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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 12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 

       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 

財政課契約・管財Ｇ長 助川 宏州 

税務課長 大内 幸志      税務課長補佐 関  雄二 

       市民生活部長 石川  透 

       市民協働課長 桧山 達男    市民協働課長補佐 加藤 裕一 

       市民課長 関  郁夫      市民課長補佐 堀口 才二 

       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 

       防災課防災Ｇ長 舘  政則 

       消防長 寺門  忠 

       消防本部総務課長 飛田 裕二  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 報告第１２号 専決処分について（平成２８年度那珂市一般会計補正予算（第５ 

           号）） 

    結果概要：全会一致で原案のとおり承認すべきものとする 

  ２ 議案第８０号 那珂市税条例等の一部を改正する条例 
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    結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

  ３ 議案第８２号 那珂市駅前自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正 

           する条例 

    結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

  ４ 議案第８９号 平成２８年度那珂市一般会計補正予算（第７号） 

    結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

５ 第２次那珂市総合計画基本構想（素案）について 

    結果概要：報告説明あり 

  ６ いぃ那珂暮らし結婚新生活支援補助金交付要綱の制定について 

    結果概要：報告説明あり 

  ７ いぃ那珂暮らし応援団の設立について 

    結果概要：報告説明あり 

  ８ 那珂市空き家等適正管理に関する条例骨子について 

    結果概要：報告説明あり 

  ９ その他 

・議会報告会での意見等への対応について 

   結果概要：次回の委員会で執行部と協議する 

・視察研修後の意見交換等について 

結果概要：継続して調査を行う 

   ・茨城県市議会議長会平成 28年度第２回議員研修会について 

   結果概要：綿引 孝光委員に決定する。 

議事の経過（出席者の発言内容は以下のとおり） 

開会（午前９時 58分） 

委員長 おはようございます。 

   ここのところ暖かい日、寒い日と続いております。また、インフルエンザがはやってい

るようでございます。どうか皆さん、お体には気をつけて、お仕事のほうお願いをいたし

ます。 

   それでは、これより総務生活常任委員会を開会いたします。 

   開会前にご連絡をいたします。 

   会議は、公開しております。傍聴可能といたします。 

   また、会議の映像を、庁舎内のテレビに放送します。 

   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。定足数に達しておりますので、これより総務生
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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、議長及び事務局職員が出席しております。 

   ここで、議長より、ご挨拶をお願いいたします。 

議長 改めまして、おはようございます。 

   勝村委員長のもと、総務生活常任委員会を開いていただきまして、ありがとうごうざい

ます。 

   本日、報告、議案とたくさんあるようでございます。執行部におかれましては、要点を

きちっと捉えた上で、各委員にご説明をよろしくお願いします。 

   慎重なるご審議をお願いして、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 おはようございます。 

   総務生活常任委員会、ご出席お疲れさまでございます。 

   本日の案件につきましては、補正予算を初めといたしまして８件の案件がございます。

どうぞよろしくご審議のほど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

くお願いいたします。 

委員長 ありがとうございました。 

   それでは、これより議事に入ります。 

   本委員会の会議事件は、別紙会議次第のとおりであります。 

   審議を始める前に委員の皆様へご連絡をいたします。 

   開催通知に記載のありました那珂市指定ゴミ袋の氏名記載については、内容について執

行部内でもう少し検討をしたいということから、取り下げとなりましたので、ご連絡をい

たします。よろしくお願いいたします。 

   初めに、議案第 89号 平成 28年度那珂市一般会計補正予算（第７号）を議題といたし

ます。 

   執行部より説明をお願いいたします。 

財政課長 財政課長の茅根です。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 89号についてご説明いたします。 

   議案第 89号 平成 28年度那珂市一般会計補正予算（第７号）についてご説明いたしま

す。 

   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 1,543万

9,000 円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 187 億 326 万 5,000 円とする。 

   ４ページをお願いいたします。 

   第２表、継続費補正になります。 
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   ２款総務費、１項総務管理費、事業名、総合計画策定事業、補正前総額 1,722 万 6,000

円、年度割、27 年度がゼロ、28 年度が 831万 6,000 円、29 年度が 891 万円です。補正後

総額 988万 2,000円、年度割、27年度がゼロ、28年度が 576万円、29年度が 412万 2,000

円となっています。入札による額の確定によるものです。 

   ５ページをお願いします。 

   第３表、債務負担行為の補正になります。 

   期間につきまして、これから７件につきましては、28 年度から 29 年度の期間になって

おります。事項と限度額を読み上げます。 

   議会だより印刷製本業務委託 141万 7,000円、議会会議録作成業務委託 313万 8,000円、

広報なか印刷製本業務 675万 7,000円、おしらせ版印刷製本業務 499万 4,000円、本庁舎

冷房装置及び自動制御装置保守 496 万 5,000 円、高速路線バスラッピング委託 178 万

2,000円、いぃ那珂暮らし応援団運営委託 122万 1,000円。 

   次の２つにつきましては、28年度から 30年度までになっております。 

   コミュニティバス運行事業 2,880万円、デマンド交通運行事業 4,502万 8,000円。 

   次につきましては、28年度から 29年度までとなっております。 

   総合センターらぽーる空調設備保守 207万 8,000円。 

   ２つ間をあけまして、次の５つにつきましては、平成 28年度から平成 29年度までとな

っております。 

   那珂聖苑火葬業務委託 1,296万円、那珂聖苑清掃業務委託 637万 8,000円、那珂聖苑自

動制御装置保守 216万円、那珂聖苑夜間警備業務委託 124万 5,000円、那珂聖苑空調設備

保守 216万円。 

   続きまして、家庭系可燃ゴミ収集運搬業務委託につきましては、28 年度から 32 年度ま

でとなっております。４億 1,196万 3,000円です。 

   ６ページをお願いいたします。 

   ２行目になります。 

   ＡＥＤレンタル、平成 28年度分、平成 28年度から平成 33年度まで、294万 5,000円。 

   ７ページをお願いします。 

   第４表、地方債補正になります。 

   起債の目的、常備消防車両整備事業、補正額、限度額 8,070万、起債の方法、利率、償

還方法につきましては、補正前と同じになります。 

   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。 

   ２段目になります。 

   14款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金 18万 4,000円。 
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   14款国庫支出金、３項委託金、１目総務費委託金１万 2,000円。 

   10ページになります。 

   ２段目になります。 

   19款繰越金、１項繰越金、１目繰越金 7,120万 4,000円。 

   21款市債、１項市債、５目消防債 260万円の減。 

   11ページをお願いします。 

   歳出になります。 

   １款議会費、１項議会費、１目議会費２万円。 

   ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費 111 万 5,000 円、６目企画費１万 6,000

円、14目諸費１万 2,000円。 

   14ページをお願いします。 

   下段になります。 

   ８款消防費、１項消防費、１目常備消防費３万円、３目消防施設費 283万 4,000円の減。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 それでは、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。質疑ありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   これより討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第 89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、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   暫時休憩いたします。 

休憩（午前 10時 10分） 

再開（午前 10時 12分） 

委員長 再開いたします。 

   続きまして、報告第 12 号 専決処分について（平成 28 年度那珂市一般会計補正予算

（第５号））を議題といたします。 

   執行部より説明をお願いいたします。 

財政課長 財政課長の茅根です。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
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ます。 

   それでは、議案書の２枚目、報告第 12号についてお願いいたします。 

   報告第 12号 専決処分について。 

   地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 179条第１項の規定により、別紙のとおり専決

処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

   ２枚お開きください。 

   平成 28年度那珂市一般会計補正予算（第５号）についてご説明いたします。 

   （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 245 万 2,000

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 1,660万 7,000円とする。 

   ４ページをお願いいたします。 

   歳入になります。 

   19款繰越金、１項繰越金、１目繰越金 245万 2,000円。 

   ５ページになります。 

   歳出になります。 

   ２款総務費、１項総務管理費、５目財産管理費 245万 2,000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 これは旧歯科医院の修繕のあれだよね。 

財政課長 はい、そうでございます。 

笹島委員 そうすると、これどこまでの修繕をやっているのかな、中が見えないんだけれども。 

財政課長 こちらは、外壁の落下防止のために囲いをして養生したものでございます。 

笹島委員 もう少し詳しく言ってもらわないと。囲いをして、その中が見えないんだけれども、

落下するようなところを点検していって、そこのところへどういう補修をして 245万かか

るのかという、この内訳を教えてくれるかな。 

財政課長 こちらは、建物の周りを足場を組んで全て囲えるところは全部囲いまして、そこに

ネットをかぶせて落下防止をしております。その敷地と民地の、隣の民地の間に２メート

ルの鉄板を並べて、落下したものがさらに隣の家に飛ばないように仮囲いしているもので

ございます。 

笹島委員 そうすると、ネットをして足場を組んで、それから鉄板を日本生命側と伊勢屋さん

側と、あと後ろのほうはやらないよね。 

財政課長 全てやっております。 

笹島委員 全てやってね。そうすると、その建物内で落ちるような、屋上のほうはどうなのか

な、突起物があるけれども、その。 

財政課長 側面だけネットでかぶっていまして、上のほうはそのままの状態になっております。 
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笹島委員 上のほうも突起物があるのよね。それで前、落下したですよね、今年の１月ごろね。

