうで回答させていただきます。 

委員長 税務課。 

税務課長 あそこの土地の評価でございますが、二筆ございまして、二筆の合計で約 684万円

でございます。 

   以上です。 

委員長 笹島委員。 

笹島委員 そうすると、1,420 万円かけて評価が 680 万円というと、半分近くが那珂市で負担

しなければいけないというんで、ですよね。それはどういうあれですか。要するに 1,420

万円で評価額が 680万円ですよね。 

委員長 部長。 

市民生活部長 あくまで評価額と実勢価格は違いますので、ちなみに、付近の土地ということ

で、直近で申しますと、上菅谷駅前に今度花屋ができましたけれども、そこの三角の土地

ですが、ここの売買実績、市で入札をかけて売買したんですが、そのときの価格が平米あ

たり４万 4,638 円ですので、坪に直しますと 14 万 7,000 円ちょっとといった金額でござ

います。駅前という条件もありますので、なかなかこの金額というのは難しいかもしれま

せんが、これに近い金額で売却できればというふうに考えているところでございます。 
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   以上です。 

委員長 笹島委員。 

笹島委員 話はちょっと戻しますけれども、私も、先ほど言ったとおり、何回もあそこね、通

って見ているんですけれども、もうあそこは非常に取り壊し代が高いと。先ほど言ってい

たアスベストということでいえば、もう 1,000万円から 1,500万円かかると。大体、市の

職員の人は想定していたのかどうかということですね、寄附行為を受ける前にですね。 

   それと同時に、我々議会には、これ負担つきの寄附行為ですよね、わかっているね。そ

れは議会に諮らなければいけないんじゃないのかなという、最初にね。それを諮らないと

いうことは、自治法に違反しているんじゃないかなと私は思うんだけれども、そこまで話

は行ってしまうと思うんですけれども。いきなり言われていって、担当課の人たちが、も

うわかっていながら、あそこの３階建て、多分建物 80、建屋 83 くらいあると思うんです

ね、坪数でね。 

   そういう中で、一般的には、大体コンクリートというのは、私もプロですから、解体屋

のね。そうすると大体１坪５万円くらい、大体ね。アスベストは別ですよ。木造で３万円

くらいなんですよ。どう考えたって、アスベストをあれして、あれ大変ですから、倍とい

って 1,000 万円かかると。大体そうていしていたかどうかわからないんですけれども。

我々議会に何の話もなく、いきなり今言っていた先行してしまって、寄附を受けてしまっ

た。寄附を受ける前にわかっていたはずですよね。それを何でそういうことを安易に、要

するに負の遺産ですよね。負の遺産をわざわざ何で受け取ったのかという。いい大人の人

たちはどういう考えているのかと、常識を持っているんだったらね。誰が見たって大変な

建物だというのはわかりますよね。非常に危険だというのはわかります。 

   相続の人もいますよね。４人とか３人とか、２人とかね。何回も交渉したんですけれど

もと。行方不明じゃないですよね。何で粘り強くそこまで、相手に、これ個人的なあれで

しょう、所有物をね、何で市役所がそういうことまでやらなくてはいけないのか。非常に

前例をつくっているんじゃない、これ悪い方向に。私のアパートも 30 年以上あるんです

けれども、今度取り壊してほしいですね。もしそういうことをやっていただくんだったら。

それはどう思いますか。まず、議会のそういうことに関して。 

委員長 部長。 

市民生活部長 先ほどもご説明の中で申しあげたとおりなんですが、時間をかけて交渉してま

いったところなんですが、最終的に同意が得られるかどうかというのはなかなか不透明と

いいますか、確定できなかったということで、その時点で議会へのご説明というのはでき

なかったという状況でございます。 

   あと、同様な空き家は外にもたくさんあるんじゃないかというご指摘でございます。市

内にもいくつかそういった危険な空き家が存在しているということについては承知してい

るところでございます。今回の旧歯科医院を市が乗り出してやったということについて、
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前例になってしまうんではないかというご指摘でございますが、これも確かにごもっとも

な話、ごもっともでございます。 

   ただ、今回の例につきましては、所有者の家庭状況も大変複雑なところがございまして、

その相続権を持っている、先ほど申しあげましたように３人の息子さんということになる

んですが、この相続権者による解体ですとか売却ですとかといった対応が期待できないと

いう状況がございました。あと、さらに構造上、鉄筋コンクリートですので、崩壊により

まして、周辺に及ぼす危険性というのが非常に高いという状況もございました。そういっ

たことを総合的に判断しまして、危険を回避するというための緊急避難措置として、市で

決断して行ったというものでございますので、どうかご理解いただければというふうに思

っております。 

   以上です。 

委員長 笹島委員。 

笹島委員 そういえば、固定資産税なんていうのはどうなんですか、滞納はなかったんですか、

この方たちは。相続ですからね。 

委員長 執行部。 

税務課長 この土地と建物については、所有者が平成４年に亡くなりまして、奥さんのほうに

課税をしておりました。奥さんも平成 18 年に亡くなりまして、それ以降、所有されてい

る、住んでいる方もいませんでしたので、納税義務者が特定できないということで、課税

が保留になっておりました。 

   以上です。 

委員長 笹島委員。 

笹島委員 課税保留は何年間やっていて、今言っていた、時効になる部分もありますよね。そ

れの時効になったものは、今ね、取り立てはできないでしょうけれども、時効になってい

ないものがありますよね。それの固定資産税というのはどうするんですか、それは。 

委員長 執行部。 

税務課長 平成 19 年度以降、課税保留になっております。委員さんおっしゃるとおり、遡及

の課税ということでございますが、那珂市では相続人等が確定された段階で遡及という課

税を今までしておりませんので、時効成立していない分についても、遡及の課税はしない

方向でおります。 

委員長 笹島委員。 

笹島委員 それはおかしい話じゃないですか。納税強化と言っておきながら、茨城債権機構に

も頼んでおきながら、手数料払いながらさ、不公平感を感じるんじゃないですか、そうい

う。おかしくないですか、それは。 

委員長 執行部。 

税務課長 今回の件ですと、相続人がはっきりしまして、市に全部寄附されたということで、
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今後も税金はかかりませんので、過去の分についても課税をしないという方向でおります。 

   以上です。 

委員長 笹島委員。 

笹島委員 それまるで何かさ、税金も払わない、寄附あげたんだから、ツーペー、チャラにし

ろという、そんなこと世の中まかり通ると思うか。まかり通ると思う、そういうこと。こ

んなこと許せると思うか。なめてんじゃないかい、議会を。議会には報告はしない、何の

諮りもしない。あげくの果て、寄附もらったから、取り壊しするから 1,420万円、血税だ

よ、市民の。いくらで売れると思っているの、ここ。坪 10 万円だよ。ウン百万という赤

字は誰が出すんだよ。ふざけたことはやるなよ。議会をなめてんだ。何で言わなかったん

だよ、今ごろになって。誰だ、責任者は。 

委員長 副市長。 

副市長 この案件につきましてはいろんな事情があったにせよ、議会のほうへ説明がなされな

かったというのは、その辺については大変申しわけなく思っております。 

   先ほど石川部長等からもお話がありましたように、もともとこの３人の方、いろいろな

家庭の事情がありまして、それぞれに交渉いたしまして、市といたしましては、ここの改

善というか、解体、もしくは修繕等を交渉してきたわけでありますけれども、基本的には、

このそれぞれ３人の方も、あそこを相続する気がないということになったときに、果たし

てあの建物が物すごい危険性があるということで、果たしてどうしたらいいのかというこ

とで、民間の不動産の会社の方にもお話をしました。したところ、基本的にはやらないと。 

   それ以前にですね、この相続人のある１人の方に裁判所のほうから、ある問題がありま

して、市のほうに交付要求という形がありました。そのときも裁判所のほうで、裁判官が

あの土地建物をなんとかして、いわゆる換価できないかという方法も裁判所のほうで考え

たようでありますけれども、何しろ鉄筋コンクリート３階建てで、なかなか不動産会社も

手を挙げる人がいなかったというのが現状でございます。 

   そういう中で、果たして隣接に対して非常に危険な状況の建物をどうしたらいいかとい

うことになりますと、最終的には市でなんとかしなくてはならないのかなということで動

いてきたわけでありますけれども。それでまず、最初は、あの建物をとりあえず全部もら

って、市街地でありますから、これが例えば市街化調整、畑の真ん中にあるものではない

ので、そういうもとで、市街地であればある程度の値段では売れるだろうと、最初はペイ

できるだろうという形で動いてきたわけでありますけれども、先ほどお話ししましたよう

にアスベストを使っているとか、パイルのくいが打ってあるということで、最初は 1,000

万円かからないで解体できるだろうという見込みで、大体ペイはできるだろうと。今後こ

の土地を売れば、それを買った人からの固定資産税が入るということで、中長期的に見れ

ば、ペイできるだろうということで動いてきたわけでございます。 

   国の法律も、昨年５月 26 日に完全施行されまして、この国の空き家対策特別措置法に
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ついても、基本的にはまず所有者に改善、解体の命令を出して、それでもしなければ勧告

を出して、さらに命令下して、それでもだめなときにはいわゆる代執行と。代執行の費用

については本人から請求を受けると。だけれども、本人が金がなくて払えなければ、それ

は差し押さえと。差し押さえしても、基本的には、今回も同じような形ですけれども、そ

れを売らなければ金にならないということですので、あの建物を壊して換価しても、基本

的には個人の方がですね、代執行したときに、基本的には金は市ではもらえないと、相手

が金が、資力がなければね。 

   基本的にそういうことに、今の空き家この法律の中でもそういう形になっておりますの

で、結果的にはこういう形にはなるのかなと。市は全面的にこれを寄附として受け入れて

やらざるを得ないと。確かに今回 1,400 万円という金額になりましたけれども、1,000 万

円で売れても 400万円ぐらいのマイナスになると。そこは大変、見通しが甘かったといえ

ばそれまででございますけれども、それを売って、中長期的には、最終的に買った人から

固定資産税、何年間にわたって入れれば、中長期的に見ればペイできるだろうという判断

のもとにやったわけでございますので、そこは部長が言いましたように、非常に危険性が

高いということでの今回の行動というか、進めてきたところでございます。その点をご理

解をいただきたいとは思いますが、一番頭にも言いましたように、その事前の段階で、議

員の方にご説明をしなかったというのは、大変申しわけなく思っております。そこは謝り

たいと思います。 

   以上でございます。 

委員長 笹島委員。 

笹島委員 何から何まで後手後手じゃん。議会にも説明もなくして、自分らの甘い想定でおい

ていってね。何かの市の施設をね、あそこを使うんだったらまだしもかわいいかもしれな

いけれども。あげく、公売で売ると。いつから那珂市は不動産会社になったの。私そう思

うよ。自分でやったことないようなことを何でやるの、そういう。不動産会社でも何でも

ないど素人がさ。不動産会社に任せればいいじゃないですか、そういうものは。 

委員長 副市長。 

副市長 確かに不動産会社にもお話はしました、先ほどお話ししましたように。不動産会社に

お話ししましたけれども、不動産会社が手を挙げてくれなかったということは、最終的に

はもうあのままになってしまうということですよね。市も放りっ放しにすれば。だけれど

も、そういうときに物すごい危険性があるということであれば、最終的に市がそこに手を

つけなくてはならないのかなと思ってはおりますが。 

   以上です。 

委員長 暫時休憩します。再開を 10時 45分とします。 

     休憩（午前 10時 35分） 

     再開（午前 10時 46分） 
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委員長 再開いたします。 

