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 那珂市議会教育厚生常任委員会記録 

 

開催日時 平成 29 年１月 31 日（火） 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 古川 洋一  副委員長 筒井かよ子 

     委 員 大和田和男  委  員 冨山  豪 

      〃  萩谷 俊行    〃   君嶋 寿男 

欠席委員 なし 

職務のため出席した者の職氏名 

     議 長  中﨑 政長  事務局次長 寺山 修一 

次長補佐 横山 明子 

会議事件説明のため出席した者の職氏名（総括補佐以上と発言者） 

     教育長 秋山 和衛   教育部長 会沢  直   

     生涯学習課長 根本 実 生涯学習課長補佐 小林 正博 

会議に付した事件と結果概要 

付託案件 

     （１）かわまちづくり支援制度について 

         結果：執行部より進捗状況等の説明を受け、その後現地を視察 

     （２）調査事項「子育て支援」について 

         結果：市執行部に対して要望書を提出することとし、調査を完了 

     （３）議会報告会での意見等の対応について 

         結果：正副委員長から調査の結果を報告 

    開会（午前９時57分） 

委員長 それでは皆様おはようございます。 

もう１月も31日ということで、今日で１月も終わりということですが、委員会としては

ことし初めてでございますので、今更新年おめでとうございますはないですが、ことしも

よろしくお願いしたいと思います。 

きょうは皆様お忙しいところご参集いただきましてありがとうございます。 

きょうも重要な議題がございますので、ぜひとも慎重審議をお願いいたしまして、ごあ

いさつにかえさせていただきたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。 

それではご連絡いたします。 

会議は公開しており、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
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す。 

携帯電話をお持ちの方は、電源を切りいただくかマナーモードにしてください。 

ただいまの出席委員は６名であります。欠席委員はございません。 

定足数に達しておりますので、これより教育厚生常任委員会を開会いたします。 

会議事件説明のため、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、議長及び議会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。 

古川委員長のもと、教育厚生常任委員会を開いていただきましてありがとうございます。 

ただいま委員長の話にありましたように、三つの会議事件でございます。 

慎重なるご審議をお願いしてご挨拶といたします。ご苦労さまです。 

委員長 ありがとうございます。 

続いて教育長よりご挨拶をお願いいたします。 

教育長 おはようございます。 

きょうは、かわまちづくり支援制度ということにつきまして、ご報告及び審議について

お願いしたいと思います。 

また、学校関係につきましては、中学校のほう、今入試ということで取り組んでおりま

して、３月３日が高校入試ということで、中学校のほう、かなりピリピリとした状況でご

ざいます。 

また、インフルエンザにつきましては、それぞれの学校で学級閉鎖というのが１クラス

くらいずつ出ているかと思いますけども、大きな状況ではありませんので、順調な学校教

育活動ができているというふうに思います。 

きょうはよろしくお願いします。 

委員長 ありがとうございます。 

それでは早速これより議事に入ります。 

まず１番、かわまちづくりの支援制度についてを議題といたします。 

かわまちづくり支援制度を活用した河川敷の整備につきましては、昨年の６月の定例会

でご説明を受けたところでございますけれども、その進捗状況と具体的な市の費用負担な

どについて、お伺いしたいと思いまして、執行部にご出席をお願いいたしました。 

そこで執行部より、概要の説明をお願いしたいと思います。課長お願いします。 

生涯学習課長 戸多地区、かわまちづくり計画の進捗状況について、お配りの資料に沿ってご

説明いたします。 

資料のまず大きい１番ですけども、昨年の７月29日に地元戸多地区まちづくり委員会の

正副委員長、各自治会長、那珂市体育協会やスポーツ団体の代表等33名から構成する那珂

市かわまちづくり支援制度推進協議会を立ち上げまして、その後２回ほど協議会を開催し
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ました。 

