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那珂市議会全員協議会記録 

開催日時 平成29年３月22日（水）午前10時 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席委員 議 長 中﨑 政長   副議長 遠藤  実 

議  員 大和田和男   議 員 冨山  豪 

 〃  花島  進    〃  筒井かよ子 

 〃  寺門  厚    〃  小宅 清史 

 〃  綿引 孝光    〃  木野 広宣 

 〃  古川 洋一     〃  萩谷 俊行 

〃  勝村 晃夫    〃  笹島  猛 

〃  助川 則夫    〃  君嶋 寿男 

〃  福田耕四郎     

欠席委員 議 員 なし 

職務のため出席した者の職氏名 

     事務局長 深谷  忍  次 長 寺山 修一 

     次長補佐 横山 明子  書 記 小田部信人 

会議事件説明ため出席者の職氏名（総括補佐以上及び発言者） 

市 長 海野  徹   教育長 秋山 和衛 

副市長 宮本 俊美 

総務部長 川崎  薫  総務課長 川田 俊昭 

総務課長補佐 渡辺 荘一 

 

会議に付した事件と結果概要 

     （１）議会運営委員会委員長報告 

        議案の追加について 

平成２９年第２回定例会会期日程（案）について 

結果概要：報告について了承 

     （２）追加議案について 

        那珂市固定資産評価審査委員会委員の選任について（案） 

那珂市政治倫理審査会委員の委嘱について（案） 

        那珂市教育委員会委員の任命について（案） 

        那珂市教育委員会教育長の任命について（案） 

        結果概要：執行部より追加議案について説明あり 

     （３）委員長報告 
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        総務生活常任委員会委員長報告 

