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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３月 15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 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  事務局長 深谷  忍 

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） 

     副 市 長 宮本 俊美      教 育 長 秋山 和衛 

     財政課長 茅根 政雄      財政課長補佐 飛田 良則 

保健福祉部長 大部 公男    社会福祉課長 菊池 正明 

社会福祉課長補佐 髙安 正紀  生活福祉Ｇ長 山田  明 

こども課長 清水  貴     こども課長補佐 大森 晃子 

菅谷保育所長 永井 裕美    地域子育て支援センター長 助川 淳子 

子育て支援Ｇ長 会沢 正志   介護長寿課長 平松 良一 

介護長寿課長補佐 池崎 みち子 

保険課長 先崎 民夫      保険課長補佐 高畠 浩一  

     健康推進課長 片岡 祐二    健康推進課長補佐 藤咲 富士子 

教育部長 会沢  直      学校教育課長 高橋 秀貴 

     学校教育課長補佐 渡辺 勝巳  指導室長 大高 伸一 

     学校給食センター所長 川上 義和 

生涯学習課長 根本  実    生涯学習課長補佐 小林 正博 

スポーツ推進室長 鈴木 良一  図書館長 萩野谷 智通     

歴史民俗資料館副館長 木内  忠 

茨城県保険医協会事務局長 高橋 栄一 

会議に付した事件と結果概要 

付託案件 

     （１）議案第８号 那珂市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 

        結果：原案のとおり可決すべきものとする。  
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     （２）議案第９号 那珂市介護保険条例の一部を改正する条例 

        結果：原案のとおり可決すべきものとする。  

（３）議案第 12号 那珂市障害支援区分認定審査会条例 

        結果：原案のとおり可決すべきものとする。  

（４）議案第 15号 平成 29年度那珂市一般会計補正予算（第 10号） 

        結果：原案のとおり可決すべきものとする。  

（５）議案第 16号 平成 28年度那珂市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算 

（第４号） 

        結果：原案のとおり可決すべきものとする。  

（６）議案第 19号 平成 28年度那珂市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算 

（第４号） 

        結果：原案のとおり可決すべきものとする。 

     （７）議案第 21号 平成 28年度那珂市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

        結果：原案のとおり可決すべきものとする。 

（８）議案第 22号 平成 29年度那珂市一般会計予算 

        結果：原案のとおり可決すべきものとする。  

（９）議案第 23号 平成 29年度那珂市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算 

        結果：原案のとおり可決すべきものとする。 

（10）議案第 27号 平成 29年度那珂市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算 

        結果：原案のとおり可決すべきものとする。 

（11）議案第 29号 平成 29年度那珂市後期高齢者医療特別会計予算 

        結果：原案のとおり可決すべきものとする。 

     （12）請願第１号 「高額療養費」「後期高齢者の窓口負担」の見直しにあたり、現行制

度の継続を求める意見書の提出を求める請願 

        結果：不採択とすべきものとする。 

（13）那珂市立小中学校における土曜日等授業の実施について 

        結果：報告を受けた。 

 （14）瓜連学校給食センターの統合について 

    結果：報告を受けた。 

     開会（午前 10時 00分） 

委員長 皆様おはようございます。 

   教育常任委員会を開催したところ、皆様、年度末でご多用のところご出席いただきまして、あ

りがとうございます。何かとお忙しい日々を過ごされていることと思いますけれども、本日の委

員会、重要な議案が多いですので、ぜひ慎重審議のほどよろしくお願い申しあげます。 

   また、３月でおやめになる方もこの中にいらっしゃるかもしれませんが、思い残すことのない
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よう、悔いのないよう、ご答弁、ご説明、よろしくお願いをしたいと思います。 

   簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

   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いたします。 

   会議内での発言は必ずマイクをご使用いただき、質疑・答弁の際は簡潔かつ明瞭にお願いいた

します。 

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

   ただいまの出席委員は６名であります。欠席委員はございません。定足数に達しておりますの

で、これより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、副市長、教育長外関係職員の出席を求めております。 