次に２番ですけども、主な事業の周知活動ですけれども、まず７月８日にですね、まち

づくり委員会、自治会長合同で概要の説明を戸多地区交流センターで行いました。 

参加者は21名で、その中での主な意見はですね、桜並木等を設置して、交流の場にして

はどうかとか、あとはサケの稚魚放流等も取り入れてはどうかとかいうような意見があり

ました。 

続きまして、８月27日にワークショップということでですね、なかひまわりフェスティ

バルでアンケートを実施しました。フェスティバルに来場しました43人ほどのアンケート

が得られまして、主な意見はですね、気軽に運動グラウンドとして使用できれば、そうい

う施設がいいんじゃないかというような意見がありました。 

続きまして、９月20日にワークショップその２としまして、戸多地区交流センターでア

ンケートをまた実施しました。このとき参加者は12人ということで、まちづくり委員会の

役員さんの方、自治会の方、あと一般の方も何人かいらっしゃいまして、一般の方から老

若男女、いろんな方、いろんな人の意見が出ればいいんじゃないかというような意見がご

ざいました。 

続きまして、11月６日に戸多地区まちづくり、戸多地区まつりですね、これでパネルを

展示しました。旧戸多小学校跡地で参加者は多数でございます。 

続きまして、11月13日にワークショップその３ということで、現地を見学しまして、そ

の後意見交換を行いました。参加者はですね、76人とスポーツ団体の関係者やまちづくり

委員会または自治会の役員さん方、お年寄りもおりましたし、あとはお子さんも多数参加

しまして、いろんなワークショップの中で、意見が出まして、主なものはそこに書いてあ

るとおりですね、サッカーや野球等のスポーツができる場が欲しい。 

あとは水辺でカヌー体験、あと自然観察の場として使えるのはいいなというようなこと

もありました。広場、公園としてはどうかとか、桜並木を交流の場としてはどうかとか、

その他いろんな意見がございました。 

そういう意見に基づきましてですね、協議会のほうから市のほうへ、ことしに入って１

月６日にですね、市へ計画書を提出したわけでございます。その後市からですね、国の国

土交通省常陸河川国道事務所のほうへ、１月16日に申請をしました。 

４番で市の負担額の概算でございますが、総事業費のうち、市の負担額は約5,000万ほど

を見込んでおります。内訳は、多目的広場や駐車場、管理用道路の工事でございまして、

基本的に前にも説明しましたが、国のほうが基礎的な造成は行いますので、市のほうは表

面的な造成、砂利敷きや芝張り等とか桜並木とか、そういうことが含まれることになりま

す。 

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございます。 
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これまでのいろいろな経緯があって、そして今年１月16日に市から国のほうへ申請を出

されたということなんですが、そのようないろんな市民の方から意見があって、具体的に

どのような計画を国のほうに出したのかっていうのが我々見えないところなんですね。そ

の辺の何か計画、こういうものを出しましたというものは何かお示しはできますか。 

生涯学習課長 計画書は出したものはあるんですけども、ただこの計画書というのはですね、

かわまちづくり計画は、あくまでもその施設ありきじゃなくて、その施設等を整備するこ

とによって、川の整備と、市の交流等が見込まれる計画かどうかっていうものを判断、採

択されるための申請なんですね。 

ですから具体的にその計画の中で、こういうものをつくりますよと、こういう例えば配

置図になってますよとか、そこまでは踏み込んでいません。要は市の考えとリンクした中

でのかわまちづくり計画の市の思いというものを申請した次第です。 

委員長 わかりました。 

私が12月の議会で一般質問させていただいたときにも、あくまでも概要というか、そう

いう計画であるということはお伺いしておりましたけど、話によるとあす国でプレゼンが

あるとかっていう、ちょっとうわさを聞いたんですが、ですから、その場でプレゼンとい

いましてもね、どれだけの自治体が申請というか応募されてるのかわかりませんが、今の

ように大体こんな感じの計画なんですっていうもので、本当にプレゼンとしてどうなのか

って私は非常に心配になるところなんですが、そういったことも含めて、各委員もですね、

費用の負担も含めていろいろ心配をされているようなので、各委員のほうから質疑という

ことでさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

何かご質問等ございますでしょうか。 

大和田委員 具体的には何も決まっていないんですか。平米数ですとかそういったのも何も決

まってないっていう状況ですか。 

生涯学習課長 規模的にはですね、全体では６ヘクタールぐらいあるんですね。その中で、例

えばそのグラウンド、サッカーとか、そういう多目的広場のグラウンドをどのくらいつく

るとか、規模的なものはまだ決まっていません。面積とかそういうものは。 

ただ概略的にどういうもの、その意見の中で、例えばそれを管理する管理用の道路もあ

りますし、駐車場もございますし、あとはトイレなんかも必要になるかもしれませんね。

そういうものも含めてですね、概略的にはありますけども、詳細面積等とかそういうもの

はまだ決まっていない状態です。 

委員長 外にございますか。 

君嶋委員 このかわまちづくり計画ということですけれども、以前にスポーツ少年団というか

サッカーとかいろんな団体から要望があって、河川敷でのグラウンドをつくってくれとい

う要望が最初スタートだと思うんですが、それとまたこれは別ですか、この計画は。 

生涯学習課長 いえ、当然その要望を踏まえたものにもなります。先ほども申しましたように、
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例えばサッカーをやる方とかソフトをやる方とか、そういう方が気軽にできるようなもの