産業建設常任委員会委員長報告 

教育厚生常任委員会委員長報告 

原子力安全対策常任委員会委員長報告 

        結果概要：報告について了承 

議事の経過概要 （出席者の発言は以下のとおり） 

開会（午前９時58分） 

事務局次長 それでは、ただいまから全員協議会を開会いたします。 

初めに、議長からご挨拶をお願いいたします。 

議長 おはようございます。 

明日が議会最終日でございますが、その前に追加議案、その他もろもろあると思います。 

議員各位におかれましては、慎重なるご審議、また、執行部におかれましては、的確な

説明等をお願いしてご挨拶といたします。 

ご苦労さまでございます。 

事務局次長 それでは、この後の進行は議長にお願いいたします。 

議長 ご連絡をいたします。 

会議は公開しており、傍聴可能としております。 

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

使用し、質疑・答弁の際は簡潔かつ明瞭にお願いいたします。 

携帯電話を持ちの方は、ご配慮をお願いします。 

ただいまの出席議員は17名であります。 

欠席議員はありません。 

定足数に達しておりますので、これより全員協議会を開会いたします。 

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

職務のため議会事務局より事務局職員が出席しております。 

議事に先立ちまして、市長が出席しておりますので、挨拶をお願いします。 

市長 おはようございます。 

ご苦労様でございます。 

皆様には連日ですね、慎重なるご審議をいただきまして、厚く御礼を申し上げます。 

本日の全員協議会につきましては、追加案件としまして、議案４件について説明をいた

します。 

また、本日の全員協議会では、議案等の説明に先立ち、この場をおかりいたしまして、

３月31日をもって退職する職員をご紹介させていただくことになっております。 

彼らは、市民が主役となる行政サービスに尽力し、あの大震災の後始末を全力で尽くし

た戦友でもあります。 



 - 3 - 

長年の奉職を無事勤め上げることができましたのも、ひとえに議員各位のご指導のたま

ものであると、私からも御礼を申し上げます。 

それでは、慎重なるご協議のほどをお願い申し上げまして、簡単ですが挨拶とします。 

議長 ありがとうございます。 

続いて、会議案件に入る前に執行部より、３月に退職する職員紹介の申し入れがありま

す。 

紹介をお願いします。 

（退職者挨拶） 

議長 退職される皆様、本当にお疲れさまでした。 

長い間、本当にご苦労さまでございました。 

これからも健康に留意され、市政発展のため、また地域に戻られては、地域の方々が皆

さんを待っていると思うんですね。 

今まで仕事していたから、なかなか役職につけなかった、今回また、そういった意味で、

市政発展のためにご尽力をよろしくお願いします。 

本当にありがとうございました。 

ご苦労さまです。 

暫時休憩いたします。 

休憩（午前10時04分） 

再開（午前10時05分） 

議長 再開いたします。 

それでは、これより議事に入ります。 

議会運営委員会委員長報告、議会運営委員会君嶋委員長より報告をお願いします。 

君嶋議員 議会運営委員会の開催及び経過につきまして、ご報告いたします。 

先ほど議会運営委員会を開催いたしました。 

会議事件は、追加予定議案について、平成29年第２回定例会についてであります。 

執行部からの追加議案は人事案件４件でございます。 

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

ことに決定いたしました。 

この後、執行部より追加議案の説明がございます。 

平成29年第２回定例会の会期日程（案）は、別紙のとおり決定をいたしました。 

内容は、後ほど事務局から説明させます。 

以上報告いたします。 

よろしくお願いいたします。 

議長 報告が終わりました。 

続いて、事務局より補足説明がございます。 
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次長補佐 それでは、お配りしました平成29年第２回那珂市議会定例会会期日程案をごらんく

ださい。 

６月の定例会でございますが、６月13日から29日まで会期は17日間を予定しております。 

まず、第１日目、６月13日、本会議開会から議案の上程説明まで。 

14日水曜日が休会。 

15日本会議で一般質問。 

16日も引き続き一般質問。 

そのあと、議案質疑、議案、請願等の委員会付託でございます。 

６月17日から19日までが休会。 

６月20日からが常任委員会でございます。 

20日火曜日が総務生活常任委員会、21日産業建設、22日教育厚生、23日原子力安全対策

常任委員会でございます。 

６月24日から27日までが休会。 

28日が、議会運営委員会、全員協議会でございます。 

29日が最終日、本会議で委員長報告、質疑・討論、採決、閉会でございます。 

その下でございますが、６月２日金曜日が一般質問の通告締め切り、６月６日火曜日、

議会運営委員会、全員協議会、議案説明会を予定しております。 

以上です。 

議長 委員長、並びに事務局よりの説明が終わりました。 

ただいまのご報告について、ご意見、ご質疑ございますか。 

ないようですので、この件につきましては、委員長報告のとおり決定いたします。 

よろしくお願いをいたします。 

次に、追加議案についてを議題といたします。 

那珂市固定資産評価審査委員会委員の選任について。 

執行部より説明を求めます。 

市長 全員協議会資料の３枚目になりますけれども、１ページですね、お開きいただきたいと

思います。 

那珂市固定資産評価審査委員会委員の選任について、下記の者を那珂市固定資産評価審

査委員会の委員に選任したいので、地方税法第423条第３項の規定により議会の同意を求め

るものでございます。 

住所が那珂市南酒出373番地６、お名前が髙村和正さん、昭和28年10月６日生まれでござ

います。 

提案理由でございますが、那珂市固定資産評価審査委員会の高村和正委員が平成29年３

月28日をもって、任期満了となることから、再任しようとするものでございます。 

略歴につきましてはですね、下段のほうをごらんいただきたいと思います。 
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以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

