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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 29年２月３日（金） 午前 10時 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席委員  委 員 長 勝村 晃夫  副委員長 小宅 清史 

       委   員 綿引 孝光  委   員 笹島  猛 

         〃   助川 則夫 

欠席委員   委  員 中﨑 政長 

会議事件説明のため出席した者の職氏名 

       副 市 長 宮本 俊美 

       企画部長 関根 芳則       

政策企画課長 篠原 英二  政策企画課長補佐 浅野 和好 

       市民生活部長 石川 透      

環境課長 小澤 祐一    環境課長補佐 片野 弘道 

 

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 

会議に付した事件と結果概要 

  １ 廃校の利活用について 

    結果概要：執行部と意見交換を実施、継続調査とする 

  ２ 議会報告会での市民等からの意見への対応について 

    結果概要：那珂市指定ごみ袋の氏名記載について執行部に確認 

開会（午前９時 57分） 

委員長 改めて、おはようございます。 

   きょうは節分ということで、あした立春、春になるわけですが、きのう、茨城県全域に

インフルエンザ警報が発令されましたので、どうか体のほう、体調管理、きちんとやって

いただきたいと思いますが、そういうわけで、これから総務生活常任委員会を開催いたし

ますが、開会前にご連絡をいたします。 

   会議は公開しており、傍聴可能とします。 

   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。 
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   ただいまの出席委員は５名であります。欠席委員は、中﨑委員が欠席でございます。 

   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、事務局職員が出席しております。 

   ここで、議長、欠席ですので、副市長よりご挨拶をお願いいたします。 

副市長 改めまして、おはようございます。 

   総務生活常任委員会、ご出席お疲れさまでございます。 

   本日は、我々のほうから廃校の利活用についてご報告をさせていただきますので、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。どうぞよろしくお

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。 

   まず初めに、廃校の利活用についてを議題といたします。 

   当委員会では、廃校の利活用を調査テーマとして、昨年、研修等を行ってまいりました。

その中で、委員より、那珂市にあります廃校の利活用について、執行部の進捗状況などを

伺いながら、意見交換等を行いたいとの意見がございました。 

   つきましては、廃校の利活用の状況について、説明をお願いいたします。 

   それでは、政策企画課長。 

政策企画課長 おはようございます。政策企画課長の篠原です。外２名が出席しております。 

   それでは、座って説明させていただきます。 

   それでは、提出しました資料に基づきまして、ご説明をさせていただきます。 

   まず、資料の１枚目、戸多小学校跡地の利活用についてをご説明させていただきます。 

   戸多小の跡地につきましては、これまで地元との協議や庁内での検討委員会で利活用の

検討を行ってきたところでございます。 

   下の１の主な経緯の一番上になりますが、平成 26年 12月、地元から、①から③までの

３つの要望が出されまして、その回答につきましては、一昨年の４月、地元にご説明をい

たしまして、昨年度、平成 28 年度につきましては、特別教室棟を改修して、戸多地区の

交流センターとして利活用をすると。それから、②としまして、体育館については、老朽

化に伴う屋根、それからトイレ等の改修を行った上で、地元の皆さんに利用していただく

ということにしてございました。工事のほうは順調に進みまして、３月 27 日に竣工式を

とり行い、４月１日から供用開始というスケジュールで現在進んでいるところでございま

す。 

   また、それと、もう一つの普通教室棟につきましては、③にありますとおり、生涯、宿

泊施設等での要望、それから当面の間は校舎の解体は留保してほしいというご要望でした
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ので、地区交流センターの整備後に改めて検討しましょうということにしておりました。

市としましても、地元と再協議をするにあたりまして、ある程度具体的な利活用案をお示

しした上で、地元とのお話し合いの場を持とうということで、一番下の表にありますとお

り、検討委員会、それから幹事会等を開催しまして、利活用案について、費用の面、それ

からメリット、デメリット、期待できる効果等について協議を行ってきたところでござい

ます。 

   その結果、一番下でございますが、ことしの１月 17 日に開催しました検討委員会にお

きまして、地元と協議するためのたたき台と言いましょうか、素案について意見の集約が

図られたところでございます。 

   今後、地元との再協議にあたりましては、まず、３月に開催されます定例会において、

その方向性をご報告をしたいと考えてございます。本日はまだ庁議前ということで、具体

的な利活用案についてはお示しすることはできませんが、３月の常任委員会では詳細な内

容をお示ししたいというふうに考えてございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

   ②といたしまして、今後の予定といたしましては、ことしの４月ごろから再協議を再開

しまして、年度内には地元との合意形成という形で進めていければと、事務局では考えて

ございます。 

   戸多小学校の跡地につきましては以上でございます。 

   続きまして、２枚目になります。本米崎小学校の状況についてご説明いたします。 

   本米崎小跡地の利活用につきましては、経緯のところにございます、平成 27 年８月、

文科省の「みんなの廃校」プロジェクトのほうに再登録をし、民間からの提案を募ってき

たところでございます。再登録となってございますが、一番初めは 26 年９月の登録でご

ざいました。 

   再登録後の問い合せの状況につきましては、２に記載してありますとおり、運送業、倉

庫、日本語学校など、全部で現在まで 14 件ほどございましたが、総じて相談程度のもの

で、具体的で実現性の高い計画はございませんでした。 

   また、本米崎小の利活用については、大前提として、民間活力の活用を基本方針として

おりましたが、昨年度、議会の一般質問でも、公共施設での利用はどうかというご意見も

いただきましたので、昨年の７月にその利活用方針を見直したところでございます。 

   あわせまして、地元に対しましては、事業者からのこれまでの提案内容の状況であった

り、市での利活用方針も変更しましたよということで、そういった説明をしてきたところ

でございます。 

   その中で出された意見として、地元からは、やはり早く利活用を図ってほしいという要

望でございました。 

   現時点で本米崎小についてはまだ方針が決まっていないというのが現状でございます。 

   先ほど問い合せ、全部で 14 件と申しましたが、昨年の７月以降の話で申しますと、３
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件でございました。廃校プロジェクトの提案もちょっと先細りというか、余り効果がない

のではないかという状況でございましたので、事務局としましては、別の切り口として、

民間活用を活用したいなということで、今回公募型のプロポーザルを実施したいと考えて

おります。現在その実施要項等の策定作業を進めているところでございます。 

   本米崎小の跡地につきましても、地域の活性化につながる提案を公平かつ幅広く募って

いきたい。また、地元等の意向も十分に踏まえながら、利活用の方向性を導き出していき

たいというふうに考えてございます。 

   なお、実施要項につきましても、３月の常任委員会で報告する予定でございまして、本

日、詳細な説明はできませんが、雑駁なスケジュール感で言いますと、報告後にはなるべ

く早く公募を行っていきたいというふうに考えてございます。それで、29 年度中には、

やはりこちらも方向性については見出していければというふうに考えてございます。 

   簡単ではございますが、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 説明が終りました。 

   質問とか確認したいことはありませんか。 

   笹島委員。 

笹島委員 これは戸多小学校跡地、これは地元がどのような理解をするかということで、地元

でやるわけだから、何ももう問題ないわけでしょう。ここでもう話を出す必要がないよね。 

政策企画課長 はい、そのように考えてございます。 

笹島委員 じゃ、それはいいよね。じゃ、要は本米崎だよね。 

   これ 14 件あれして、具体性、計画なく、利活用実現に至っていないと。一応問い合せ

は来たんだよね。どういう、先ほど言った、ちょっと詳しい話を聞いていないんだけれど

も、14 件というのは結構多いですよね。何かただその話だけという、茶化されたのかな、

それとも何か向こうが本気で来たのかな。どういうあれかな。ちょっと詳しく教えて。 

政策企画課長 時系列等でちょっと申しあげたいと思うんですが、まず倉庫等の問い合せ等と

いうことで、まず一昨年の８月にございまして、こちらは電話等の問い合せ、実際に現地

に来たというのは、現地等を視察したという事業者については６件ありまして、ある程度

の意思はあったのかなというところで。あとは電話等の問い合せがその他８件ということ

で、これは本当の問い合せ程度のものというふうに理解しております。 

   詳しい内容というのはちょっとなかなか難しいところなんですが、いいですか。 

笹島委員 今大事なところ。６件がわざわざ来てくれたんだよね、どこから来たかわからない

ですけれども。ある程度の感触を示したんでしょうから、途中まではね。何がネックでこ

れ６件は断ってきたの。それともこっちが断ったの。 

企画部長 じゃ、私のほうからお答え申しあげます。 

   14 件中６件、現地を見たいということでおいでになって、実際、本米崎小学校の校舎、

状況等を確認をしていただきました。ただ、その後ですね、検討すると、事業者側で検討
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するということで、その後のフォローはないというのが現状でございました。というのは、