ということで、多目的広場ということで、いろんなスポーツができるものとして、計画し

ているわけです。 

ですからカチカチとね、こういうものをということじゃなくて、多目的に利用できる施

設として計画しているものでございます。 

君嶋委員 この署名運動っていうのが多分数年前にね、団体が集めて出してから結構年数が経

ってますよね。結局その間こういう活動っていうのは動いてこなかったのか。まず、去年

からですものね、本来動き出したのは。 

でも署名運動、皆さんスポーツ団体が書いたのも、もう二、三年前ではきかないと思う

んですよね。そういう面でその時間的になぜそんなにかかったのかもちょっとお伺いした

いと思います。 

生涯学習課長 はい、最初そういう意見があったときにですね、やはり市単独でやるのは、事

業費もかなりかさむということでもあったと思います。 

ただ、そういう時間の中で、国のほうでですね、こういう下の造成等、大きな工事費を

含む部分の国の助成があるということがわかったものですから、それとあわせて、計画と

いうことで、そういう時間の流れがきていると思うんですけども。 

冨山委員 多目的広場って一見聞こえがいいんですけど、何でも使えるけど何にでもこう結局

のところは使えないっていうのが、私のイメージする多目的広場で、結局ふれあいの杜、

平野台の下にありますよね、あそこも多目的な広場になっておりますが、結局のところ何

にも、大きな大会もできないですし、ある程度の部分はそういうのができるようなってい

うのも多分サッカー協会あたりからも入ってると思うんですけど、ぜひともそれも考えて

いただきたいんですけどね。やっぱり、競技がちゃんと実施できるような。 

生涯学習課長 はい、そういう意見もありますけども、ただですね、このかわまちづくりの支

援制度、国のほうでも補助する上で考えている趣旨っていうのはですね、やはりかわまち

づくり、川の整備も兼ねて、地元のにぎわいづくりということで、支援制度というものが

ある、そういう趣旨なもんですから、国のほうでもはっきり、グラウンドをこういうもの

をつくるとか、そういうものをつくるのは逆に趣旨に合わなくて、結局、これから国の採

択後ですね、協議会の中で話をもんでいきますけども、その中で、例えばグラウンドをど

ういうふうにつくるとかね、そういうものも盛り込んで、消防の訓練とかそういうものも

できるような、そういうもので計画してるものですから、決して最初から正式な競技がで

きるとか、そういう設備を整備する趣旨ではないもんですから。 

冨山委員 例えばサッカーなんですが、サッカーの場合は多分、ある程度の大きさのスペース

さえ確保すれば、別にそこに何か建造物をつくってどうこうっていうのではないと思うん

ですよね。 

やはり、今ふれあいの杜なんかもよく使い勝手がよくないって言われているのはやっぱ



 - 6 - 

り小さかったり、やっぱり足りない部分がある。だから、その部分のスペース確保とか、

そういう部分でちょっと図っていただければありがたいなと、そのように思います。 

生涯学習課長 スペースのほうはですね、この後現場のほうも見るかと思うんですけども、全

体として６ヘクタールございますし、駐車場も含まれますけどもね。そういうのは十分に

敷地としての確保はできると思います。 

委員長 外にございますか。 

一つお伺いしたいんですが、特別その何をつくるということが、まだ決定はしていない

というか、計画にないわけですよね。それでいわゆる上物の市の負担額が約5,000万という

根拠はどこから出てきているんですか。 

生涯学習課長 先ほど申しましたように河川敷を整備するのに、下の造成は国がやるわけです

ね。ただ、あくまでも上部分ですね、そこを造成したものを例えば芝を張るときに、その

まま張るとか、そういうことはできないと思うんですね。 

その上に例えば砂を敷くとか、そういうある程度の厚さのものも必要ですし、あとは管

理用道路として道路をつくれば、最低でも砕石等は敷かなくちゃなりませんし、桜堤とか、

そういうものも含めると、まだ概算の段階ですけどもね、国のほうでもまだはっきりと事

業費っていうのは出せないということなものですから、そういうものを面積に勘案して出

した数字が、おおむね5,000万ぐらいじゃないかということになった次第です。 

委員長 ということは、基礎は国がつくります、その上の芝張りだとか土だとか、木だとか、

樹木だとか、そういったものの最低限、いわゆるどういう上物ができようが、最低限必要

なものの費用が約5,000万ということですね。 

ということは、さらにそこでまたこういうグラウンドにしようとか、何をつけようとか、

トイレをつけようとかっていうとまたそれは乗っかってくるということになるわけですね。 

生涯学習課長 はい、おっしゃるとおりで、当然そこにですね、協議会の話の中での計画にな

りますけども、当然そのグレードアップして、いろんなものをつくるとなると、経費のほ

うも加算するのかなと考えられます。 

委員長 なるほど。わかりました。 

そうすると、多分、皆さんどう思っているかわかりませんが、その5,000万はもうこれは

最低かかるものだと。さらにそこからどういうものをつくるかによってまたプラスになっ

てくるよということですけれども、先ほど冨山委員のご意見のように、せっかくやるんだ

ったらいいのをつくりましょうよ、お金をかけてという考え方と、金がないんだからいい

んじゃないの、最低限のものでっていう考え方といろいろあるかと思うんですが、その辺

は非常に難しいと思いますが、やはり多分皆さんが言いたいのは、そもそもこの要望、か

わまちづくり計画はグラウンド整備事業ではないということはよくわかりましたけれども、

でも、それに乗っかってグラウンドをつくってくださいっていうようなことですから、せ

っかくやるんだったらいいものにしてほしいというのが、要望団体の、我々のというより
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も要望団体の希望なのかなっていう気は私はしてるんですけども。 