   助川委員。 

助川委員 ただいままで笹島委員のほうで、大変憤りを思いながら、この事業に関しましての

ご発言がありましたけれども、既に市のほうでは、これ寄附をいただいてしまっている事

案なんだよね。さらにこれを放ったらかしにしておくと、そしてまたそれによって被害と

か、あるいはけがをされたりとかというような事案が生じた場合には、さらに市のほうの

そういうご負担も、賠償請求とか、そんなのも出てくる可能性をはらんだ事案だというこ

とだと思うんだよね。 

   この件に関しては、空き家に関しては、那珂市内全体調査入ったみたいですけれども、

800 戸以上、900 近い世帯の空き家が出ているようで、さらに今後高齢化が進展すれば、

市内全体に進むというようなこともあって、この市街化区域内のこういう問題だけじゃな

くて、外にも波及するというようなことも想定されるわけですよね。 

   こういった事案に関して、固定資産税の滞納のもとにこういう事業を展開しなくてはな

らないということになりますと、人件費含めて大変な経費が出費されるわけでありまして、

このまま放っておくというようなことも、これ市の責任がかかわるというようなことから、

この件に関しては善後策を、とにかく事ここに至るまでには、執行部のほうでも今までの

経緯を何の報告もなし、いきなりぽんとこう出されたんで、笹島委員もそういうことから

憤りを感じた発言になっていると思うんだけれども、これ市のほうでは、こういう事案に

対して、もう事業の進め方の規則とか、条例は当然ないでしょうけれども、そういったマ

ニュアルみたいなものができているんですかね、できていないんですか。各事案ごとにそ

の対応をしていくというようなことに現時点ではなっているんですか。その辺どうなんで

すか、まず初めにお伺いいたします。 

委員長 部長。 

市民生活部長 ご指摘の点、ごもっともだと思います。 

   先ほども申しましたとおり、市内に同様な空き家というのは幾つかあるということは承

知しております。今後そういったものにどう対処するんだというご質問だと思いますが、

現在、空き家条例の制定を進めているところでございますので、条例の制定を急ぎまして、

同様の案件につきましては、この条例に基づいた対応ということ、先ほど副市長のほうか

らもありましたが、空き家に関しましては法律もございますので、法律、さらにはその条

令にのっとった対応という形で考えてまいりたいというふうに考えております。 

委員長 助川委員。 

助川委員 そういうことから、今後こういった類似の案件が出てきた場合には、そういうもの

を、確固たるものをおつくりいただいた上で、それにのっとって処理をしていくというこ

とになる手順を早急に進めていただきたいというふうに思いますけれども、この事案に関

しましては、だから、今回これね、いきなりこういう形で、財政のほうの案を出されたわ
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けなんだけれども。今までのその経緯をしっかりと反省していただくという意味合いで、

どこでどういうことをするべきだったというような、そういう謝罪のお言葉をしっかりと

いただいた上で、この事案に関して、何年ぐらいたてば、この事業費に関してはペイでき

るというような見通しもお示しいただければ、また理解度も、我々のほうにも感じるもの

があるんじゃないかと思うんですが、その辺のところもお話しいただきたいと思います。 

委員長 副市長。 

副市長 いろいろお話をいただきました。議会のほうにお話をしなかったという、いつの段階

にすればよかったかというのは、やはりこの相続人の方に、ずうっと４年前から交渉して

いて、最初はこの相続人の方になんとかこの建物を壊してくれという中で、それぞれに非

常に困難な交渉をしてまいりました。それでももうその３人の方も、資力的にも壊す費用

がないということで、このところは要らないという話になりました。その話になった時点

で、本来は議会のほうに、今後これを寄附で受けて市が解体していいかという話を、本来

はその段階でするべきだったのかなという、今思えばそういうことでございます。 

   そうしますと、今から２年前、３年ぐらい前の話になるかと思いますが、その時点でお

話しすればよかったのかもしれません。その点に関しては、本当に、再度ですけれども、

大変申しわけなく思っておりますんで、今後はそういう点については気をつけてまいりた

いと思っております。 

   当初は 1,000万円程度で壊して 1,000万円ぐらいで売れるだろうということで、ペイで

きるだろうということで始まりましたけれども、先ほどからお話ししていますように、ア

スベストとパイル等の件がありまして、400 万円程度プラスになってしまったということ

でありますんで、今後、壊した後、早急に公売をかけまして、売却するということで、今

度は、その土地を買った方がそこに建物でも建ててもらえば、その後固定資産税が入って

くるんではないかと。その建物にもよりますでしょうけれども、例えば年間 20 万円の固

定資産税、都市計画税が入るとすれば、15 年ぐらいから最長でも 20 年ぐらいでペイはで

きるんではないかなと思っております。 

   それは、解体費用にもよりますけれども、今、予算は 1,420万円でございますけれども、

これが競争入札しますと多少は落ちるでしょうから、そういうことで 15 年程度ではペイ

できるのかなというふうに思っているところでございます。 

   大変申しわけございません。再度謝りたいと思います。申しわけございません。 

委員長 助川委員。 

助川委員 今お話聞きますと、その寄附をいただいた時点で議会のほうに報告すべきだったと

いうことと、それから、経費のかかるその事案に関してでありますから、当然こういった

事案に関しては、解体等に関しましてもしっかりと業者さんの内容をお伺いしながら決め

ないと、途中でこういう形でアスベストを含んでおったというようなことの事案にもなっ

て、それによって、３割、４割の解体費用がかさむ形になってしまうんで、その辺のとこ
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ろの報告も当然しなければならない事案だったわけでありますから、報告は何段階にも、

やっぱり議会を通じて了承をいただきながら進めなくてはならないと、慎重に進めなくて

はならないというような事業になるわけでありますので、当然、一つ一つの事案ごとに判

断を下すとなると、大変その事案ごとに全て、それぞれの事案はまちまちであって、それ

ぞれ難しい問題をはらんでいることが多分こういう議会のほうにかかってくる場合にはあ

ると思いますんで、そういうことをしながら、慎重に進めなくてはならない事業だと思い

ますので。 

   今回に関して、これは執行部に関しては大変な、かかわっていただいた皆さん方にはで

すね、肝に銘じて、この事業に関しては、類似の案件に関してはやっていかなくてはなら

ないというようなことを思いながら、この事業は進めなければならないと思いますが、今

後のその手順についてもですね、しっかりと部長のほうで取りまとめをしながら対応して

いただきたいと思いますが、その辺のところのご答弁もいただければと思います。 

委員長 副市長。 

副市長 先ほど議会に報告する時期でございますが、寄附を受けた時点ではなくて、今、助川

委員が言ったように、寄附を受けた時点が３月 30 日ですんで、いわゆる本人に交渉して、

本人に解体してくよという話がもう行き詰った段階で、今後、市としてこれを寄附を受け

ましょうよという交渉に入る前に議会に報告するということの私の先ほどの発言でござい

ます。 

   今後でございますけれども、解体の作業、これから寄附された後やっていくわけでござ

いますが、その都度、費用等についても皆様にご報告して、さらにはその後、売却等の公

募をかけていきたいと思いますんで、そういう今後の流れにつきましては、その都度、議

会のほうにご報告をさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

委員長 小宅委員。 

小宅委員 極めて不透明だと思います。先ほど笹島委員おっしゃいましたけれども、自治法

96 条９項の、これ議会の議決案件ですね、報告じゃないです。報告したからやっていい

とかそういう問題でもない。負担つきの寄附・贈与を受けるときは議決事項だということ

です。これもうもらってしまったから壊させてくれ、じゃ、これ誰が責任とるんですかと

いう話ですね。例えば市民オンブズマンから、その差額分、市長が責任とって市に返還し

なさいと言われても、これおかしくない案件だと思うんですね。議会で承認していないん

ですから。これ今回、議会で承認をして、じゃ、壊していいですよといったら、今度は議

会が訴えられる可能性があるぐらいの案件だと思います。 

   事前に報告がなかったとか、そういう話のレベルじゃないと思うんですけれども、その

辺のところどうですか、これ。総務部で聞きたいですね、法律的にどうなのかというとこ

ろです。 

委員長 執行部、総務部長。 
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総務部長 この 96 条の９号ですね、負担つきの寄附又は贈与を受けること。この場でこれに

該当するかどうかというのはちょっと断言できません。申しわけないです。 

委員長 小宅委員。 

小宅委員 精査する必要があるということだと思いますけれども、この相続人の方、支払い能

力がないということでございますけれども、相続放棄した形跡もありませんし、この土地

が競売にかけたというわけでもなく、勝手に市に寄附したからオーケーだというような判

断、これ誰がしたんですかということなんですね。先ほど市長の命だと、市民生活部長か

ら、前の部長からの引き継ぎで、市長の命で１年以上かかって行うことができたというこ

とでございますけれども、じゃ、これは市長の判断で議会を無視して行ったのかというと

ころをお聞きしたいです。 

委員長 誰が答えますか。 

   副市長。 

副市長 ４年前に市長からこういう形で、非常に、それは市長が言ったのは、周りの方から危

険性があるからなんとかしてくれという話があったので、ここの相続人を調査して、なん

とか交渉してくれよという話で始まったんだと思います。そういう中で、交渉の中で、先

ほど来、ずうっとお話ししていますように、そういう形になってしまったということで、

非常に難しい案件ではあるのは皆さんもご理解はいただきたいと思うんですけれども、一

番は、議会の方に、議員さんの方にお示しをしなかったというのが一番手落ちだったのか

なと思っておりますので。市としては、これ、市がなんとかしないと、いつまでも永遠に

あのままで残ってしまうよというのが一番のきっかけでございましたので、そこはなんと

かご理解をいただきたいなと思っているところでございます。 

委員長 小宅委員。 

小宅委員 相続人と言われる方の今の所在確認というのを私のほうでもさせていただきました。

全く支払い能力がゼロかということであれば、そうとは思えないようなところもありまし

た。誰が、じゃ、これは支払いはできないというふうな判断をされたのかというところが

大きな問題だと思うんですね。じゃ、とりあえずもらえるんならもらってしまうかと。そ

して、もらってみたら解体費用で赤字になる。 

   私は、非常に腹が立っているのは、４年前に私は、那珂市も空き家条例を早急につくる

べきだという提案を一般質問でさせていただきました。そのとき執行部では、今は必要な

いというような回答でございました。それで、ちょうど４年前にこういう指示が出ていた

というようなことは、非常に憤りを覚えるんですね。ちなみに長崎市、当時も紹介しまし

たけれども、長崎市の空き家条例では、土地を市に寄附するかわりに解体費のうちの 50

万円を市が負担するというような条例でございます。全額負担するなんていう市がどこに

あるのかというのは非常に疑問を感じるんですね。こういうのを前例としてつくってしま

って、今後空き家条例をつくるときに、何だ、あそこは全額出してもらったじゃないかと
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いうようなことを言われた場合、どうするんですかということですよね。 

   こういう、さっきもありましたけれども、あしき前例をつくってしまうというようなこ

とにもなりますので、私は、これはもし壊すんであれば、しっかりと空き家条例をつくっ

た上で壊すべき案件だと思います。ですんで、順番が逆だと思うんですけれども、いかが

でしょうか。 

委員長 副市長。 

副市長 確かに空き家条例、昨年度、先ほどもお話ししましたように、空き家の対策の特別措

置法が昨年５月 26 日に完全に施行されたということで、基本的には、それ以前はそれぞ

れの市町村で条例をつくって対応していましたけれども、基本的にはそれほどの拘束力は、

後ろ盾がなかったですから、そういう意味では、昨年の５月以降については、もう法律が

できたので、先ほど言った流れの中で基本的にはできるということですので、今回、法律

が１年前にできましたので、それに基づいて空き家条例をつくって、今後のこういった問

題については対応していきたいというふうに考えております。 

委員長 小宅委員。 

小宅委員 今回はその空き家の法律ですか、に即した形での処理じゃない処理、しかも今年の

28 年４月にされているわけですよね。その法律に即した措置をしていれば、要は強制執

行ですね、当然。それで、その工事費は相続人に遡及すると。これ当然の話だと思います。

これ市で受け取ってしまったから壊させてくれと、このね、もうやってしまったんだから

やらせてくれという子供みたいな論理は、本当これ、じゃ、議会で通さないわけにいかな

いでしょうというのがちょっと僕には理解できないんですね。今回、僕はこれ反対に回ろ

うと思っています。 

   ですんで、私としては、一生そのままで残しておくというのは、当然確かに危険性もあ

りますし。ただ、ちゃんと那珂市として、どういうふうなものをどういうふうにするとい

う線引きをしてから、その上でやるというのが筋道だと思います。 

委員長 回答は。 

小宅委員 いや、いいです、回答は。 

委員長 その外質疑ございませんか。 

   綿引委員、ありませんか。 

綿引委員 やはり条例をちゃんとつくって、基準を設け、その基準のもとで、いわゆる救済措

置がありますよということが順序だというふうに私も考えます。 

   ただ、現状を考えますと、もう既に那珂市のいわゆる名義になっていて、仮に、これは

正直、家からすごくこの物件近くて、私もよく気にはなっていたところなんですけれども、

確かに外壁がもう崩れ落ちていて、崩れ落ちた瓦れきが山積しているという状況で、例え

ば台風であるとか地震であるとか、そういう災害が仮に来たときには、相当あの危険な、

いわゆる木造平屋の家とは違って、鉄筋コンクリートづくりの、しかも３階でということ
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なので。あの近辺は、やはり歩行者、もしそういう崩落があったりなんかすれば、歩行者