議長 人事案件については、質疑等は省略させていただきます。 

ご了承をお願いいたします。 

次に、那珂市政治倫理審査会委員の委嘱について執行部より説明を求めます。 

市長 全員協議会資料の２ページをお開きいただきたいと思います。 

那珂市政治倫理審査会委員の委嘱について。 

下記の者を那珂市政治倫理審査会委員に委嘱したいから、那珂市政治倫理条例第７条第

２項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

お１人目、那珂市菅谷2,269番地１、小田部啓文さん、昭和26年２月２日生まれ。 

お２人目、那珂市菅谷4,571番地３、武井登さん、昭和９年11月17日生まれ。 

３人目、那珂市瓜連1,225番地１、綿引秀榮さん、昭和16年２月25日生まれ。 

４人目、那珂市豊喰1,108番地10、川﨑敏明さん、昭和19年６月14日生まれ。 

５人目、那珂市瓜連1,040番地５、鈴木一三さん、昭和21年４月10日生まれ。 

６人目ですね、那珂市額田南郷305番地４、庄司元次郎さん、昭和30年11月18日生まれ。 

提案理由でございますが、那珂市政治倫理審査会委員の任期が平成29年３月31日をもっ

て任期満了となることから、識見者３人及び公募者３人の計６人について、委員に委嘱し

ようとするものでございます。 

略歴については、裏面からをごらんいただきたいと思います。 

以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

議長 人事案件については、質疑等は省略させていただきます。 

ご了承をお願いします。 

次に、那珂市教育委員会教育長の任命について、執行部より説明を求めます。 

市長 全員協議会資料の６ページになります。 

６ページをお開きください。 

那珂市教育委員会教育長の任命について、下記の者を那珂市教育委員会委員に任命した

いから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により議会の同意

を求めるものでございます。 

住所、那珂市菅谷3,089番地２、お名前、中澤明さん、生年月日、昭和26年３月１日生ま

れ。 

提案理由でございますが、那珂市教育委員会の中澤明委員が、平成29年４月９日をもっ

て任期満了となることから、後任者について議会の同意を得て任命するものでございます。 

なお、後任者については、再任とし、任期については、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律附則第４条により、平成32年３月31日までとするものでございます。 
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略歴については、裏面をごらんいただきたいと思います。 

以上でございます。 

議長 人事案件でございます。 

訂正をいたします。 

那珂市教育委員会教育長と私申し上げました、ミスでございます。 

教育委員の任命についてでございます。 

申し訳ございません。 

次に、那珂市教育委員会教育長の任命について、執行部より説明を求めます。 

全員協議会資料の８ページになります。 

市長 ８ページをお開きいただきたいと思います。 

那珂市教育委員会教育長の任命について、下記の者を那珂市教育委員会教育長に任命し

たいから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、第４条第１項の規定により議会の

同意を求めるものでございます。 

住所、那珂市菅谷1,941番地167、大縄久雄さん、生年月日、昭和30年12月29日生まれ。 

提案理由でございますが、那珂市教育委員会の秋山和衛教育長から平成29年３月31日を

もって辞職することについての辞職願が提出され平成29年３月13日に受領し、また、同年

３月15日に開催された教育委員会において辞職の同意を得たため、後任者について議会の

同意を得て任命するものでございます。 

なお任期については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第５条第１項により平

成29年４月１日から平成32年３月31日までの３年間とするものでございます。 

略歴については、裏面をごらんいただきたいと思います。 

以上でございます。 

よろしくお願いたします。 

議長 人事案件について、質疑等は省略させていただきます。 

追加議案の説明は以上となります。 

ここで、昨年の全員協議会で議題となり、私、議長預かりとなりました。 

双方からの書類が提出されましたので、皆さんに配付をしております。 

ご査収願います。 

非常に長くて、大変な読み方と思いますけども、よろしくお願いをいたします。 

それでは、遠藤議員より、発言をということで、これを許します。 

副議長 お手元の資料にあるとおりですが、先般の全員協議会で、この菅谷地内の旧歯科医院

の件につきまして、執行部と協議をしたところ、いわゆるその、負担つき寄附の解釈に関

してですね、これは、法律的にどうなのかと、いかがなものかという疑義があるという話

をさせていただきました。 

それに関しまして、文書でというふうな議長からのお話でしたので、このお手元の資料
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２枚目以降ですね。 