それと、地域の方からいろいろお話を伺いますと、いろいろワークショップだとか、意

見を聞く場を何回か設けていただいているようですが、これ一部の人ですけども、なんか

形ばっかりで特に我々の意見を聞いてるっていうような感じじゃないんだよねっていうよ

うな地域の方も中には、声としてですよ、声としてあったものですから、ですから今後具

体的な計画をつくるときには、地域の方、自治会、そういうまちづくり委員会、それから

要望団体、そういった方にもその計画はきちんとお示ししてくださいねって私、この間一

般質問でお話ししたと思うんですけど。 

そのような段取り、流れでお願いをしたいと思いますけども。私はそういうふうに思っ

ています。 

ほかにございますでしょうか。 

萩谷委員 先ほど、これからプレゼンテーションがあしたあたりあるとか言ってましたけれど

も、これは那珂市以外にも手を挙げてる地区というのは、全国で結構あるんですかね。 

生涯学習課長 あしたのですね、先ほどおっしゃられたプレゼンというのは、市長のほうがそ

ういうプレゼンをするんですけども、２分間ぐらいだという話ですけどもね。前の通知の

中では16自治体、全国からあるみたいで、その中でのプレゼン、市長がこの計画の趣旨で

すね、そういうもの説明するということになっています。 

萩谷委員 今16カ所くらいあるということですけども、例えば16のうち、どのくらい採択とい

うか、これをかわまちのほうで採用してくれるかっていうのはわかっていますか。 

生涯学習課 いえ、そういうのは全くわかっていません。 

萩谷委員 ということは、多分１カ所っていえば16分の１ですよね。相当確率は悪いですよね。

それでも全然何のお示しもないんですか。国のほうからは。 

生涯学習課長 今のところありません。 

萩谷委員 もう一ついいですか。 

先ほどからお話がありますけども、那珂市でいろいろな話があるのは、建物も含めて施

設が中途半端だっていう声が常に多いんですよね。できても、使い勝手が悪いとか、そう

いう何か中途半端なあれで、何でこのくらいで、あまり意味がないんじゃないかっていう

で声がいっぱいでているんですよ。いままでずっと。 

ですからですね、これ確かに、要望もあったりして、先ほど君嶋委員からもありました

けども、運動のほうの、サッカーですか、そちらから出たというのもありますけども、や

っぱりそれに沿うことができないんであれば、あまり意味がないような気がしてしょうが

ないなと私思ってるんですよね。 

その辺がどうなのか、考え方としてはどうですかね。これに沿ったもの、もしつくった

場合ですよ、那珂市として、これが果たして、皆さんに喜んでいただけるようなものなん

ですかね。私よくわかりませんけども、その所見をちょっとお伺いします。 
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生涯学習課長 これはあくまでも最初の発端が地元とか、スポーツ団体からの要望があったか

と思うんですね。そういう中で、国でこういう制度があるということで、そこに乗ったも

のですから、それを特化するとかそういうことになるとね、さらに事業費がかなりかさむ

と思うんですね。 

その辺の具体的な計画というのはですね、やはりこの採択になった後、また協議会の中

でもんでいくものですから、その協議会の中で集約した意見を最大限反映できるようなも

のとして考えております。 

委員長 ですから具体的な計画がないのに、採択されるのか、16自治体、どういうプレゼンを

するのかを全く想像がつかないですよね。多分外も同じなんでしょう。 

外ではこういうふうな計画でこうやります、ああやりますよ、こういう立派なものがで

きますよっていうプレゼンをしたら、そこで決まっちゃうような気がして、那珂市は特に

計画はまだないんで白紙ですっていう状態のプレゼンが果たしてプレゼンになるのかなっ

て気がするんですけど、どうなんでしょう。 

教育部長 今回のかわまちづくりの支援制度は、まずはソフトの部分になると思います。そち

らのほうで各自治体、手を挙げてる自治体のほうで、川を使って、あるいは水辺を使って、

市としてどういうふうなにぎわいづくり、あるいは市としてどういう価値を上げていくか

とか、そういったまず大きな思いというか、市の方向性というか、そちらのほうが採択の

要件の大きな柱になっていると思います。 

その手法として、那珂市では、水辺のほうの多目的グラウンドの整備であって、多くの

方に利用してもらってにぎわいをつくるとか、あるいは防災に役立てるとか、桜堤等を使

って地域の方あるいはその近隣の方にも喜んでいただけるとか、散策してもらうとか、そ

ういったのが那珂市の計画になるかと思います。 

こちらの計画については各自治体で、そこを使ってどういうふうなにぎわいづくり、市

の魅力アップにつなげるかということはそれぞれの自治体で計画が違ってくるんだろうと

いうふうに思ってます。 

ですから、そのスポーツ施設というのがひとり歩きしているような感じがどうもすると

ころでございますけども、ただ、那珂市のほうとしましては先ほどからご説明してますよ

うに、そういったスポーツ団体等からの要望もあるということと、実態的にそういった不

足している部分もあるということで、そういった機能を持ったかわまちづくりのほうの趣

旨として、現在、申請を上げたということで、あす、プレゼンが行われますことについて

は、それぞれの自治体からのかわまちづくり制度を利用してどうしたいんだということが

プレゼンされるんだと思います。 

ですから、うちのほうとしてはそこは先ほどから申しあげますように、多目的スポーツ

も含めたいろいろな施設として、複合的な施設として使っていきたいということになるか

と思います。 
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こちらの採択につきましては、３月中に結論が出されるということになっておりますの