に対してそういう危害が及ぶ危険性は十分に考えられる。 

   その場合に、やはりこれを市の所有の土地建物であれば、そういう事故が発生したとき

には、市が責任を負わざるを得ないのかなということであれば、条例の成立を待っている

余裕は果たしてあるのかということがどうしても心配は、そこの部分が残るなというのが

正直な私の意見です。 

委員長 外に質疑ございませんか。 

   笹島委員。 

笹島委員 どう考えたって個人のための利益行為としか思えないんだけれども、これ４月の

18 か 19、寄附行為受けたよね。それの譲渡契約書というのはあるの、それは。できれば

見せてほしいんだけれども。 

委員長 執行部。 

市民生活部長 市への寄附の申出書というものがございます。 

委員長 笹島委員。 

笹島委員 それはどういうものなの、持っている、今。 

委員長 部長、ありますか。 

総務部長 今ございます。 

委員長 暫時休憩します。 

休憩（午前 11時 07分） 

     再開（午後 11時 10分） 

委員長 再開いたします。 

  笹島委員。 

笹島委員 部長それ見ていただいて、それ預金調査とか何かはしていないのかな、その資産能

力というんですか。 

委員長 部長。 

市民生活部長 すみません、そこまで詳しく私のほうで聞いていないんですが、前任の方が交

渉に当ったわけですが、その中である程度の調査はされているんだと思いますが、預金調

査までしたというような書類はございませんので、していないのかなというふうに思いま

す。 

委員長 笹島委員。 

笹島委員 今言っていた、調査した資料というのはちゃんとつくってファイルして残してある

よね、その３人の方のね。何もないですか。 

委員長 部長。 

市民生活部長 それに関する書類はございません。 

笹島委員 それはまずいんじゃない、それ。それで税金は滞納しているわ、やっぱりその支払
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い能力とか云々といったって、とことんチェックしていって、今言っていた、その人のあ

れ、それからじゃないの、始まるのは。何かちょっと本末転倒のような気がするんだけれ

ども。我々のところに早く、この補正予算を出したんだから早くやってくれと、何か私ら

せかされている。皆さんの私ら馬じゃないんだけれども。皆さんが手綱締めてお尻たたか

れてさ、早くしないと危険ですから壊さなければいけないと。自分たちのことは何もやっ

ていないじゃないですか。そこからじゃないの、話というのは、物事というのは。俺たち

にそうやって早く金の承認だけ、早くしてくれという、何かそういう構図が見えるんです

けれども、どうですか。 

委員長 部長。 

市民生活部長 なかなかお答えが難しいんですが、あくまでも寄附してもらうということを前

提に交渉に入ったんだというふうに推測しております。その過程で、ある程度の資産がど

うなのかといった調査はされているんだと思いますが、それに関して、書面的な証明みた

いなものはとっていないというような状況なんだと思います。もう寄附もらってしまった

んだからなんとかという、結果的にはそういうふうになってしまっていることにつきまし

ては、先ほど副市長のほうからも申しわけなかったということで、私も大変申しわけない

というふうに感じている次第でございますが、あくまで危険回避ということで、緊急避難

措置というもので行ったということはご理解いただければありがたいなというふうに思い

ます。 

委員長 笹島委員。 

笹島委員 先ほどからちょっとね、申しわけないとかなんとか。皆さん、何の悪いこともして

いるわけじゃないんだから、謝る必要はないですよ、これは。何か悪いことしていないで

しょう、決してね。謝る必要はないです。粛々とこれやることですから。お互いにお仕事

ですから。 

   ただ、私が言っているのは、今言っていた、もうもらったから仕方がない。これ、誰で

もこういう話はできますよね。私らが何かをやってしまったら、もうやってしまったから

仕方がない。世の中これで務まらないし、もちろん法律というのはそこに存在しますから、

そこに対して、何であなたはこれに怠慢だったとか何かという、公務員法違反とか何かと

いうのが出てくるでしょう、やっぱりそれに対してね。そこまで私はいかないけれども、

世の中というのはそんなもんですからね、ペナルティーというのは必ずつきますから、そ

れに対して。そういうところをちゃんと認識していただいて。まずそういうことの調査

云々と、まず議会に提出してもらいたい、報告してもらいたいよね。それで、先ほど４月

18 日云々で譲渡を受けて、きょうはもう９月６日ですか。そんなに間髪入れず、間    

が通っていなくてさ、何の準備もしていなくて。我々が、今言っていた、知らなかったら、

これ通そうと思ったんじゃない。何で我々にそういうことを知らせないようにしていたの

かな。それはちょっと教えてほしいんです。済まないとか済む問題じゃないんです。 
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   一番大事なところは、我々議会議員を何だと思っているのかなと思ってさ。やっぱり

我々もチェックのために来ているわけです、仕事はね。あなたたちがちゃんと正当にやっ

ているかどうかという、私はそういう仕事で来ている、そういう自負は持って来ているわ

けですから。それを最初からそういうことをわかっているんだったら、もっと丁寧にきち

んとやると思っていますよ。相当ずさんか、我々議員をなめているか、２つに１つしかな

いんですけれども。それは別にどちらだとは言いはしませんけれどもさ。もう本当に肝に

銘じて、これでしゃんしゃんとなるとは大間違い。そんなに世の中甘くないですから、そ

れは。説教はそのくらいでいいんですけれども。 

委員長 小宅委員。 

小宅委員 先ほどの 96 条９項の件なんですけれども、ここが非常に僕は重要な部分だと思っ

ています。先ほどからこちらの委員会と執行部とありますけれども、今非常に、執行部と

議会と、この総務委員会とですね、信頼関係が揺らいでいると思うんです。なので、これ

96 条の９項にもし違反しているんであれば、当然不信任ですよ、これは。執行部に対し

て。ですので、これどうなのか。ここで判断するのは、総務部長、難しいと先ほどおっし

ゃっていましたので、ちゃんとご回答いただけますようにお願いいたします。 

委員長 総務部長。 

総務部長 よく調べて回答いたします。すみません。 

委員長 お願いします。 

   外に質疑ございませんか。 

   ありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   これより討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

   笹島委員。 

笹島委員 極めて、本当に議会を軽視したあれで、非常に不透明な感じのする財産管理費なん

ですけれども、本当に職員の人たちの、どれだけの経緯でどのようにあれしたという調査

ということが非常に我々伝わってきません。そういうわけで、先ほど言っていた空き家条

例云々で、国のほうは空き家対策条例というのはできました。ただ、那珂市のほうはまだ

つくっていないということで、それで特例としてそれを認めるということじゃ、これは市

民の税金を使っている、おいて、まして 1,420万円という莫大な金額であって、これを公

売にかけるということであって、決してこれはプラマイゼロになると思わない。マイナス、

赤字になるような、を見受けられます。 

   そういうことを、想定が甘いといえば甘いで、結果論といえば、結果論として、この甘

い要するに見通しについて、本来だったら大きな責任を持っていただきたいところですが、
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皆さんは、やっぱり公務員法に守られていますから、それ以上追及はいたしませんけれど

も、やはり我々議会人としては、これは許したがたいこと。非常にあなたたちは、私はこ

れでこの補正予算を通せば済んだということに非常に憤りを感じます。 

   やはり先ほど言ったとおり、議会として、これは知らせるべきものを知らせていない。

それから、執行部は執行部の部分で、我々を軽視してると言わざるを得ないという感じを

受けます。よって、私は、財産管理に関しては、賛成できません。 

   以上です。 

委員長 外に討論ございませんか。 

  綿引委員。 

綿引委員 順番が違うということは、これは否めないと思います。しっかりとした空き家に対

する条例案等をつくって、その基準に照らして市の予算を使うべきか否か、どこまで補充

すべきかというのをちゃんと決めた上で実行するというのが順序だったと私も思います。 

   ただ、今回の件に関しましては、そういうわけで、もう既に市が取得してしまって、何

か事故があったときには市が責任をとらなくてはいけないということにもう既になってい

るということでありましょうから、ここでは、やっぱり放置しておくのはいけないという

ふうに私も思います。 

   以上です。 

委員長 小宅委員。 

小宅委員 この今回の経緯も、全部議会広報にはしっかり出ますので、そういった中で、私は

これに賛成をするということはできませんので、私は今回はちょっとこれは賛成しかねる

ということでございます。 

   以上でございます。 

委員長 それでは、討論を終結いたします。 

   これより議案第 72号を採決いたします。 

   それでは、賛成の諸君の挙手をお願いいたします。 

（ 挙手多数 ） 

委員長 ３名。賛成多数と認め、原案のとおり賛成多数で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。再開を 11時 30分といたします。 

     休憩（午前 11時 20分） 

     再開（午前 11時 30分） 

委員長 再開いたします。 

   委員の皆様に申しあげます。 

   ここからは担当課ごとに所管の議案等の審議を行います。決算認定の質疑は、説明のあ

った科目ごとに行い、質疑を終結します。また、総括質疑は行いません。認定第１号 決

算認定についての討論及び採決は、全ての該当項目への質疑が終了した後に行います。 
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   それでは、順次審議いたします。 

   最初に、消防本部の所管です。 

   認定第１号 平成 27 年度那珂市各種会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたし

ます。一般会計の所管部分について説明を願います。 

   まず、消防本部、お願いします。 

消防本部総務課長 消防本部総務課の課長の飛田でございます。外６名が出席しております。

よろしくお願いいたします。着座にて失礼します。 

   消防費、１目から４目についてご説明いたします。 

   決算書 180ページをお開き願います。 

   よろしいでしょうか。 

   ８款消防費、１項消防費、１目常備消防費、支出済額８億 6,631 万 6,778 円、不用額

678 万 3,222 円。不用額でございますが、３節職員手当等で災害減少と広域訓練の中止、

11 節需用費で燃料費、光熱水費の不用額と通信指令室のバッテリー交換の不用、以上が

主なものでございます。 

   次に、184ページをお開き願います。 

   ２目非常備消防費、支出済額 3,342万 7,806円、不用額 225万 9,194円。不用額でござ

いますが、９節旅費で、災害減少による費用弁償の不用額が主なものでございます。 

   次に、186ページをお開き願います。 

   ３目消防施設費、支出済額 5,442万 5,583円、不用額 100万 8,417円。不用額でござい

ますが、15節工事請負費で、消防団詰所移設工事入札差額が主なものでございます。 

   次に、同ページ、４目水防費、支出済額 16万 8,368円、不用額１万 1,632円です。 

   その他、決算書記載のとおりでございます。 

   以上でございます。 

委員長 これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

   ありませんか。 

     （なし） 

委員長 質疑を終結いたします。 

   以上で消防本部所管の審議を終了いたします。 

   暫時休憩いたします。執行部の入れかえをお願いします。 

     休憩（午前 11時 32分） 

     再開（午前 11時 34分） 

委員長 再開いたします。 

   税務課と収納課が出席しました。 

   認定第１号 平成 27 年度那珂市各種会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたし
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ます。 