   職務のため、議長及び議会事務局職員が出席をしております。 

   ここで、議長よりご挨拶をお願いいたします。 

議長 おはようございます。 

   ただいま古川委員長からご挨拶があったとおりでございます。本教育厚生常任委員会に付託さ

れた議案、たくさんございます。慎重なるご審議をお願いし、また、執行部におかれましては、

簡潔かつ明瞭なる答弁をよろしくお願いいたします。 

ご苦労さまでございます。よろしくお願いします。 

委員長 ありがとうございます。 

   続いて、副市長よりご挨拶をお願いいたします。 

副市長 皆さん、おはようございます。 

   皆様におかれましては、教育厚生常任委員会へのご出席、お疲れさまでございます。 

   本日の教育厚生常任委員会でございますが、議案が 11 件、その他協議・報告案件が２件でご

ざいます。我々としては、今お話がありましたように、簡潔明瞭な答弁を心がけてまいりますの

で、ご審議のほどよろしくお願いしたいと思います。 

   簡単ではありますが、挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いします。 

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 皆さん、おはようございます。 

   皆様方には、３月 10 日に中学校の卒業式ということでご出席をいただきまして、本当にあり

がとうございます。子供たちも義務教育の集大成ということで、しっかりと卒業式ができたなと

いうふうに感じております。またこれから、小学校、幼稚園等の卒業・卒園式もございます。委

員の皆様には、お時間をとっていただきまして、ありがとうございます。 

   きょうは、一般会計等予算関係が審議されますけれども、よろしくお願いします。 

   以上です。 
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委員長 ありがとうございます。 

   これより議事に入ります。本委員会の会議事件は別紙のとおりであります。 

   審議をスムーズに進行するため、担当課ごとに審議をいたします。 

   執行部に申しあげます。 

   説明の際は、まず課名と出席者を報告し、必ず議案書、予算書のページ数を述べてからご説明

をお願いいたします。また、歳入は款ごと、歳出は項ごとを目安に区切って進めてください。 

   新規事業及び前年度比較額の大幅な増減等、特に説明が必要な場合は、その説明を加えていた

だきますようお願いします。 

   審議中に委員会から資料などの請求があった場合は、議会事務局に 10 部提出をお願いいたし

ます。 

   なお、一般会計当初予算の討論、採決は、所管課の質疑が全て終結した後、行います。 

   それから、本日の議題の中で請願第１号につきましては、説明者が出席する都合上、午後１時

からの審議とさせていただきます。その際は、順番を入れかえて審議をいたしますので、あらか

じめご了解いただきますようお願いをいたします。 

   それでは、議案第 15 号 平成 28 年度那珂市一般会計補正予算（第 10 号）を議題といたしま

す。 

   財政課より一括して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 15 号 平成 28 年度那珂市一般会計補正予算（第 10 号）についてご説明い

たします。 

   ４ページをお願いいたします。 

   第２表、繰越明許費になります。款、項、事業名、金額の順に読み上げます。 

   ３款民生費、１項社会福祉費、地域介護福祉空間整備事業 623万 4,000円、臨時福祉給付金・

経済対策分支給事業１億 5,000万円。 

   ９款教育費、３項中学校費、瓜連中学校校舎耐震補強事業１億 6,608万 6,000円。 

   ５ページをお願いいたします。 

   第３表、地方債補正、２段目、変更になります。 

   起債の目的、補正後の限度額の順に読み上げます。 

   下から３番目のところになります。 

   瓜連中学校校舎耐震補強事業、合併特例事業１億 1,140万円、小学校施設整備事業、瓜連小学

校プール解体 1,760万円、額田幼稚園解体事業 420万円。 

   15ページをお願いいたします。中段になります。 

   ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費 4,353万 6,000円、２目高齢福祉費 630万

9,000円の減、３目障害福祉費 1,770万円。 

   16ページをお願いいたします。 
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   ５目後期高齢者医療費 266万 4,000円の減、８目介護保険費 1,057万 9,000円の減、10目臨時

福祉給付金支給費１億 2,640万円。 

   次のページ、中段をお願いします。 

   ３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費 71万 3,000円の減、２目児童措置費 2,953

万 8,000円。 

   ３款民生費、３項生活保護費、２目扶助費 2,200万円。 

   18ページをお願いいたします。中段になります。 

   ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費 192万円の減、２目予防費 705万円の減、

３目健康推進事業費 301万 7,000円の減。 

   23ページをお願いいたします。中段になります。 

   ９款教育費、１項教育総務費、３目教育指導費 79万 6,000円。 

   ９款教育費、２項小学校費、１目学校管理費 2,000万円の減。 

   24ページをお願いいたします。中段になります。 

   ９款教育費、３項中学校費、１目学校管理費 47万 4,000円。 

   ９款教育費、４項幼稚園費、１目幼稚園費 1,426万 3,000円の減。 

   次のページになります。２段目になります。 

   ９款教育費、５項社会教育費、２目公民館費 640 万円の減、３目青少年対策費 64 万 2,000 円

の減、５目文化財保護費 240万円の減、７目図書館費 200万円の減。 

   26ページをお願いいたします。２段目になります。 

   ９款教育費、６項保健体育費、１目保健体育総務費 131 万 9,000 円の減、３目体育施設費 657

万円の減、４目総合公園費 1,972万円の減。 

   次のページになります。下段になります。 

   12 款諸支出金、３項償還金、１目償還金 487 万 2,000 円、これは社会福祉課の返還金でござ

います。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 ありがとうございます。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