隣のところへ飛んでいった話は知っているかどうかわからないんですけれどもね。そうい

うものもあるんで、そういうものもやっているのかな。 

財政課長 そちらのほうもきちんと固定させております。 

笹島委員 何を固定しているの。 

財政課長 建物に足場を組んで、そのまま建物等の間に挟んで固定させております。 

笹島委員 ちょっとわからないから、専門の人、来てちょっとよく説明してくれるかな。 

委員長 財政課では説明できますか。 

契約・管財Ｇ長 財政課、助川です。 

   建物のところよりさらに高く足場を組みまして、建物の側のほうにネットもかぶせなが

ら落下防止をできるように行って防護しています。 

   以上です。 

笹島委員 そうすると、いつごろまでそれは、今言った落下防止とか、そういうものをやって

いるつもりでいるのかな。期限があるんでしょう。 

財政課長 一応、契約につきましては３月 31日までとなっております。 

笹島委員 それ以降はどうするの。 

副市長 この案件につきましては、とりあえず予算が年度主義でございますんで、３月 31 日

までのとりあえずリースという形で、今回 245万 2,000円は組んでおります。そして、さ

らにその後、解体という話がなければ、そのままさらに３月のときに繰越予算をして、さ

らに解体まで期限を延長するというような契約の変更をする予定でございます。 

   以上です。 

笹島委員 そうすると、３月 31 日までといっても、４月までも、５月までも、６月までも、

状態は同じ状態になるわけだよね、鉄板で囲っていって、それから今言ったようにネット

でカバーしてと、囲いをしてと。万全あれを期しているわけだよね。だから、何の予算も

必要ないよね、次のあれは。 

副市長 この予算はですね、見ていただくとわかるんですけれども、一応賃借料という形で、

とりあえずリースという形になっているんですね。いわゆる建物に囲いをした、それで３

月 31 日までのリースという形をとっています。ですから、それ以降に同じような状況が

続くとすれば、繰越予算を、３月に繰り越しを設定して、再度、当然変更契約もするわけ

ですけれども、そのときに新たな予算が発生すると。またその期間に応じて予算が発生す

るということでございます。 

笹島委員 全く理解できないんだけれども、何でリースにしているの、それ。 

副市長 要するに、その囲いを、当然今回３月 31 日までですけれども、その間の当然保守も

含めての話ですので、基本的にそういう形で発注はしました。 

笹島委員 何でそういう発注するの、それ。何でそんなリースなんかするの。普通の修繕とか



－8－ 

云々というのは、先ほど言ったネットかぶせて、それから鉄板あれして、あとは落下しな

いように点検していって、そのままにしておくんでしょう。その点検作業云々というのは、

建築課の人でも何でも見られるんじゃないの。 

副市長 基本的に足場というのは、基本的にリースなんですね。これは前の全員協議会のとき

もお話ししましたように、基本的には足場というのはリースでの設置になります。ですか

ら、そういう形をとったということでございます。 

笹島委員 市内の業者でもどこでもいいんだけれども、その足場を持っている業者というのが

いますよね。昔はリースなかったんだよね。足場を持っているんですよ。それで、最近で

すからね、そのリースして、もう建設機械もそうだよね。何でもリース利用にして、ここ

何年かの前なんだけれども。それ持っている人探したの、それは。それは最初からリース

なんかしていたら、当たり前の話でさ、そのリースが終われば、またお金がかかるという

あれだけれども、足場を持っていれば、そのまま組んでということは、業者でも一応問い

合せすればわかりますもんね。そういうことをやってみたのかな。 

副市長 基本的に今回この業者は、解体業者を指名をして契約をしているわけでございますの

で。基本的に足場というのはもうリースという考えで間違いないと思います。 

笹島委員 解体業者はまた別だと思うんだよね。修繕云々という、大体のところは大体機材持

っていればできますよ、難しいことでも何でもないわけだから。落下しないように、今言

っていたカバーして、ネットして、足場を組んで、あとその危険箇所を点検していってと

いう。今まで５年間耐えてきたわけだから、だから、そんなに難しい仕事じゃないよね。

ただ、とび職、とび土工という関係の人を探せばいいことであってさ。そういうことやら

なかったの。 

副市長 基本的にはとび土工の業者に頼んだということでございます。 

笹島委員 もう専決処分やってしまったからさ、今さらあれなんだけれども、専決処分になる

前に、我々の常任委員会に聞いてくれればよかったね、それ。９月から２カ月くらいもう

たっているんだもんね。我々にそれ相談すればよかったんじゃないですか、それ。また何

か自分勝手にやっているんじゃないの。 

副市長 自分勝手といいますか、要するに９月にね、あの様な形で解体の予算を否決された上

でということは、あのときに養生しておいてくださいよという話が議会のほうからあった

わけで、その部分については、予算がないので専決処分をさせていただきますという話は、

あのときさせていただいたと思っています。 

   ですから、その後、どういった方法が一番養生するのにいいのかということを、やはり

財政課と建築課、専門のところで話をいろいろ検討した結果、そういうふうにしたほうが、

先ほどお話ししたような養生の仕方がいいだろうという話になって、設計を組んで、そし

て 11月 10日に入札をしたということでございますので、決して勝手にやっていたとかい

う話ではないと思うので。要するにこのやり方がまずいのかどうかということは、それは
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議員さん、疑問に感じるかと思いますけれども、基本的なやり方はこのやり方で、私ども

は間違いないと思っております。 

笹島委員 そんな小さな話しているんじゃないのね。俺が言いたいのは、解体屋さんは解体屋

さん、それから修繕補修は補修屋さんと。もし解体屋さんとつながっているんだったら、

申しわけないけれども、修繕補修、解体はちょっといつになるかわからないけれども、な

んとかここは 200万といわず、ちょっと勉強してくれないかとか何かという、そういうこ

ともできるわけだよね、つながっていればね。つながっていなければ、二、三百万取られ

るのは当たり前の話でさ、やはり利益を得るところが、片方は修繕補修のところでやらな

ければいけない、解体は解体屋だから。だから、ここのところをどういうふうに整合性を

持ってやっているのかなと。今つながっているというふうに初めて俺聞いたからさ。その

メリットがあるんじゃないかと、リースじゃなく、その解体屋さんをもし頼んでいるのな

ら、これ解体いつになるか、もうちょっとかかるかどうかわからないんだけれども、リー

スじゃなく、このまま解体までね、半年、８カ月、１年になるかわからないけれども、そ

ういう資材をなんとかそのまま予算をつけなくていい方法でやってくれませんかと、私だ

ったら頼むけれどもね。 

副市長 ちょっと今のは、解体業者と、今後解体業者とつながるような言い方というのは逆に

おかしいんだと思うんですけれども。これは解体じゃなくて、要するに養生するというこ

とですので、それをとび土工の業者、それはイコール解体業者、今回指名したのは解体業

者ですけれども、それはイコールとび土工の工事の資格を持っている業者でございますの

で、その解体業者とつながっているということでは、逆におかしな問題になるんじゃない

かと私は思っているんですけれども、いかがでしょうか。 

笹島委員 あれ、じゃ、これはつながって、解体業者に見積もりとらせたよね、委託料と合せ

てね。その同じ業者、私知らないんだけれども、どの業者か。名前が書いていないけれど

も。どこの業者、これ。 

副市長 だから、解体業者は、まるっきり今回のこの件に関しましては全く関係ないと思うん

ですよ。要するにあの建物の危険防止のために養生するということですので、その方法と

して、どういう方法が一番ベストなのか、ベターなのかという話を建築サイドと協議して、

周りは２メートルぐらいの鉄板で囲んで、その上は足場を組んでネットで覆うというよう

な方法が一番いいだろうということで、そういうことで設計を組んで、そして入札をした

ということですので。解体業者と云々という話は、逆におかしな問題になるんではないか

と私は思っていますが。 

笹島委員 ちょっと会社名教えて。じゃないと話がちょっと見えないから。今言っていた修繕

する会社と解体する予定の会社。 

財政課長 今回建物の仮囲いをした業者は、宮原工務店と言います。 

笹島委員 どこの会社。親切にちょっと答えて。言っていることわかるかな。要するに、会社
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名わかりました。どこに会社があるところですかというのは普通聞くよね。そこまでちょ

っと気をきかせてやってくれないかな。 

財政課長 鹿嶋市の業者となります。株式会社宮原工務店です。 

笹島委員 1,300 万か、プラス委託費を 130 万の合せた、その解体予定会社というのはどこで

すか。 

副市長 その解体予定業者、その解体がまだやっていないんで、解体予定業者はないと思いま

すが。 

笹島委員 あれは見積もりだな、はい。 

委員長 いいですか。 

   外にありませんか。 

綿引委員 建築のプロではないので、私もよくわからないんですけれども、この建物仮囲い賃

借料ということは、要するに今の足場や何かをリースで借りて養生したということだと思

うんですけれども、それ以外にこの養生の方法として提案というか、外に方法はなかった

のかどうか、まずお伺いします。 

契約・管財Ｇ長 建築課のほうと協議しまして、足場を組んで、そのところにネットを張るの

がベターかなということで、あと、外の方法がちょっと、いろんな、ネットだけかぶせよ

うかなというのもあったんですが、それではちょっと無理だな、飛ばされてしまうなとい

うところで、こういう形で行いました。 

   以上です。 

綿引委員 そうすると、これいつからいつまでのリース、賃借料とかちょっとわからないんで

すが、少なくとも９月から現在、３月までという話ですかね。そうすると、仮に７カ月で

これということは、245 万 2,000 円割る７は、もしこれが月 35 万ぐらいに単純で出るん

ですけれども、またこれが１年、来年もという話になると、プラスまた来年、420 万のリ

ース料が発生するということですか。 

副市長 実際、結論からいうと、そうなりません。なぜかといいますと、この 240万の予算の

中は、いわゆる養生するための費用ですね、費用がかかっていますんで、それ以降の１年

分については、これよりはかからない、単純な、４月から例えば１年間もったとしても、

それはあくまでもリース料だけになりますよね。これはいわゆる養生費用を含めて、それ

をリース、月で割っているだけですから、実際にはこんなに、多分、いっても 200万程度

で１年間は済むということ、そういう感じです。 

綿引委員 その養生の工事が終わったらば、リース物件の足場材というんですか、それは解体

して返すということはできないんですか、そのネットと鉄板だけを残して、また何かね、

また補修のあれが起きたときには、また足場を組んでもう一回やり直すみたいな方法じゃ

なくて、その足場はずっとリースしておかないとだめなんですか。 

副市長 要するに、養生している間は当然リースですから、それは借りています。もう養生を
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やめるといったときには、当然それはリースですから、全部足場も、全部返すということ

になりますよね。市のものではないですから、いわゆる借りているんですから、それがも

う養生を終わりにするというときには、全部そのものは返すと。ですから、それがリース

ですよね。 

綿引委員 どのぐらいこの養生しておかなければいけない時期がかかるかにもよるんでしょう

けれども、買い取ってしまって、そっちのほうが安く済むとかという、そういう方法はな

かったんでしょうか。 

副市長 いや、ですから、それが例えばですよ、これが５年もこのままの状態であれば、それ

は買い取りが安いかもしれません。でも、いわゆるいつまでこの状況を続けるのかという

のが正直わからない中では、こういう方法しか私はないと思っています。 

小宅委員 すみません、議員がわがまま言いやがってと思っていらっしゃると思うんですけれ

ども、おそらくですね、笹島委員と綿引委員が気になっているのが、結局今回入札で決め

たということですけれども、じゃ、これ入札で、この後解体となった場合、この宮原工務

店が受けるしかないんじゃないのというところだと思うんですよね。例えば外のところを

もう一回入札して、外の業者がこれとるということは、原則的にはないと思うんですよ。

宮原工務店、経審で見ますと、やっぱり解体は結構やっている会社で、自治体の解体なん

かもやっているというのがわかりました。そこでいくと、やはりそのまま宮原工務店に頼

むというのがセオリーだろうなというふうには思うんですが、そのために今回これを損し

てもとったと。そして次、本丸のほうの解体もやるというような流れになっているんじゃ

ないのというのが多分、笹島委員の言いたいことだと思うんですけれども、どうですかね。 

副市長 今、小宅委員のそのお話は、余りにも勘ぐり過ぎだと思いますけれども、それは、こ

の養生は宮原工務店に頼んだかもしれませんが、今度解体のときには、同じ解体業者、例

えば今、那珂市で指名やっているのは多分８社ぐらいあると思うんですけれども、その業

者に指名参加させて、うちが指名して、そこで競争させるわけですので、今の話は余りに

も勘ぐり過ぎだと私は思いますけれども。 

小宅委員 もう一個、いわゆる継続費にしていないということで、そうすると４月に、またこ

れもそのままいく、さっき 200万はしないということだったんですけれども、結局これも

現実的には入札にはならないと思うんですね、継続でまた宮原工務店に行くと思うんです

けれども。その場合は、向こうに言い値、要はライバルいませんので、言い値になるとい

うこともあり得るんじゃないかということだと思うんですね。 

副市長 当然、宮原工務店、４月から宮原工務店じゃなくて、違う業者に頼むというときは、

また新たにつくるわけですから、高上がりになるわけですから、当然そこは随意契約での、

いわゆる変更になりますよね、契約の変更になります。期間の延長になりますよね。です

から、そこは全然問題ないと思いますよ。 

小宅委員 わかりました。 
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助川委員 この予算に関しては、年度会計ということで補正予算で組まれた金額だと思いまし