   一般会計の所管部分の歳入について、一括して説明を願います。 

税務課長 税務課長大内外３名が出席しております。 

収納課長 収納課長柴田外２名出席しております。 

税務課長 では、決算書の 16、17ページをお開きください。 

   款項、収入済額の順にご説明いたします。 

   １款市税、１項市民税、収入額 28 億 9,912 万 6,564 円、収納率は 94.6％です。前年と

比較いたしまして 1.3ポイントの増でございます。市民税については、個人市民税と法人

市民税の合計額になっております。２項固定資産税、収入済額 29 億 9,361 万 607 円、収

納率は 93.8％です。前年と比較いたしまして 1.2 ポイントの増でございます。固定資産

税と国有資産等所在市町村交付金及び納付金の合計額になっております。 

   ３項軽自動車税、収入済額１億 3,142万 6,518円、収納率は 89.5％でございます。前年

と比較いたしまして 0.7 ポイントの増でございます。４項市たばこ税、収入済額４億 565

万 594 円、収納率は 100％でございます。収入済額は 114 万 5,636 円、前年度と比較いた

しまして減となっております。５項都市計画税、収入済額３億 707万 5,463円、収納率は

93.8％、前年と比較いたしまして 1.2ポイントの増でございます。 

   以上で歳入の説明を終わります。 

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。 

     （なし） 

委員長 質疑を終結いたします。 

   次に、一般会計の所管部分の歳出について一括して説明を願います。 

   課長。 

税務課長 決算書 88ページ、89ページをごらんください。 

   市税等過誤納還付金でございます。諸費でございますので、右側の備考欄の丸印、上か

ら４番目に記載されております。 

   市税等過誤納還付金 2,730 万 2,810 円、平成 26 年度と比較いたしまして 406 万 5,285

円の減でございます。過誤納還付金の内容は、主に納税者が納付した市税の課税取り消し、

減額更正による市税の還付金でございます。 

   続きまして、90ページ、91ページをごらんください。 

   款項目、支払済額の順にご説明申しあげます。 

   ２款総務費、２項徴税費、支出済額２億 3,645万 334円、１目税務総務費、支出済額１

億 6,125万 7,218円。税務総務費は職員の人件費、税務総務事務費、固定資産税評価委員

会設置事業、この固定資産税評価委員会設置事業につきましては、総務課の所管でござい

ます。 
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   以上の３事業になっております。 

   税務総務費の不用額は 567万 2,782円でございます。主なものは職員の人件費と税務総

務費の執行残でございます。 

   続きまして、90ページ、91ページの中段をごらんください。 

   ２目賦課徴収費、支出済額 7,519万 3,116円。賦課徴収費は、賦課事務費、徴収事務費、

固定資産税課税台帳整備事業の３事業でございます。賦課徴収費の不用額は 336 万 5,884

円でございます。主なものといたしまして、需用費で印刷製本費 79 万 1,998 円、役務費

で郵送料 85万 72円等が主なものでございます。 

   以上で歳出の説明を終わります。 

委員長 以上で歳出の説明終わりました。 

   質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   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。 

     休憩（午前 11時 40分） 

     再開（午前 11時 41分） 

委員長 再開いたします。 

   財政課が出席いたしました。 

   平成 27 年度那珂市一般会計決算の歳入の所管部分について、一括して説明を願います。 

   財政課。 

財政課長 財政課長の茅根です。外３名の職員が出席しております。どうぞよろしくお願いし

ます。 

   16ページをお願いいたします。 

   款項、収入済額の順に読み上げてまいります。 

   下のほうになります。 

   ２款地方譲与税、１項地方揮発油譲与税 8,123万 9,000円。 

   18ページをお願いします。 

   ２項自動車重量譲与税１億 8,620万 9,000円、３項地方道路譲与税３円です。 

   ３款利子割交付金、１項利子割交付金 945万 8,000円。 

   ４款配当割交付金、１項配当割交付金 3,567万 4,000円。 

   ５款株式譲渡所得割交付金、１項株式等譲渡所得割交付金 3,474万 5,000円。 

   20ページをお願いします。 

   ６款地方消費税交付金、１項地方消費税交付金８億 7,284万 7,000円。 

   ７款ゴルフ場利用税交付金、１項ゴルフ場利用税交付金 163万 2,927円。 

   ８款自動車取得交付金、１項自動車取得税交付金 4,892万 9,000円。 
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   ９款地方特例交付金、１項地方特例交付金 3,140万 2,000円。 

   22ページをお願いいたします。 

   10款地方交付税、１項地方交付税 45億 329万円です。 

   11款交通安全対策特別交付金、１項交通安全対策特別交付金 752万 8,000円。 

   12款分担金及び負担金、１項負担金２億 8,764万 2,802円です。収入未済額につきまし

ては、保育所の保育料となっております。 

   24ページをお願いいたします。 

   13款使用料及び手数料、１項使用料１億 7,602万 9,108円。収入未済額につきましては、

市営住宅の家賃等になっております。 

   26ページをお願いいたします。 

   ２項手数料 3,460万 9,286円。 

   28ページをお願いいたします。 

   14款国庫支出金、１項国庫負担金 17億 1,105万 3,689円。 

   30ページをお願いいたします。 

   ２項国庫補助金５億 6,222万 4,400円。 

   34ページをお願いいたします。 

   ３項委託金 1,481万 9,492円。 

   15款県支出金、１項県負担金７億 6,006万 1,398円。 

   36ページをお願いいたします。 

   ２項県補助金４億 4,793万 3,555円。 

   42ページをお願いいたします。 

   ３項委託金１億 429万 1,296円。 

   44ページをお願いいたします。 

   16款財産収入、１項財産運用収入 1,542万 9,072円。 

   46ページをお願いいたします。 

   ２項財産売り払い収入 2,534万 6,161円。 

   17款寄附金、１項寄附金 3,529万 9,409円。 

   48ページをお願いします。 

   18款繰入金、１項繰入金 8,264万 8,761円。 

   19款繰越金、１項繰越金６億 7,925万 7,013円。 

   20 款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料 2,637 万 8,688 円、２項市預金利子 48 万

8,981 円、３項貸付金元利収入 1,311 万 2,385 円。収入未済額につきましては、高齢者住

宅整備資金、高額療養費貸付金、奨学資金となっております。 

   52ページをお願いいたします。 

   ４項雑入３億 9,592万 321円。収入未済額につきましては、学校給食費、生活保護返還
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金となっております。 

   54ページをお願いいたします。 

   21款市債、１項市債 16億 7,238万 1,000円。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

   助川委員。 

助川委員 47 ページのふるさとづくり寄附金に関しての、これ調書のほうでは平成 27 年度

3,474 万 7,000 円になっているけれども、この金額と合わないような気がするんだけれど

も。 

委員長 課長。 

財政課長 失礼いたしました。 

   資料のほうを訂正させていただきます。金額が 3,513万 1,000円となります。 

   失礼いたしました。 

助川委員 わかりました。 

委員長 よろしいですか。 

   笹島委員。 

笹島委員 23 ページなんですけれども、12 番かな、これ分担金及び負担金、これは、先ほど

言っていました保育所の未収金。 

財政課長 はい。 

笹島委員 これ、そうすると不納欠損は 150万円くらいしてしまって、収納未済が 700万円か

らあるわけだ。これふえているの。 

委員長 課長。 

財政課長 横ばいの状態でございます。 

委員長 笹島委員。 

笹島委員 どういう対処方法か考えているのかな、これやっているのかな。何かやらなければ

このまま膨れ上がってきますよね。 

委員長 笹島委員、これはね、所管が違う。こども課のほうになってしまうのかな、これは。 

財政課長 はい。 

委員長 教育厚生のほうになってしまう。 

笹島委員 いや、長年教育厚生やっていたから。 

委員長 それでは、すみません。所管が違うということでお願いします。 

   その外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。 

   次に、歳出の所管部分について、まず２款総務費について説明を願います。 

財政課長 66ページをお願いいたします。 

   款項目、支出済額の順に読み上げてまいります。 

   ２款総務費、１項総務管理費、３目財産管理費 1,177万 7,239円。 

   68ページをお願いいたします。 

   ５目財産管理費 9,064万 7,940円。不用額につきましては、燃料費、光熱水費となって

おります。 

   88ページをお願いいたします。上段になります。 

   13目財政調整基金４億 1,007万 7,000円、14目諸費、このうち 89ページ、備考欄の一

番下になりますふるさと寄附金「ふるさとの便り」事業 1,434万 7,630円になります。 

   以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

   質疑ございませんか。 

   笹島委員。 

笹島委員 ふるさと寄附金、ふるさと便り事業というのは何でしたか、すみません。 

委員長 課長。 

財政課長 ふるさと納税をいただいた方に返礼品を送る事業でございます。 

委員長 笹島委員。 

笹島委員 もう１回、耳が遠いんでもう１回、すみません。 

委員長 課長、お願いします。 

財政課長 ふるさと納税をいただいた方に返礼品をお送りする事業でございます。 

委員長 その外ございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、次に 11款公債費、12款諸支出金、13款予備費について説明をお願いいた

します。 

財政課長 244ページをお願いいたします。 

   11 款公債費、１項公債費、１目元金 14 億 9,129 万 8,195 円。２目利子１億 8,680 万

8,752 円。３目公債諸費ゼロ円。不用額といたしましては、予算で設定した借り入れ利子

よりも低く借り入れたことによります。 

   12款諸支出金、１項普通財産取得費、１目土地取得費ゼロ円。 

   246ページをお願いいたします。 

   ２項土地開発基金繰出金、１目土地開発基金繰出金ゼロ円。 

   13款予備費、１項予備費、１目予備費ゼロ円。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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委員長 質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。ご苦労さまでした。 

  それでは、再開を午後１時といたします。 

     休憩（午前 11時 56分） 

     再開（午後１時 00分） 

委員長 それでは、再開をいたします。 

   総務課と瓜連支所が出席いたしました。 

   議案第 68 号 那珂地方公平委員会規約の一部を変更することに関する関係地方公共団

体の協議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。 

総務課長 総務課長の川田でございます。以下３名が出席しております。よろしくお願いいた

します。 

瓜連支所長 瓜連支所長の寺門です。以下１名が出席しております。よろしくお願いいたしま

す。 

委員長 執行部、説明をお願いします。 

総務課長 それでは、議案書の７ページをお開きいただきたいと思います。 

   議案第 68 号 那珂地方公平委員会規約の一部を変更することに関する関係地方公共団

体の協議について。 

   地方自治法（昭和 22年法律第 67号第 252条の７第２項）の規定により、那珂地方公平

委員会規約（昭和 44 年公平委員会規約第１号）の一部を別紙のとおり変更することにつ

いて、同法第 252条の７第３項において準用する同法第 252条の２の２第３項の規定によ

り、議会の議決を求める。 

   平成 28年８月 30日提出。那珂市長。 

   提案理由でございますけれども、現在、那珂市におきましては公平委員会は単独で設置

をしておらず、共同設置をしているというところでございます。その公平委員会の事務に

つきましては、４年ごとに持ち回りで行う旨の申し合せがございまして、このたび 10 月

１日から事務局を東海村から常陸大宮市に移すことに伴いまして、規約の一部を変更する

というものでございます。 

   続きまして、８ページになりますが、それが規約の一部を変更する規約でございます。 

   ９ページ、こちらが新旧対照表でございます。左側が変更後、右側が現行です。こちら

に下線が引いてあると思いますが、東海村長、それから東海村条例、東海村役場といった

ような文言を常陸大宮市長、常陸大宮市条例、常陸大宮市役所等に変更するということで

ございます。 
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   この規約の施行期日は、平成 28年 10月１日からということになっております。 

   以上でございます。 

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。 

     （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 討論を終結いたします。 

   これより議案第 68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 68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、認定第１号 平成 27 年度那珂市各種会計歳入歳出決算の認定について、

まず１款議会費について説明をお願いいたします。 

   課長。 

総務課長 それでは、決算書の 58ページをお開きいただきたいと思います。 

   １款議会費、１項議会費、１目議会費、支出済額２億 3,011万 3,831円。不用額のうち

主なものを申しあげますと、９節旅費でございますが、こちらが 240万円余残額がありま

す。こちらが議会研修事業の旅費等の残です。 

   それから、19 節負担金、補助及び交付金、こちらが 221 万円余ございますが、こちら

は議会運営事業の政務活動費等の残ということになっております。 

   以上でございます。 

委員長 これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 ないようですので、それでは、続いて総務課と瓜連支所の所管を一括して説明をお願

いいたします。 

   課長、お願いいたします。 

総務課長 それでは、60ページをお開きいただきたいと思います。 

   ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、支出済額 11 億 2,790 万 1,915 円です。

不用額のうち主なものを申しあげますと、１節の報酬、こちらが 328万円ほど残っており

ます。こちらの理由は、嘱託員の報酬を予備としてとっていた分を使わなかったというこ

とでございます。 
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   それから、７節の賃金でございますが、こちらが 522万円ほど残っております。こちら