で、その結果待ちというところになってしまうんですけども、最大限、採択になるように

努力していきたいというふうに思っております。 

委員長 はい、わかりました。ありがとうございます。 

外にございますでしょうか。 

君嶋委員 いろいろ計画の中で、やはり多目的に使えるというのはわかるんですけど、これ戸

多小学校の跡地ってどうするんですか。そうしたらこの戸多小学校にも、今回も予算をか

けて屋内運動場の修繕工事をしたり、あそこのグラウンドもありますけど、逆にあそこを

中心に、もっと戸多地区の人たちの交流の場というのを深めてもいいんじゃないかなと思

いますよね。 

計画の中を見ていくと、交流の場となれば、グラウンドはあるし、建物はあるしってな

ったら、そういうのも一つ、戸多小学校跡地と河川敷のグラウンドと二つ管理、これから

維持管理もかかってくると思うんですけど、その辺はどう考えてるのかなと思うんですけ

ど。 

教育部長 戸多小学校の跡地につきましては、校舎の一部は戸多地区の交流センターに使うと

いうことで今工事をしてございます。体育館のほうにつきましても地域の方も使うし、あ

るいはその避難施設ということもありますし、社会体育施設ということでの利用も考えて

ございます。 

グラウンドにつきましては、残りの校舎も含めまして、最終的なまだ結論は今至ってな

いというところでございますけども、いずれにしましてもグラウンドのほうにつきまして

は、従来どおり、一般の方に利用していただけるように、社会体育施設ということでの利

用を今予定はしているところでございます。 

そういった中で、このかわまちづくりと合わせてですね、そちらを補うような形での施

設の利用ということも考えられると思いますし、いろいろな利用の仕方はあるのかなとい

うふうに思っております。 

委員長 外にございますでしょうか。 

特にないようですので、今後その回答ですね、プレゼンをして、是非頑張っていただき

たいと思いますが、わずか２分ということでございますので、市長にはその思いを熱く語

っていただきますようお願い申し上げておきたい。 

そしてまた結果についても推進協議会の方はちろんですが、我々にもご報告いただきま

して、仮に採択されれば、その後の計画についても、また費用面の負担についても、早め

に我々にも教えていただきたいなということをお願いしておきたいと思います。 

それでは早速ですが、この後ですね、現地のほうを視察したいと思いますので、ご準備

のほうをお願いいたします。 

教育委員会の方におきましては、ご一緒によろしくお願いいたします。 
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教育部長 すみません、一点ご報告がございます。 

平成31年開園を目指しております統合の新幼稚園でございますけども、用地のほうの買

収でございますけども、１月の中旬にですね、売買契約が完了いたしましたので、この後、

設計も含めまして、計画的に整備を進めていきたいということで考えておりますので、ま

ずは売買契約のほうが完了したということをご報告いたしておきます。よろしくお願いし

ます。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

ただ今の件、ご報告ですけども何かご質問ありますか。 

君嶋委員 いくらぐらい、土地買収費は。 

委員長 買収費用はどのぐらいかかってますか。 

教育部長 総額で、約ということで申し上げますと4,700万程度になります。 

君嶋委員 何平米でしたっけ。 

教育部長 9,440平米程度になります。 

委員長 単純にそれを4,700万で割ると坪いくらぐらい。ごめんなさい、細かくて。 

     （「坪１万6,500円ぐらい」と呼ぶ声あり） 

委員長 外にご質問ありますか。 

なければ、現地視察のほうに向かいたいと思いますので、ご準備をお願いいたします。 

暫時休憩いたします。 

休憩（午前10時30分） 

再開（午前11時32分） 

委員長 それでは、視察が終了いたしましたので、また再開いたします。 

まずは先ほどの教育委員会からのご説明、そして今の現地視察を通して、何かご意見と

いうか、総括があればお伺いしたいんですが、いかがでしょうか。自由討議で。 

萩谷委員 単純なことなんですが、まずあしたのプレゼンテーションで、２分だということで

すから、これで那珂市が採択されないことには話が進まないよね、まずは。３月ぐらいに

わかると言ってますけどね。それからだと思いますね。 

委員長 そのプレゼンの結果が３月に出て、採択されなければ何も話は進まないわけですから、

そこで出て、今後どういう具体的な計画ができていくのか、そしてまたどのぐらいの費用

負担があるのか。そういったところを我々も動向を注視していかなければいけないなとい

うふうには思います。 

そういうことでよろしいでしょうか。皆さん方もこれからちょっと注意していろいろな

話も聞いてください。 

続きまして、調査事項についてを議題といたします。 

教育厚生常任委員会では、昨年から子育て支援をテーマに調査研究を行ってまいりまし

た。市内、市外の子育て支援の取り組みや、国の医療制度について学んできた中で、前回
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の委員会でも、那珂市にとって何が必要かというものを協議し、皆さんからいくつかご意