て、またさらに危険回避、これは一日も早くしなくてはならないということで、専決でや

られたことだと思います。 

   当然、解体の方向に進む場合には、議会のほうにお知らせをいただきながら、相談をい

ただきながら進めるということでよろしいんですよね。 

副市長 助川委員おっしゃるとおり、当然のことだと思います。要するに我々としては勝手に

は壊せないということですので、要するに議員の皆さんからのご了解を得て、壊してもい

いですよという了解を得られない限りは、ずっとこのままで持っていくという、我々とし

てはそういう方法しかないと思っています。 

   以上です。 

委員長 外にありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑がないようでございますので、質疑を終結いたします。 

   これより討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより報告第 12号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、報告第 12 号は原案のとおり承認すべきものと決定いたしました。 

   それでは、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 10時 35分） 

再開（午前 10時 36分） 

委員長 再開をいたします。 

   税務課が出席いたしました。 

   議案第 80号 那珂市税条例等の一部を改正する条例を議題といたします。 

   執行部より説明をお願いいたします。 

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

   着座にて説明させていただきます。 

   議案書 33ページをお開き願います。 

   議案第 80号 那珂市税条例等の一部を改正する条例。 

   那珂市税条例（昭和 33 年那珂町条例第１号）等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。 
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   平成 28年 11月 29日提出、那珂市長。 

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

が平成 28 年３月 31 日に公布されたことに伴い、那珂市税条例（昭和 33 年那珂町条例第

１号）等の一部を改正するものでございます。 

   主な改正内容は、法人税割の標準税率及び制限税率が引き下げられることに伴い、所要

の規定を整備するものでございます。 

   また、軽自動車税、環境性能割の創設に伴う規定を整備し、あわせて軽自動車税の種別

割のグリーン化特例、経過を１年延長するものでございます。 

   次のページをお開きください。 

   34ページから 46ページまでが改正条文でございます。 

   47ページから 82ページが新旧対照表、83、84ページが改正の概要となっております。 

   改正の内容については、本日お配りいたしました平成 28 年度税制改正に伴う那珂市税

条例等の一部改正についてでご説明いたします。 

   まず１、改正の理由でございますが、提案理由のとおり、地方税法等の一部を改正する

法律（平成 28年法律第 13号）が平成 28年３月 31日に公布されたことに伴い、那珂市税

条例等の一部を改正するものでございます。 

   続きまして、主な改正内容でございますが、（１）といたしまして、延滞金額の計算期

間の見直しでございます。国税における延滞税の計算期間等の見直しに準じて、個人住民

税、法人住民税に係る延滞金の計算期間等において、所要の措置を講じるものでございま

す。当初の申告書が提出されておりかつその当初の申告書の提出により納付すべき税額を

減少させる更正があった場合、当初の申告の申告書により納付すべき税額の納付があった

日の翌日から当該税額を増加させる修正申告の提出日、または更正の通知をした日までの

期間を延滞金の計算基礎となる期間から控除するものでございます。 

   この改正は、平成 29年１月１日からの施行となります。 

   次に、（２）といたしまして、法人税割の税率の変更でございます。 

   法人住民税の標準税率を現行の「9.7％」から改正後は「6.0％」に改正するものと、制

限税率については、現行「12.1％」を改正後は「8.4％」に引き下げるものでございます。 

   この改正は、平成 29年４月１日からの施行となります。 

   続きまして、（３）番です。自動車取得税の廃止と環境性能割の創設でございますが、

自動車による環境負荷の低減を図るため、環境性能にすぐれた自動車の普及等を促進する

税制上の仕組みとして、環境性能に応じて税額が決定される環境性能割を自動車税と軽自

動車税に設けるものでございます。 

   税率は、燃費基準値達成度等に応じて決定し、非課税、１％、２％、３％の４段階を基

本とし、新車、中古車を問わず、対象とするものでございます。 

   なお、軽自動車税環境性能割は、軽自動車税の登録の際に課税することから、当分の間、
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都道府県が賦課徴収を行うことになります。 

   この改正は、平成 29年４月１日からの施行となります。 

   （４）といたしまして、軽自動車税グリーン化特例、軽課の延長でございます。 

   排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた環境負荷の小さい軽自動車税は、種別割の税率を

軽減する特例措置、いわゆるグリーン化特例、軽課は、平成 27 年度から導入され、平成

27年度末で期限切れを迎えるため、適用期間を１年間延長するものでございます。 

   この改正は、平成 29年４月１日からの施行となります。 

   以上で議案第 80号の説明を終わります。 

   以上でございます。 

委員長 今（４）番の、平成 27年度末じゃなくて平成 28年度末ですよね。 

税務課長 すみません、読み違えました。すみませんでした。 

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。ありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑がないようでございますので、質疑を終結いたします。 

   これより討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第 80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 80号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   暫時休憩いたします。 

   執行部は入れかえをお願いします。 

休憩（午前 10時 43分） 

再開（午前 10時 44分） 

委員長 再開いたします。 

   政策企画課が出席いたしました。 

   議案第 82 号 那珂市駅前自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例を議題といたします。 

   執行部より説明をお願いいたします。 

政策企画課長 政策企画課長の篠原です。外３名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、議案書の 94ページをお開き願います。 
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   議案第 82 号 那珂市駅前自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例。 

   那珂市駅前自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例（平成 27 年那珂市条例第 21

号）の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

   平成 28年 11月 29日提出、那珂市長。 

   提案の理由でございますが、ＪＲ水郡線額田駅に新たに駐輪場を設置するため、本条例

について一部改正を行うものでございます。 

   95 ページにつきましては改正条例の本文、それから 96 ページ、こちらは新旧対照表、

97 ページに概要をつけてございますので、概要に基づきましてご説明をさせていただき

ます。 

   改正理由につきましては、提案理由と同じでございます。 

   改正の内容でございますが、第２条には、市内の駐輪場の名称及び位置を規定しており

ますが、そこに「額田駐輪場及び那珂市額田南郷 1205 番地の２」という文言を追加する

ものでございます。 

   附則としまして、施行日は 29年１月 10日。 

   次のページ、98 ページには、参考といたしまして、これまでの額田駅の駐輪場の整備

の概要を資料として添付させていただいております。地元や議会から要望のありました額

田駅の駐輪場につきましては、このたびＪＲとの土地使用に関する協議が整いましたので、

来年の１月の供用開始に向けて整備を現在行っているところでございます。 

   １としまして、駐車場の敷地面積は全体で約 176平米、２としまして、駐輪場の概要と

しましては、屋根つきで駐車可能台数は 30台、現在 30台ほどとまっているということで、

同数程度としてございます。 

   なお、地元に対する説明でございますが、先月、まちづくり委員会のほうに出向きまし

て説明をするとともに、自治会長にも連絡して了承をいただいているところでございます。 

   説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

小宅委員 こちら屋根つきの駐車場をＪＲの土地に建てるということですけれども、またこれ

業者はＪＲの業者で、お金は市が出してという形になるんですか。 

政策企画課長 いえ、ＪＲではございませんで、市内の瓜連の業者のほうに工事は発注してご

ざいます。 

小宅委員 そうすると、その後、地代というのは、これＪＲに発生するんですか。 

政策企画課長 無償借地ということになってございます。 

小宅委員 いい条件だと思います。 
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   そうすると、あと今度はですね、屋根のない駅が、中菅谷駅が目立ってしまうので、こ

ちらも一刻も早く整備をお願いしたいと思います。 

政策企画課長 ＪＲ水郡線、９つありますが、確かに中菅谷、それから外にも設置していない

ところございます、下菅谷、それから常陸鴻巣等ございます。これらにつきましては、年

次計画をもって順次できるところから進めていければと考えております。 

   以上です。 

委員長 よろしいですか。 

小宅委員 よろしくお願いします。 

委員長 外にありませんか。質疑ありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   これより討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第 82号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第 82 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、第２次那珂市総合計画基本構想（素案）についてを議題といたします。 

   執行部より説明をお願いいたします。 

政策企画課長 それでは、常任委員会資料のほうの１ページをお願いいたします。 

   第２次那珂市総合計画基本構想の素案についてご説明をいたします。 

   第２次那珂市総合計画につきましては、本年の３月、第１回定例会において、策定方針

をご説明しました。その策定方針に基づきまして、市民との協働による計画策定作業を現

在も進めているところではございますが、このたび中間的に総合計画の序章部分に当る基

本構想について、素案を取りまとめましたので、中間報告という形でご説明したいと思い

ます。 

   １枚めくっていただいて、別紙１のほうをごらんください。 

   この表は、これまでの策定の経過と各委員会の協議内容及び検討状況等、それから今後

の予定、29 年度までの予定についてまとめたものでございます。大変字が小さくて申し

わけないんですが、表の中段あたり、こちら策定委員会のワーキングチーム、それから専

門部会等で、職員が構成する部会でございますが、こちらのほうで基本構想の素案を練り

まして、その上の組織である策定委員会、それから総合開発審議会へ持ち上げまして、審

議、検討を行ってきたところでございます。 
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   また、中段より下につきましては、無作為抽出の市民を対象とした市民ワークショップ、