１枚目が執行部の見解というようなことのようですけれども、２枚目、３枚目、４枚目

のほうが私の見解ということで、回答書ということで出させていただきました。 

文章としてはちょっと長うございますので、きょうは配布ということであると思います

ので、皆さんで、後で見ていただければありがたいなというふうに思っております。 

ただですね、この中で１枚目の中では、この負担つき寄附の解釈について、述べさせて

いただいておりまして、実際これは、市のほうが、これは市のほうで税金で解体するから

寄附をしてくださいというふうな協議を何年にもわたってしてきたということは、執行部

のほうで説明書つきで、全員協議会でもお話になっておられることでございまして、いわ

ゆる税金で壊すようということがなければ、寄附はなかったんじゃないかなというふうに

思うわけですね。 

これがセットなんであろうと、セットであれば、これは法律的に申し上げても、負担つ

きというふうに解釈、一般的にはできるわけでございます。 

そういった意味では、この２枚目、私の回答書に２枚目のほう、ちょっとあけていただ

きますと、２枚目の真ん中よりちょっと上のほうで、るる私のほうで申し上げて、その下

線が引いてありますけども、寄附が負担つき寄附に該当すると判断できますというふうな

ことをこの時点で私の解釈で結論づけておりますけども、その下、引き続きですね、また

逆説的に言えば、この市側の義務、いわゆる建物を税金で解体するということがなければ、

所有者は、この寄附をしたかどうか。 

どうなんだろうかと。 

これは、市担当者と所有者の当時のやりとりを調査しなければ、わからないところでも

ありまして、所有者の意思を確認しなければならないというふうに、私は判断をしており

ます。 

そういった意味では、きょうは、お持ち帰りいただいて皆さんでこれをじっくり検討し

ていただいた上でですね、これ以降は、当時の担当者の話を聞くことができれば、もう少

し議会としても調査が深まるのかなというふうに考えております。 

折も折国も都もということで、関係者のね、やっぱりその証言をもとに、事実をまず明

らかにしていくということが今の流れであるのかなとも思いますので、議員の皆さんにお

かれましては、まずこれは、後でじっくり見ていただければ、ありがたいなというふうに

思っております。 

以上でございます。 

議長 執行部何かあります。 

（なし） 

議長 暫時休憩をいたします。 

執行部は退席を願います。 
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ご苦労さまでした。 

休憩（午前10時20分） 

再開（午前10時21分） 

議長 再開をいたします。 

ここからは、各常任委員会の委員長報告となります。 

総務生活常任委員会、勝村委員長より報告を願います。 

勝村議員 それでは、３月13日に開催した総務生活常任委員会において、執行部から、11件の

報告事項がございましたので報告をいたします。 

まず、那珂市シティプロモーション行動計画は、那珂市まち・ひと・しごと創生総合戦

略の実行に合わせて、本市の魅力を戦略的に情報発信していくために、昨年作成した、那

珂市シティプロモーション指針に掲げるコンセプト等を実行するための取り組みについて、

方向性と具体的な行動を定めたものとのことでした。 

また、定住する人を確保することを政策的な目標として掲げ、住み続けたい、住んでみ

たいと思う人をふやすために、ターゲットを明確にして、那珂市を売り込む働きかけや、

三つのプロモーションを設定して、具体的な行動を展開することを基本的な考え方として

いるとのことでした。 

質疑として、いぃなか暮らし応援団の募集状況について質疑があり、答弁では、今まで

に30人以上の応募があり、現在も企業や市民活動団体など広く募集を続けているとのこと

でした。 

また、八重桜まつりに合わせて、首都圏から那珂市に興味を持っている方などを募集し、

いぃ那珂暮らし応援ツアーを企画しているとのことでした。 

次に、那珂市地域公共交通連携計画改訂版についてですが、従来の計画が、平成28年度

で満了となることから、新たに、平成29年度から平成33年度までの５年間を計画期間とす

るものです。 

主な内容ですが、市民アンケートの調査結果を踏まえ、現行計画で定めたみんなで親し

み“守り育てる”暮らしを支える“はーとの交通”という目標等は据え置き、これらを実

現するための施策として、新たに、近隣市町村との広域的に連携した公共交通体系を検討

すること、誰でも利用しやすい公共交通を検討することの二つを追加したとのことでした。 

委員からは、ひまわりバスについては、利用者数が少ないようですが、運行は継続する

のかとの質疑あり、執行部からは、ひまわりバスについては一定の利用者があり、アンケ

ートでも少数であるが、バスは存続して運行してほしいとの意見があり、公共交通会議で

検討した結果、２年間は運行し、その後に再度検討するとの答弁がありました。 

次に、茨城県央地域定住自立圏共生ビジョンについては、水戸市を中心市とする那珂市、

笠間市、ひたちなか市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村の県央地域９市町村

で形成する県央地域の将来像や関係市町村が連携して推進していくことを目的に、平成29
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年度から平成33年度までの５年間を計画期間として策定したとのことでした。 