いわゆる廃校プロジェクトに登録しますと、全国の廃校が全部一度に見られるわけでござ

いますので、その中で、いわゆるどうなのかというのを選択する、向こう側で、事業者側

で。そういったことがあろうかというふうに思っています。それと、あとは初期費用です

ね、売却価格ですとか賃貸ですとか、あとは、そういったもろもろのことを考えてどうな

のかと。当然、建物の形状とかそういったものもあると思うんですけれども、そういった

ことを踏まえた中で、こちら側で断ったんではなくて、事業所側でその後のフォローがな

かったということでございます。 

   そういうことで、何ていうんですか、先に進まなかったということでございます。そう

いうことで、もしそこでフォローがありまして、ある程度、こちら側としてももうちょっ

と詳細な調査をかけて、地元におろせれば、具体的に進めるような形になったのかなとは

思うんですけれども、その程度で終ってしまっているというのが現状でございます。 

   以上でございます。 

笹島委員 ここからが大事なんですよ。来ていて、向こうの見にきた業者も、今言っていたサ

イトで、何百件、何十件と、今はもうどこでもありますから、自分の有利なところという

ことで。その話し合いの中で、売却とか賃貸とかという話までは持ってきたのかな。値段

も提示したのかな。 

企画部長 値段については、公表はしてございませんでした。というのは、やはり提案の中身

によって、要するに値段をいくらにすべきか、それと、基本的に全体をして、例えば金額

を提示したままで、いわゆる何ていうんですかね、提示しますと、なかなか事業者側では、

廃校になった場所ですので、無償で借りたいとか、そういう希望が多いですね。ですので、

やはりそこというのは、事業の提案の内容によって、市として交渉できる余地というのを

残しておかなければなりませんので、ここで値段を提示しますと、その値段以上の値をつ

けなければ、いわゆる市として交渉に応じられないという部分もありますので。そこにつ

いては、値段については。ただ、こちらとしてはある程度どのぐらいの建物の価値があっ

て、例えば土地についてはどれぐらいの評価があるのかというのは、当然こちらのほうで

は持っておりましたけれども、そこについては公表しないで、やはり提案内容を見て協議

をしていく、交渉していくというようなスタンスで臨んでまいりました。 

   以上でございます。 

笹島委員 ここが大事なところなんですよ。要するに、向こうは求めてくるのは、今言ったよ

うにできるだけ安くと、廃校だからということで来ているわけですよね。じゃなければメ

リットないわけで。こちらとすれば、できるだけある程度の値段で貸したい、売りたいと

いう。でも、やはりそういうふうなデメリットも結構多いから、競争もあるから、今言っ

ていた、賃貸にしても家賃とか、売却にしても、もう赤字覚悟までいかないけれども、あ

る程度の近くまでやっていって、じゃ、もっと大きくグローバル的に考えてみて、ここに
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企業が来て、まともな企業だよ。来て、何のメリットがあるまで、そこまで考えるよね。

要するに雇用創出だよね。それから人口が、そこに住んでくれるか、どうなのかわからな

いけれども、一応、那珂市に住んでくれるという前提云々もいろいろつけられますよね。

そうすると、その大きなほうのメリットが一番大きくなる。来てもらえなければ話になら

ない。要するに、ある程度の土俵に乗らなければ話にならない。 

   値段も提示しない、何もあれしないといったら、向こうは帰るよね。もし俺が交渉でそ

の逆の立場だったらさ、今言っていたあやふやなね、もう二度と電話しないよね。やはり

ある程度の、わざわざ来ていて、どういう、相手するほう、市側も一生懸命、これはちょ

っと怪しくないかとか、これ大丈夫かとかいろんな探り、相手側はできるだけ安く、どう

いうふうにしてこの会社やって、ここをずうっと栄えていくかどうかという、いろんなお

互いに駆け引き、計算しながらやっていきますよね。そこで、やはりある程度の今言って

いたメリットある、ただとは言わないけれどもさ、もうできるだけ安く、もうけなしぐら

いでやっていかないと、誰も来ないよね。向こうは、私が会社の社長だったら、申しわけ

ないけれども、わざわざ来る意味がない。やっぱりそういう外の一般的なものはたくさん

あるわけだから。やはり廃校だというので、相手も足元見ていますよね、正直いってね。

だから、てんびんにいろんなところかけてと。そこにとられてしまいますよね。 

   そういうふうなちょっと戦略も考えないと、同じことの繰り返しだと思うよ。また来て、

行って、また値段も交渉も進まず、40 年も 50 年もやったって同じだね、悪いけれども。

何かでそういう相手を喜ばせて、こっちが引きとめるようなことをやっていかないと、少

しでもね。それで、何かもう少し次の段階であれするんで、１社、２社、３社でもいいか

ら、そのぐらいの、こちらで駆け引きしていくというほうを戦略を立てないと、無理です

よね。そういうことを考えてというか、もうアクションを起こさないと、今年いっぱいな

んてとんでもない。そんな甘い話じゃないですよ、やっぱりそれは。相手あっての話だか

ら。自分が希望じゃないんですから。相手の希望にどれだけ、こっちが乗れるかどうかと

いう。その考えをがらっと変えないと無理ですね。それをどういうふうに考える。本当に

真剣に考えているかどうかもわからないですけれども、人の話だと思っているんじゃない

の、それは。 

企画部長 お答えいたします。 

   確かに値段の提示というのをすべきかどうかというのは、部内でもいろいろ議論をした

んですけれども、いわゆる使い勝手によって、規模とか、それとも、あるいは一部を使う、

全部を使う場合の値段のつけ方というのは一律にできないんじゃないかと。あとは、これ

は地方自治法の関連もありますけれども、適正な価格で売却しなくてはならないという部

分があったりとか、そういう制約もあるので、なかなかそこの値段の提示をするのが難し

かったと。ただ、事業者側さんのほうで１回見にきて、その後、何ていうんですか、具体

的な提案とかそういった形で進むことになれば、ある程度こちらでも、このぐらいだった
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ら売却できるんじゃないかという線は示せるんじゃないかなというふうには思っていたの

は事実なんですね。 

   ただ、１回おいでになって、現状を見て、そこの中で、この本米崎小学校について、使

えるのかどうかという判断の中で、やはり使えないのかなという判断をされて、その後フ

ォローがなかったということなので、その値段を交渉するとか、そういったところまでは

なかなか進めなかったというのが現状ですね。 

   先ほど課長のほうから申しあげましたように、３月に一応、市としても、もう 27 年３

月に閉校になってもう２年たつわけなんで、そろそろもう市として、もう時間はないのか

なという認識ですね、利活用を図る時期として。もう待てない時期に来ているのかなと。

今回は、やはり値段の提示をするのは、非常に、提案の内容によって値段が違ってくるだ

ろうということがあるので、難しいということなんで、提案者側から値段を、希望価格と

いうんですか、希望を出してくださいという形をとろうかなと。いわゆる無償だったら無

償で提案しますという形で提案してもいいですよという形をとろうかなと、今度の提案に

関しては。 

   そういう形で、その事業の内容と価格、それから、笹島委員さんからもお話ありました

ように、市として、将来にわたってメリット感というのはあるわけですね。売却価格が仮

に安かったりしても、雇用が生まれたり税金が入ってきたり、維持管理費が今後、市がか

からないとか。それから、最終的には解体も、市で持っていればしなくてはならないとい

うこともあるわけで、そういったことも踏まえた中で、市としてメリットというんですか、

プラス・マイナスした場合にメリットがあるかどうかということも判断していかなくては

ならないと思うんです。それで価格とかそういった条件というのを決めていく必要性があ

るのかなというふうに思っていますので。３月は、事業者側の自由に出してくださいとい

う形をとりたいというふうに、値段のほうは提示しませんけれども、無償だったら無償で

という形で提案を求めるという形にしたいと、今考えておるところでございます。 

   以上でございます。 

笹島委員 私から見ると、とてもあそこは立地がいいんですよ。東海スマートインターチェン

ジも近いし、６号国道も近いし、海のほうも近いしという、もう最高の場所なのね。だか

ら、あそこはある程度のちょっとした工夫と努力すればなんぼだって来ます、本当にいい

ところです、あれは。だから、頑張れると思いますよ。一応、私それで。 

企画部長 ありがとうございます。 

   いわゆる本米崎の方に非常にご迷惑をかけている、閉校になって、地域が停滞してしま

うということで、非常に懸念されているということで、昨年の７月にも状況の報告を本米

崎の自治会のほうにしてまいったんですが、やはり本米崎の自治会の役員の方からも、非

常に立地条件いいんじゃないかと。やはりもう少し思い切った形で、市のほうで取り組ん

ではどうなのかというようなご提案も受けたということもありますので、そういったこと
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も踏まえて、市としても本当に力を入れて、本当にまとめ上げるという作業に入っていか

なくてはならないのかというふうには、非常に強く思っているところでございます。 

   以上でございます。 

助川委員 人口減少、少子化で、さらにこの小学校、中学校等の跡地利用に関しては、競争率

が高くなると思うんですよ、５年、10 年と過ぎてきますと、これからさらに廃校、統合

が進む形になるだろうと想定されますんで。今回も戸多小と、それから本米崎小の廃校の

利活用ということで、戸多小学校の場合は、一部特別教室を地元利用させていただきたい、

あるいはまた体育館に関しましては、体育施設と災害時の避難所というようなことの利用

をお願いされたのが現実に３月に竣工ということで進められて、間もなく完了する予定で

ありますけれども。 

   戸多小学校におきましても、普通教室が全て、現時点ではまだ方向性が決まっておらな

い状況でありますから、今後、地元との協議の上で方向性を決めなければならないと思っ

ておりますが、「みんなの廃校」プロジェクト事業というのは、これは登録というのは、

年ごとの登録の形で、毎年登録をし直さなければならないというふうな制度になっている

んですか、これは。まずそれをお伺いします。 

企画部長 お答えします。 

   一度登録をしますと、削除しなければいつまでも載っているという、文科省のサイトに

載っているということでございます。 

   以上でございます。 

助川委員 １年間ですね、そういう形で、あるいはまた、本米崎小学校の場合はもう既に３年

目に入って、４年目になるのかな、というような状況でありますから、最初の登録の時点

で民間さんが、あるいはまた公共の施設として利用できかねるというようなことが現時点

の結果においては、そういうふうに受けとめざるを得ないと思いますんで、いかにこの場

所を、あるいはその施設を、その利用の仕方によってはどういったメリットが出てくるの

かということの特異性を打ち出すというのかな、その場所の。あるいは市内においてのさ

まざまな人の動き等において、そういったものを組み立ててプロジェクトのほうに登録を

していただくことを考えなければならないというふうに感じておりまして、いかにそこを

ご利用いただくのかに関して、どういった業種が、どういった施設が成り立つのか。採算

的に民間さんならば成り立っていくのかということの趣旨に計算を立てられるようなプロ

ジェクトに対しての登録の内容ですね。その辺のところはしっかりと市のほうで、これは

外のプロジェクトに登録されているところとの競争になると思いますんで、その辺のとこ

ろのメリットの出し方をさまざまな観点から打ち出してプロジェクトに登録をしていただ

くということが大事だと思うわけでありますが、さらにそういったメリットを打ち出すの

に、市内、あるいは市外等々の連携がどういう形でできるかと。そういうことも大事だと

思いますんで。 
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   戸多小の跡地の利活用に関しても、私も何社かおいでいただいたときにお話をさせてい