それから市民活動団体等を対象といたしましたまちづくりカフェ、さらには８地区の地区

別座談会などを開催しまして、市民意見の把握に努めてきたところでございます。 

   また、一番上の市議会に対しましては、今回中間報告をさせていただいた後、来年には

パブリックコメントを実施しまして、来年３月に案のとれた基本構想を再度報告させてい

ただければというふうに考えてございます。 

   それでは、別紙２、第２次那珂市総合計画基本構想（素案）をごらんいただきたいと思

います。 

   １枚めくっていただきまして、目次のほうをお願いいたします。 

   第１部、序論、それから第２部、基本構想、現在２部構成となってございます。 

   第１部、第１章、計画の策定に当たってでは、計画策定の背景及び趣旨について、第２

章では計画の構成と期間、第３章が進行管理と行政評価、第４章は、市の現況と課題につ

いて記載をしております。 

   第２部の基本構想につきましては、第１章が市の将来像とまちづくりの基本理念、第２

章が将来人口推計、第３章、土地利用構想、第４章が基本構想の核となる施策の大綱とい

う構成としてございます。 

   大変ボリュームがございますので、本日は概要のみの説明とさせていただきます。また、

第１章の計画策定の趣旨から第３章の計画の進行管理につきましては、３月にご報告をい

たしました策定方針の内容とほぼ同様でございますので、説明は省略させていただきます。 

   それでは、６ページのほうをお開き願います。 

   第４章、市の現況と課題です。 

   １の地勢では、市の地理的な位置や特徴及び道路や鉄道等の状況、また、市内の特性で

ある住みやすさの指標といたしまして、東洋経済新報社によるランキング結果を記載して

おります。 

   続きまして、７ページ、２として、人口指標でございますが、国勢調査に基づく那珂市

のこれまでの人口の推移及び年齢別の人口割合を記載してございます。 

   続きまして、８ページをお願いいたします。 

   ここから 14 ページまで、市の現況と課題といたしまして、それぞれの指標から見た現

況と課題についてを整理してございます。 

   なお、各指標については、各政策分野と関連づけておりまして、例えば（１）の市民活

動団体数については、市民との協働、（２）の上下水道普及率と汚水処理人口普及率につ

いては生活基盤の整備、９ページの幼稚園、保育所、認定こども園、小学校、中学校は子

育て支援というふうに関連づけて整理をしてございます。 

   続きまして、15ページをお願いいたします。 

   こちらからが第２部の基本構想となります。 



－18－ 

   第１章、市の将来像とまちづくりの基本理念。 

   まず、１の市の将来像でございますが、「人と地域が輝く安心・安全な住みよいまち那

珂」としてございます。 

   今後ますます人口減少社会が進む中にあっても、市民一人一人が個性や能力を発揮しな

がら生き生きと活躍し、人と人とのつながりを感じられる充実した地域コミュニティの中

で輝くことができるまち、また、誰もが安心して安全に暮らせることができる住みよい那

珂市でありたいという願いを表現したものとしてございます。 

   10 年後の那珂市を見据えまして、どういう将来像がふさわしいのか、策定委員などで

意見を出し合いまして決めたものがこの市の将来像ということでございます。 

   次に、２のまちづくりの基本理念ですが、先ほど申しました市の将来像の実現に向けま

して、３つの基本理念を設定しております。 

   まず１つ目が「全ての人が安心して住み続けられるまちを目指します」です。まちづく

りの基盤は、何といっても地域コミュニティです。その充実強化に取り組むとともに、市

民はもちろん市外からの転入者にも、住んでいてよかった、これからも住み続けたいと思

えるように、移住・定住につながる取り組みを進め、さらには市民アンケートの結果でも

高い割合で優先すべきとしていた防犯対策を推進することによりまして、全ての人が安心

して住み続けられるまちづくりを進めてまいります。 

   ２つ目でございます。「共に助け合い支え合う、すべての人にやさしいまちを目指しま

す」です。少子高齢化や人口減少が進む中、子育て支援は重要な施策の一つでございます。

そのため地域全体で子育てを支える体制の強化に取り組むとともに、高齢者や障害者の医

療、福祉環境の充実を図ることにより、共に助け合い支え合う、すべての人にやさしいま

ちづくりを進めてまいります。 

   ３つ目でございます。「すべての人が輝く賑わいのあるまちを目指します」です。市の

将来を担う子供たちが確かな学力と豊かな心を身につけられるよう、学校教育の充実強化

に取り組むとともに、人生をより豊かなものとする生涯学習や生涯スポーツ環境の充実に

取り組んでまいります。また、市民ワークショップでもご意見が出ました市の弱みとして

意見が多かった産業や観光の振興につきましても、観光を図ることによって全ての人が輝

き、にぎわいのあるまちづくりを進めてまいります。 

   続きまして、16ページをお願いいたします。 

   第２章、将来人口推計となります。 

   本期間における将来人口及び産業別就業人口について集計をしております。人口推計で

は、中間年度の 34年度が５万 2,500人、それから計画最終年度の 39年には５万 1,100人

というふうに推計をしてございます。 

   17ページをお願いいたします。 

   第３章の土地利用構想となります。 
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   １の土地利用の方針では、本市の市街化区域を住居系、複合系、産業系の３つに、市街

化調整区域については営農ゾーン、居住ゾーン、緑地ゾーンの３つのゾーンにそれぞれ分

けまして、土地利用の方針を示しております。 

   18ページをお願いいたします。 

   ２としまして、都市ネットワークによる連携では、道路や公共交通といった都市ネット

ワークにより、周辺都市との連携、市街化区域と集落の連携、交流を図っていくこととし

ております。 

   続きまして、19ページをお願いいたします。 

   第４章、こちらが本丸の基本構想でございます、施策の大綱となります。 

   施策の大綱につきましては、第１次総合計画と同様、１のみんなで進める住みよいまち

づくりから、21 ページまでの６の行財政改革の推進による自立したまちづくりまで、６

つの施策、この６つは前計画と同様でございます。 

   さらに括弧書きで太字で書いてある部分が各施策の大綱における施策になるわけでござ

いますが、今回は全部で 31施策、前回は 30施策ということで、１施策多くなってござい

ます。 

   なお、施策の大綱の下に書いてある文章なんでございますが、前半の段落が市の現状や

課題について整理したもの、それから後段部分がその課題等を解決するため、市の取り組

むべき施策の方向性について記載をしたものとなってございます。 

   それでは、１のみんなで進める住みよいまちづくりについてご説明をいたします。 

   市民と行政がそれぞれの役割を自覚しながら、これまで以上に協力、連携し、将来にわ

たって持続可能で住みよいまちづくりを進めていくことがますます重要となってまいりま

す。そのためまちづくりの基盤となる地域コミュニティの充実・強化に取り組むとともに、

誰もが住んでよかった、これからも住み続けたいと思えるよう、シティプロモーションや

移住・定住につながる施策の展開、また、防犯・防災等、あらゆる分野で市民との協働の

まちづくりを推進してまいります。 

   施策としましては、（１）の地域コミュニティの充実を図るから（４）の互いに尊重し

合う社会の形成を図るまで、４つの設定をしてございます。 

   なお、前回の計画では、この分野につきましては２つの施策でございましたが、今回は

住みよいまちづくりをさらに強く推進するため、（１）として地域コミュニティの充実を

図る、それから（２）といたしまして移住・定住やシティプロモーションに関する事業を

位置づけることとして、（２）として、誰もが住み続けたいと思えるまちづくりを推進す

るというところを追加してございます。 

   続きまして、２の安全で快適に暮らせるまちづくりについてご説明いたします。 

   近年多発する大規模な災害や犯罪等から、市民の生命や財産を守るため、今後も市民と

行政が連携して防災・防犯活動を継続して行っていく必要がございます。そのため自助、
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共助、公助による防災・防犯体制の充実を図るとともに、道路や下水道など、生活基盤の

整備を進めるとともに、自然環境の保全に努め、環境に配慮した持続可能な社会の実現を

目指してまいります。 

   施策といたしましては、（１）の災害に強いまちをつくるから（９）の効率的に生活排

水を処理するまで、９つの施策としてございます。 

   こちら前計画では 10 の施策がございましたが、今回、区域指定制度の導入を踏まえま

して、前回の「調和のとれた土地利用を図る」という文言と、それから「魅力ある市街地

の形成を図る」という２つの施策をまとめまして、（７）といたしまして、自然環境を生

かした機能的な都市づくりを推進するというふうにまとめてございます。 

   続きまして、20ページのほうをお願いいたします。 

   大綱の３、やさしさにあふれ生きがいの持てるまちづくりでございます。 

   少子高齢化、人口減少が進行する中、子育て世代、高齢者、障がい者、誰もが安心して

生き生きと暮らしていくための環境づくりが今後も必要となってまいります。そのため全

ての市民が安心して生きがいを持って暮らせるよう、家庭や地域で支え合える優しさにあ

ふれた社会の実現を目指してまいります。また、保健、医療、福祉サービスの充実や健康

づくりを推進するとともに、妊娠・出産から子育てまで、切れ目のない支援と子育て体制

の強化に取り組んでまいります。 

   施策といたしましては、（１）の安心して子どもを産み育てられる環境を整えるから

（６）の健康で生きがいをもって暮らせる保健体制の充実を図るまで、６つの施策を展開

してまいります。 

   続きまして、４、未来を担う心と文化を育むまちづくりでございます。 

   市の未来を担う子供たちが確かな学力と豊かな心を育むことができるよう、学校教育、

生涯学習、それから生涯スポーツの充実強化を図るとともに、郷土愛を育むため、歴史資

産や伝統文化を継承する施策に取り組んでまいります。 

   施策といたしましては、（１）の豊かな心を育む学校教育の充実から（６）の多様な文

化と交流する機会の充実までの６施策となります。 

   続きまして、21ページになります。 

   ５、活力あふれる交流と賑わいのまちづくりでございます。 

   前回の計画同様、ここでは産業、商業、工業、観光などの分野としてございます。若い

世代が移住・定住する要件として、やはり一番キーとなる部分は仕事の部分だと思います。

そのため雇用や創業支援に関する施策を積極的に展開するとともに、商工業の活性化や販

路拡大、魅力ある観光資源づくり、特産品づくりをさらに進めまして、シティプロモーシ

ョンによる魅力発信を図っていく必要があることから、（１）の活力ある農業の振興から

（３）の地域資源を生かした観光の振興を図るまで、３つの政策を展開してまいります。 

   続いて６、行財政改革の推進による自立したまちづくりでございます。 
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   人口減少に伴う税収の減、それから高齢化に伴う扶助費等の増加が見込まれる中、今後

はより一層効果的、効率的な行財政運営が求められてくることから、（１）の効果的・効

率的な行財政運営を推進するから（３）の多様な行政サービスを提供するまでの３つの施

策を展開しまして、安定的な行財政運営と市民サービスの向上に向けた取り組みを推進し

ていくこととしてございます。 

   以上が基本構想の素案となりますが、最後に 15 ページでご説明しましたまちづくりの

基本理念と施策の大綱の関連についてご説明をさせていただきます。 

   まず、大綱の１のみんなで進める住みよいまちづくりと２番の安全で快適に暮らせるま

ちづくり、この２つが基本理念１のすべての人が安心して住み続けられるまちづくりを目

指しますに、それから大綱の３がですね、②の共に助け合い支え合う、すべての人にやさ

しいまちづくりを目指しますに連動しておりまして、大綱４と大綱の５が③のすべての人

が輝く、賑わいのあるまちを目指しますと関連づけてございます。 

   駆け足で大変簡単な説明でございましたが、説明は以上とさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

委員長 執行部の説明が終わりましたところで、暫時休憩といたします。 

   再開を 11時 20分といたします。 

     休憩（午前 11時 10分） 

再開（午前 11時 20分） 

委員長 再開をいたします。 

   第２次那珂市総合計画基本構想の素案について、執行部より説明をいただきました。 

   これについて、ご意見、ご質疑等ございませんか。 

助川委員 ７ページの人口指標の人口推移に関してなんですが、このグラフですと、昭和 60

年から平成２年までの２年間で 4,000人近くふえてしまっているようなグラフの表になる

わけですけれども、当然これは瓜連さんの人口が入っているんだろうと思うんですが、こ

の辺のところの正確性を期すために、平成 17 年ですから、注釈等を入れていただければ

はっきりわかるのかなという感じがするんですが、その辺の対応をいかがですか。 

政策企画課長 ご指摘のとおりでございますので、旧那珂町、旧瓜連町の数字を合算したもの

というような明記を持ち帰り検討したいと思います。 

委員長 助川委員、いいですか。 

笹島委員 10 年前と余りかわりばえしないんだけれども、これどこかメインのポイントとい

うの、何カ所かあると思うんだけれども、そこをちょっと教えてくれる。 

政策企画課長 まず、先ほども説明しました、まず第４章の施策の大綱の部分が総合計画の本

丸でございまして、先ほどの（１）の地域コミュニティの充実、こちら昨年度は市民との

協働によるということで、自治会、それからまちづくり委員会との協働作業を進めていく

んですよということにしてございました。これらをさらに進めるため、地域コミュニティ
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の充実ということで、自治会、まちづくり委員会等の協力を今後もさらに進めていくとい