また、圏域の将来像としては、安心して住み続けられる、笑顔で行き交う圏域と定め、

人口減少等が地域にもたらすさまざまな課題に９市町村一丸となって対応するため、その

実現に向け、７つの取り組みを進めていくとのことでした。 

委員からは、どのような想定でこの構想を立てたのかとの質疑がありました。 

答弁として、県央の９市町村が、足りない部分や強い部分を生かし、県央地域全体とし

て事業を行うことで、生活機能の向上を図るために、スタートしたものですとの答弁があ

りました。 

次に、戸多小学校跡地の利活用については、本年４月より、旧特別教室部分については、

地区交流センターの利用が決まっておりますが、今回、普通教室分を教育支援センターと

して、利活用したい旨の報告がありました。 

今後地元とも協議を行い、平成29年度中には利活用の方向性を導き出していきたいとの

ことでした。 

次に、本米崎小学校跡地の利活用については、今後本米崎小学校跡地利活用に係る事業

提案公募実施要綱を定め、公募型プロポーザル方式により、公平に、かつ幅広く提案を募

集する旨の報告がありました。 

今後、募集要項に基づき、提案を募集し、本年７月下旬には事業予定者の選定を予定し

ているとのことでした。 

委員からは、地元住民の意向はどうなのかとの質疑があり、執行部からは、地元からこ

れといった提案は出されておらず、市で考えて欲しい意向である旨の答弁がありました。 

次に、第２次那珂市総合計画基本構想については、昨年の12月定例会期中の常任委員会

で素案について説明がありました。 

今回は、その後に、追加や変更があった部分についての報告となります。 

内容につきましては、最新の国勢調査結果をもとにした人口指標や将来人口推計データ、

施策に対して83の基本方針の追加などについて報告がありました。 

今後、現行計画の評価、検証作業や現状の分析等の後に、具体的な事業、基本的な事業

計画を取りまとめ、29年中には、最終的な総合計画を作成し、報告をしたいとのことでし

た。 

次に、那珂市まち・ひと・しごと創生総合戦略の実施状況については、平成28年度まで

の実施状況について、重要目標達成指標及び重要業績評価指標についての説明と、平成29

年度、那珂市まち・ひと・しごと創生総合戦略実施計画についての報告がありました。 

主な指標の評価については、那珂市への人口還流戦略において、社会動態数については、

Ａ評価ではあるが、若者世代の動態においては、減少しているため、Ｃ評価となっている

とのことで、東京への一極集中に歯どめがかかっていないとのことでした。 

また、実施計画の中で、たまり場設置事業について、どのような事業なのかとの質疑が
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あり、執行部からは、まだ具体的な制度設計はされていないが、地域の中で幅広い年代の

方が気軽に集まり意見交換等ができるように、地域コミュニティーづくりを推奨していく

こととのことで、今後さらに事業内容を検討していくとのことでした。 

次に、行政組織の一部変更についてですが、土木課の用地室を廃止し、建設グループ、

維持グループ、管理グループの３グループに再編し直すこと。 

生涯学習課に国体推進室の新設をすること。 

業務の継続性を確保するため、次長職の廃止をすること。 

市民生活部長が危機管理監を併任することについて変更するとのことでした。 

次に、窓口カウンター等の一部改善についてですが、市役所への来客者が、利便性のよ

い窓口サービスを受けられるように、窓口カウンター等の一部を改善するとのことです。 

改善の内容といたしましては、車いす用ローカウンターの増設。 

プライバシー保護対策で、目隠し用パーテーションを設置。 

業務内容を明示するよう案内表示板を改善するとのことです。 

次に、那珂聖苑の指定管理者制度についてですが、この案件については、第３次那珂市

行財政改革大綱に基づき検討を行い、指定管理者制度の導入について、基本方針がまとま

ったため、その内容について報告がありました。 

指定管理者の選定方法については、公募方法を採用し、指定の期間については、平成30

年４月１日から平成35年３月31日までの５年間とのことです。 

導入の効果としては、経費の削減や民間事業者のノウハウ等を活用することにより、利

用者に対するサービスの向上などが挙げられるとのことでした。 

委員からは、指定管理にすることにより、年間でどのくらいのコスト削減を期待できる

のかとの質疑ありました。 

執行部からは、指定管理になった場合、どのくらい削減できるかについては、これから

検討していきますが、経費の削減ばかりを重視すると効率化が優先され、市民サービス低

下の懸念もありますので、経費の削減と市民サービスについてのバランスを考えて、業者

を選定していきたいとの答弁がありました。 

次に、那珂市地域防災計画の一部修正についての概要です。 

今回、災害対策基本法の一部改正をはじめとした、防災基本計画、原子力災害対策指針

の改正及び茨城県地域防災計画等との整合を図り、修正を行うとのことです。 

主な修正の内容につきましては、避難場所、避難所の整備、災害時における放置車両対

策、避難行動要支援者対策などの修正で、詳細はお配りした資料のとおりです。 

この後、那珂市防災会議に諮る予定とのことです。 

最後に、閉会中の委員会についての報告となりますが、議会報告会での市民からの意見

についての対応となります。 

内容は、那珂市の指定ごみ袋へ氏名を記載する方法について、地域間で格差があるため
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不公平ではないかとの意見でございます。 