につきましては、産休代替等の臨時職員の賃金を予備でとっていたものを支出しなかった

という理由によるものでございます。 

   それでは、続きまして、88ページをお開きいただきたいと思います。 

   上から２番目、14目諸費でございます。こちらが支出済額が 5,415万 9,992円でござい

ます。このうち備考欄の上から２段目のところ、諸費事務費、それから３番目のところの

自衛官募集事業、こちらが総務課の所管事業となっております。 

   14目につきましては以上です。 

   続きまして、90ページ、次のページをお開きいただきたいと思います。 

   一番上のところ、２項徴税費、１目税務総務費、支出済額１億 6,125万 7,218円、この

うち備考欄の上から３段目のところの固定資産評価審査委員会設置事業、こちらが総務課

の所管の事業となっております。 

   続きまして、94ページをお開きいただきたいと思います。 

   中段のところ、４項選挙費、１目選挙管理委員会費、支出済額 898万 3,977円でござい

ます。 

   続きまして、次のページ、96 ページ、２目選挙啓発費、支出済額 19 万 7,100 円でござ

います。３目那珂市議会議員一般選挙費、支出済額 2,344万 452円でございます。こちら

の目のうち不用額として多いものは、13 節の委託料、こちらが 196 万円余残っておりま

す。こちらにつきましては、ポスター掲示場設置及び撤去の入札の差金等が残として残っ

たものでございます。 

   それから、19 節負担金、補助及び交付金、こちらが 528 万 8,000 円ほど残額として残

っておりますけれども、こちらにつきましては、選挙公営費ですけれども、当初予算にお

きまして 27名予定をしておりましたが、実際のところ 20名の立候補ということで、こち

らは 520万円ほど不用として残ったものでございます。 

   続きまして、４目那珂市農業委員会委員一般選挙費、こちらが支出済額ゼロ円でござい

ます。こちらにつきましては、農業委員会法の改正によりまして、農業委員の選出方法が

公選制から市町村長の任命制に変更になったということで、選挙が行われないということ

で、３月議会におきまして、全額補正で減をしたというところでございます。 

   総務課の所管につきましては以上でございます。 

委員長 支所のほうは。 

瓜連支所長 決算書の 86ページをお開き願います。 

   ２款総務費、１項総務管理費、12目支所費、支出済額 4,008万 4,149円でございます。 

   以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。 
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   質疑ございませんか。 

   小宅委員。 

小宅委員 89 ページなんですけれども、今年那珂市の自衛官の就職率というか、何人ぐらい、

実績はどうですか。 

委員長 総務課長。 

総務課長 お答えいたします。 

   28 年２月 23 日現在なんですけれども、志願者は、一般幹部候補生から、あとは陸上自

衛隊高等工科学校まで幅広くあるんですが、実際のところ、ちょっとすみません、今計算

します。 

小宅委員 人数でいいですよ。 

総務課長 34名志願した中で、実際に入隊されたのは２人ということです。 

   以上でございます。 

委員長 小宅委員。 

小宅委員 それは不合格だったということなんですか。それとも、受かったけれども入隊はし

なかったということですか。 

委員長 課長。 

総務課長 詳しい状況はちょっとあれですけれども、資料の中では、合格者数と、あとは入隊

予定者数とちょっとありまして、合格者数については、おそらくその２人ということなの

で、合格イコール入隊だと思われます。合格したけれども入隊がないということはないと

思われます。 

委員長 小宅委員。 

小宅委員 結構狭き門ということですよね。 

委員長 課長。 

総務課長 この数字を見ますと、そういう状況かなというふうには思います。 

委員長 外に質疑ございませんか。 

   笹島委員。 

笹島委員 87ページなんですけれども、瓜連支所費が当初 4,000万円のところが不用額が 260

万円かな。これは人件費ですよね。 

委員長 所長。 

瓜連支所長 臨時職員の賃金でございます。額が 163万 5,000円。 

   以上です。 

委員長 笹島委員。 

笹島委員 もう１回ちょっと、耳が遠いもんですから。 

瓜連支所長 不用額ですけれども、７節賃金の 163万 5,000円でございます。 

   以上です。 
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委員長 笹島委員。 

笹島委員 すみません、支出額 4,000万円で不用額 260万円じゃない。 

瓜連支所長 不用額は 263万 9,851円でございますが、その主なものといたしまして、賃金の

163万 5,000円になっております。 

委員長 笹島委員。 

笹島委員 そうすると、この賃金は、人が臨時社員か正社員か知らないですけれども、少なく

なったということですか。 

委員長 支所長。 

瓜連支所長 当初予算で臨時職員２名を計上いたしましたが、１名分が外の課の予算で支払っ

たということで、163万 5,000円の残が出たということです。 

委員長 笹島委員。 

笹島委員 じゃ、外の課というのは、瓜連支所じゃないところの課という意味ですか。 

委員長 支所長。 

瓜連支所長 はい、そうでございます。 

笹島委員 じゃ、瓜連支所のほうで雇ったけれども、実際違う課に、本庁のほうに行ってしま

ったと、そういうあれ。 

委員長 支所長。 

瓜連支所長 予算なんですけれども、支所のほうで２名分を計上いたしました。実際に２名臨

時職員が勤務したわけですけれども、１名分は支所のほうの予算じゃなくて、外の課の予

算で支出されたということでございます。 

   以上です。 

委員長 笹島委員。 

笹島委員 何でなんだろう。 

委員長 執行部。 

総務課長 お答えいたします。 

   もともと総務課の予算で、総務課のほうでは、当然先ほどご説明したとおり、産休代替

とかいろんな部分で大目に当然臨時職員の賃金は予算はとっておりますけれども、当初こ

ちらの本庁で雇っていた職員をですね、その方を瓜連支所に１人必要だということで、そ

ちらに配置がえをしたと。総務で予算をとっていた部分もございますので、途中で支所の

経費から支出するのではなくて、そのまま総務課のほうの予算から、その方の分を支出し

たということで、支所費のほうで２人分は計上していましたけれども、１人分は支出しな

かったということになります。 

委員長 笹島委員。 

笹島委員 じゃ、分けていないんだ、支所は支所、本庁は本庁という、その支所運営事業費、

本庁の運営事業費と分けていないんだ、そのあれは。要するに人件費も絡んでね、一般論
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ではそういう分け方しますよね。 

委員長 課長。 

総務課長 基本的には、当然事業ごとというか、それごとに分けるんですけれども、年度の途

中でちょっと配置がえをしたという部分もございますので、厳密にやれば、その配置がえ

したときから支所費で出すべきだったんでしょうけれども、同じ総務部管内でもありまし

たので、総務部というか、総務課のほうから、年度の途中の分はそのまま総務課のほうで

支払いをしたということです。 

委員長 よろしいですか。 

   外に質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

     休憩（午後１時 17分） 

     再開（午後１時 18分） 

委員長 再開いたします。 

   行財政改革推進室が出席いたしました。 

   認定第１号 平成 27 年度那珂市各種会計歳入歳出決算の認定について、所管部分の説

明をお願いいたします。 

行財政改革推進室長 行財政改革推進室でございます。室長の大森と総括補佐の平野が出席し

ております。よろしくお願いいたします。 

   座ったままで失礼させていただきます。 

   決算書の 54、55ページをお開きください。 

   まず、歳入の部でございます。 

   20 款の諸収入、４項雑入、４目雑入、備考欄の中で中ほど、広告掲載料 111 万円、動

画広告放映料 33万 6,880円、広告マット設置料 31万 4,928円、広告つき市内案内板設置

料 24万円が行革室の所管でございます。 

   続いて、70ページ、71ページをお開きください。 

   こちらが歳出になります。 

   ２款総務費、１項総務管理費、６目企画費、支出済額２億 4,713万 6,678円、このうち

行革室の所管は備考欄の下から２番目、行財政改革推進事業７万 3,600円。こちらは、行

財政改革懇談会員の報償費でございます。 

   続いて一番下、行政評価システム推進事業 46 万 3,772 円、備考の欄は次のページにま

でまたがってございます。こちらは、外部評価及び市民アンケートに要した経費でござい

ます。 

   続きまして、100ページ、101ページをお開きください。 
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   ２款総務費、６項監査委員費、１目監査委員費、支出済額 920万 6,147円。 

   備考欄をごらんください。 

   職員人件費 869万 2,856円は監査委員事務局職員１名分の人件費でございます。監査委

員設置事業 51万 3,291円は、監査委員への報酬が主な経費でございます。 

  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 これで質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 質疑を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

     休憩（午後１時 18分） 

     再開（午後１時 22分） 

委員長 再開いたします。 

   秘書広聴課が出席いたしました。 

   認定第１号 平成 27 年度那珂市各種会計歳入歳出決算の認定について、所管部分の説

明をお願いいたします。 

   課長。 

秘書広報課長 秘書広聴課の小橋です。外４名が出席しております。よろしくお願いいたしま

す。 

   決算書は 62ページになります。 

   ２款総務費、１項総務管理費、２目秘書広聴費、支出済額が 2,406万 9,099円、不用額

が 247 万 4,901 円です。不用額の節ごとの内訳は 65 ページにあるとおりなんですが、そ

の中で 11節需用費で 74万 8,143円の不用額が出ております。広報事業のほうで、広報紙

に係る印刷製本費に差額が出たことで不用額が出ております。 

   説明は以上です。 

委員長 説明は終わりました。 

   これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

     休憩（午後１時 24分） 

     再開（午後１時 25分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

   政策企画課が出席いたしました。 
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   認定第１号 平成 27 年度那珂市各種会計歳入歳出決算の認定について、所管部分の説

明をお願いいたします。 

   政策企画課長。 

政策企画課長 政策企画課長の篠原です。外４名が出席しております。よろしくお願いいたし

ます。 

   それでは、決算書の 70ページのほうをお願いいたします。 

   款項目、支出済額の順に読み上げてまいります。 

   ２款総務費、１項総務管理費、６目企画費２億 4,713万 6,678円。 

   71 ページの企画事務費から 75 ページの中段になりますが、まち・ひと・しごと情報発

信事業まで、これは 15事業ございますが、先ほど行革のほうでありました 71ページの行

政改革推進事業、それから、行政評価システム推進事業については行革の担当となります。 

   主な不用額約 1,005 万円ほどございます。主な不用額の内訳でございますが、11 節の

需用費、こちら約 227万円ほどございますが、こちらにつきましては、パソコン、プリン

ター等の修理台数、当初は 50 台ほど見込んでございましたが、見込んでいた台数よりも

少なかったということで、約 140万円ほどの残が生じたものでございます。 

   また、13 節の委託料でございますが、約 225 万円ほどございます。こちらは昨年度策

定をいたしましたまち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に係る支援業務の入札差金等が

140万円ほどございましたので、この残額となってございます。 

   続きまして、98ページをお願いいたします。 

   ２款総務費、５項統計調査費、１目統計調査総務費 993万 6,565円。職員１名分の人件

費及び統計調査の事務費等でございます。２目各種統計調査費 1,590 万 5,025 円。101 ペ

ージにございます、５年に一度の国勢調査費、こちらが約 1,500万円ほど、こちらが主な

事業費となってございます。 

   続きまして、156ページをお願いいたします。 

   ６款商工費、１項商工費、２目商工振興費でございますが、157 ページの一番下でござ

います。企業立地促進事業、決算額が 76 万 4,176 円、こちらが政策企画課のほうで所管

する事業となってございます。 

   説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

   小宅委員。 

小宅委員 企業立地推進事業なんですけれども、今年の成果は、例年と比べていかがでござい

ますでしょうか。 

委員長 課長。 

政策企画課長 昨年につきましては、約１万 1,000 社ほどのアンケートを 27 年の７月から９
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月にかけまして行っていただきました。アンケートの内容は、新設・移転予定があるかと

か、その際に重視する点は何かというようなアンケート項目となってございます。具体的

に、その際、どういった市町村を選ぶかという中では、那珂市を含め 164件ほど「興味が

ある」というふうに示したところでございます。その中で、那珂市限定ということになり

ますと、そのうち８件が那珂市に一応、何ていうんでしょうか、移転予定というか、触手

というか、あるというような回答でございました。 

   ただし、アンケートを実施した会社のほうからそちらのほうに直接問い合せたところ、

将来的にはまだ実現は難しいというような回答があって、よく言われるトップセールスの

ところまでは至っていない。だから、現実的に申しますと、実際にはゼロ件というような

形にはなってございます。成果はないという形になってございます。 

委員長 小宅委員。 

小宅委員 今年からアプローチをする会社というのは変えるという話だったと思うんですけれ

ども、それは。 

政策企画課長 それは 28 年度について、若干方法を変えて、那珂西部工業団地に関連する企

業についてリサーチしようということで、今年度の事業としてやってございます。そちら

については、成果のほうはまだ結果として出てはおりません。 

小宅委員 わかりました。 

委員長 外に質疑ございませんか。 

   よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   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 再開いたします。 