うことで、独立させたと。 

   それから、昨年度策定した創生総合戦略に基づく施策として、住みよさというものをも

っと前面に押し出していこうということで、（２）として、誰もが住み続けたいと思える

まちづくりを推進するということで、こちら地方創生で掲げている施策を基本事業として

やっていこうというふうに考えてございます。 

   大きな部分はその辺になるかと思います。 

笹島委員 基本的に地方創生をもとにして色づけをしていくという形をとっているのかな。 

政策企画課長 素案の２ページ、計画策定の方針というものが（２）としてあるかと思います。

こちら策定にあたっての方針でございますが、①として市民と行政の協働、それから時代

の変化に柔軟に対応する、成果実行主義ということで、最後に総合戦略との整合性を図る、

これらの方針に基づきまして、総合計画の素案を練り上げてきたところでございます。 

   以上でございます。 

委員長 その外ありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、以上でこの件を終結いたします。 

   続きまして、いぃ那珂暮らし結婚新生活支援補助金交付要綱の制定についてを議題とい

たします。 

   執行部より説明をお願いします。 

政策企画課長 それでは、常任委員会資料の２ページをお開き願います。 

   いぃ那珂暮らし結婚支援補助金交付要綱の制定についてご説明をいたします。 

   まず策定の趣旨ですが、昨年度策定しましたまち・ひと・しごと創生総合戦略の戦略の

３、結婚・出産・子育て応援戦略で掲げました数値目標、年間平均出生数 400人を達成す

るために、経済的な理由で結婚に踏み出せない若者に対しまして、婚姻に伴う新生活に係

る費用の一部を支援することによりまして、結婚の希望をかなえ、少子化対策の強化に資

することを目的として制定するものでございます。 

   ２、制度の概要。 

   まず、（１）の補助対象者の要件でございますが、①としまして、平成 29 年１月１日

から３月 31日までの間に婚姻をして、婚姻が継続中であってかつ夫婦のいずれかが 40歳

以下であること、②といたしまして、平成 27 年分の夫婦の合計所得、こちらが 300 万円

未満であること、その外にも、市内に住民登録をしていること、市税等の未納がないこと

などを要件としてございます。 

   対象となる経費につきましては、婚姻を機に市内に転入、または転居し、新たに居住の

用に供するための住宅の取得費用、または賃貸借に係る経費、もしくは引っ越しに係る経

費を対象としてございます。 
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   （３）の補助額でございますが、１世帯当たりの上限額は 18万円。 

   （４）として、財源でございますが、現在、国に対しまして新婚新生活支援事業補助金

に係る実施計画書というものを申請しておりまして、決定がおりれば国から４分の３補助

がございますので、市の負担分は４分の１、１世帯当たりで換算しますと１世帯４万

5,000円の負担というふうになるかと思います。 

   また、対象者数につきましては、試算しましたところ、年間で約 40 世帯と見込んでお

りまして、今年度は１月から３月までの３カ月分ですので、10 世帯分の 180 万円を今定

例会の補正予算として計上させていただいております。 

   ３番の今後のスケジュールでございますが、今月の下旬には国の正式な決定がおりると

思いますが、その後に、来年の１月から申請の受け付けを開始してまいりたいと考えてご

ざいます。 

   また、市民に対しましては、来年１月の広報なかのほうで掲載をしますとともに、公共

機関等にチラシを配布しまして、周知を図っていければと考えてございます。 

   ３ページから５ページまでは、当該補助金の交付要綱の全文となります。 

   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 執行部からの説明が終わりました。 

   ご意見、ご質疑ございませんか。 

笹島委員 これ随分期間が短いけれども、補助が３カ月くらいしかないの、それでこういうふ

うにしたのかな。 

政策企画課長 国の制度設計上、28 年度の予算ということで、ただ、内示としては来年度も

継続してあるだろうということで、29年度もこの予算は計上するつもりでございます。 

助川委員 補助対象の資格なんですけれども、既に建築物ができ上がっていて、まだこちらに

入居がされていないというような方は対象になるの、これ。 

政策企画課長 例えば家が建てた後でも、引っ越しに関する費用、例えば家財道具を運び込む

費用であるとかが発生すれば、その費用も対象となるということでございますので、その

間が１月１日から３月 31 日までの間に全て、その期間内であれば対象となるということ

でございます。 

助川委員 さかのぼって、そうするといつからいつまでが対象になるの。 

政策企画課長 １月１日から３月 31 日まででございます。ですから、例えば４月以降に越し

てきたとか転入したという場合には該当にならないということでございます。 

助川委員 そうしますと、厳密にいうと、今年の 12月 31日までに引っ越しとか全て終わって

しまうと対象外になってしまうということですね。 

政策企画課長 はい、そのとおりでございます。 

委員長 外にございませんか。 

笹島委員 居住費なんだけれども、これ住宅を新しくしたときの取得で、これは大体ローンを
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組むんだけれどもね、そうしたとき。そのローンの補助してくれるのか、一時的なものな

のかという、賃貸はこれ何、１カ月くらいしか、賃貸のそのあれを出さないの。 

政策企画課長 毎月毎月補助するというものではなくて、一括で 18 万円を補助すると。です

から、住宅を購入した場合でも何千万というお金がかかっているかと思いますが、18 万

円の補助、アパートに賃貸した場合でも 18万円の補助ということでございます。 

助川委員 これはあくまでも上限が 18万ということですね。 

政策企画課長 そのとおりでございます。18 万円を下回れば、その額ということになります。 

中﨑委員 所得制限があるよね、これね。夫婦合せて 300 万だよね。それで、片方は 40 歳以

下、例えば奥さんが 38歳とかなって、旦那さんが 45、50なんて言うこともあり得るわけ

ね。そうしたら、300 万の所得、あるいは夫婦共稼ぎなんていったら、これを超えてしま

うんじゃないの。 

政策企画課長 確かにおっしゃるとおりで、割合的にはかなり低いと思っています。ですから、

先ほど３カ月間で 10 世帯ほどいないというのは、そういうことだと思います。大体年間

の那珂市内の婚姻数を見ますと、200 件から 250 件程度ございます。そのうちの約２割程

度がこの 300万円未満だろうというふうに推計したところでございます。 

委員長 いいですか。 

小宅委員 これは国から４分の３ということは、外の市町村、近隣も同じようにやるというこ

となんですかね。 

政策企画課長 既に実施している県内の自治体としましては６市町村ございまして、那珂市は

７番目、全国的には 125 ほど、11 月末現在では実施しているというふうに伺っておりま

す。 

小宅委員 であれば、これ広報するのは回覧よりも、那珂市及び近隣、水戸、ひたちなか、東

海の不動産屋さんに紹介して、那珂市に住むと敷金、礼金が補助されますよと言ってもら

うのが一番効果的なんじゃないかなと思うんですけれども、どうでしょう。 

政策企画課長 周知の方法につきましては、委員ご指摘のとおり、市内だけではなく、そうい

った宅地宅建のほうの業者等も活用しながら、広くアピールしていければというふうに考

えてございます。ありがとうございます。 

委員長 外にありませんか。 

笹島委員 余り周知徹底しないほうがいいかもしれないな。 

委員長 回答はいいですか。要らないですか。 

   その外ございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、以上でこの件を終結いたします。 

   それでは、続きまして、いぃ那珂暮らし応援団の設立についてを議題といたします。 

   執行部より説明をお願いいたします。 
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政策企画課長 それでは、資料の６ページのほうをお開き願います。 

   いぃ那珂暮らし応援団の設立についてご説明をいたします。 

   １の設立の目的でございますが、この応援団は、那珂市が元気になる活動を心から応援

してくれる市民や市外の人で組織をしまして、団員によりまして、さまざまな魅力の発信、

それから市と団員との交流、連携を深めることによりまして、市のさらなる知名度アップ

と活力あるまちづくりを推進するために設立をするものでございます。 

   ２の制度概要でございますが、（１）としまして、団員の資格につきましては、那珂市

を本気で応援してくれる個人や団体で電子メールアドレスを有していること、②といたし

まして、団員は一般団員と賛助団員で構成しまして、年会費は無料といたします。賛助団

員につきましては、賛助金を納めていただける方といたします。 

   （２）としまして、応援団の主な活動内容でございますが、まず市の魅力、地域資源等

の情報収集及び情報発信をしていただきます。②といたしまして、市や団員などが実施す

る各種事業への参加協力などをしていただくことを想定してございます。 

   （３）の市の主な支援でございますが、①の団員証や名刺の発行、それから情報発信ツ

ールの提供、団員の活動及び情報交換の機会の場を創出するなど、団員への支援を行って

いければというふうに考えてございます。 

   ３のこれまでの経緯と今後の予定でございますが、昨年度策定した総合戦略の中の、こ

ちらは戦略の２に当る那珂市の人口還流戦略、地方移住の推進の核となるというふうに考

えておりまして、その人材育成にあたりまして、この応援団を設立するということにして

ございまして、本年の６月から市職員によるプロジェクトチームを設置し、また、10 月

には有識者等と意見交換を実施しながら、制度設計を検討してまいりました。さらには、

産業祭、それから図書館まつりなどの来場者に対しまして、市の魅力や発信方法について

アンケート調査を行って、制度設計を今回まとめたところでございます。 

   今後の予定でございますが、来年１月、応援団制度を周知していくこととしております

が、例えば成人式が新たに 20 歳になる若者に対しまして、チラシを配布いたしまして、

募集を開始していければというふうに考えてございます。 

   また、こちらは来年度の話になりますが、八重桜まつりのほうに合せまして、応援団の

キックオフイベントと申しましょうか、それを開催していければというふうに考えてござ

います。 

   次のページ、７ページには、大変小さくて申しわけございませんが、28 年度の 10 月以

降、それから 29、30、31 年度、応援団の活動の予定を添付してございます。８ページ、

９ページが応援団の設置要綱の本文となります。 

   説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

委員長 執行部からの説明が終わりました。 

   ご意見、ご質疑ございませんか。 
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助川委員 既にポスターが商工会さんを通されて、私のところなんかも、各事業所さんに多分

配布になったと思うんですが、大変これ細かいことなんですけれども、見出しのいぃ那珂

暮らし応援団の設立、この「ぃ」の、どんなふうに発音すればいいんですか。発音という

か、これ何か意味があるのかな、字が小さい、２文字目。 

政策企画課長 ご指摘の部分、小さい「ぃ」なんですが、普通にいい那珂暮らしと読んでいた

だいて、ポスターも小さい「ぃ」になっていると思います。 

助川委員 何か意味があるのかなと思って。特に意味はないのね。 

政策企画課長 ロゴといいますか、目を引くようにというか、そういう意味合いで、特段大き

な意味はございません。 

委員長 その外ありませんか。 

   ちょっと１ついいですかね。 

   これ会費とかというのは、賛助団員はいくらにする予定なのかな。 

政策企画課長 年会費は無料でございまして、賛助団員については、この応援団の趣旨に賛同

していただける方について、例えばよくあるのは１口 1,000円とか 2,000円とかあるのか

と思いますが、それは賛助団員の方の気持ちということで、そういう設定はしてございま

せん。 

   以上でございます。 

委員長 もう一つ、逆に会費とかをもらったほうが一生懸命やるような気がするんだよね、普

通の一般団員であっても。そういう気がするんだけれども、その辺はどうかしな。 

政策企画課長 まずは設立にあたりましては、無料で有志を募って、まず数多くの団員を集め

たいというふうに考えてございます。今後運営する中で、例えば自立性を求められる中で、

どうしても会費が必要になってくるというような場合には、再度検討すればいいのかなと

いうふうに考えてございますので、まずは設立にあたっては、会費を無料として、一人で

も多くの方に参加していただきたいということで設定をしてございます。 

委員長 わかりました。 

   外にありませんか。よろしいでしょうか。 

     （なし） 

委員長 それでは、以上でこの件を終結いたします。 

   それでは、暫時休憩いたします。 

休憩（午前 11時 43分） 

再開（午前 11時 44分） 

委員長 再開いたします。 

   防災課が出席いたしました。 

   那珂市空き家等適正管理に関する条例骨子についてを議題といたします。 

   執行部より説明を求めます。 
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防災課長 防災課長の小橋です。外２名が出席しております。よろしくお願いいたします。 