見が出たところであります。 

その意見をまとめまして、市に対する要望書という形で案を作成しましたので、ご協議

いただきたいと思います。 

お手元に子育て支援に関する要望書（案）というものがおありかと思いますけれども、

事前にお配りしましたので、目は通してきていただいているのかと思いますけれども、何

かお気づきの点、こういうふうに変えたほうがいいんじゃないかといったようなことがあ

りましたら、ぜひ皆様からもお願いしたいんですけれども、いかがでしょうか。 

１番については、子育て支援事業のＰＲ強化ということで、ご承知のとおり、那珂市内

の子育て支援の制度がですね、意外と我々も気づかなかった部分、勉強不足だった部分は

ありますけれども、意外ときちんと幅広くやってるということがお気づきになったかと思

いますので、であればね、いいことをやってるんだからもっときちっとＰＲしましょうよ

と、してくださいよといったようなことが書かれております。 

２番目については、その環境整備ですね、特につぼみですけれども、既存の建物を利用

して、ちょっと使い勝手が悪いのかななんていうことは感じたと思いますけども、その辺、

それから駐車場、この前もちょっと別件で行きましたけども全然駐車場にも入れないよう

な状況がありましたので、ぜひですね、抜本的な改善、建てかえとか移転も含めて、改善

をしてほしいというようなことが書いてございます。 

３番については、そもそもこの医療問題って子育て支援の一番大事なといいますか、柱

となるこの医療問題、医師不足の部分についてですけれども、なかなか病院を建てる、医

者を呼んでくるというのは難しい部分もありますけれども、つぼみのところにもね、ポス

ターが貼ってありましたけども、県のほうの緊急電話相談、そういったものもあるという

ことなので、そういったことについても市民の方に周知して、そういう病院不足や医師不

足をカバーする一つの手段として、そういったものを周知するということと、あと、以前

ですけども、医師会とのお話し合いの中で、そういう休日当番医についてですね、診察時

間を延長してほしいという市民からのご要望がありますが、例えば、ひだまりですか、あ

あいったところでね、部屋を設けてそれなりの設備を整えていただければ、そういった休

日診療の延長といったことにも対応できるかもしれませんよというようなご意見もござい

ましたので、そういったシステムの導入を検討してくださいというようなことが３番に書

かれております。 

皆様のほうから何かございますでしょうかね。直してほしい部分だとか追加してほしい

部分。 

萩谷委員 ２番のこのつぼみ、これについて今度の議会だよりに出ましたよね。その中でお母

さん４人が出てて、このとおりのことを言っているお母さんがいましたね。小さい子供さ

んはいいんだけども、上の子供がいると、それを連れていけないんだと。そういうことも
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改善してもらって、施設を広くしてもらってとか、駐車場問題とかいろいろ出ましたけど

も、やっぱりこの２番はね、４人のお母さんの１人が言っていたことを考えれば、やっぱ

り結構改善してほしいという要望があるのかなと思いますね。 

委員長 文章的にはよろしいですか。 

萩谷委員 いいと思いますよ。 

委員長 外にございますでしょうか。 

大和田委員 那珂キッズの先生からの話があったと思いますけれども、何か市からの情報が遅

れて提供されることが、後からどこかの医師会に行って、２年後に聞いてきたとか、聞い

たものですから、何かこう市との連携、医師会との連携なんか、そういったのはこの中に

も入れられないのかと。 

市と医師会との連携強化っていうか、情報交換ですとか、そういったものの強化ってい

うのを、入れられないのかなっていうのは、ちょっと考えてはみたんですけど。 

委員長 ありがとうございます。 

そうしますと、４番としてつくってもよろしいかと思いますが、３番の中に医療体制の

整備とありますので、一番下の部分は医師会という言葉がありませんが、医師会との連携

というのは、当然これ必要になってくるわけですから、医師会と連携し、とかっていう言

葉を追加するとか、今の話のように、そういった医療制度に関する情報等、国からの通達

とか、そういったのもあって、それがなかなか伝わらない。伝わったころにはもう次の新

しいものに変わっているとか、そういったご意見もありました、実際にね。そういった部

分を３番の中に追加してもよろしいのかなっていう気はしますね。 

外にはいかがでしょうか。 

では、今の部分をちょっと追加してみるということでよろしいですかね。 

そうしましたらですね、別に焦って出す必要はないんですが、あす、別な委員会ですが、

原子力の委員会がありますので、副市長がご出席になるということなんで、そこでお渡し

できればなというふうに、委員会の中でやるわけじゃなくて、その前後に。 

そこでお配りしてきたらいいかなと思うんで、ちょっと早速ですね、きょうその辺を文

書をちょっと練ってですね、皆様ところにファックスでご報告させていただき、特にそれ

でご意見がなければ、そのままあす、提出するということでよろしいでしょうかね。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 では、そのようにさせていただきたいと思いますので、要望書をあす提出するという