   市民協働課が出席いたしました。 

   認定第１号 平成 27 年度那珂市各種会計歳入歳出決算の認定について、所管部分の説

明をお願いいたします。 

市民協働課長 市民協働課長の桧山と申します。外２名が出席しております。よろしくお願い

いたします。 

   着座にて失礼いたします。 

   お手元の決算書 74ページをお開き願います。 

   ２款総務費、１項総務管理費、７目コミュニティ費、支出済額 277万 4,068円です。不

用額の主なものですが、需用費では所管する施設の電気料の残金、役務費では単独の地区

交流センターにおいて、一般電話から光電話に変更したための電話料金の残金、委託料で



－36－ 

は各コミセンにおいて夜間施設管理委託の残金になります。 

   続きまして、82ページをお開き願います。 

   同じく２款総務費、１項総務管理費、８目男女共同参画推進費、支出済額 204万 172円

でございます。 

   同じく 82ページになります。 

   ２款総務費、１項総務管理費、９目国際市民交流費、支出済額 563万 4,057円でござい

ます。不用額で主なものは、国際交流推進事業におきまして、海外に行くための旅費が安

く済んだことと、使用料及び賃借料のバス借り上げ料の入札差金によるものでございます。 

   以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。 

   助川委員。 

助川委員 75 ページの常陸鴻巣駅ふれあい駅舎管理事業の件なんですが、昨年よりもこれ委

託料 10万円アップされていると思うんだけれども、その理由についてお伺いします。 

委員長 執行部。 

市民協働課長補佐 お答えいたします。 

   平成 27 年度より常陸鴻巣駅の指定管理料ということで、３年間で契約しております。

前回までは年間 130 万円の指定管理料で行っておりましたが、平成 27 年度より３年間で

年間 140万円という指定管理料ということで契約をしております。 

委員長 助川委員。 

助川委員 その理由はどういう理由で 10万円アップですか。 

市民協働課長補佐 電気料の光熱費の高騰ということで 10 万円アップをさせていただいてお

ります。 

委員長 助川委員。 

助川委員 ふれあい駅舎の管理事業というのは、この事業に関しての収入というか、それはど

ういう理由、あるの、これ収入は。 

委員長 課長。 

市民協働課長 収入は使用料になります。 

助川委員 全て。それ金額はいくらですか。 

市民協働課長 ３万円弱ですね、２万 7,700円です。 

委員長 助川委員。 

助川委員 市民の皆さんからの使用料、これ。全額。 

市民協働課長 使用する団体と全てでございます。 

委員長 助川委員。 

助川委員 そうすると、決算書ではこれ使用料及び賃借料となっているけれども、３万円が使
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用料では、２万 3,800円は賃借料、それはどの部分なんですか。 

委員長 課長。 

市民協働課長 こちらの使用料は市のほうに入ってくるんではなくて、委託してありますワー

キング委員会のほうに入ってくるというようなことでございますので、市の決算書のほう

には出てきておりません。 

   以上でございます。 

委員長 助川委員。 

助川委員 そうすると、そのワーキング委員会さんのほうに使用料及び賃借料は全て全額入っ

てしまうということですか。 

委員長 課長。 

市民協働課長 その施設の使用料に関しては全額、ワーキング委員会のほうに入るということ

になっております。 

委員長 助川委員。 

助川委員 賃借料というのは何なの、これ。 

委員長 執行部。 

市民協働課長補佐 お答えいたします。 

   こちら鴻巣ふれあい駅舎は一部ＪＲの土地をお借りしておりまして、それの土地の使用

料でございます。ＪＲにお支払いする使用料でございます。 

委員長 助川委員。 

助川委員 これは、ワーキング委員会さんというのは、芳野ふれあい農園さんもやっています

よね。それと一緒なの、これ会計のほうは。別になっているの。 

委員長 執行部。 

市民協働課長 別でございます。一般の部分と、このふれあい駅舎のほうは別で会計を作成し

ております。別会計だと思います。 

委員長 助川委員。 

助川委員 そうすると、ふれあい農園さんのほうに委託料が上乗せになっているということで

はないんだね、別では。 

委員長 執行部。 

市民協働課長 別でございます。 

委員長 助川委員。 

助川委員 そうすると、鴻巣駅ふれあい駅舎管理事業だけで電気料等はじめ光熱費で 10 万円

アップの計算なんで、委託料を 10万円アップしたということなんですか。 

委員長 執行部。 

市民協働課長補佐 そうです。 

委員長 いいですか。 
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  笹島委員。 

笹島委員 今の言っていた指定管理者制度というのは、契約は３年か５年かわからないんです

けれども、それで、まず収入は自分で得なければいけないよね、切符代か何か知らないけ

れどもさ。集会所の料金とか何かいろいろあるでしょう。そうすると、そちらで、今言っ

ていた補助をしてあげるわけですよね、ある程度。全部でやっていけないから、ワーキン

グ委員会というね。その今言っていた、先ほど 10 万円電気代がアップしたからというこ

とは、契約のあれでは入っていないですよね。契約の中でいくらいくら補助するという、

３年間のあれで契約しているんでしょう、ワーキング委員会に対して。それで、相手が自

分のところで収入を得て、でないと指定管理制度というのはあり得ないよね。その制度と

いうのはね。要するに市が、今言っていた指定管理者に対して支払うわけでしょう。向こ

うでプラスかマイナスかはわかりませんけれども、向こうで管理することであって、向こ

うの 10 万円が支払うわけで、市のほうは、その契約の中で年間どのくらいということで

決めていますよね。それでやっているはずなんだけれども、そこで 10 万円電気料がアッ

プしたからということはあり得ないよね、契約の中ではね。それどういう契約になってい

るの、それは。 

委員長 執行部。 

市民協働課長 26 年度で契約が終わりまして、新たに 26 年、昨年度から３年間の契約になっ

ております。その中で今の諸事情を勘案して 10 万円ほど上げたと、市のほうで上げたと

いうことになっております。 

   以上でございます。 

委員長 笹島委員。 

笹島委員 更新したわけだね。それで 10 万円上げたということで。その途中じゃないんだね。

わかりました。 

委員長 よろしいですか。 

   外に質疑ございませんか。 

   ありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

     休憩（午後１時 42分） 

     再開（午後１時 43分） 

委員長 それでは、再開をいたします。 

   市民課が出席いたしました。 

   議案第 69号 那珂市印鑑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。 
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市民課長 市民課長の関です。外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、着座にて説明申しあげます。 

   議案書は 11ページをお願いいたします。 

   議案第 69号 那珂市印鑑条例の一部を改正する条例でございます。 

   那珂市印鑑条例（昭和 53 年那珂町条例第２号）の一部を改正する条例を別紙のとおり

制定するものとする。 

   平成 28年８月 30日提出。那珂市長。 

   提案理由でございます。 

   個人番号カード、いわゆるマイナンバーカードを用いてコンビニエンスストア等に設置

されております多機能端末機から各証明書を交付する事業を平成 29 年１月から開始する

ことに伴いまして、印鑑登録証を提示することなく、マイナンバーカードを用いて多機能

端末機から印鑑登録証明書を交付できる規定を設けるため、那珂市印鑑条例の一部を改正

するものでございます。 

   次のページの 12ページがその条例でございます。 

   第 13 条といたしまして、新たにコンビニエンスストアにおける印鑑登録証明書の交付

について定めております。 

   次のページからが新旧対照表と概要でございます。 

   説明は以上でございます。 

委員長 これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

   笹島委員。 

笹島委員 そうすると、今度は印鑑証明書は、印鑑証明書カードというのを持っていたでしょ

う、あれは使えなくなってしまうのかな。そうすると、今度は新たにマイナンバーカード、

ＩＣカードをつくらなければいけないの。 

委員長 執行部。 

市民課長 従前の印鑑登録証明書につきましては、窓口で印鑑登録証明書をとるときにお使い

いただけます。今回のマイナンバーカードは、コンビニで証明書をとるときにお使いいた

だけます。ですので、使い方を分けていただきたいと思います。 

委員長 中﨑委員。 

中﨑委員 市役所で印鑑登録証明でカードでとるのと、マイナンバーカードでコンビニでとる

のは、料金的にはどうなの、変りなしですか。 

委員長 執行部。 

市民課長 料金につきましては 300円で変りございません。 

委員長 外に質疑ございませんか。 

   笹島委員。 
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笹島委員 これ印鑑証明書、住民票とか戸籍抄本、謄本は構わないけれども、大丈夫かな、コ

ンビニでこうとって、悪用されないかな。 

委員長 課長。 

市民課長 印鑑登録書をとるために、マイナンバーカードと暗証番号が必要になりますので、

外の方が登録ということはないと思いますので、大丈夫だというふうに思っております。

全国的にも今のところそういうトラブルは起きていないというふうに聞いてございます。 

委員長 笹島委員。 

笹島委員 すみません、トラブルは起こっていないと言っているけれども、始まったばっかり

なんですけれども。うそは言ってはだめですよ。 

委員長 よろしいですか。 

   外にございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   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 69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 69 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 70 号 那珂市手数料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。 

市民課長 15ページをお開き願います。 

   議案第 70号 那珂市手数料条例の一部を改正する条例でございます。 

   那珂市手数料条例（平成 12年那珂市那珂町条例第 29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８月 30日提出。那珂市長。 

   提案理由でございます。 

   マイナンバーカードを用いてコンビニエンスストアに設置されている多機能端末機から

各種証明書を交付する事業を平成 29 年１月から開始することに伴いまして、多機能端末

機から交付される各種証明書の交付手数料については、那珂市手数料条例第６条第１項に

基づく免除の規定が適用されないことのただし書きを加えるため、那珂市手数料条例の一

部を改正するものでございます。 
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   次の 16ページからが改正条例、17ページが新旧対照表、18ページが概要となっており

ます。 

   17ページの新旧対照表をお開き願います。 

   改正後（案）をごらん願います。 

   第６条にただし書きを加えまして、コンビニ交付においては免除の規定が適用されない

旨の規定としております。 

   説明は以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

     （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 討論を終結いたします。 

   これより議案第 70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 70 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、認定第１号 平成 27 年度那珂市各種会計歳入歳出決算の認定について、

所管部分の説明をお願いいたします。 

市民課長 それでは、歳入歳出決算書の 92ページをお開き願います。 

   ２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費、支出済額１億 717万

9,036 円でございます。繰越明許費が 1,308 万 9,000 円でございます。こちらは個人番号

カード交付等事業の国庫補助金を繰り越したものでございます。 

   次のページの 94ページをお願いいたします。 

   ２款総務費、２項戸籍住民基本台帳費、２目一般旅券発給費 247万 204円でございます。 

   次に、136ページをお開き願います。 

   ２款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費 9,855万 5,658円でございます。 

   こちらで市民課の所管事務は 139ページをお願いいたします。上から２つの事業になり

ます。 

   聖苑管理事業 1,019万 7,078円、聖苑運営事業 4,382万 4,690円でございます。主な不

用額といたしましては、需用費の修繕費について 120万円の入札差金等がございます。 

   以上でございます。 
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委員長 以上で説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

     休憩（午後１時 52分） 

     再開（午後１時 54分） 

委員長 再開いたします。 

   環境課が出席いたしました。 

   議案第 71号 那珂市ペット霊園の設置等に関する条例を議題といたします。 

   執行部より説明をお願いいたします。 

環境課長 環境課、課長の小澤です。外２名が出席しております。よろしくお願いいたします。 

   座って説明させていただきます。 

   議案書の 19ページをお開き願います。 

   議案第 71号 那珂市ペット霊園の設置等に関する条例でございます。 

   本条例につきましては、６月の第２回定例会常任委員会でご説明申しあげましたとおり、

各地でペット霊園が設置されていることから、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、支障なく設置及び管理が行われる

ための措置を講ずるための条例を制定するものでございます。 

   条文並びに概要につきましては、前回ご説明申しあげておりますので、割愛させていた

だきますが、よろしいでしょうか。 

   それでは、26ページをお開き願います。 

   前回のご説明で、７月にパブリックコメントを実施予定と申しあげましたが、その点で

すが、パブリックコメントを７月 11日から７月 31日にしましたところ、１団体から意見

の提出がありました。しかし、条例の変更、修正はありませんので、今後のスケジュール

といたしましては、予定どおり９月に公布し、平成 29 年１月施行で進めてまいりたいと

思っております。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 それでは、これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

   小宅委員。 

小宅委員 パブリックコメントが１件ということなんですけれども、どういった内容だったの

でしょうか。 

委員長 執行部。 
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環境課長 意見としましては、禁止区域を設ける場合は都市計画区域の住居専用地域としてほ