   それでは、委員会資料の 10ページをお開きください。 

   那珂市空き家等の適正に関する条例の骨子についてご説明をいたします。 

   １、条例の制定の趣旨でございますが、近年の社会情勢の変化に伴い、住宅、建物の老

朽化が進み、空き家等が年々増加し、今後もこの状態が続くと思われます。特に適正に管

理されておらず、放置されている空き家は、倒壊、樹木等の繁茂、ゴミの不法投棄の誘発、

火災、犯罪の温床となるおそれなど、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすばかりで

なく、防犯上の問題も懸念されます。 

   このため所有者に対して空き家等の適正管理を促すなど、管理不全な空き家等の抑制を

図り、安全で安心なまちづくりを推進することを目的として、条例を制定しようとするも

のでございます。 

   続きまして、２の条例の概要でございますが、空き家等の推進に関する特別措置法、い

わゆる空き家対策特措法に定めるものの中で、特に重要と思われる規定と、特措法に定め

のないもので、那珂市の空き家等対策に必要と思われる事項を那珂市の条例として規定し

ております。 

   主なものとしましては、市内に適正に管理がなされていない空き家等がある場合、市民

は、市に情報提供できることを規定しております。この規定は、特措法にはございません。

また、管理不全な状態の空き家等に対し、実態調査ができることを規定しております。 

   調査の結果、管理不全な状態であるときは、適正な管理に必要な助言、または指導を行

えることを規定し、それにもかかわらず管理不全な状態が続いている場合は、必要な措置

を講ずるよう勧告できることを規定しております。さらに、勧告に応じないときは、履行

期限を定めて所有者に対し必要な措置を講ずるよう命ずることができることを規定してお

ります。 

   助言、指導、勧告は行政指導に、命令は行政処分に当るもので、特措法でも規定してお

りますが、重要なことですので、市の条例においても規定しております。 

   11ページをお開きください。 

   命令を行ったにもかかわらず、正当な理由なく従わない場合は、命令に従わない者の住

所、氏名、空き家等の住所、命令の内容等を公表することができることを規定しておりま

す。特措法では、命令を受けた者に意見書を提出する機会を与えるだけでなく、意見書の

提出に代えて、公開による意見の聴取を行う場を提供し、その期日及び場所を公告するこ

ととなっております。 

   市民に危険が生じるおそれがある場合、所有者の同意を得て必要最小限度の措置を講じ、

危険を回避することができる旨を規定した緊急安全措置については、市条例のみの規定で

ございます。 

   所有者が命令に従わない場合においては、外の手段によってその履行を確保することが
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困難であり、その不履行を放置することを公益に反すると認められるときは、行政代執行

法の定めるところにより、必要な措置を行い、その費用を所有者等から徴収することがで

きることを規定しております。 

   特措法でも規定しておりますが、重要なことのため、市の条例でも改めて規定をしてい

るところでございます。 

   また、管理不全な状態にある空き家等の危険を回避する必要があると認められるときは、

警察、消防、その他関係機関に必要な措置を講ずることができることを規定しております。 

   次に、３、今後のスケジュールでございますが、当委員会での骨子の説明を経て、来年

１月にパブリックコメントを実施し、３月の定例会に条例案を上程しまして、３月に公布、

４月１日に施行で進めたいと思っております。 

   説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 執行部からの説明が終わりました。 

   ご意見、ご質疑ございませんか。 

小宅委員 こちらようやく条例ということでございまして、本当は特措法よりも先に那珂市で

条例をつくっておけば、そっちが優先されたんですけれども、後になってしまいましたの

で、特措法を補完する形での条例という形になるのかなと思います。 

   １つお聞きしたいんですが、まず、公表となる場合、いわゆる問題となる空き家という

のは、いわゆるいろいろな問題があっての方が多いということがあるんだと思うんですね。

例えばプライバシー、例えば生活保護だとかそういった事情があるという場合でも公表と

いうのはするという方向でよろしいんでしょうか。 

防災課長 委員おっしゃるとおりでございます。 

小宅委員 公表するということですか。 

防災課長 はい。 

小宅委員 そうなると、結果的に本人には、もっといえば、本人に意思能力がないという場合

もあると思うんですね。そういった場合、意思能力もなく、資産も財産もないという場合、

代執行をしていってという判断が、やっぱりここが一番難しいところだと思うんですけれ

ども、こういった場合、それでも近所としてはどうにかしてほしいという、あるんだと思

うんですね。そういった場合にこれ最終的にはどういうふうな判断をしていくのかなとい

うところをちょっとお聞きしたいんですけれども。 

防災課長 そちらにつきましては、市の協議会を設置しまして、その中で協議をしてまいって、

全庁的に取り組んでいきたいと考えてございます。 

小宅委員 防災課ではなく、協議会というものをおつくりになるということで、それはどうい

うメンバーになる、まだ予定なんでしょうけれども。 

防災課長 これは内部での協議会で、防災課が主管課となりまして、建築、都市計、その他関

係機関等を入れまして、空き家対策推進のための内部協議会を設立したいと今準備を進め
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ているところでございます。 

   以上でございます。 

小宅委員 当たり前の話なんですけれども、これだけはちょっと聞いておきたいんですが、最

終的な責任権者は誰になりますか。 

防災課長 市長でございます。 

小宅委員 わかりました。 

委員長 外にございませんか。 

助川委員 空き家に関しては、今、小宅委員言われたように、さまざまな理由で空き家になっ

ていることが想定されますけれども、行政として初動段階は文書等でその助言とか指導、

勧告まで、あるいは文書、あるいは実際にお会いしてということになっていくんだろうと

思いますけれども、意外と物件によっては、その権利者がおられない、あるいは行き先不

明とか、そんな物件もなきにしもあらずだと思いますけれども、そういった場合にはどう

いう手続のもとに、どういうふうに対応、処理されていくのか。これは、代執行というの

は最後にあるようだけれども、その辺のところはどういうふうに対応していくつもりでし

ょうか。 

防災Ｇ長 お答えします。 

   まず今後の流れなんですけれども、内部協議会のほうで、特定空き家というものを認定

させていただきたいと思います。その特定空き家のほうを認定したものに対して実態調査

を図るという形になるんですが、この実態調査も、持ち主等がわかる場合はですが、こち

らから調査に入りますという通知を差し上げます。ただ、所在が不明な場合には、実態調

査ができる旨が特措法のほうでもうたっていますので、そちらの中で調査をさせていただ

きたいと考えております。 

   その後なんですが、勧告、命令なんですが、こちらに関しましては、行政代執行法に基

づき手続を進めたいとは考えてはおるんですけれども、居住者等が不明な場合、訴訟等が

起きた場合に、何か問題があるので、そこの部分に関しましては、専門的な知識を有する

方、弁護士さんとか宅建取扱の方とか、そういう方たちを踏まえて協議をした上で、方法、

方策を考えていきたいと考えております。 

   以上でございます。 

助川委員 ちなみに 44、県内に自治体がありますけれども、いくつの自治体で空き家条例の

制定はされておりますか、現時点で。 

防災課長 10月現在で 16市町でございます。 

   以上でございます。 

助川委員 隣接は全市町村なっていますか。 

防災課長 隣接で申しますと、常陸太田市とひたちなか市が条例を制定してございます。 

   以上でございます。 
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助川委員 大宮、東海、水戸市さんはされていないですか。 

防災課長 委員おっしゃるとおり、まだ水戸市、東海村、あと常陸大宮ですね、制定してござ

いません。 

助川委員 これで条例を制定されるということになって、行政側は困らないでお進めできると

いうことで、理解されて条例制定されたんでしょうから、これで、パブリックコメントこ

れからかけるんだよね。そうしますと、支障なく進められるということで、条例をこれで

決定して、パブリックコメントということの手順でいくわけですね。 

防災課長 委員おっしゃるとおりでございます。 

助川委員 じゃ、条例制定は次年度の３月議会に上程されるということですか。 

防災課長 スケジュールに記載の例もございますように、３月の定例会に条例案を上程したい

と考えてございます。 

委員長 外にございませんか。 

   質疑、ご意見等ありませんか。 

笹島委員 今これ骨子だけれども、これからどのような作業をして肉づけしていくのかな。大

体それをちょっと教えてくれますか。これどこでもあるような条例案だからさ。 

防災課長 １月のパブリックコメントの意見等を集約しまして、那珂市に合致した条例を制定

したいと考えてございます。 

笹島委員 その前に空き家特措法ができているから、それが優先するわけでしょう。 

防災課長 現在のところ委員おっしゃるとおりでございます。 

笹島委員 そうすると、それにもない、補足するような形もつくっておかないとという。 

防災課長 あと、規則のほうも制定を合せてしまして、考えてございます。 

   以上であります。 

委員長 外にございませんか。 

   よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 質疑ないようですので、それでは、以上でこの件を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

   執行部はお疲れさまでした。 

   再開を 13時、午後１時といたします。 

休憩（午前 11時 57分） 

再開（午後１時 00分） 

委員長 それでは、再開をいたします。 

   まず、議会報告会での意見等への対応についてを議題といたします。 

   皆様には、第４回那珂市議会報告会記録が配付になっていると思います。ありますね。 

   この中で、意見交換記録が入っておりますので、皆様方、この当委員会としての対応に
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ついての検討をしたいと思います。 

   まず、ひばりヶ丘の件については、これは今現在検討中ということであります。 

   それと、４ページにあるかと思いますが、ゴミ指定袋のフルネームについてのことが参

加者のほうから質問がありました。このときは議会から執行部へ、12 月議会には諮って

答えを出しますということで答えております。これについて、環境課のほうから、ゴミ袋

の件です、フルネームを記載してほしいというゴミ袋のですね。これ 10 月に環境課のほ

うから、10 月 17 日からゴミ指定袋の氏名をフルネームで記入してほしいと、記入がない

場合には回収しないということに通達をしております。これについては、環境課のほうと

話し合いをしましたが、外の議員からもこういう問題で、環境課のほうにも問い合せが行

っているようでございますが、今、環境課のほうで内部調整、検討をしているところであ

り、今後このフルネームで記入しなくてもいいような方向で今検討を進めているというこ

とでございます。そういう回答がありましたので、一応ご報告をしておきます。 

   広報委員会のほうでは、今回出さないんだね、次回だね。 

     （「はい、次回です」と呼ぶ声あり） 

委員長 報告会のやつはね。 

これから各まちづくり委員会等と話し合いを持って、それから答えを出したいというこ

とです。やっぱりまちづくり委員会のほうの要望を出してもらって、それからのほうがい

いんじゃないかということでした。 

     （発言する声あり） 

委員長 次年度ですね。 

   あと、ふるさと納税制度ですね、当委員会の所属はね。ふるさと納税は去年が 3,513万

円でしたね。これは皆さん、ふるさと納税制度については、やっぱり関心が多いのかなと

思いますね。 

助川委員 ふやしたらいいでしょうということなんだと思うんだけれども、これは申請者の関

係もあるからね、こちらから何点にしますとか、何点にしますとかということはなかなか

申請、あるいはそれの認定までの手順があるでしょうから。そういう期間的なスケジュー

ルも経なくてはならないでしょうからね。 

委員長 ふるさと納税制度をね、これは現在 26 品目、もっとあるのか。100 ぐらいあるね。

これといった目玉が少ないよということを皆さんによく言われていますんで、この辺をも

っと目玉をつくってほしいということは、先日の一般質問でも出ておりましたようです。 

   あとは自治会制度ね。自治会制度についてどうしていくかということも、いろんな自治

会に加入、非加入、これがどうしても市街地のほうだと自治会に入らない、特にアパート

住まいの人たちが加入率が低いということがありますんで、この辺は自治会が魅力ある自

治会に成長していかないと、なかなか難しいかなという気はいたします。 

   それと、公共交通機関、この交通、特にバスですね。水郡線は９つも駅があるんですが、
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バスについては今ほとんど通っていないというような状況がありますので、この那珂市地