この件について、環境課に確認を行った結果、今後、ごみの回収については、不公平の

ないよう指導を行っていくとの回答でございました。 

以上でございます。 

議長 勝村委員長の報告が終わりました。 

ただいまの委員長報告について確認したいこと何かございますか。 

花島議員。 

花島議員 指定ごみ袋の件なんですが、公平にというのは、具体的な話はあったのでしょうか、

それとも単に公平にというだけだったのでしょうか。 

勝村議員 公平にということは、原則、氏名記入ということです。 

原則として氏名記入で、これを各事業者に徹底していくということでした。 

議長 よろしいですか。 

ほかに。 

（なし） 

議長 ないようですので、総務生活常任委員会の報告については終わりといたします。 

続いて、産業建設常任委員会、寺門委員長より報告をお願いします。 

寺門議員 それでは、産業建設常任委員会からご報告いたします。 

資料は、お手元12、13ページでございます。 

３月14日の産業建設常任委員会にて下水道課、農政課から報告を受けました。 

今回、三つご報告いたします。 

まず１番目、那珂市下水道事業の経営戦略策定についてでございます。 

この経営戦略は、総務省からの通知により、遅くとも平成32年度までに策定するよう求

められているものでございます。 

下水道事業は、今後、使用料減収や施設更新等による費用の増大が見込まれております。 

そのため、効率化・経営健全化に取り組み、安全で快適なサービスの提供を維持してい

くことが、この戦略のねらいでございます。 

特に、高資本対策経費の交付税措置を受けている那珂市では、今後も引き続き交付税措

置を受けるために、平成28年度中の経営戦略策定、公表が要件となっております。 

この経営戦略は、総務省のガイドラインに基づき、いくつかの事例を比較検討しつつ作

成されており、今後検討すべき取り組みもあわせてまとめられております。 

対象事業は、公共下水道事業、そして農業集落排水整備事業でございます。 

計画期間は、平成29年度から38年度の10年間です。 

経営の基本方針として、市内水環境の向上、安定した経営基盤の確立、安心・安全な生

活の実現、情報の公開の四つを掲げております。 

投資・財政計画としましては、今後10年間を見通して、公共下水道ではこれまでどおり
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整備エリアの拡大と整備、農業集落排水では、平成32年供用開始に向けた酒出地区の整備

が計画されております。 

なお、平成32年度からは公共下水道、農業集落排水共に公営企業会計への移行が予定さ

れておりますので、その際には、計画を見直すことが示されております。 

委員からは、整備の進捗状況の確認と、整備のおくれへの指摘がありました。 

その後、できるだけ早く整備を進めること、企業会計移行に際しては効率的な経営に努

めることを求める意見がございました。 

次に、旧しどりの湯利活用案についてでございます。 

旧しどりの湯の利活用につきましては、静峰ふるさと公園魅力向上対策と関連した考え

方となっており、３世代交流機能の充実に伴う来場者数増加に対応したサポート機能とし

て、快適性やレクリエーション機能の向上。 

コミュニティー活動機能として、そば打ちなどの体験活動の導入。 

グラウンドゴルフ利用者への受付、更衣室等の機能の付加。 

農業、観光、文化、歴史等の情報発信機能の付加などの方針が掲げられております。 

施設の整備につきましては、基本的には、既存の施設で残せるものは残し、できる限り

費用を抑制した中で行いつつ、早期利用を目指すということでございます。 

なお、この整備費用は方針決定の時期が遅かったため平成29年度当初予算には計上され

ておりませんが、平成29年度の施設の状況を調査しつつ、補正予算で対応していくという

ことで、1,000万円以内で整備できる見込みであるということでございます。 

施設改修の主な内容につきましては、お手元の資料12ページですね。 

ご参照いただきたいと思います。 

施設は、当面市直営としまして、静峰ふるさと公園の一体的施設として効率的管理に努

めていくということでございました。 

委員からは、今回の整備が、できるところから行うという形であることについて、今後

さまざまな利用に対応できることを想定してのことであるのかという質疑がございました。 

執行部としては、市民へのアンケートにですね、カフェを希望する意見があったことか

ら、休憩スペースをいずれカフェにすることも検討しているという答弁がございました。 

また、整備の計画につきましては、確認しましたところ、平成29年度は休憩スペースと

デッキの改修を行い、あわせてトイレの洋式化も行っていく予定であるということでござ

いました。 

最後でございますが、議会報告会での市民からの意見への対応につきまして、閉会中に、

議会報告会での市民からの意見への対応につきまして、検討いたしましたので、この場で

ご報告をいたします。 

産業建設常任委員会では、中台地区の下水道整備のおくれについて。 

静地区県道付近の排水が悪い箇所の対応について。 
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耕作放棄地対策について。 