   じゃ、すみません、私から１点聞かせてください。 

   瓜連小学校のプールの解体工事に関連しますが、この跡地はどのように利用されるかという、

何か計画というか予定はございますでしょうか。 

学校教育課長 学校教育課でございます。 

   跡地につきましては、これからですね、学校用地でなく、普通財産という形に転換しまして、

利用についてはまだ未定となっております。 

   以上でございます。 

委員長 ありがとうございます。 
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   外にございませんか。 

副委員長 17 ページの一番下、民生費のところで扶助費とございますね。ここの生活保護扶助費で

すが、これは受けられる方の年代というのは、高齢の方が多いのか、それとも若い方が多いのか、

その辺のところをお願いいたします。 

社会福祉課長 今回の補正でございますけれども、生活保護の扶助費の中で、医療扶助費と言われる、

病院にかかったりした場合の扶助費なんですけれども、これが今の現予算と、これからの執行額

を見比べた場合に不足をするというようなことが予想されるため、今回補正をするものです。そ

れで、受けられる方というのは、当然やっぱり医療扶助ですから、高齢の方になっております。 

   以上でございます。 

委員長 よろしいですか。 

   外にございますか。 

     （なし） 

委員長 なければ質疑を終結いたします。 

   これより討論に入ります。討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結いたします。 

   これより議案第 15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ございませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第 15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。 

   執行部の入れかえをお願いいたします。 

     休憩（午前 10時 12分） 

     再開（午前 10時 14分） 

委員長 再開いたします。生涯学習課が出席いたしました。 

   議案第 22号 平成 29年度那珂市一般会計予算、生涯学習課所管部分を議題といたします。 

   ９款教育費、１項教育総務費、３目教育指導費について説明を求めます。 

生涯学習課長 生涯学習課、課長の根本です。外９名が出席しております。よろしくお願いいたしま

す。 

   129ページをお開きください。 

   ９款教育費、１項教育総務費、３目教育指導費、恐れ入りますが、131 ページを次、お開き願

います。コミュニティスクール推進事業 26万 6,000円。５万 4,000円の増になります。 

委員長 それでは、３目の教育指導費についての質疑といたします。 

   質疑ございませんか。131ページの部分です。 

冨山委員 コミュニティスクール推進事業で 26 万 6,000 円、よくＰＴＡ会長さんなんかと話をして、
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コミュニティスクールの予算というのはどういうふうに決めているんですかなんて聞くと、もう

予算がやっぱり足りないという部分があるんですけれども、これはそういう推進委員さんとかと

話し合って、大体おおよその予算を決めているんですか。 

生涯学習課長 そうです。 

冨山委員 そうすると、足らないというのは何ででしょうかねと思うんですよね。やっぱり予算的な

部分があって、お金が潤沢にあるわけじゃないでしょうから、ない中でいろいろ切り詰めてやっ

てくれているんでしょうけれども、もうちょっと推進委員さんのほうの話も少し聞いていただき

たいなというのはお願いしたいなというところです。 

生涯学習課長 はい、わかりました。 

委員長 よろしいですか。 

   外にございますか。 

     （なし） 

委員長 それでは、９款教育費、５項社会教育費、１目社会教育総務費、２目公民館費、３目青少年

対策費、４目歴史民俗資料館費、５目文化財保護費、６目市史編さん費、７目図書館費について

説明をお願いいたします。 

生涯学習課長 150ページをお開きください。 

   ９款教育費、５項社会教育費、１目社会教育総務費１億 6,495 万 8,000 円、4,148 万 5,000 円

の増になります。増額の主な理由は職員人件費で、国民体育大会準備事務によるものです。 

   151ページをお開きください。 

   ２目公民館費 4,534 万 4,000 円。1,284 万 7,000 円の減になります。減額の主な理由は、職員

人件費と公民館施設管理事業で改修計画策定業務が終了したことによるものです。 

   153ページをお開きください。 

   ３目青少年対策費 802万 5,000円。７万 2,000円の減になります。 

   155ページをお開きください。 

   ４目歴史民俗資料館費 3,147 万円。375 万 3,000 円の減になります。減額の主な理由は、職員

人件費と歴史民俗資料館運営事業の工事終了によるものです。 

   156ページをお開きください。 

   ５目文化財保護費 2,085 万円。255 万 6,000 円の増になります。増額の主な理由は、額田城跡

整備事業において、本丸跡地の購入費及び境界測量費などを計上したことによるものです。 

   157ページをお開きください。 

   ６目市史編さん費 147万 4,000円。24万 8,000円の減になります。 

   同じく 157ページ、７目図書館費 9,763万 4,000円。18万 6,000円の減になります。 

   以上です。 

委員長 それでは、質疑に移ります。 

   質疑ございませんか。 
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大和田委員 154 ページの青少年対策費のふるさと教室開設事業、ふるさと教室というのは何をやっ