しい。その答えといたしましては、一律には禁止区域としてはですね、住居等からの、う

ちの場合には距離を指定しておりますので、そういう答えということになっております。 

   あと、２つ目といたしましても、距離規定は、立地禁止区域が設定されてあれば必要な

いものと考える。教育上悪影響等もないので、病院、学校、保育園、公共施設等の距離規

制は必要ないんではないかという質問でございました。これに対しまして、市としまして

は、立地区域の設定ではなく、距離規定を規定していると。市民の良好な生活環境の保全

のため、本市と類似の人口規模等の都市例を参考にしながら、住宅等をペット霊園の設置

に当っての距離規定において考慮すべき施設としようとしているものですというような答

えになります。 

   ３つ目といたしましては、ペット霊園建設にあたり、住民説明会を実施するなどし、地

域住民に理解を求める姿勢があれば、許可を出すようにしてほしいという質問だったんで

すが、それに対しましては、ペット霊園の設置にあたっては、近隣住民に理解を求める姿

勢だけではなく、近隣住民が理解したと判断するために、書面による同意を得るよう努め

なければならないと規定しておりますという答えです。 

   ４つ目といたしましては、ばい煙除去装置は使用例はありますが、臭気と煙とばい煙除

去は、除去装置よりも完全燃焼させることであり、条例によるばい煙除去施設の設置義務

ではなく、設置の努力義医務としてほしいというふうな質問でしたが、それに対しまして

は、構造設備の基準及び維持管理の基準を遵守して、完全燃焼させることにより、周期や

ばい煙の発生を制御できるとは考えておりますが、排出ガス中のばいじんを適切に除去す

るために助燃設備、２次燃焼室を設けてもらうこととしておりますという考えと、あと、

５つ目といたしましては、移動火葬車について、一定の基準を満たした事業者に許可を与

える許可制を設けてほしいという質問だったんですが、これにつきましては、移動火葬車

についての規定は今回の条例上にありませんので、今後規定が必要となった場合には、基

準等について精査していくというような、５つの質問に対しまして、今ほど述べたような

５つの回答をいたしました。それによって、先ほどご説明しましたとおり、条例等の修正、

あるいは変更はありませんので、今回上程する条例で進めたいということでございます。 

委員長 小宅委員。 

小宅委員 ちょっと専門的な質問だったんでびっくりしたんですけれども、移動火葬車はどこ

でも火葬をすることが可能なんですか、この条例では。 

委員長 執行部。 

環境課長 すみません。今回の条例上は規定はございません。ただ、県内で、前回の委員会で

もご説明したと思ったんですが、県内で 10 自治体ほど条例は設置しているところはある

んですが、移動火葬といたしましては、１自治体のみということで、先ほどお話ししまし

たように、実際どこに来てやっているかというふうな苦情というか、話も現状ないんで、
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それは失礼ですが、そういった必要性が生じた場合には、改めてまた条例のほうを改正し

ていくという考えでおります。 

委員長 いいですか。 

   小宅委員。 

小宅委員 完全にだめだと言ってしまうものだと困ってしまうということですよね。だから、

ある程度移動火葬車については認めるというようなことでよろしいんですかね。 

委員長 執行部。 

環境課長 認めるというよりは、多分、実質ですね、市内においても、例えばペットを飼って

いる方がいて、それをもしかすると自宅に呼んで火葬している方もいるかもしれません。

ただ、それがはっきり現時点でうちのほうに苦情、あるいはそういった問い合せがないと

いうふうな現状だというふうにとらえていただければよろしいかと思うんですが。 

小宅委員 わかりました。ありがとうございます。 

委員長 外に質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   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 71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 71 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、認定第１号 平成 27 年度那珂市各種会計歳入歳出決算の認定について、

所管部分の説明をお願いいたします。 

   執行部。 

環境課長 引き続き説明させていただきます。 

   それでは、決算書の 136ページをお開き願います。 

   ４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費、支出済額 9,855万 5,658円のうち、環

境審議会事業、137 ページの右のほうになります、環境審議会事業、衛生害虫等対策事業、

狂犬病予防事業、環境保全対策事業、次のページ、139 ページをお開き願います。再生可

能エネルギー導入事業、環境活動啓発事業の総額 1,557万 7,652円が環境課分の支出済額

となっております。 

   続きまして、140ページをお開き願います。 

   ４款衛生費、２項清掃費、１目清掃総務費、支出済額４億 8,525万 9,375円でございま
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す。同じく２目一般廃棄物処理費、支出済額１億 134万 4,312円でございます。 

   続きまして、164ページをお開き願います。 

   ６款商工費、１項商工費、４目消費者行政推進費、支出済額 408万 825円でございます。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

   中﨑委員。 

中﨑委員 139 ページの再生可能エネルギー導入事業 1,200 万円だけれども、これは何のあれ

でしょうか、教えて。 

委員長 執行部。 

環境課長 これはですね、ふれあいセンター芳野に太陽光パネルとＬＥＤの街路灯を設置した

ものです。これは事前に平成 25 年にふれセンごだい、ふれセンよこぼり、あと中央公民

館、らぽーるに設置したものと同等のものを設置したということでございます。 

   以上です。 

委員長 いいですか。 

   外に質疑ございませんか。 

   笹島委員。 

笹島委員 165ページの消費者行政推進事業という、これはどういうことをやっていますか。 

委員長 執行部。 

環境課長 活動としましては、消費生活相談情報の取り扱い等をやっていまして、国民生活セ

ンターへの情報の登録とか、それに対して全国の消費生活センターで情報を交換したり、

相談の処理に当っていると。あと、日々、消費生活相談センターへ相談に来る方がいらっ

しゃいまして、この方が 299件、１年間でいらっしゃいました。あと、出前講座のほうを

年間、高齢者対象ですが、８件ほど実施しております。あと、秋口に消費生活展等を実施

ということが活動内容でございます。 

   以上です。 

委員長 笹島委員。 

笹島委員 ほとんど何か、報酬ですか、これは。あと、今言った消費者相談とかなんだと、県

のほうでも主に中心になってやっていますよね。那珂市は何をやっているのかな、具体的

に。 

委員長 執行部。 

環境課長 約半分ほどは非常勤の相談員の報酬になっていますし、事業の内容ですが、先ほど

委員ご指摘のとおり、県のほうでもやっているとは言っておりますが、基本、先ほどお話

ししましたように、こちらの窓口のほうに相談に来たものを全国の国民生活センターのほ
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うで共通のネットワークシステムが取り入れてありまして、それに登録をして、それが県、

あるいは国のほうの関係機関と連動しておりますので、例えば今回うちのほうの窓口に相

談に来た相談者の類似事例があれば、そこからデータを引っ張ってきたりして実質やって

おりますので、一概に県があるからうちのほうはやっていないというふうにはならないし、

またうちのほうの相談に来た事例も、新しいものであれば、そちらのほうに登録されます

ので、そういった事例が外のところでの参考となっていくということでございます。 

   以上です。 

委員長 笹島委員。 

笹島委員 すいません、私そこまでしゃべっていないんだけれどもね。ちょっとしゃべり過ぎ

たんだけれども。 

   そうすると、これ何人くらいの人が報酬やって、これ電話受け付けとか何かそういうこ

とやっているの。 

委員長 執行部。 

環境課長 先ほど話をし過ぎて申しわけなかったんですが、相談員のほうが１名から２名、実

質２名いるんですが、毎日１人、あるいは２人来ておりまして、年間で 229件の相談があ

ったということでございます。 

   以上です。 

委員長 笹島委員、いいですか。 

   外にございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   それでは、続きまして、平成 27 年度那珂市公園墓地事業特別会計決算について、まず

歳入について説明をお願いいたします。 

環境課長 決算書のほうの 332ページをお開き願います。 

   那珂市公園墓地事業特別会計、収入の部でございます。 

   １款使用料及び手数料、１項使用料、収入済額 610万円ちょうどでございます。２項手

数料、収入済額 4,200円でございます。 

   ２款管理料、１項管理料、収入済額 477万 1,440円でございます。 

   ３款繰入金、１項繰入金、ゼロ円でございます。 

   ４款繰越金、１項繰越金、収入済額 451万 3,957円でございます。 

   以上です。よろしくお願いします。 

委員長 質疑に入ります。 

   質疑ありませんか。よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 では、質疑を終結いたします。 
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   続いて、歳出について説明をお願いいたします。 

環境課長 それでは、334ページをお開き願います。 

   １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、支出済額 412万 4,785円でございます。 

   ２款諸支出金、１項繰出金、１目一般会計繰出金、支出済額 794万 8,000円。 

   ３款予備費、１項予備費、１目予備費、ゼロ円でございます。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 それでは、これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

   再開を２時 25分といたします。 

     休憩（午後２時 12分） 

     再開（午後２時 25分） 

委員長 再開いたします。 

   防災課が出席いたしました。 

   認定第１号 平成 27 年度那珂市各種会計歳入歳出決算の認定について、所管部分の説

明をお願いいたします。 

防災課長 防災課長の小橋です。外３名が出席しております。よろしくお願いいたします。 

   それでは、防災課の決算についてご説明いたします。 

   お手元の決算書 84ページをお開き願います。 

   ２款総務費、１項総務管理費、10 目交通安全対策費、支出済額 455 万 1,946 円でござ

います。 

   以上でございます。 

   続きまして、同じ 84 ページ、２款総務費、１項総務管理費、11 目原子力対策費、支出

済額 151万 2,589円でございます。 

   以上でございます。 

委員長 以上で終わりですか。 

防災課長 失礼しました。 

   それでは、続きまして 88ページをお開きください。 

   ２款総務費、１項総務管理費、14目諸費、支出済額 5,415万 9,992円でございます。 

   なお、この目での防災課所管の事業は、中段の防犯事業、空き家調査事業、空き家調査

事業繰越明許分でございます。不用額の主なものとしましては、負担金、補助及び交付金

での負担金でございますが、執行率は 94％でございます。 

   続きまして、102ページをお開きください。 
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   ２款総務費、７項災害復旧費、１目過年度災害復旧費、支出済額 1,289万 4,937円、不

用額 166万 7,063円。この目は、東日本大震災にてもらった予算でございます。不用額の

主なものは、原子力以外対策事業における需用費及び災害救助対策費における、震災によ

りまして、被災した方への応急仮設住宅として、借り上げの使用料及び賃借料でございま

す。 

   続きまして、188ページをお開き願います。 

   ８款消防費、１項消防費、５目災害対策費、支出済額 5,750万 2,403円、不用額 471万

8,597 円でございます。この目での不用額の主なものは、防災事務費における需要費、防

災無線管理事業における役務費及び備品購入費の入札差金でございます。 

   防災課の決算につきましては以上でございます。 

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。 

   助川委員。 

助川委員 空き家調査事業に関しての、調書にも出ているけれども、89 ページに 887 戸、空

き家総数が出ていますけれども、８地区の詳細な戸数というのはどういうふうになってい

ますか、それぞれ。菅谷が一番多いんでしょうけれども。 

委員長 防災課。 

防災課長 地区ごとで申しあげますと、神埼が 113 となります。額田が 83 棟、菅谷が 182 棟、

五台が 174 棟、戸多地区が 49 棟、芳野地区が 98 棟、木崎地区が 58 棟、瓜連地区が 120

棟、合せて 877棟になります。 

   以上でございます。 

委員長 よろしいですか。 

   助川委員。 

助川委員 これに関しての今後の対応は、どういうスケジュールのもとにどういう利用をして

いくかというような精査はこれからですか、されるのは。 

委員長 執行部。 

防災課長 午前中のほうで市民生活部長のほうからありましたように、今、特定空き家、特に

危険である空き家については、今後条例等を制定していかなくてはならないのかなという

ことを考えておりますが、その中の条例の条文等についても精査して考えているところで

ございます。 

   以上でございます。 

委員長 助川委員。 

助川委員 当然これから高齢化率が高まっていきますんで、さらにこれ加速するようなことが

想定されますけれども、そういうものも想定しながら、空き家条例に関しましては作成の

制定に向けて加速しなくてはならないと思うんだけれども、どのようなスケジュールを考
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えておられるかお伺いします。 