ただきましたけれども、まず、ここはいくらぐらいでお借りできるんでしょうかというよ

うなお話をされた上で来られた業者さんはいないんだわね。それで、ここの場所でどうい

う利用の仕方をすれば、この場所が生きた形に、おいでいただいた会社、企業さんがメリ

ットが出るかということが最重要の感じのようでして、お借りするに当っての経費という

ことで、その賃貸料にしても売却にするにしても、大事な話の段階になると思うんですが。

まずは、その事業者さんがどういう経済効果が生まれるのかということが最優先みたいで

して、それを考えた場合には、市のほうで競争に打ち勝つのには、そしてまたおいでいた

だくのには、そこのところをいかに組み立てるかということが一番大事なんじゃないかな

というふうに私感じてきたところなんですが、そういったことを今回はまた、本米崎小学

校の場合には公募型プロポーザルを利用ができるというようなことをやられるようであり

ますんで、さらにそういったお借りする、あるいはまた買い求められる方が、目で見て、

あるいは一見して即そういうことが図れるような打ち出しをすることが一番大事だと思い

ますんで。その辺のところをしっかりと企画のほうで打ち出していただいて、最大限にこ

こならば、我々の業者ならば採算ベースに乗れるというような訴えをする登録をしていた

だいて、あるいはまた公募するに当っても、そういうものを打ち出していただいてやって

いただかないと、今、笹島委員がおっしゃったように、いつになってもお借りする、ある

いはまた買い求められる方が来られないというようなことになってしまいますんで。 

   １つだけ、具体的な数字をお伺いしたいんですが、全国でこれ小中学校の、28 年度ぐ

らいで、どの程度の数が「みんなの廃校」プロジェクト等に登録されておられるのか。あ

るいはまた、県内ではどのぐらいの数が登録されておられるのか、把握しておられればお

伺いしたいんですが、どうですか。 

企画部長 茨城県では７つだそうです。ただ、全国の廃校というのは、私もうろ覚えなんで、

正確な数字かどうかわかりませんけれども、5,000 ぐらいはあるんじゃないかと思います

ね。廃校した、要するに北海道から南は沖縄、九州まで合せると。特にそのぐらいはある

んじゃないかなと思います。それがいわゆる何ていうんでしょうかね、廃校の跡地利用。

当然解体して、壊してしまったところも当然ありますけれども、そのぐらいがあるんじゃ

ないかなと、数字が、確かではありませんけれども、そのぐらいの記憶があります。 

   以上でございます。 

助川委員 ５年、10 年ぐらいたちますと、さらに 1,000 単位で、多分ふえていくような状況

になると思いますので、その辺のところに打ち勝って、それを利用いただくということを

地域として要望が上がっている部分にお答えするのには、これから企画のほうのそういっ

た知恵が総結集してＰＲをするということが一番大事なことだと思いますんで、その辺の

ところをどういうふうに企画のほうではお考えになっているかお伺いします。 

企画部長 ３月に常任委員会のほうにご説明する、本米崎小学校の募集の要項なんですけれど
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も、基本的には市のほうで、いわゆるこれという業種を特定しない形にしたいと思います。

というのは、非常に立地条件、笹島委員さん、助川委員さんからもありましたように、非

常に立地条件もいいところでもありますし、いろんな形で利活用が図れる可能性があると

いうこともありますので、広く募集した中で、その中で、いろんな意味で地元とか、それ

から議会のほうにもご報告させていただいて、その中で、やはり選んでいきたい。選ぶよ

うな提案がたくさん出てくるのが一番いいんですけれども、それを期待して、そういう形

で広く提案を求めていきたいというふうに考えています。 

   そこについては、やはりかなり柔軟に、価格の面とかいろんな、あとは全体的、全部で

はなくて、一部を使うような形ですとか、場合によっては校舎全部解体して、別に新しい

建物をつくりますなんていう提案もあるかもしれませんので、そういった意味では、本米

崎地区、あの地域の活性化というんですかね、そういったものにつながるような形に結び

つけられればなというふうに思っていますので、そういった形で進められればというふう

に今考えているところでございます。 

   以上でございます。 

助川委員 感触で、おいでいただけるかなというのは、その話の内容で感じ取れると思います

んで、そうした場合には、やはり民間さんの場合には特に採算ベースの上で経費は最低限

にしたいということは当然のことでありますんで、そういう場合にはできるだけ事業所さ

んの意向に沿うように、そしてまた、それによって市にとってのメリットが、雇用問題と

か固定資産の関係とか、そういうものが生まれれば、中長期にわたっていい方向になると

思いますんで、その辺のところはしっかりと事業所さんのご希望に沿えるような賃料に、

あるいはまた売却料にしていただければと考えております。 

   以上です。 

企画部長 まずは利活用をしたいという事業者が出てくることがまず大前提でありますので、

そこについては、やはり柔軟に、まず土地利用が図れるということを第一義的に考えなけ

ればならないというふうに思っていますので、そこは市としてどこまで、事業者さん等の

提案の中身を見た上で、市としてどの辺でその条件的にできるのかどうかも含めて、そこ

はご指摘のとおり柔軟に取り扱っていきたいと。 

   それとあわせて、近々に照会があった事業者等につきましても、こちらから公募をかけ

ますよと。もし提案をしていただけるんであればという声かけというんですかね、そうい

ったアプローチもした上で提案を求めていくということもしていきたいというふうに思っ

てございます。 

   以上でございます。 

委員長 １ついいかな。 

   これ 14 件、今まで来ているわけだけれども、これ連絡先とかそういったものは全部あ

るわけだよね。 



－11－ 

企画部長 照会した事業者さんの履歴については、きちっと残してございますので、連絡先、

担当者名というものも残ってございます、記録として残してございます。 

   以上でございます。 

委員長 それと、基本的なやつで、本米崎小学校の耐震は大丈夫なんでしたか。 

   企画部長 校舎については平成２年に建築されたもので、これは耐震基準を当然、昭和

56年以降の建物でございますので、問題ございません。 

   それから、体育館については昭和 56年建築でございますけれども、Ｉｓ値が 0.74でご

ざいますので、特に耐震上は問題はないということでございます。 

   以上でございます。 

委員長 わかりました。 

   外にありませんか。 

   小宅委員。 

小宅委員 まず、市の考えとしてお聞きしたいんですけれども、この廃校というのは、市とし

ては、やっぱり不良資産というふうに考えていらっしゃいますか。 

企画部長 お答えいたします。 

   廃校、閉校に至る経緯の中で、地元の方といろいろな協議をされた中で、市のスタンス

としては、地元のご要望を踏まえた中で、跡地について検討していきます、考えていきま

すというふうに、市のスタンスとしてお話をしているということでありますので、単に、

何ていうんですかね、財政的な面とかそういった面だけのスタンスで、ここは解体をする

とかそういう施設ではない。 

   そういう意味でいえば、不良財産というんですかね、不良債権というんですかね、負の

遺産ということではないのかなというふうに思ってございます。 

   以上でございます。 

小宅委員 であれば、市のほうで持ちながら、それを市の施設として活用していくという考え、

選択肢というのはないんでしょうか。 

企画部長 当初、やはり民間活力を使う。それから売却、賃貸で利活用を図る、一体的な利用

をするとか、市で改修はしませんよとかいう方針を決めておりましたけれども、いろいろ

こういう、何ていうんですかね、引き合いの状況を考えると、公共施設での利活用につい

ても、その方針の中に加えたと、先ほど課長のほうから説明したとおりでございますけれ

ども。基本的には、やはり民間で活用していただけるというような提案があるんであれば、

これは一義的にそちらを優先していきたいというふうに思います。 

   ただ、これは、先ほど申しましたように、閉校のときに地元の意向を踏まえた中で、地

域の活性化につながるような利活用を進めていくという市の方針を示しておる以上、最終

的に民間の利活用はかなわないというか、そういうことであれば、やはり市としての利活

用も当然のことながら考えていこうというふうなことで、今、方針を整理したというとこ
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ろでございます。 