域公共交通会議が開かれていますが、なかなか前に進まないと。近隣市町村とのこのデマ

ンドタクシー、ひまわりタクシーですか、これの相互乗り入れ、そういったものの検討は

しておりますが、なかなか進まないような状況。 

   それと、あともう一つは街路灯の設置をお願いしたいということですが、街路灯も今Ｌ

ＥＤがもっと単価が安くできればもっと普及するのかなと思いますが、街路灯の数をふや

すことも一つ、今現在 100メートル単位かな。特に暗いようなところは自治会のほうで、

現在自治会のほうが管理している関係で、自治会の予算、それらを含めて自治会との協議

をもっとまめに防災課のほうと、やっていただきたいと思っております。 

   あとは、太陽光発電、この太陽光発電について、条例を検討してほしいということです

が、今この条例をつくるかどうかということを執行部のほうでは考えているようですので、

その辺はあるかと思います。 

   こういったことが今回の議会報告会での意見、参加者からのお話があったところです。

これにあわせて何か皆様方からご意見とかありませんか。 

助川委員 それに対して、議会として、報告会では答弁していますよね。 

委員長 答弁しています。 

助川委員 それでいいかということなんでしょう、それぞれ。 

委員長 これでよろしいのでしょうかね。 

助川委員 それのそれぞれの事案について。 

委員長 ゴミのところだけが 12 月に答えを出しますということを言っておりますので、今回

の議会だより、あれでこれは一応出す、それで、先ほど私が言ったように、今検討、これ

については…… 

     （「次回です」「委員会の対応に関しては次の次。次は議会報告会でやった大ま 

      か……」「大まかなところが出ましたよという。その後、じゃ、その課題につい 

      て対応をこうしますというのはその次」と呼ぶ声あり） 

委員長 次か。そうすると、このゴミの問題については、このフルネームということについて

は、先ほど言いましたように、現在執行部で検討中と、早目にこの答えを出しますという

ことですので、それでよろしいでしょうかね。 

     （発言する声あり） 

委員長 暫時休憩します。 

休憩（午後１時 10分） 

再開（午後１時 20分） 

委員長 再開いたします。 

   それでは、その外に、あとこの報告会でのご意見とか。 

   そんなに数はないんだよ。総務のほうは、まず２ページ、これは答えていますからね。
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このときにね。 

   その次が４ページの今のゴミ袋、５ページの自治会制度、これは答えは出ていますね。 

   次が７ページの公共交通機関、これは一応答えをしております。 

   ８ページの街路灯、これも答えをしております。 

   あとは 10ページの太陽光発電について、これもお答えをしております。 

   ゴミ袋のフルネームについてが執行部へ 12 月議会に答えを出しますということだけで

答えております。 

   この対応について、何かありませんか、報告会についての。 

助川委員 今回保留をしている部分は、そのゴミ袋のことだけでしょうよ。 

委員長 そうですね。 

   その外には。ゴミだけしかないんだよね、答えが出ていないというのはね。 

   それではね、次回の委員会、次回の総務生活常任委員会のときに、このゴミ袋のフルネ

ーム使用ということについては、そのときに執行部を呼んで協議をしたいと思いますが、

このようなことでどうでしょうか。よろしいですか。 

     （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは、そのように対応をいたします。よろしくお願いいたします。 

   続いて、もう一つ、委員会での視察、11 月１日、２日と鋸南町のほうへ、廃校利用に

ついてということで視察に行ってきました。それについての感想、意見交換等について議

題をいたします。 

   視察の内容について、事務局より説明をさせます。 

書記 視察についての資料をご用意ください。 

   今回、廃校利用について、千葉県の鋸南町の都市交流施設、道の駅保田小学校の視察を

行いました。視察を行った保田小学校については、2014年に廃校となり、2015年 12月に

都市交流施設及び道の駅として利活用が始まっております。 

   廃校を施設として利用した背景としては、人口減少や学校の閉校などを要因とした町全

体の活力低下に歯どめをかけるために廃校を利用したプロジェクトが開始されたとのこと

でした。 

   現在、保田小学校については、道の駅として話題となっておりますが、当初の計画では、

地域を元気にすること、町に人と仕事を呼び込むこと、廃校を利用し、新たな人々が交流

する場所をつくること、この３つを柱とした交流の場として始まっているとのことでした。

そのため道の駅に関しては、後づけとのことでした。 

   また、施設の利活用については、小学校の雰囲気を残しながらのリノベーションを実施

し、体育館を直売所、教室を複合的商業施設や地元の人々の交流空間などとして利用をし

ておりました。直売所や宿泊施設等の運営に関しましては、指定管理者制度を利用してい

るとのことでした。その外に、災害時には避難場所として宿泊施設などを利用することが
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可能とのことでした。 

   外、あと施設のデータや課題等については、当日の説明より抜粋したものをご用意しま

したので、ご確認いただければと思います。 

   以上です。 

委員長 事務局の説明が終わりました。 

   これについて、それでは皆様からご意見などを頂戴したいと思います。よろしくお願い

します。 

   ありませんか。 

助川委員 千葉県の鋸南町さんの保田小学校の視察ということで、私の地区の小学校が廃校に

なり、また本米崎小も廃校になって統合されているわけですけれども、その跡地利活用と

いうことで、参考になればということで視察地を決定いただいて行ってきたわけでありま

すけれども、交通のアクセスの関係とか立地条件、あるいはまた、たまたまこの施設が後

づけでできて今に至っているということは、町長さんの選挙が当時あったみたいでして、

それがその道の駅の方向に後押しをしたというような感じを持っておりますけれども。 

   一番地域の活力を生み出すということに関しますと、やはり仕事なんですね。若い方々

から、あるいはどれだけ多くの方々がその施設に雇用が生み出されるかというようなこと

が最重要の柱になるわけでございますけれども、残念ながら道の駅と宿泊の形ですと、あ

るいはまた店舗棟も何店かは入っておりますけれども、限られた人数の雇用にしかなり得

ていないというようなことで、さらには立地条件等も、戸多小の跡地利活用、本米さんの

利活用に関しては、残念ながらちょっと参考にでき得ない大きな要因の違いがあって、そ

の辺のところが残念だったわけでありますけれども。 

   ただ、市の取り組みとしては、なんとか人口減少、あるいはまた流入人口を図らなけれ

ばならないということからの苦肉の策のこの方向づけをされたようでありますけれども、

そっくりそのままこれを取り入れて戸多小、あるいは本米崎小に参考にするということに

はなり得ない場所だったのかなというのが率直な感想でございます。 

   ただ、市の職員、あるいはまたそういった関係の企業さんとの接触等されて、あれだけ

の道の駅を組み上げられたわけでありますから、その熱意とかそういうものには敬意を表

するわけでありますけれども、その辺のところは参考にしなければならないのかなという

感じを持ったところでございます。 

   以上です。 

委員長 ありがとうございました。 

   確かに何ていうのかな、当初からもうこんなふうに使うんだよということが方向性が決

まっていて、そこにつくったということですから。那珂市の場合には、とりあえず廃校し

てその後どうしようかということなんで、ちょっとその辺が違うかなと思いますが、そう

いった、この保田小学校が今現在どんなふうにやっているのか、そういったことを参考に
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しながら当市の戸多小学校、本米崎小学校のこれからの活用の参考にはなるかなと私も思

いました。交通とかがやっぱり、あそこもそれほど交通利便性がいいわけではないけれど

も、一応、県道が目の前を通っているということですのでね。 

   その外何か感じたことありませんか。 

小宅委員 私は、保田小学校、行ってみたかった場所だったので、非常に行けてよかったです

し、参考にもなりました。外の議員さんにもお話ししましたが、実は本米崎小学校をボー

イスカウトで使わせてもらえないかという相談をちょうどその行くちょっと前に受けまし

て、ボーイスカウトでは何がしたいんですかと聞きましたら、要は宿泊をやりたいと。グ

ラウンドにも泊まれるし、教室にも泊まれる、あそこを使わせてもらいたいんだというこ

とだったんですね。保田小学校は、宿泊施設をつくって、空調なんかも工夫されていて、

お湯も出るようにされているということでしたが、ボーイスカウトはそういうものは必要

ないと、泊まれれば大丈夫ですということで、非常にいいんじゃないかなと思ったんです

ね。もちろんご存じのとおり、ボーイスカウト、全国組織、全世界組織ですので、全世界

からお客さんを呼び込むことも可能になるということでございます。 

   先日、企画部とちょっと、議会事務局を通してお話をさせてもらいましたらば、３月に

プロポーザルをやりたいと。そもそも廃校に、何のプランもなく廃校にしたことがまず無

責任、次プロポーザルで誰かに買ってもらおうというのが次の無責任だと思うんですよ。

これは、やはり那珂市の学校を廃校にしたという責任は最後まで那珂市がとるべきもので

あって、調子よく誰かに買ってもらってなんとかしようという考えでは、なかなかそうは

いかないと思うんですね。来るとしたら補助金事業しか来ないですよね、補助金をもらっ

て成り立つ事業しか来ないです。結局それが果たしていいのかということになると思うん

です。 

   であれば、そういう市民団体が有効に使える、そして地元との交流もできる、そしてさ

らに災害時の避難場所にもなるということを考えれば、私は保田小学校の例を踏まえて、

ボーイスカウトが大胆に使えるような施設にしていくということは、委員会として提案で

きればなというふうに感じました。いかがでしょうか。 

委員長 今、小宅委員からは、ボーイスカウトが使いたいというような話があるんだけれども、

市のほうではプロポーザルで募集をしたいということです。ただ、ボーイスカウトで使う

にしても、そのときだけ使うということだよね。 

小宅委員 いえいえ、指定管理で。 

委員長 指定管理で。 

助川委員 小宅委員ね、戸多小学校と本米崎小が統合になったけれども、もうとにかく少子化

の中で、子供たちが子供たち同士で、特定多数、できるだけ多くの子供たちと切磋琢磨を

しながら学校教育以外の精神的な修行とか、子供たち同士で切磋琢磨する、その子供同士

の教育が最優先しなくてはならないだろうということと、それから、地域の今通われてい
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る子供さんの保護者の方から、これだけでは、役員さんの振り分けなんかも大変だし、あ