委員長 執行部。 

防災課長 年度内を目途に条例制定を考えてございます。 

   以上でございます。 

委員長 助川委員。 

助川委員 当然きょうの初めの事業のような、そういう案件も、類似した案件も出てくる可能

性は大変大だと思うんで、早急にこの策定に関してはお願いをいたしたいと思います。 

委員長 外にございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

     休憩（午後２時 32分） 

     再開（午後２時 33分） 

委員長 再開いたします。 

   会計課が出席いたしました。 

   認定第１号 平成 27 年度那珂市各種会計歳入決算の認定について、会計課所管部分の

説明をお願いいたします。 

会計課長 決算書の 66ページをお開き願います。 

   ２款総務費、１項総務管理費、４目会計管理費、支出済額 400万 8,544円。会計事務を

円滑に行うための経費でございます。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 これ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。 

   暫時休憩いたします。 

     休憩（午後２時 34分） 

     再開（午後２時 35分） 

委員長 再開いたします。 

   総務部長。 

総務部長 午前中に行われました平成 28 年度那珂市一般会計補正予算の審議の際に小宅委員

から質問のあった件についてお答えいたします。 

   初めに、１枚目でございますけれども、地方自治法 96条の条文でございます。 

   第 96 条、普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならないとし

ておりまして、その９号でございますけれども、負担つきの寄附又は贈与を受けることと
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書いてございます。小宅委員は、今回の寄附は、この９号に照らしまして、負担つきの寄

附であり、議決が必要だったんではないかというものでございました。 

   それの回答でございますけれども、２枚目をお願いいたします。 

   この 14 と書いてあるものでございます。これは、地方自治法逐条解説という厚い解説

本があるんですけれども、そのコピーでございます。 

   負担つきの寄附又は贈与を受けることとは、寄附又は贈与を受ける際に反対給付的な意

味において、普通地方公共団体の負担を伴う一定の条件が付され、その条件に基づく義務

を履行しない場合は、当該寄附又は贈与が解除されるようなものを言うということでござ

います。 

   ３枚目をお願いいたします。 

   ３枚目は、６でございます。６と書いてあるところでございますけれども、負担つきの

寄附又は贈与は、前述したように、寄附を受け入れる際になんらかの条件が付され、この

条件を団体が履行しないときは、その寄附又は贈与の契約が解除され、返還義務を生じる

ようなものを言うのであるから、例えば土地建物の寄附を受けることについて、今後これ

らの維持管理費が相当必要であり、これらの負担が団体にかかわることが予想されるよう

な場合であっても負担つき寄附ではないということでございます。 

   このようなことから、今回の件につきましては、負担つきの寄附ではないと考えてござ

います。 

   それから、４枚目は寄附申込書の例でございます。 

   この下から２行目に寄附の条件というものがありますけれども、事務上、実務的には寄

附の際に贈与者から提出される、この寄附申込書に明確な形で条件を付しているかどうか

というのも大きな要因の一つでございますが、提出された寄附申込書には寄附の条件は付

されておりません。 

   以上でございます。 

委員長 笹島委員。 

笹島委員 寄附申し込みというのは、よく道路を寄附したいとかそういうときに条件をつける

じゃないですか、5.5 メートル以上とか４メートル以上とか排水溝が云々と。それで寄附

は受け付けないというふうにしているけれども、これとはまた別なのかな、そういう寄附、

同じ寄附というあれでさ。寄附。 

委員長 部長。 

総務部長 申しわけありません、そういう寄附を見たことがないもんですから、ちょっとわか

りません。 

委員長 笹島委員。 

笹島委員 見たことじゃなく、よく私道云々という、私道の道路を寄附したいんだけれどもと

いう申し入れがたくさんあるんですよね。知っていますか、それは。 
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総務部長 はい、わかります。 

笹島委員 そうすると条件はつけるんです、必ず。４メートル以上、5.5 メートル以上、排水

溝がなければという、舗装をしてとか云々という場合もあるかな。それじゃなければ寄附

は受け付けませんといってお断りすることが多いんですよね。それは知っていますよね。 

総務部長 はい。 

笹島委員 それと同じなのかなということを言っているんです、寄附に。 

委員長 すみません、ちょっと暫時休憩いたします。 

     休憩（午後２時 40分） 

     再開（午後２時 41分） 

委員長 再開いたします。 

   部長。 

総務部長 それは今、笹島委員が言っているのは、寄附をするほうからの条件という意味です

か。 

委員長 笹島委員。 

笹島委員 受け取る側の条件。 

委員長 部長。 

総務部長 これはですね、道路の条件とは反対でございまして、寄附をするほうがつける条件

でございます。寄附をするほうがつける条件でございまして、私道のように、何ていうん

ですかね、市がつける条件ではなくて。 

委員長 副市長。 

副市長 例えば土地と建物を市に寄附しますよといった場合に、それを寄附するほうが、この

土地はこういうものに使ってくれよとかいう条件を出すことが、そういうことですね。そ

れがここの寄附の条件です。例えば市に寄附するけれども、この土地はこういうものに使

ってくれよというような、例えばそういう条件をつけるという話です。 

笹島委員 この寄附申込書の話をしているんだけれども。 

副市長 だから、寄附申込書のところに、その条件のところにそういった形、この建物と土地

を寄附するんだけれども、この土地はこういうのに使ってくれよという、例えばそういう

条件をつけるという話ですよ。だけれども、今回はそういうのはないよという話です。 

笹島委員 いやいや、その条件じゃなく、私が例えば自分の家の私道があるでしょう、道があ

るでしょう。そこに砂利道で、そこを町のほうに寄附したいと、道路をね、寄附して。そ

うすると、市側は、今言っていた舗装をしてあるのかとか、排水溝が云々と、寄附を拒否

されてしまうんですよね。 

副市長 だから、それは市が条件をつけるということでしょう。 

委員長 これは寄附申し込みをする人がつける条件ということですね、これはね。 

笹島委員 要するにこの負担つき寄附行為ということでしょう。そうすると、これは、さっき
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も言ったけれども、負担ということが最初からわかっていて云々ということでは、それに

当てはまらないということですか。そこはどこに書いてありますか。 

委員長 小宅委員。 

小宅委員 そんなこと言える立場じゃないですよね、もうそもそもが。だったら壊してから寄

附してくれという話ですから。いわゆる市のほうで、その過去５年間さかのぼっての固定

資産税も免除しますと、そういう条件は勝手に那珂市のほうがつくった条件であって、そ

の一定の条件は、向こうは何も言っていないとかという筋道自体がまずおかしな話だと思

うんですよ。今、私これ何ですか、この引用のやつは読ませていただきましたけれども、

これ私も、部長がけさおっしゃられたように私もここでこれは即答できませんので、十分

に吟味をさせていただきます。 

委員長 これについては、そのように。 

   笹島委員。 

笹島委員 じゃ、それは今言っていた負担つきの贈与を受けることは、96 条の９項に規定さ

れる市議会の議決事項に当らないのかな、じゃ。 

委員長 総務部長。 

総務部長 そのとおりでございます。 

委員長 それでは、これはまたよく精査をしていただきたいと思います。 

   それでは、再開をいたします。 

   これより認定第１号 平成 27 年度那珂市各種会計歳入歳出決算の認定についての討論

及び採決を行います。 

   まず討論を行います。 

   討論ございませんか。ありませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結いたします。 

   これより認定第１号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり認定することにご異議ございませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしと認め、認定第１号は原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

   暫時休憩いたします。 

   執行部の皆様はご退席ください。 

     休憩（午後２時 46分） 

     再開（午後２時 47分） 

委員長 再開します。 

   その他について、当委員会での確認事項について、３点ありますので、お諮りします。 

   まず１件目、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、研修日程
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等について事務局より説明をお願いいたします。 

書記 お手元にお配りいたしました平成 28 年度第１回議員研修会の開催についてをご確認く

ださい。 

   開催日は 11月 15日火曜日から 16日の水曜日の２日間でございます。 

   研修の演題については、議会改革の問題点と処方箋となっております。宿泊の場所につ

いては、鹿島セントラルホテルとなります。 

   翌日の研修視察については、潮来市にありますボートセンターを視察するとのことでご

ざいます。 

   以上となります。 

委員長 ただいま説明がありました。 

   研修会への参加者、各委員会から１名ということになってございます。１名の選出につ

いてご協議をお願いいたします。 

   希望者いませんか。 

   11月 15、16日の１泊２日ということでございます。 

   誰か希望の方いませんか。 

（「委員長が行けばいいんじゃない」と呼ぶ声あり） 

委員長 委員長が。 

   希望者いない。委員長。 

   では、私が参ります。 

   では、研修会参加は、私、勝村が参りますので、よろしくお願いいたします。 

   それでは、次に、議会報告会での報告内容の検討についてでございますが、日程等につ

いて、事務局より説明をお願いいたします。 

書記 日程等について、議運で決定いたしました第４回議会報告会の当日のスケジュールと役

割分担（案）をお配りしてございますので、ご確認ください。 

   議会報告会の日程については、10 月 22 日土曜日が総合センターらぽーる、10 月 23 日

日曜日がふれあいセンターごだいでの開催になっております。 

   当委員会の委員の皆様については、網かけをしてございますので、ご確認をお願いいた

します。 

   なお、議長と議運、広報の委員については、両日出席となってございます。 

   次に、報告の構成については、前年と同様で、報告に１時間、意見交換に１時間の２部

構成で実施するとのことでございます。また、報告の内容については、３月の第１回定例

会から今定例会までの内容で、報告の持ち時間については１委員会で５分程度を予定して

いるとのことでございます。 

   以上です。 

委員長 以上ですが、この報告する内容について、ご意見とかございますか。議運のほうでは、
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３月からの第１回定例会から第３回定例会までの中身で報告をされてもいいよと。ただ、

時間が限られていますんで、たくさんの報告はできないかと思いますが、かいつまんだ報

告をするようにしたいと思います。 

   これについては、こんなものを報告すればいいというのがありましたらご意見とか。 

   ありませんか。 

（「正副委員長で」と呼ぶ声あり） 

委員長 正副委員長でまとめると。 

   それでは、報告内容については、正副、私と小宅副委員長で作成いたしますので、よろ

しくお願いいたします。 

   続いて、３番目でございます。 

   委員会の調査視察について、前回の委員会におきまして、視察調査の課題について、廃

校利用、それと最初出たのは何でしたか、ソーラーの条例、この２つを視察したほうがい

いんじゃないかというようなお話が出ましたが、廃校利用ということで、どのようなテー

マ、活用、用途とかどのような調査研修を行うかについて検討したいと思いますが、まず

テーマ、参考に観光とか宿泊とか産業、保健福祉関係、コミュニティ関係、子育て支援と

か体験、交流などいろいろございますが、その中でどういったものをメインに視察するか

ということでございますが、何かご意見ありませんか。 

   綿引委員。 

綿引委員 きょうさんざん騒いだ空き家対策に対する何かこう先進地視察じゃないですけれど

も、そういうのを議会としても何か考えたほうがいいんじゃないかと思うんですけれども。 

   以上です。 

委員長 最初、これの調査視察は、まず１つが廃校とソーラーの条例、それともう一つが市民

投票条例、この３つということになっていますんで、その中から選ぶということでやって

おりますが、また綿引委員のとはまた違いますんで。 

   廃校について、本当にね、これも抱えている、もう１つ廃校になっているということで。

ちょっと調べてみたんですが、都市交流施設ということで、千葉県の館山近くにあります

保田小学校というのが、これが廃校になりまして、2014 年、ここはね、鋸南町、鋸山ね。 

これがね、体育館は直売所にして、教室は宿泊施設だと思う、つくって。小学校の雰囲気

を残したままの形で、食堂などもつくって、都市交流施設としていると。 

（「正副委員長で」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは、小宅副委員長とよく相談をしながら。 

笹島委員 ソーラーはどこになるの。 

委員長 ソーラーも１泊で行けば、ここでまたソーラーのほうも。 

   じゃ、休憩して。 

     休憩（午後３時 00分） 
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     再開（午後３時 01分） 

委員長 再開します。 

   それでは、あと相手もありますので、相手のほうとも交渉して、また議長も日程等があ

るかと思いますんで、これから小宅副委員長と相談して、また結果を報告をいたします。

よろしくお願いします。 

  それでは、本日の議題は全部終了いたしました。 

   以上で総務生活常任委員会を閉会いたします。 

閉会（午後３時 01分） 

 

     平成 28年 11月 22日 

      那珂市議会 総務生活常任委員会委員長 勝村 晃夫 

                     