   以上でございます。 

小宅委員 先ほど課長の話だと、去年の一般質問を受けて公共施設という選択肢をというよう

な発言があったかと思ったんですけれども、去年の一般質問で出たというと、文書館のこ

とですかね。 

企画部長 おっしゃるとおりでございます。文書館というご提案もありました。その前に、副

委員長さんのほうからも、保育所というような形もありました。保育所については民間と

いうことが可能でございます。文書館については、基本的には公共施設でございますので、

そういった意味で、そういったものについても、やはり学校跡地、庁内の利活用検討委員

会の中で検討するに値するのではないかということで、いわゆるそういった、先ほど申し

ましたように、民間の活力を生かすというのが大事で、まず優先的には考えたいんですけ

れども、そういったことで公共施設としての文書館ということも、今、市として文書館の

必要性ということもありますので、そういったことも踏まえて、学校跡地について方針を

整理したということでございます。 

   以上です。 

小宅委員 ちょっと私、いま一わからないんですけれども、文書館というのは、地元にとって

何かメリットというのがあるんですか。 

企画部長 本米崎小学校を文書館にするということを決めたわけでは全くありませんので、た

だ、文書館としての利活用について検討できないのかというご質問でしたので、やはりい

ろんなことを踏まえた中で、これは地元の利活用になるということではなくて、市として、

公文書とかそういった歴史的な文書というのを保管して、未来永劫残しておく必要性があ

ると。そういうものを施設をつくるという必要性があるだろうと。その場合に、学校跡地

が使えますかというようなスタンスで、地元のためにというスタンスから出るものではな

いかなというふうに思いますけれども、そういったことで、公共施設ということも、文書

館だけではなくてですね、いろんな意味で公共施設ということも可能性があるのかなとい

うことで、整理をしたということでご理解いただければというふうに思っています。 

小宅委員 たしか私、去年の３月の一般質問で保育園に貸してはどうかというような質問をさ

せていただきました。東海村からも、ひたちなかからも園児をとれますし、当然保育料と

いうのは、そちらの自治体のほうでも負担してくれるわけなんで、あの場所だったらいい

なと思ったんですけれども。ただ、この１年間の動きを見ると、瓜連保育園のほうで定員

の増設をしたりとか、そういった中で、これから少子化に向かう中、果たしてどうなのか

なというような流れにもなってきた中で、やはり那珂市、何もないと。泊まるところもな

いし、そういう場所も、いわゆる水戸市にあるような青少年センター、生涯学習センター、

国際交流センターとか、そういったものもない。そういったものを整備するのに、廃校と

いうのは逆に非常にいい建物なんじゃないかなというふうに私は感じるんですけれども。
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那珂市としては、そういうものは必要ないというような考えでしょうか。 

企画部長 現在のところの計画で申しあげますと、いわゆる青少年センターですとかそういっ

たものを具体的に、いろんな教育委員会も含めてですね、検討しているというようなこと

はございません。ですので、必要がないかどうかということについては、ちょっと別の話

として、まだ那珂市として、いわゆる教育委員会も含めて、そういった施設を検討すると

いうような具体的な話になっているということではないということでございます。 

小宅委員 ここ数年の那珂市の行政を見ていると、何かやりたかったら、下から上げていきな

さいと。この間の一般質問もそうですけれども、マラソン大会やりたかったら、市民から

企画を上げてきなさいと。全くトップダウンがないんですよ、特にこの２年間。全然、那

珂市をこうしていこうとか、こういうことをやろうというのが今全然なくて、こういった

中で、じゃ、上がってこないからやる必要がないとか、やらないとか、そういうことじゃ

ないと思うんですよね。いわゆる聞こえてこない声というのがあるんだと思うんですよ。 

   そういうちゃんとした企画書が、きちっとまとめて行政に出してくださいなんていうの

は、基本的にはあり得ない話でしてね。もうちょっとトップダウンでアイデアを駆使して

やってもらいたいなと思うんですよね。 

   民間にもう丸投げして、地元自治会にも丸投げして、何か使い方考えてくださいという

スタンスも、これもどうかなと思うんですよ。現に、委員の皆様とか、あと、部長とかに

も以前お話ししましたけれども、団体としてあそこを利用したいと言っているところは結

構あるわけです、那珂市内の中でも。そういったところが活用できる施設というのをです

ね、声を酌んで整備していって、那珂市としてそういったものをつくっていくと。そうす

ると、交流人口の増加にもつながっていくと思うんですよね。そういった提案をぜひ考え

てほしいなと思うんですけれども、どうでしょう。 

企画部長 先ほどちょっとご説明で言葉が足りなかったのかもしれませんけれども、いわゆる

今回のケースについても、市が積極的に本米崎小学校の利活用を図っていきましょうと、

その手法として民間の力をできないのかなというような手法をとりたいと。その中で、市

民、地元のためになるような施設ができないのかなということでございます。 

   先ほど、外のマラソン大会とか何かについては、私の所管でございませんので、私はお

答えをする立場にはないんですけれども、いわゆる基本的には、例えば青少年センターと

かそういったものが必要かどうかというのは、当然、教育委員会ないし、これは市民協働

課になるのかどうかわかりませんけれども、教育委員会が中心になるんでしょうね、生涯

学習課とか。そういった中で、その必要性というのは、当然議論された中で、いわゆる市

として整備するかという話が市の教育委員会とか、そういった市から、市の内部で上がっ

てくる話なんだと私は思います。 

   ですので、団体から上がってこなければやらないということではないのかなと。そうい

う団体にお声があるということは、市として考えなくてはならないというきっかけとかそ
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ういったものには当然なると思うんですけれどもね。そういう需要があるという意味で。

そういうことを踏まえた中で、市として、いわゆるつくっていくべきかどうかということ

を検討した上で、計画案を市がつくっていくということになるのかなというふうに私は思

っています。 

   ですので、民間から計画書が出てこなければやらないよということではないのかなとい

うふうに、やり方としては違うのかなというふうに私は思ってございます。 

   以上です。 

小宅委員 すみません、誤解がないように言っておきますけれども、この２年というのは、部

長が企画部長になった２年じゃなくて、市長の２期目という意味です。本当に何も行われ

ていないなというのが最近すごく実感として感じるんですね。やっぱりトップダウンで話

を進めていかないと、何も進まないと思うんですよね。非常にそういったところが欠けて

いるような気がします。 

   なので、ぜひですね、団体から意見が出ているというところも、去年、総務生活常任委

員会で千葉県の保田小学校とかも視察へ行かさせていただきましたので、そういったもの

を踏まえながら、委員会でもさらにいろいろ提案をしていきたいなというふうには思って

おります。よろしくお願いします。 

助川委員 これ地方創生が叫ばれて、担当の省ができてからなんでしたか、この「みんなの廃

校」プロジェクト事業というのは。じゃないよね。 

企画部長 地方創生が始まったからということではありません。前から、いわゆるご指摘のと

おり、人口減少と、児童生徒数が減ってきて廃校がふえてきたということで、廃校をいか

に利用していくかということで、文科省もそういった動きを始めたということの一環だと

思っています。 

助川委員 公共の施設の利活用というのは、やはり市民の皆さん、地域の皆さん方でお考えい

ただきたいということで投げられると、まとめるのに、一本化、なかなかできないんだよ

ね。そこのところで、だから勇断を決意するのは、市長が、こういう形で、これだけの利

用者が見込める、そしてまたこういうメリットが出てくるよということで、そういう決断

をするのは、出たものの中から選考するという態度も必要なのかなというふうには感ずる

んで。きょう、市長いないんで、副市長いるけれども、そういう小宅委員がおっしゃられ

たように、検討委員会等でも、庁内に幹事会というのがあるわけでしょうから、それは全

ての、教育委員会さんももちろん入っているでしょうし、網羅されて幹事さんになってお

られるんでしょうから、どういうものが一番いいかということに関しての話し合いは、そ

の中でしっかりとしていただく方向づけを常に持ちながら、行政の運営をしなくてはなら

ないと思うんだけれども。その辺の姿勢というのは、副市長、どういうふうに考えており

ますか。 

副市長 この学校廃校に関しましての利活用については、特に戸多に関しましても、全部地域
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にお任せしているということではなくて、庁内の検討委員会、さらにはその上の中でいろ

いろ案を出してもらった中で、どれがいいかというのを当然検討しているわけで、そこで

地元に提示をしながら、地元と一緒に協議しながら、果たしてどういう施設として残した

ほうがいいのかというのは、常にそこは我々として考えているところでありますので。地

域に全てお任せということでは全くございませんので、そこはご理解をいただきたいと思

います。 

助川委員 地元としては、何かに利用していただきたいという形は一致、結束した意見なんだ

けれども、しかし市から、どういった利用の仕方を希望されますかというと、必ず複数の

案件が出てきますんで、その後は、市として決断をせざるを得なくてはならない、いつま

でもいつまでも公共の施設をああいった形にしておくということは、地元としてもしのび

ないので、その辺の決断はもうしなければならない時期に入っていると思いますんで、指

導力を市長のほうにも発揮していただくようお願いしたいと思います。 

笹島委員 地元の人はあれですよね、もう一度にぎわいを戻したいんだよね。何がこうあれだ

というと、やっぱり寂しい、それでも人口減が激しいところで。先ほど言ったように立地

もとてもいいと。宿泊施設云々というのは、旅館法とか何かあってなかなか難しいけれど

も、これ原発が稼働していたら、そういう可能性もあったんだろうけれども。今はちょっ

ととまっているからね。よそから来る人が少なくなってきているから。それはもう、その

案というのは難しいんだろうと思うんだけれども。 

   今言っていた中途半端なところあるよね。結構新しいですよね、この建物。立派な建物

ですよね。やっぱり大子じゃないけれども、古い、大正とか昭和の初めの文化的、遺産的

なものがあればまた違う人たちがこれを創業したいという形で、何かやってみたいという

人の集まり。よく私も秋葉原とか何かいろいろ行ったんですけれども、ガード下のところ

にいろんな創業したいということで、いろんなものの、ベンチャー的なものもこう集まっ

ているところがあるんですよね。そういう人たちというのが求める場所というのは、そう

いうレトロっぽいところかな。そうすると、そこに今度は人を呼べますからね。 

   これは物すごく中途半端なんですよ、新し過ぎると。そうすると、やっぱり先ほど部長

が言ったとおり、どんな業種が来るかわからないけれども、こっちは大きな胸をあけて待

っていると。選ぶのもこっちかもしれないし、選択するのも向こうかもしれない。そのか

み合ったところであれするんですから、大きくたくさんのものが来るような、まず努力だ

よね。 

   私そのサイト見たことないんでわからないんですけれども、そのメリットというのはど

ういうふうに出ているのかな。 

企画部長 廃校プロジェクトというのは、基本的には施設の概要ですとか距離感、位置的な関

係とか、どういう形で利活用、ですから、地域の活性化、市民福祉の向上のためとか、そ

のぐらいの文言しか入っていませんので、ですので、その中から那珂市の本米崎小学校を
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選ぶというのは、やはり例えば事業者が東京首都圏であれば、首都圏に近いであるとか、