旧西方町で１年を通してイノシシ捕獲を実施していることについて。 

旧しどりの湯利活用について。 

以上５件を執行部に確認をいたしました。 

中台地区の下水道につきましては、第１次優先地区には含まれていないということでご

ざいましたので、整備計画に盛り込む検討も含め、早期に対応していただきたいというこ

とを再度執行部に申し伝えました。 

静地区県道付近の排水につきましては、執行部に大宮土木事務所に確認をしていただい

たところ、平成29年度修繕予定となっているということでございましたので、早目に工事

に取りかかっていただけるよう伝えました。 

耕作放棄地対策につきましては、農業委員、農地最適化推進委員による農地パトロール

により、農地ごとに個別に対策を講じるという対策が始められているということでござい

ました。 

また、地域座談会の開催なども行うということでもあり、これまで以上に力を入れて取

り組んでいることが確認できました。 

旧西方町でのイノシシ捕獲については、現栃木市になっておりますが、こちらで確かに

１年間を通して実施されているということでございました。 

しかし、那珂市でも平成28年度からは、捕獲期間を計７カ月間、１カ月延長ですね、し

ておりまして、捕獲隊の負担と考えますと、現在の方法で続けていくという考えであると

いうことでございました。 

イノシシが鳥獣保護区に逃げ込んで、ふえてしまっているということも考えられますこ

とから、委員会としては、せめて鳥獣保護区の見直しなど、できる範囲での対策の強化を

検討していただけるようお伝えしました。 

旧しどりの湯利活用につきましては、静峰ふるさと公園と一体での整備に取り組んでい

くということでございますので、さきにご報告したとおり、方針が示されております。 

なお区域指定の報告については、議案第13号と一体となっておりますので、明日の本会

議にて、改めてご報告をいたします。 

以上でございます。 

議長 寺門委員長の報告が終わりました。 

ただいまの委員長報告について何か確認したいことございますか。 

（なし） 

議長 ないようですので、産業建設常任委員会の報告については以上といたします。 

続いて、教育厚生常任委員会、古川委員長より報告をお願いします。 

古川議員 それでは、教育厚生常任委員会からご報告いたします。 

３月15日に開催いたしました。 
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教育厚生常任委員会において、執行部からご説明がありました案件についてご報告いた