るいは今後子供たちの増加が認められない以上は、そういうものをカバーする意味で、今

の大人が子供たちのデメリット部分を解消しなくてはならない義務があるだろうというこ

とで、苦渋の選択として、とりあえず多くの子供たちのいる場所に通わせるような対応を

してあげるべきだろうと、最終的な結論は。そこに重点を置いて統合ということを選んだ

わけなんだけれども、半面二、三割の方は、何としても地域の文化の集積地とか発信地と

か、その地域内のコミュニティを維持するためにも、何としても、いくら人数が減っても

残してもらいたいというお声も、そうですね、３割強ぐらいありました。ありましたけれ

ども、今の子供たちのことを考えた場合には、それを放ったらかしにしておいたんでは、

親の、あるいは地域、そしてまた大人の責任だろうと。その子供たちをすくい上げるため

にも苦渋の選択はやむを得ないだろうということで統合した経緯はあるんだけれども、そ

このところは、後のことをという、そのものがすぐ切りかえて決定するようなものがあれ

ばよかったんだけれども、それはとにかく考えたんでは、それがもういつになるかわから

ないからということで、苦渋の選択で統合という結論に至ったわけなんだけれども、経緯

としては。 

小宅委員 その苦渋の選択はわかるんですけれども、またここでプロポーザル、何の方向性も

なくプロポーザルで誰か使いませんかとやることは、非常に無責任な選択だと私は思うん

ですね。やはり鋸南町では町長がリーダーシップをとって、それで実現したというお話を

されていたと思うんですけれども、やはり市長、首長がこういうふうにやるという方向を

決めないと、こういうものというのは進んでいかないと思うんです。 

   執行部は地元の意見をとおっしゃっていますし、地元の自治会長さんたちとお話しする

と、そんなもの俺らに出るわけないだろうと、それは市で考えてくれと、やっぱりおっし

ゃるわけですよね。だから、やはりこれは本気になってこういうふうにしようというのを

考えなければ何も進まないと思うんですよね。テナント募集で出して、これ来たからこれ

でと、しかも買ってほしいというのはちょっと難しい話だと思いますので。 

   であれば、そういう市民活動団体が有効に使って、青少年育成とか地元との交流に使い

たいと言っているというのは、すごく私としてはいいことだなと思うんです。執行部のほ

うで指針を示せない以上、議会の委員会として視察に行ったことを踏まえて、こういう使

い方はどうですかという提案として出せないかなというふうに思った次第でございます。 

助川委員 今、土地の利活用の件で小宅委員から前向きな形で執行部は取り組むべきだろうと

いうことの意見ですけれども、当然地元としては、さまざまな要望がありました。当然そ

れを、一般質問の中でも、私も地元のことですからやりましたけれども、市長は地域の声

を最大限尊重して決定していきたいということの答弁はいただいておりますけれども、た

だ、それを実行するに当っての事業として利活用をしやすいような形にするのには、耐震

の問題がありますんで、それの予算が結構な金額がかかると、市のほうで仮にあれを民間
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にお貸しする、あるいは売却までも、地域が望めばそれもありなのかなとは思うけれども、

さまざまな宿泊施設をもちろん当然そういった案もありました。それから、民間さんにそ

っくりお貸しするというような提案もありました。それから、今の福祉の施設とか、それ

から医療施設もないんで、そういう医療関係の、病院等のそういう対応ができる施設とし

て利用していただきたいとか。さまざまもろもろ 100近く、戸多地区の在住の皆さんから

はありました。 

   その中で、市のほうで取り組みやすい形をするには、市のほうでは、やはりあそこの施

設は耐震度が低い形でありますんで、今の残っている部分は。その部分を耐震の形をしっ

かりとしなければ、おいでいただける方も、利用していただける方も安心して利用できな

いということから、当面はとりあえず体育館の屋根含めたリニューアルと、それから交流

センターの建設をお願いして、来年の３月までに工事完了ということで、来年度の４月１

日から利用開始になるわけでありますけれども。 

   その外の部分の教室がそっくり、あるいはグラウンド、そしてまたその後交流センター

が移動してしまいますんで、今の交流センターが利用なしになる。あるいはプールかな、

そこも利用がなくなるという、当然利用はなくなっていますけれども。そこの部分も利用

をどうしようかというようなことも含めて、あわせて考えなくてはならないんで。いろい

ろと私も、いろんな方から電話をいただいたり何かするんで、そういう業者さんなんかも

おいでいただいて、見ていただいたり何かということもやっていますけれども、いま一つ

踏み出せないというのが現状で、地域としては、地域全体でそれを利用したいという気持

ちはあるんだけれども、施設の容積率が多過ぎて利用できないから、市のほうを含めてお

考えをいただきたいということに現状はなっているわけでございます。 

小宅委員 戸多小じゃないですよ、本米の話です。戸多小じゃないです。 

委員長 ボーイスカウトが使いたいというのは本米崎小。 

小宅委員 あとは、いや、多分、ふだんはグランドゴルフとか使ってもらう。 

助川委員 地元はどうなの。 

小宅委員 まだ地元と話していないんですけれども。ま、提案としてですね。 

委員長 小宅委員の言っているのは、委員会として提案できないかなということですね。 

笹島委員 何か提案しなければいけないから、やっぱり提案することは大事だと思うよ。可か

不可かわからないけれども、ただ単に視察して見てきましたではさ、何見てきたんだとね。

こういうことでこうこうですというのをどうでしょう。 

委員長 せっかくのボーイスカウト、これは本当に那珂市だけじゃないでしょうから。 

綿引委員 視察研修後の意見交換等についてというスタートだったんですね。戸多、本米の跡

地をどうするんだという話をここで決めようということじゃないと思うんですが、いずれ

にしてもせっかくああいう先進地を視察してきて、大いに勉強になったわけですから。た

だ、即あれが那珂市にふさわしいかどうかというのは、またこれも難しい問題だと思うん
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ですけれども。ただ、せっかく見てきたものを無駄にしないで、執行部なり市のほうに、

こういうのを見てきて非常にためになったと、市のほうとしてもぜひ研究を深めてほしい

という要望、要請をすることは、委員会として大いにすべきだと思います。 

笹島委員 これ跡地と言っているけれども、ほとんど金かけたんだよね、億単位でね。 

     （「13億」と呼ぶ声あり） 

笹島委員 そう。だから、新しくしたほうが安上がりだと言っていましたもんね。要するにう

まいネーミングの使い方なんだよね。保田小跡地道の駅、都市交流センターと都市交流な

んとかなんとか、うまいんだよ、ここが。こういうところから入っていったんじゃない、

だから。実際はもう跡地いうみじんもないんだよね、見た目もね。もう新しくつくったと

いうんで、教室はこういうふうにしてこういうところ残しましたと、やっと説明されてさ、

そんなもんかなということであって、だからこれリピートしているんじゃないですか。あ

のまま、申しわけないけれども、古いまま跡地云々なんて、この全国星の数ほどあるから、

イノシシじゃないけれども。どんどんこれからふえてくるからね。だから、目新しくもな

いでしょう。いかに新しい仕掛けをつくっていってという、そこまでやるのには、何だっ

てお金かけなければいけないよね。 

   だから、そういう形でやっていって、我々が参考になったというのは、その仕掛けのや

り方じゃないですか。何もここでまねするという、13 億かけてね、やるようなばくちっ

ぽいやり方だから。隣に鋸山という山があるんじゃないですか、あれとあと、今言ってい

たアクアラインも近いしね、館山も近いし、南房総のほうも、勝山とか、観光地あるんだ

よね。高速道路を下りてすぐ目の前でしょう、だから。なかなかですよ、あの場所といい。

だから、これからああいうものはいいんじゃないですか。あそこはもう過疎地で何もない

というところだけれどもね。ないところにこれつくったから、これが目立ったんじゃない、

逆に言えば。 

委員長 確かに今、笹島委員が言うように、ネーミングもそうなの。保田小学校をそのまま使

っているんだよね、保田小学校ということで、名前がね。そこも一つのポイントだと思う

よ。 

委員長 中﨑委員は何かありませんか。 

中﨑委員 今、小宅委員からあったように、やっぱりこれ仕掛けしないと、ただ、一番いいの

は、確かに市としては、買ってくれる人がいて、ぱっと売れて、一番いいんだろうけれど

も、それじゃ芸がないやね。やっぱり宿泊施設なり、学校の夏休みの課外授業なんかで使

ったり、子供らのあれに使ったり、あるいはお年寄りのスポーツの拠点にするとか、そう

いうふうなもの、それが一つの団体が指定管理者でやっていただければ。あと、その何で

すか、コストをどういうふうにしていくか。やっぱり動けばお金もかかるし、もちろん掃

除だってしなくてはならない、メンテナンスもしなくてはならない。その辺との兼ね合い

なんだから、しっかりとその辺精査して市に提案できればいいわね。 
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委員長 ありがとうございます。 

   暫時休憩いたします。 

休憩（午後１時 50分） 

再開（午後１時 55分） 

委員長 再開いたします。 

   それでは、保田小学校へ行ってきた件で、確かに保田小学校、宿泊もあります。小宅委

員が言うようにボーイスカウトはどうかというような意見もあります。この保田小学校、

これを参考にして、確かに保田小学校は交通、県道のすぐ目の前、また館山、アクアライ

ン、そういったものの交通の利便性もあるかと思いますが、そういったところでリピータ

ーもたくさん多いのかなと、そういったものもありますが、これが那珂市、本米崎につい

てはどうか、そういったものも考えなければならないかと思いますが、こういった保田小

学校へ行ってきたこと、これらを参考にして、どうでしょうか、次回の委員会において、

これらボーイスカウトについてはどうなのかというような提言も含めて、次回委員会で執

行部にも来ていただいて、そこで再度協議をするということではいかがかなと思いますが、

どんなもんでしょうか。 

助川委員 公式の場ではないんですけれども、本米崎小跡地の利活用、戸多小の残地の利活用

の件に関しては、公式の場でない形で議員、あるいは地域、それから執行部等々で随分い

ろんなご意見が出ておられるようですから、その辺のところもざっくばらんに委員会にお

示しいただいて、それで調査をしっかりと次回の委員会において審議しようということで

よろしいと思います。 

   以上です。 

委員長 それでは、助川委員が言うように、次回委員会において、しっかりとまた調査をして

いこうということでございますので、この件について、本日は終了といたしますが、この

件は継続調査といたします。 

   この件については終了といたします。 

   最後になります。 

   茨城県市議会議長会平成 28 年度第２回議員研修会について、事務局より説明をお願い

いたします。 

書記 お手元にお配りしました平成 28 年度第２回議員研修会の開催についてをご確認くださ

い。 

   開催日は来年の１月 17 日で、会場につきましては、日立市にあるホテル天地閣となり

ます。研修の演題については、田口一博氏による議員の役割と責務となっております。ま

た、研修終了後に意見交換会の予定となっております。 

   以上です。 

委員長 ただいま説明がありました。 
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   研修会への参加者、各委員会より１名の参加者の選出ということになっております。総

務産業と教育ですね、３名というふうになります。これの出席される方、どなたかいらっ

しゃいますか。手を挙げて。 

綿引委員 出席したいと思います。よろしくお願いします。 

委員長 それでは、綿引委員の参加をよろしくお願いいたします。 

次長 補足説明させていただきます。 

   今回の研修会なんですが、従来どおり市役所のほうに集まっていただいて、市のほうの

車で行きたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

委員長 綿引委員に研修会参加、よろしくお願いいたします。 

   以上で総務生活常任委員会を閉会いたします。 

   長時間にわたりありがとうございました。 

閉会（午後２時 00分） 

 

平成 29年２月 17日 

    那珂市議会 総務生活常任委員会委員長 勝村 晃夫 

 

 