ことでご承知おきいただきいただきたいというふうに思います。 

それではですね、今回それで子育て支援についてという調査事項での調査研究は、これ

で終了という形にしてよろしいか、または引き続き、また別な角度といいますか、でやっ

ていったらよろしいかその辺のご意見をお伺いしたいと思うんですけども。 

何か今後の委員会の調査事件についてのご提案、ご要望等何かございますでしょうかね。 
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大和田委員 そういった話が出てくるかと思ってちょっと考えてみたんですけども、子育て支

援っていうと、就学前のイメージがあるんですけども、今度就学後の小中関係の支援です

とか、そういった学習もそうですけども、そういった調査事項も検討していただけたらど

うかなと思います。 

委員長 ありがとうございます。 

議会報告会の場で、これ私の個人的な意見だったかもしれませんが、子育てというのは

決して乳幼児に対するものだけが子育て支援ではなく、小学校、中学校、高校それこそ大

学入って、子供が社会人として巣立っていくまでがやはり、私も今そういう年代ですので、

子育て、まだ私なんかも真っ盛りという感じなんです、実際はね。 

ですから、そういったことも含めて今大和田委員がおっしゃったような、乳幼児いわゆ

る就学前のお子さんだけではなくて、それ以後の教育環境だったりとか就学支援とか、そ

ういった部分の調査研究もしてったらどうかというご意見だったんだと思うんですけども。 

外にございますでしょうかね。 

冨山委員 私も同じような感じで言おうと思ったんですけれども、今度多分英語が小学校３年

生から平成30年でしたっけ、必修科目に今度入ってくるわけで、英語とのかかわり方なん

かも先行してやっている自治体なんかもあるとは思うんです。 

あとタブレット端末を使った授業とか、教育に力を入れてる小学校、中学校、先行して

いる自治体をちょっと視察して見てみたいなって、どんな授業をやってどういうのを取り

入れてっていうのも、子育て支援の延長線上にあると思うんですが、そういうのも勉強し

ていきたいなっていうか、見ていきたいなというのはあります。 

委員長 はい、わかりました。 

情報としてなんですが、まだこれ正確なあれではないかもしれませんが、学校関係の校

長先生とかに伺うと、29年度、ことしの４月から土曜日の登校がまた復活すると。毎週で

はないですよ、年に何日かという、そういうお話も出てますんで、今おっしゃったその学

習指導要領等も変わりますんでね。その辺も我々はきちっと見ていかなきゃいけないかな

っていうふうに思っておりますけども。 

どうでしょう、外になければ、何ていう言葉で言ったらいいのか、教育環境の整備につ

いてとか、幅広いですけどね。 

冨山委員 幅広くしてもらうといろんなものが今度見れるんで、例えば、学習でもやっぱりか

なり力入れてる学校とか、部活動とか、そういうのもいろいろ外の地域ってどのようにや

っているのかっていうのも見てみたいというのがありますんで、幅広くしてもらうとあり

がたいです。 

委員長 具体的に言葉であらわすと。教育環境について。 

副委員長どうでしょう。 

副委員長 先ほどから出てます、教育全般にわたってっていうのを、これからも調査していこ
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うというのは私も賛成です。今、教育環境って大きくくるみますと、いろんなことが入っ

てきますよね。 

そうしますと、その登校の安全とかね、それから学校の事業の中での安全とか、いろん

な面も入ってくると思いますので、その辺について調査をするのは私も賛成です。 

委員長 幅広く教育環境というような感じでよろしいということですか。 

副委員長 はい。 

委員長 どうでしょうか。 

君嶋委員 教育環境は、確かにいいんで、それをもっと広くして、那珂市の教育っていうのは

きちっとやってると思うんで、教育環境のまだまだ足らないところへの支援についてとか、

そういうものをちょっと調査させてもらって、これからもっと教育に向けてのいろんな予

算でもそうだろうし、そういう環境づくりもあるからそういう支援をこれからもっと調査

をしながら、提案していきましょうよっていう形に持ってったほうがいいのかなと思うん

ですよね。 

教育はもう一生懸命那珂市は小中一貫もやってきてるし、コミュニティスクールをやっ

てきて実績を上げてるんで、これからもっと足らなかったところとか、そういう支援を調

査しながら、環境づくりをしていきたいという考えを持っていったほうがいいのかなと思

いまして、そういう支援というのをちょっと入れたほうがいいのかなと。 

委員長 支援という言葉を。 

君嶋委員 教育環境への支援とか、それに向けての支援とかね、ちょっとそういう感じで支援

をすること、もうやってるから、もっと足らないものに対してもっと行政が手をかけてあ

げるべきかなっていうのがあれば、多分、学校っていうのはいろんな要望があると思うん

で、そういうものを少しずつでも、行政から手が出せる、支援できるものがあればという

ことを踏まえた調査をすればいいのかなと思って、そういうのを入れてもらえばなと思い

ます。 

以上です。 

委員長 いかがでしょうか。 

萩谷委員 異議なしですね。 

委員長 はい、それでは教育環境に対する支援についてというような感じでよろしいですかね。 

それでは、今後の調査事項については、教育環境に対する支援についてというようなテ

ーマでこれから調査研究を行ってまいりたいというふうに思います。よろしくお願いいた

します。 

それでは子育て支援、これまで行ってきました子育て支援について、主に就学前に対す

るお子さんに対する支援に特化したものですね、についての調査はこれで完了ととすると

いうことでよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 
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委員長 ではそのように決定いたします。 