それから、笹島委員さんがおっしゃるように、例えば変な話ですけれども、山奥で、木造

の校舎ですとか、そういうところに、目につくところに行くような形ですね。 

   ですので、なかなかそこから、那珂市の場合は東京に近いということがありますので、

そういった意味では、14 件の中にも地理的な中で、那珂市が近かったからという理由で

ちょっと照会があったという事業者さんもいましたので。そういった意味では、建物の特

徴的なものとか、そういったものはないので、物すごく目につくという、廃校プロジェク

トの中でですね、たくさんある、何百とある中で目につくという形になるのはなかなか難

しい部分もあるのかなと。 

   そういったことを考えて、今度は那珂市で、それを那珂市がプロポで、那珂市が募集を

かけてしまいましょうと。そういう形で周知をしていこうという形にしようと。これは当

然募集要項も決まりまして、いろんな形で、もう詳細な募集要項を決めた中でやりますの

で、そういった中で、那珂市でこういうことをやっていますということを周知を図れるん

じゃないかな、それで提案を受けられるんじゃないかなというふうに思いますので、広く

やっていきたいというふうに思っています。 

小宅委員 公共施設での利活用も検討に入れるということですけれども、そうすると、このプ

ロポーザルで来た民間との整合性といいますか、民間のほうで来ているんだけれども、や

っぱりうちで使うよということが果たして可能なのか。それとも、民間が手を挙げたらば、

もう公共としては使わないということなのか。その辺は、整合性はどうされるんですかね。 

企画部長 お答え申しあげます。 

   先ほど申しあげましたように、基本的にはまずは民間の活力を生かそうということを第

一義的に考えていきたいと。ですので、３月にお示しする募集要項、多分、連休ぐらいま

でを提案期間にして、６月ぐらいには事業者を決めて、それで年度半ばぐらいからはもう

具体的に動けるような形のスケジュール感でいきたいなと今考えていますので、まずそこ

で提案内容を見せていただいて、それで結果的に、やはり民間活力が非常に難しいという

ことであれば、もう時期的に、もうそこは民間活力ではなくて、公共施設でという形でか

じを切っていく選択もしなくてはならないのかな。もう２年たちますので、そういう時期

に来ているという認識で進めなければならないということで考えていますということでご

ざいます。 

   以上でございます。 

小宅委員 サーボ跡地のときのように２者しか来なければ２者から選ばなければいけないとい

うことではないということなのかもしれないですけれども、であれば、最初からもう英断

してしまって、市として使うという答えを、多分地元も望んでいているんだと思うんです

よね。市としてこういうふうに使うという。それが誰か使ってくださいというのでもうこ

こまでずるずる来てしまっているんで、結果的にそういう選択肢を持っているんであれば、



－17－ 

ここで英断するということも一つだと思いますけれども。今ここでこうしますというふう

には答えられないでしょうけれども、意見として聞いておいていただければと思います。 

企画部長 今、副委員長さんのほうからも、英断してということなんですけれども、先ほど申

しあげましたように、公募型のプロポーザルの募集要項についても、ほぼ固まってきたと

いうこともありますので、まずはそこをやりたいと。これ団体の方でも、当然それは提案

はできるわけでありまして、民間ですからね。市がこういう施設をつくって、そこの管理

運営を委託します、市の施設として委託しますということであれば、これは公共施設にな

りますけれども。そこを使って団体の方、これは法人であれば、団体の方が使うという選

択肢の提案というのもあり得るわけでありますので、そういった中で、公益の団体が使う

ということも可能性としては、提案の中に含まれるのかなというふうには思いますので。 

   まずは今回の公募型のプロポーザルをやらせていただきたいというのが執行部、私ども

のほうの考えでございます。 

   以上でございます。 

委員長 それでは、暫時休憩といたします。 

   再開を 11時５分といたします。 

休憩（午前 10時 55分） 

再開（午前 11時 06分） 

委員長 それでは、再開をいたします。 

  その外ありませんか。 

綿引委員 学校跡地の利活用ということで、大変難しい問題だとは思うんですけれども、庁内

の皆さんでも検討され、さらに公募型プロポーザルという方法で民間に対しても呼びかけ

をして、最終的に最善の利活用方法が見つからなければ、このまま塩漬けという、最終的

に方法が見つからなければ、そういうことに至るのかなというふうに。ただ、それでは議

会としてちょっと無責任じゃないかというご意見があるとすれば、なんとか知恵を絞って

考えなくてはいけないのかなというふうには思いますが、非常に難しい。 

   戸多小学校と本米崎小学校では、若干の立地条件の違いがあるように思いますので、ど

ちらもできればうまい方法が見つかれば一番なんですが、とりあえずどちらが先になるか、

１件でも先に利活用方法が見つかれば、その方向でできるだけ進めていただくというふう

に考えるしかないのかなということでございます。 

企画部長 戸多小学校につきましては、やはり具体的に 29 年度、さらに普通教室棟等の利活

用についても、ある程度、市側のほうで検討した結果について地元のほうと協議ができる

のかなというふうに思っていますので、戸多小学校については普通教室とグラウンドにつ

いて、ある程度、29 年度には方向性が出て、戸多小学校についてはある程度利活用が、

何ていうんですか、決まるのかなというふうに思っています。 

   一番は、やはり本米崎小学校でありまして、先ほど綿引委員さんのほうからもありまし
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たように、プロポをしまして、29 年度上半期ぐらいには民間の提案を受けて、市として

利活用を決めていきたいというふうに、ぜひ決めていきたいというふうに考えてございま

すけれども、万が一、民間からの提案がなくても、基本的には利活用を図っていくという

姿勢には変わりませんので。その場合には、公共施設等の利活用について模索をしていく

という形になろうかなというふうに思ってございますので、基本的に塩漬けにするという

ようなことでは、今のところは考えてはいないということで、ぜひご理解をいただきたい

というふうに思っています。 

   それから１点、申しわけございません。先ほど全国の廃校の数ですけれども、私、約

5,000 だろうというふうに申しあげました。今、現存している廃校の数は 5,100 だそうで

す。 

   それから、「みんなの廃校」プロジェクトに登録をされている数でございますけれども、

昨年の 12 月１日現在で全国 219 校がいわゆる登録をされている。そのうち茨城県につき

ましては５市 10 校が登録をされているということで、７校というのはちょっと誤りでご

ざいますので、訂正をさせていただきたいというふうに思います。 

   以上でございます。 

委員長 外にありませんか。 

笹島委員 この学校跡地利活用検討委員会でしたか、これはこれで継続していくわけですか。 

企画部長 これが庁内の学校跡地の利活用の検討する唯一の機関というんですか、そこが協議

の場になってございますんで、関係課が全て入ってございます。その下に幹事会という調

査機関を設けておりますので、これは総括課長補佐クラスで、一応これは組織をしてござ

いますので、当然その庁内検討委員会の中で、公募型プロポーザルの提案を受けた際にも、

そこの中で検討し、必要に応じて幹事会のほうで詳細な調査をかけていくというような形

になろうかというふうに思ってございます。 

   以上でございます。 

笹島委員 ほとんど、じゃ、役所の職員でしょうから。これ何を話し合っていくの、これ同じ

ことを。 

企画部長 当然今までですと、いわゆる戸多小学校の件とか、そういったもの、地元の要望を

受けて、地元の要望に対して、市として実現できるかどうかとか、そういったものも含め

て。それから、当然今回の本米崎に関しては、いわゆる利活用の方針をどういうふうに決

めていこうか、変更しようかとか、そういったもろもろ。具体的には、提案があった内容

について、建築サイド、財政サイド、いろんな面から検討していただくような形で検討委

員会のほうは進めているという状況でございます。 

   以上です。 

委員長 外にありませんか。 

     （なし） 
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委員長 いろんな意見が出てまいりましたけれども、やはりこの廃校利用をとにかくしっかり