します。 

学校教育から２件のご説明がございました。 

まず１件目は、那珂市小中学校における土曜日等授業の実施についてでございます。 

市では、昨年度より実施しております小中一貫教育の取り組みを一層発展させ、地域や

保護者と連携した多様な学習活動の機会を確保し、教師と児童生徒が向き合う時間をふや

す目的で、平成29年度から土曜日等の授業を実施するということであります。 

内容としましては、学校休業日に、原則半日単位で地域や保護者への授業公開や、地域

と連携した体験的な学習活動を行うということであります。 

29年度は試行として年２回、30年度以降は年３回の実施とし、そのうち一日は、現在11

月の第２土曜日に実施しております小中一貫教育の日をあて、ほかの実施日は各学園がそ

れぞれ決めるものとし、その分の振替休日は設けないとのことであります。 

委員からは、年２、３回の実施で、教師が生徒と向き合う時間の確保と言えるのか、ス

ポーツ少年団などで土曜日に予定が入っている子供たちも多いのではないか、今後予定さ

れている学習指導要領の改定による授業時数の増加に対応するためのものなのかなどの質

問がございました。 

執行部からは、学園ごとに特色ある授業を実施し、さらに授業日がふえることで教師と

児童生徒が触れ合う時間をふやすという目的であり、学習指導要領の改訂に向けて、授業

の時数をふやすということではないという回答がございました。 

また、今のところ、保護者から否定的な反応はございませんが、実施日は早めに保護者

に周知するようにしたいとのことであります。 

２件目は、瓜連学校給食センターの統合についてでございます。 

瓜連学校給食センターについては、借地契約の満了となる平成29年度末をもって那珂セ

ンターと統合することとしていましたが、具体的なスケジュールとして、ことし７月をも

って稼働停止し、学校の夏季休業中に移転及び準備作業を行うとのことです。 

統合後の瓜連センターについては、昨年７月に譲渡の要望があったＪＡへの移管を含め

て現在検討中であるとのことでした。 

委員から施設譲渡の条件や統合後の職員の処遇について質問があり、執行部からは、敷

地の地権者の意向を踏まえた上で、災害時の市の利用も含め、施設の有効な利活用ができ

るよう話し合いをしていくとの回答がございました。 

また、現在、瓜連センターには、正規職員３名と臨時職員５名の計８名の調理員がおり

ますが、統合後は、全員那珂センターで勤務するとのことでありました。 

以上、ご報告いたします。 

お願いします。 

議長 古川委員長の報告が終わりました。 
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ただいまの委員長報告について何か確認したいことございますか。 

（なし） 

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

続いて、原子力安全対策常任委員会、笹島委員長より報告をお願いします。 

笹島議員 ３月16日の原子力安全対策常任委員会の開催及び経過についてご報告いたします。 

まず避難ガイドマップの配布及びスケジュールについてでございますが、原子力災害に

備えた、広域避難計画に関連して、12月定例会にて避難ガイドマップの案が示されました。 

今回の委員会では、そのマップの完成版についての説明と、配布までのスケジュールに

ついての報告がありましたので報告いたします。 

避難ガイドマップは、12月定例会にてご報告したとおり、桜川市版と筑西市版の二つが

作成され、それぞれ表面には市民が原子力災害時に取るべき行動、裏面には避難所の位置

図と自治会ごとの割り振りがまとめられています。 

避難先の多くが小中学校であることから、今後、学校の統廃合等により避難場に変更で

きることが想定されます。 

そのため、執行部としては、マップの内容を数年ごとに見直して、必要に応じて再配布

するという考えであることでした。 

配布方法は、自治会を通しての全戸配布ということですが、自治会に入ってない世帯に

対しては郵送で対応するとのことで、そのための費用として、平成29年度当初予算で90万

円弱が計上されております。 

マップそのものは、執行部から各議員各位に配布されていますので、詳細についてはそ

ちらで確認いただきたいと思います。 

委員からは、山積している避難計画の課題とその対応策が十分に明確になっていないこ

とから、説明に向けてそれらを整理し、議会側に示すことを求める意見がありました。 

これについては、改めて資料として提出いただくとになりました。 

また、避難先の駐車場の確保や、病院入院者、福祉施設入所者の受け入れ態勢に関する

ことを確認したところ駐車場については、県の試算により十分確保できる見込みであるこ

と、入院者等の受け入れについては、県が避難先の施設とマッチングを行い、概ね調整が

できていることが、答弁により示されました。 

ほかにも重要課題の１つである複合災害については、市単独で対応を考えることは難し

いため、県などと協議しながらしっかりと進めてもらいたいという意見や、市民がこのマ

ップを捨てたり紛失したりしないよう、重要性を強くＰＲしてほしいという意見がありま

した。 

今後のスケジュールとしては、６月定例会において、広域避難計画素案について議会に

説明をいただき、７月ごろに避難ガイドマップ及び広域避難計画素案についての住民説明

会を開催した後、配布を行うということですので、市民の皆様からの問い合わせがあった
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折には、住民説明会の周知もあわせて行っていただきたいと思います。 

なお、この避難ガイドマップに関連しまして、執行部に桜川市、筑西市への避難ルート

の確認の機会を調整していただいております。 

実施は５月ごろになる予定ですが、詳しい日程が決まりましたら、改めて議員各位にご

連絡があると思いますので、よろしくお願いします。 

２番目の気体廃棄物の放出状況についてですが、気体廃棄物の放出状況については、い

ずれの事業所も放出管理目標値を下回っており、適正に管理されているとのことでした。 

以上報告いたします。 

議長 笹島委員長の報告が終わりました。 

ただいまの委員長報告について何か確認したいことはございますか。 

（なし） 

議長 ないようですので、原子力安全対策常任委員会の報告については、以上といたします。 

以上ですべての議事が終了いたしました。 

これにて全員協議会を終了といたします。 

ご苦労さまでした。 

閉会（午前10時50分） 

 

   平成29年５月17日 

    那珂市議会 議長 中﨑 政長              