続きまして３番、議会報告会での意見等の対応についてを議題といたします。 

前回の委員会では、10月に行われた議会報告会で市民からいただいた意見について、ど

のように対応するかを検討いたしましたけれども、その後関係する方々から状況の聞き取

りを行いましたので、私からご報告させていただきたいと思います。 

大きく分けて２点あったかと思います。 

まずは後台駅から水農とか那珂高校とか五台小学校とか、あちらのほうに向かう通学路

の街灯の整備については、地元の自治会長さんとかとも、副委員長のほうでお話をしてい

ただきまして、じゃ、副委員長からその部分についてはご報告いただいてよろしいですか。 

副委員長 今の後台駅から小学校までの通学路の街路灯が暗いということでね、いろんな面で

危ないから明るくっていう点につきましては、前からそこの自治会長さんはそこの街路灯

のＬＥＤ化とかね、その辺を申請はしてあるんですよ、なかなかそれが予算の関係で実ら

ずにいたんですが、今回これがありまして、教育厚生のほうからもお話ししまして、合わ

せてやっていきますと、自治会長のほうではお話しになってましたので、それが市のほう

に伝わって、すぐというわけではないでしょうが、進んでいくかなと思っております。 

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

いずれにしても市全体で考えれば、そこだけではないのでね、当然いろんな優先順位や

予算措置の問題がありますけれども、そこをね、重点的にといったらちょっと言い過ぎか

もしれませんが、市のほうでも検討してくださるということでございますので、今よりは

ね、少しずつかもしれませんが、改善されていくのかなというふうに思っております。 

ですから、担当課とそれから地元自治会さんのこれから交渉といいますか、そういった

ふうにお願いしますということで、役所担当課と自治会にはお願いしてまいりましたので、

そういったことでご報告とさせていただきたいと思います。 

それともう１点が、豊喰地区から五台小学校のほうに来る通学路のところで、歩道の整

備が１カ所切れてるところがあって、非常に危ないということで、何とかならないかとい

うご意見があったんですけれども、先日皆様に地図でここですっていうことで特定してお

見せしたと思うんですけども、それをまた地元の自治会長さんとお話ししましたらば、確

かにあそこにあるほうが通学路の安全という観点からすればあったほうがいいのは間違い

ない。 

ただ、例えば道路が広がるとかとなれば、やはり今度は車の交通量が逆にふえて、逆に

マイナスになる、メリットばかりではないということなんで、賛否両論、地元の中でもあ

るんですよっていうお話は伺いました。 

ただ、市担当課とすれば、以前あそこのところについては、地権者とのいろいろな交渉

の関係で、ちょっと遅れてしまったというか、空いてしまったということが理由のようで
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すけども、市のほうでは、整備する準備はあるというような回答をいただきましたので、

地元のこれもまた自治会のほうにお願いすることになりますけども、地元と役所で今後の

対応についてよく検討していただき、必要に応じて可能であれば整備をしたいというよう

な回答をいただきましたので、それを皆さんにご報告ということで、議会報告会での意見

に対する対応については以上のような感じで、お願いしたいなというふうに思います。 

ですからもし今後、議会だよりとかで掲載が必要であれば、そのような形で掲載をして

いただければよろしいのかなというふうに思います。 

もし広報のほうで具体的にどういうふうに書いたらいいのかということについてはまた

相談していただければよろしいかと思いますんで、副委員長もいらっしゃいますんで大丈

夫だとは思いますけれども、よろしくお願いいたします。 

副委員長 委員長の説明につけ加えまして、今おっしゃいました通学路の歩道がないというと

ころは、本当にクランクになってるんですよ。完全に。 

そこのところの地主さんが20年くらい前にそれを広げようというときに反対者が一人い

て実現できなかったんですが、本当にそこだけ急にクランクですよね。 

今おっしゃったようにそこを広くすると、車がビュンと行くようになるから、それはこ

のままでいいんだっていう意見もあるということだったんです。 

ごめんなさい、ちょっとつけ加えさせていただきました。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

それでは、この件についてよろしいですか。 

では本日の議題は以上となっておりますが、皆様のほうから外に何かございますか。 

  （「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ないようでございますので、以上をもちまして、本日の教育厚生常任委員会を閉会と

いたします。お疲れさまでした。 

閉会（午前11時53分） 
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