と、負の遺産にならないようにということが皆さんの委員の考えでありますが、これから

公募をするということで、そういったものの検討委員会ですね、これの推移を見守りなが

ら、この件、廃校利用については継続調査ということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」） 

委員長 それでは、調査事項であります、この廃校利用については、継続調査といたします。 

   それでは、以上でこの件を終結いたします。 

   お疲れさまでした。 

   執行部の入れかえで暫時休憩いたします。 

休憩（午前 11時 13分） 

再開（午前 11時 15分） 

委員長 再開をいたします。 

   続きまして、議会報告会での市民等からの意見への対応についてを議題といたします。 

   昨年 10 月に実施いたしました議会報告会において、市民の方より、那珂市指定のゴミ

袋の氏名記載についての質問がございました。別紙のとおり報告会の記録を本日お配りし

てございます。 

   内容は、那珂市の指定ゴミ袋へ氏名を記載することについての問題で、ゴミ袋の回収方

法に地域間で格差がある。このため不公平ではないかとの意見でございました。 

   この件について、現状、そして今後どのように対応していくのか、執行部にお伺いをい

たします。 

環境課長 環境課です。 

   議会報告会の中でご質問があった件なんですが、ご承知のとおり、原則は、この資料に

も記載してありますとおり、施行規則のほうで、氏名を付し、ゴミについては排出すると

いうことでございますので、氏名ということにつきましては、フルネームというふうな理

解をうちのほうではいたしております。 

   しかしながら、この 10 月にお話があった件につきましては、現在では無記名以外のゴ

ミについては回収するように業者のほうには指導しておる次第でございます。 

   また今後については、規則のほうはあくまでも氏名、フルネームというふうな記載では

ございますが、そこのところをちょっと弾力的な考え、例えば名字だけとかですね、その

ようなことで、今後は自治会等と協議をしていきたいというふうに考えております。 

   以上でございます。 

委員長 それでは、ただいまの説明に対してご質問ありませんか。 

笹島委員 これ平野の場合だけにあった話ですか、この持っていかないというのは、フルネー

ムで書かないと。 

環境課長 今のご質問ですが、平野ばかりではなく、大部分が瓜連地区ということでございま
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す。 

   以上です。 

笹島委員 そうすると、瓜連と、それから旧那珂町、回収業者が違いますよね。瓜連の業者だ

けに徹底させていたのかな、そのフルネームで云々と。那珂町の業者は３社だったかな。

瓜連１社だよね。それはどういうふうになっていたの。 

環境課長 徹底したというとちょっと語弊があるんですが、業者のほう、あくまでもうちのほ

うとしては、先ほど述べましたように、ゴミ袋については氏名を付しということで皆様の

ほうにお願いしている次第でございますので、書いていただくというのが原則というふう

な理解をしておりますが、業者のほうからうちのほうにちょっと話がありまして、やはり

フルネームで記載、市のほうもフルネームで記載して排出するというのが原則であれば、

そういったことで業務としてやるべきじゃないのということで、瓜連地区の収集委託業者

のほうから話があって、そちらのほうでちょっと実施したというのが経緯でございます。 

   旧那珂町のほうの業者につきましては、とりたててうちのほうから、今回同じ時期に実

施したという経緯はございません。 

   以上です。 

笹島委員 ゴミ出すほうとすればさ、税金払っていて、名前書いたのにさ、無記名だったらあ

れだけれども、大体の人は名前書けばということで、私らも書く場合はフルネームでは書

いていませんよね、名字だけですよね、大体一般的に。気分悪いよね、こんなことやられ

てしまうとね。私らもそのときに受けたんですよ、その話を。それは平野の人だったかな。

いや、そうですか、そんなはずはないんですけれどもねという、私らもうろ覚えですから、

フルネームなんていうのは全く頭の中にないから。名前だけ書けばいいんじゃないかなと。

中には、やっぱり偽名で書いている人もいるかもしれないですけれどもね。 

   だから、こういうことのまず徹底をしていなかったということ。我々も悪いんですよね、

やっぱりなれていて、ただ書けばいいということのあれということで。でも、新しい住人

の人も結構来ているわけでしょう、やっぱりね、いろんな地区でさ。そこで、ある程度徹

底させる、させないという。ことだけれども、よそから来る人は名前なんか書いていない

んだよね、申しわけない、書く欄もないしね。ないよね、最初からね。 

   だから、その行為もやったことない人がびっくりするわけですよ。私らもアパートに来

る人がよく言うんですけれども、え何で書くんですかとか。実は何十年前にガスボンベか

何かが入っていて、それでちょっとけがしたんで、それからゴミ袋に責任持ってもらうよ

うにしたんですよということから、もう何年か、10 年以上過ぎているのかな、もうね。

昔の話で。今はそういう事故というのはどうなんですか、あるんですか、話は変りますけ

れども。 

環境課長 今、委員さんからお話ししました名前を書く経緯という話でございますが、平成３

年に環境センターのほうに持ち込まれたゴミの中にガスボンベが入っておりまして、それ
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が爆発して、焼却施設の一部が破損した、休業等もあり、費用も多大にかかったというよ

うな経緯がありまして、それがゴミ袋に名前を書く一つの要因でありますし、あくまでも

そういった事故があったことによって、やはりゴミを出す側としても、混廃じゃなくて、

自分で出すゴミというのは、本当に可燃物なら可燃物、あくまでもそういったものの分別

をちゃんとして、排出側としての責任を持っていただくという観点から、ゴミ袋には氏名

を記載していただくと。 

   ただ、今もお話に出ていました氏名というふうな解釈なんですが、あくまでも言葉、単

語としての氏名というのはフルネームというふうなことで、我々は、多分行政的には氏名

はフルネームというふうなことだと思うんですが、出す側として、氏名というのは名前、

名字、単純に名前でもいいのかなというふうな多分考えでありますから、そこのところの

若干解釈の違いというんですかね、は多分あると思います。あくまでもうちのほうで言っ

ている、氏名というふうなお知らせを出しておりますが、それはあくまでも多分、フルネ

ームじゃなくて名字だけでもいいというように解して名前を書いたんだからというふうな

理解でいるのかなというふうなところで。それもちょっと今後とも考えていかなくてはな

らないというふうに理解はしております。 

   以上でございます。 

笹島委員 私が最後に言った、事故はあったのかな。 

環境課長 その後、今のところは聞いてはおりませんが、ただ、やはり可燃物の収集はしてい

るわけですが、一部、焼却した後に燃えかすというんですかね、焼却した後に可燃物じゃ

ないようなものも混在しているというのは見受けられるというような話は聞いております。 

   ですから、昨年度で言いますと、油が入っていたというような経緯はあるということで

ございます。 

   以上です。 

笹島委員 今言っていた、名前をフルネームで書く、それから二十何年過ぎていますよね。そ

れから随分もう分別というのが非常に細かくなって、きちんとして徹底されていったと思

うんですね、住民から。それはどうなんですか、今の経過。 

環境課長 確かにご指摘のとおり、事故からもう 25 年ぐらい、実質たっております。先ほど

お話ししましたように、環境センターで、先ほど言いましたように、燃えかすに可燃物じ

ゃないものが入っているというふうな話が出てきましたように、全てが分別されているか

というのはまだちょっと疑問がありますし、実際のところ、現状でも収集委託業者が回っ

ている中で、混廃のゴミがあるものについては、当然収集いたしませんので、そういった

ものもまた見受けられると。 

   あと、実は先月の末にまちづくり委員会の連絡会議というものがありまして、その席で、

うちのほうでちょっとゴミ袋の件についてご意見をいただきたいということでお話しした

中で、やはり先ほど、一番最初の名前を記載するに当っての経緯の説明をした中で、そう
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いったことであれば、排出する側でも無記名では、いろんな集積、ゴミステーションでの

管理運営、あるいは混廃が出てしまうとか量がふえるとかという、ある程度の諸問題があ

るんじゃないかということで、懸念されるんで、無記名ではなく、なんらかの記載がされ

ていなくては、やっぱり好ましくないんじゃないかなというふうなご意見を頂戴いたした

次第でございます。 

   以上です。 

笹島委員 それは収集側の意見だね。収集側はやりやすいほうがいいよね。こう見ていって、

これは回収できませんというシールをべたっと張って置いていけばいいんだもんね。その

後が大変だよね、今度。誰がその後、後始末するんだという。誰もやらないから、カラス

の餌食になってしまうわけだよね、逆に。その後のすさんだところを、誰も見ていないわ

けだから。業者はそれでいいわけだよね。 

   私もちょっと大宮環境のほうへ出ているんだけれども、大宮環境と一緒じゃないですか。

ゴミ袋が違って、向こうは無記名で、記名してあるの、同じでしたか、ゴミ袋。そうか。

どうなんですか、向こうはやっぱり話は出てきているの、そういう話というのは。 

環境課長 大宮環整のほうの組合のほうの構成は、那珂市と常陸大宮市ということで２市で構

成されていまして、基本は大宮もうちも、ゴミ袋についても同様の、表書きの排出先の袋

の宛てが大宮市になっているか那珂市になっているかという違いであって、同じものを使

っていると。 

   大宮のほうはどうなんだという話でございますが、大宮のほうは、規則については特に

決まりはございません。ただ、うちのように施行規則そのものはありませんので、ありま

せんが、ゴミの収集予定表が多分年度末に各家庭にお配りされると思うんですが、そのと

ころに氏名の記載をお願いしますというふうな欄があって、そこに記載はされているとい

うふうな状況でございます。大宮の環境課のほうの話を聞いた中では、当局側からは、や

はり那珂市で記載するような指導をしているので、大宮市でも実際書くべきじゃないのと

いうふうなご意見は出ているということは聞いております。ただ、全部が全部記載をされ

ているというふうな話は聞いておりません。 

笹島委員 いや、びっくりしてしまった。じゃ、向こうは無記名でも持っていくわけだ。こっ

ちは、やっぱりフルネームで書かなければ持っていかないと。ちょっと温度差があり過ぎ

るんだけれども、同じ環境の収集のあれでということで。ある程度統一していくのか、し

なくても構わないけれども、もうあれからね、二十何年もたっていて、今もう、私も思っ

たけれども、ここに書いてあるそういうフルネーム云々というのは、みんな那珂市の人は

正直だからさ、自分の名前書いてしまうと思うんだね、偽名じゃなくね。私はヤマダタロ

ウと書いているんだけれども。なぜかというと、やっぱりね、今言っていた個人情報なん

ですよね、一番大事なのね。要するに今すごくストーカー問題で犯罪が多いじゃないです

か。そうすると、その人の名前がフルネーム、笹島タケコと書いてあるよね、例えばね。
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そうすると、その中にあけて、その中の郵便物とか何かとかいろんなものの書類が入って

いるんですよ。みんなそういうところは無防備だから、こちらの人はね。そうすると、あ

けてしまう。そうすると、その人の生年月日でも、いろんなもの出てきますよね。 

   だから、逆にそういうのを教えているんじゃないかなという、非常に危険性があると思

う。  

そういうことも少し、もう今の時代ね、25 年前、二十何年前だったらそんなことあり

ません。ただ、今の時代はもうそういうふうにして変ってきている。非常にそういう面で、

何で個人情報、これだけ厳しくしてといっても漏れていて、ストーカー問題とかね、いろ

んなそういう、オレオレ詐欺とかと出てくる云々というのは、これ漏れているわけです。

この中の一つは、漏らしているわけです、逆に言えば。手助けしているのよ、役所がこれ

を。 

   こういう危険性というのも身にしみて考えないと大変なことになるよ、これ冗談じゃな

く。そういうことを私は言いたい。 

環境課長 ゴミ袋の中に例えばはがきとかというふうなご指摘なんですが、逆に出す、こちら

の行政側の言い分だとちょっと語弊があるんですが、あくまでも排出側の方も、例えば今

であれば、手動のシュレッダー、あるいは何かこうありますよね。そういったもので、例

えば破いていただくとか、そこの部分は切っていただくとか。手はかかりますけれども、

そういった自分のほうのですね、個人側の防衛手段というんですかね。そういったものも

していただければ、ある程度は緩和されるのかと。 

   あと、先ほど言われたＤＶとかという話でもしあれば、もしうちのほうに相談いただけ

れば、なんらかの方法については検討していきたいというふうには考えておりますが、現

状のところ、そういう方のお話は、ご相談は来ておりません。 

   以上です。 

笹島委員 趣旨わかっていない。そういうね、これからそういう犯罪に遭うような、少しでも

手をかすようなことで、そういうことを手助けしてはいけませんよという趣旨を言ってい

るわけ。これから先、今言っていたシュレッダー云々という、そんな気がきいた人はいま

せんから、わざわざ。みんな自分の好き勝手なようにやっていくわけです。ただ、分別だ

けはきちんとしています。なぜかというと持っていってもらえないから。人というのはそ

ういうもんなんです、だから。皆さんが考えているほど、みんなやっぱり自由に生きてい

ますんで、自由にやるわけだから。ああしろ、こうしろという制約はみんな嫌うわけです

よ。だから、自分だけ、最低限これだけは守ってくださいということだけの大きなことだ

けはしなければいけない。 

   役所の使命というのは、そういうふうにならないように、これからできるだけ自分のほ

うでそういうふうに、市民のために手助けをしていかなければいけないということを、先

を見据えたこと。だから、私はもう結論から言うと、もうフルネームどころじゃないの。
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そういうゴミ袋に記入するということ自体が時代おくれじゃないのかと。むしろそういう

こと自体が今度は犯罪を予兆するようなことというふうになってくるんじゃないかという

ことが私の意見でね。私は、もうこれは取りやめすべきじゃないかという意見です、それ

は。結論で言ってしまってあれなんですけれども。 

   以上です。 

小宅委員 すみません、私、広報委員をしておりまして、議会広報にこれ回答しなければいけ

ないので、ちょっと事実関係をお聞きしたいんですけれども、まず、市の環境課から連絡

があって、これからは回収しないこととなりましたというのは、これわざわざ環境課から

連絡されたんですか。 

環境課長 その点は、先ほどお話ししましたとおり、基本、氏名、フルネームというふうな話

で広報等流しておりまして、そういうふうなことで、市のほうが周知しているということ

で、それについて委託業者のほうから相談がありまして、趣旨にのっとってとりあえずや

ってみたい、やってみるということで、実施した次第でございます。 

小宅委員 連絡をこれわざわざしたというのは事実なんですね、環境課から瓜連地区に。 

委員長 暫時休憩します。 

休憩（午前 11時 35分） 

再開（午前 11時 36分） 

委員長 再開いたします。 

  環境課長 うちのほうから各地区、特に瓜連地区がメーンでございますが、のほうにです

ね、どこどこ地区にお住まいの皆様へということで、ゴミ指定袋への氏名、フルネームの

記入についてということで、お願いの通知を自治会の会長さんのほうに回覧でお願いした

いということで、10月に通知は差し上げております。 

   以上でございます。 

小宅委員 じゃ、これ瓜連地区限定でそういうものを出したというのは事実だということです

ね。 

   それで、それから、そのときの説明が今まで事情により回収させていただいておりまし

た、ですけれども、今回改めて条例の施行規則にのっとり、ちょっとこの方がおっしゃっ

たこの言葉にのっとると、ちょっと理由がいま一これじゃわからないと思うんですよ。こ

ういうような文章だったんですか、これ。 

環境課長 うちのほうの文章といたしましては、先ほどちょっとお話ししました、収集の委託

業者のほうが実際にうちのほうに相談がありまして、今まではある程度なくても、名前の

記載があってもなくても、実際回収していたんですけれども、やはり市のほうとしてルー

ルがある以上、ルールに基づいて実施すべきではないんですかと、そういうふうな意図の

中で相談がありまして、それについて、市のほうでルールにのっとって実施すべきではな

いかなということで、各地区のほうに、自治会さんのほうにお願いの依頼文を出したとい
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うのが経緯でございます。 

小宅委員 さらにこれ不可解なのは、環境課に問い合せたところ、行き過ぎがあったと謝罪し

たということなんですけれども、これ、でも、そう決まってそうしたのに、行き過ぎたと

いうことなんですか、これは。 

環境課長 いざ実施してみましたら、こんなにちょっと、実際のところですね、先ほど言った

ように、氏名というのがあくまでもフルネームというふうなことでありましたんで、名字

だけというのであっても、名前を書いているよというふうなご理解を住民の方はしており

ましたので、そこで差があって、かなりの量が残ってしまったということで、その地区の

集積所、あるいはそういったところにご迷惑をかけた次第だったもんですから、そういう

ことで、ちょっとそこの部分は、実施にあたって、そこまでというふうなところまで想定

しなかったもんですから、そこはちょっと申しわけなかったなというふうな意味合いです。 

小宅委員 普通、例えばですね、瓜連をやっている業者さんからそういう意見が出たらば、旧

那珂町地区をやっている業者さんも集めて会議をして、じゃ、実験的に１回ここの地区だ

けやってみましょうということじゃなく、瓜連の業者から言われたんで、じゃ、瓜連だけ

そうしましょうかと。いきなりやってみたら批判が来たので、じゃ、やめましょうかと。

そういうような対応だったということなんでしょうね、きっと。 

環境課長 やめましょうかというよりは、実際、本来の趣旨にのっとってやってみたら、ちょ

っと環境課として考えていた以上に、ちょっとその影響があったということでございます。

副委員長さん言われるように、やはり外の、当然委託業者さんもいるわけですんで、その

辺を踏まえて今後とも実施に当たっては協議していきたいというふうには思っています。 

小宅委員 現在ここの地区の市民の方はどっちの認識なんですか。 

環境課長 どっちの認識というのは。 

小宅委員 要は、フルネーム書かなければいけないとここの市民は今も思っているのか、それ

とも、今はそれはなくなったというふうに認識しているのか。 

環境課長 冒頭に申しあげましたとおり、無記名以外のものについては現在回収するようにう

ちのほうで指示をしておりますんで、名字だけでもオーケーというふうなことで認識はさ

れていると思います。ただ、大原則であるフルネームというふうなお願いはしている次第

です。 

委員長 ちょっと１つ。 

   要するに、今は名字だけでもいいよという認識でいいんですか、確認。 

   環境課長 現状では、名字だけでも持っていくということで、今のところそういうこと

でございます。ただ、先ほど言いましたように原則はということでございますんで、よろ

しくお願いいたします。 

助川委員 環整組合に関しては、これ常陸大宮市と那珂市と２市で運営している公共の施設と

いうことで、分担率、人口割等によって決めてやって運営されている形の施設なんだけれ
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ども、以前に事故があったときに、これ特定できたの、どこの地域のどなたのためにこう

いう事故が起きたということは。できなかったの。 

環境課長 特定は多分できなかったというふうに思われます。 

助川委員 どのぐらいかかったの。 

委員長 暫時休憩します。 

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。 

環境課長 金額的には 5,000万で、その間、修理に２カ月を要したというふうに資料のほうで

は記載されております。 

助川委員 そういった事故等を防ぐために、やはり２市でそういう取り決めをした。その後に

経緯として、これ氏名の記入とかそんなのを決められたんでしょう。そういうことを防ぐ

ためにね。 

   それで、市民の皆さん方はその辺のところの認識が、市のほうから、そういう細かいこ

とも知らないで、どういうわけでこういう状況に、氏名を記載しなければ、回収しなけれ

ばならなくなってしまったということがわからない方々なんじゃないか、この言っている

方々は。 

   それと、それから、常陸大宮さんと、それから那珂市との回収の仕方が、氏名無記名で

も常陸大宮さんではやっているというのは、これまずいと思うよ。そういう特定もできな

い形になってしまうし。別々に焼却するんならいいんだけれども、こちらは常陸大宮の分、

こちらは那珂市の分というふうに仕分けしながら焼却すればいいんだろうけれども、そう

いう形ではないんだろうから。そういう事故等を防ぐために、市民の皆さんのそういうこ

とにもお気をつけいただく喚起をするためにこういう規則をおつくりになられたんだろう

から、その上で、個人情報の問題に関しては、こういう手だてをしながら漏えいしないよ

うにしますよと。それから、回収しないで夏場等に関して、異臭等、環境問題の件に関し

ては、そういう場合にはどうしますかというような対応を、その件に関してはこういう対

応をしますとか。さらに、自治会の加入率の低いところの周知徹底、加入されていない

方々への周知徹底はこうしますよというようなことをもろもろ解決を図って、そういう事

故等につながらないようにしなければならないというふうに思うんだけれども、この環境

整備組合の運営は２市の分担金によって、那珂市でいくらぐらい分担金あげているんでし

たか、これ。 

環境課長 し尿も入っていますが、４億 4,000万、ほぼ常陸大宮市と同額と。 

助川委員 そういう状況なんで、２カ月も、焼却のほうだけでもストップなんかされたんでは

えらいことになってしまいますんで、そういうことをしっかりと市民の皆さん方に不安を

与えないようなご説明を丁寧にして、それでこの規則はやっていかなければならないとい
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うふうに思うんだけれども、その考えのもとにこういうことを打ち出したんでしょう、こ

れ 10月 17日から。それ大宮さんと、今でもそれだけの温度の差があるの。 

環境課長 これが当然ありまして、私のほうから大宮環境課のほうにちょっと相談に行きまし

て、やはり先ほどお話ししたとおり、回収の予定表には書いてあります。あるいは、執行

部のほうからは言われている、そういうふうな話はあるということですが、そういうふう

な状況ではあるけれども、現状では無記名でも回収していますよという状況の確認はいた

しております。うちのほうは、あくまでも施行規則がありまして、氏名フルネーム、氏名

を付して排出するようにはやっているんですよと。それもうちもあくまでもお知らせ版な

りで広報等もしていますというふうな話はいたしてはおります。 

   ただ、だからといって、じゃ、大宮でも同様に改善するかというようなところまではま

だ聞いておりませんが、今のところそこまでの改善がされるようにはちょっと見受けられ

ないのかなと思っております。 

   以上です。 

助川委員 環整組合の議員４人いるんで、環整組合にそういう働きかけを、大宮さんにもお願

いしたいと、那珂市と同様の規則にのっとって。 

    （「私はちょっと意見が違うんだけれども」と呼ぶ声あり） 

助川委員 違うんだけれども、そういう 5,000万の事故等が起きる可能性、さらには分担金も

もちろん。だから、中身をしっかりとそういうことを守っていただくような手だてとして、

こういうことを周知を図るために 10月 17日からやったんでしょうから、それは曲げない

で、氏名のフルネームじゃなくても、名字だけでも回収するなら回収するでいいでしょう

よ。それは両市とも同じような形でやっていだかないと、今後そういう問題もはらんでい

ると思いますんで、環整組合の議員さん、またよろしくお願いします。 

笹島委員 今ね、県内で記名しているところというのはどこがあるの、それ。 

環境課長 県内全域ではないんですが、この那珂市の周辺ということで限らせていただければ、

笠間市とうちということでございます。 

笹島委員 笠間市と那珂市、外は県内でどこですか。調べておいてよ、それ。大事なことなん

だよ、これ。これからの先のことに対してさ。今のところね、今言っていた名字だけでも

書いてと。ここ早い期間に、やはり大宮環境のほうでもそういうのを取り上げてやってい

かないと、今聞いたら、向こうでは規則がないなんて言っていたから、そういう。これは

びっくりですよ、逆に言えば。同じ焼却炉に入っていくんだよ。それなのに、相手は同じ

ようにね、収集している、隣の大宮市のほうが無記名でやっていて、こっちでフルネーム

で書かなければいけないと。物すごくその温度差では、ちょっとそれ不公平じゃない。も

しも焼却炉、また同じようにあれしていたら大変なことになりますよ、今度。大宮市と那

珂市の今度は問題になりますよね。やっぱりこれは大事なことですから、ちょっとあとそ

れもあわせてよろしくお願いします。 
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環境課長 県内の、言われた記名している自治体の数は後で調べておきますんで、よろしくお

願いします。 

笹島委員 私はすぐじゃなくても、できれば、やっぱり今はもう流れがそういう、記名すると

いう時代じゃないから、できるだけ、それよりも市民に分別の仕方の徹底ですか、それの

教育の仕方という、そういう、毎回年度初めに送ってきますけれどもね。それも大事だけ

れども、ある程度の市民にお知らせしていくような、何かのそういうことも、これ結構身

近なことですから。菅谷なんかは転入者が結構多いんですよね。そうすると、２年ぐらい

でまた出ていくという形の、出たり入ったりしているところだから。そこが一番みんな困

っていて、もうゴミはあふれんばかりになっていて。一応そういう業者あたりが来て、あ

ふれていますよ、すごく。もうそこは動物の餌になっているしという。見たことあります

か、現実というのは。すごいです、それは。もう誰も管理する人いないから。会社が管理

しているんでね。そういう状態のところもあるんですよ。もう記名、無記名のそんなレベ

ルじゃないんですよ、だから。 

   だんだんそういうふうになりつつあるというようなところと、やっぱり今の言っていた

現状と今の現状、これから先のことはどうなのかということを見据えて。余りこの二十何

年前のことに固執しないでね、先はどうなんだと。やっぱりそういうことを役所はやって

ほしいなと思うんですけれども、どうですか、ご意見。 

環境課長 当然、先ほどもご指摘あったとおり、ちゃんと分別されて、なおかつ各ゴミステー

ションの管理運営がちゃんとできるようになれば、特に問題ないというふうなことではあ

るかもしれませんが、現状では委員さん指摘のような、そういうような混廃みたいなゴミ

とか、あとステーションの管理も不十分だというふうな状況でありますんで。その辺はで

すね、今の氏名の趣旨とか今後の分別とか、そういった部分はうちのほうとしても周知徹

底しながら、さらにそこの部分は今後自治会等と協議しながら進めてまいりたいというふ

うなところでございます。 

   以上です。 

笹島委員 そうです、やっぱりそれは環境課、汗かかなければだめですよ。ただただ机上のあ

れでやっていてはだめですよ。現場を見てください。いろんなところを見にいってどうな

っているか云々とか。業者はどういうやり方でやっているのかというね。そういうことの、

やっぱりあなたたちは監督権があるんだから、そういうことをやっていかなければだめで

しょう、みんなお任せ。市民はもう告知、周知したからもういいんじゃないかと。そんな

甘いもんじゃないです。これはもうどこの市町村も苦労している。永遠の課題ですよ、だ

から。 

   よろしくお願いいたします。 

小宅委員 議会報告会で出された意見で、先ほども言いましたように広報で回答しなければい

けないので、今の課長のお話を踏まえまして、回答をつくってみたんですけれども、執行
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部の答えとして、これに対しての答えですよ。実験的に旧瓜連地区に限ってフルネーム記

入がないものは回収しないとやってみたが、行き過ぎた行為であったと。今後は名字だけ

でも回収する。このような答えで大丈夫でしょうか。 

環境課長 すみません、ちょっとそこのところは後で相談させてください。 

市民生活部長 今、課長のほうからも話がありましたように、あくまでその施行規則上は氏名

記載となっているんですね。氏名の解釈ですと、通常考えればフルネームというのが原則

だと思うんですよ。ですから、原則を曲げるということまでは市としても考えていないん

です。 

   ただ、あくまでフルネームにこだわらずに、例えば姓、名字だけでも回収はしましょう

ということですので、その文章で、名字だけでも回収しますというふうに言い切ってしま

うことは、ちょっといかがなものかなというふうに思います。 

   これまで、あくまでこの議会報告会の質問を見ますと、菅谷は名字だけで回収している

のに、何で瓜連はフルネームじゃなければ回収しないんだというふうな質問になっている

かと思うんですが、菅谷地区に対しても、特に名字だけでいいですよと言っているわけで

はないんですね。ただ、現実的に名字だけしか書いていなくても回収はしているという現

実がありますので、フルネームに固執しないで回収いたしますというようなことで、今後

やっていきたいというふうに思っていますので、そこはご理解いただければなと思います。 

小宅委員 そういうわけで、広報なんで、端的に答えを書かなければいけないんですけれども。

端的に答えていただくと、どう書けばいいですか、これに関して。この地域間で差がある

のはおかしいじゃないかというような質問だったんですね、これに関して。 

委員長 これね、今、部長が言ったように、菅谷のほうでは名字だけでも回収している。瓜連

は名字だけではだめよという、この格差をどうするんだよという趣旨だから、フルネーム

で記入はお願いしますと。ただ、名前、名字のみでも回収はいたしますというような、や

わらかいのでよろしいかと思うね。 

それでは、いろいろちょっとその文章の書き方もあるかと思いますが、これは後で執行

部と私と副委員長で再度執行部と協議して、文章をつくりたいと思いますので、そういう

ことでよろしいでしょうか。 

     （なし） 

委員長 それでは、そういうことにしましたので、以上でこの件を終結いたします。 

   お疲れさまでした。 

   それでは、本日の議事はこれで全て終了いたしました。 

   総務生活常任委員会を閉会といたします。 

   お疲れさまでした。 

閉会（午後０時 00分） 
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     平成 29年５月 17日 

      那珂市議会 総務生活常任委員会委員長 勝村 晃夫 