ているんですか。 

生涯学習課長 目的は、子供が多くの体験を通して郷土の歴史や自然について学ぶことによりまして、

ふるさとを愛する心を育てたり、また、学校や学年の違うお子さんたちの交流を通して社会性を

養うということで、主にふるさと教室、これは小学校４年生から６年生が対象ですね。あと、な

かっこ・キッズクラブ、これが小学校３年生から４年生、のびのび親子教室、小学校低学年の親

子を対象に事業を行っております。 

大和田委員 昨年度はどのぐらいの参加者があったのかお伺いしたいんですけれども。 

生涯学習課長 まずふるさと教室のほうなんですけれども、94.2％、参加者数 113 人です。なかっ

こ・キッズクラブのほうは 13 人、43.3％、のびのび親子教室のほうが８組で 40％ということに

なっております。 

   以上です。 

大和田委員 そのパーセントというのは何の割合ですか。 

生涯学習課長 これは募集人員、ふるさと教室の場合には 120 名、３教室ございます、120 名で、な

かっこ・キッズクラブが募集人員が 30名、のびのび親子教室 20組に対しての参加率になります。 

大和田委員 じゃ、募集していても余り集まっていないというような状況ですよね、40％とかそうい

った状況ということですか。 

生涯学習課長 そうですね。これメニューとかにもよると思うんですけれども、夏休みにやる事業も

ございますし、親子で参加するということで、このメニューに関してはいろいろ工夫して、企画

のほうは図っていきたいと考えております。 

委員長 よろしいですか。 

大和田委員 わかりました。 

委員長 外にございませんか。 

萩谷委員 157 ページの額田城跡整備事業というのがあるんですけれども、まずお聞きしたいのは、

委託料、この城跡整備、不法投棄廃棄物除去となっていますけれども、これは委託料というのは

どういう業者にこれ頼むんですか、委託は。 

生涯学習課長 これはですね、測量は当然測量業者がやるかと思うんですけれども。 

萩谷委員 整備の委託料、境界測量とかそういうのはわかるんですけれども、あと駐車場除草委託、

不法投棄廃棄物除去と、こうなっています。この委託料というのはどういうところに頼むのかな

ということです。 

生涯学習課長 これは額田城跡保存会さんのほうに除草とか枝払いとか、そういうものを委託するこ

とになっています。 

萩谷委員 これは以前からこのくらいの金額は出ていたわけですか。 

生涯学習課長 はい。60万円ということで、以前からお願いしていることでございます。 

萩谷委員 60 万円、以前出ていたということなんですが、大体それはわかっていましたけれども、
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これは今回 572万 4,000円というお金が出ていますよね。それについて。 

生涯学習課長 この委託料は、先ほど申しあげました境界測量とか、そういうものも含めての合計に

なります。 

委員長 課長、すみません、そこに４つ委託があると思いますけれども、それぞれの明細と、どこに

委託する、先ほどの整備については額田城跡保存会という答弁でしたけれども、それ以外どこに

委託するのかあわせてお願いできますか。 

生涯学習課長 委託の相手は、その外は、これからの入札ということになると思います。 

委員長 予算としてはいくらずつなんですか。 

生涯学習課長 額田城跡の整備委託料は、先ほど申しあげましたように 60 万円、管理委託ですね。

業者のほうに委託する部分が 20万円。 

委員長 ごめんなさい。今ですね、重要事業説明書の 140ページの多分話をされているんだと思うん

ですが、委託料で 572 万 4,000 円ございますよね。額田城跡に整備をお願いするのが 60 万円、

それ以外の３つの委託がそれぞれおいくらで、どこに委託するのかを教えてくださいという質問

だと思うんですけれども。お願いします。 

生涯学習課長 すみません。額田城跡の整備委託料は先ほど言ったように 60 万円ですね。境界測量

のほうが 480 万円、駐車場の除草委託に関しては 10 万円、不法投棄廃棄物除去ということで２

万 4,000円ということになっております。 

委員長 萩谷委員、よろしいですか。 

萩谷委員 １つはですね、この 60 万円、以前からこれは出ていると聞いているんですけれども、ま

たその下に工事請負費に係る城跡の整備で 30 万円また出ているんですよね。これはどうなって

いるのか、工事請負費として額田城跡の整備 30万円。 

委員長 これは保存会に委託している委託とはまた別なんでしょうかということだと思うんですが。 

生涯学習課長 それは別です。 

萩谷委員 そうすると、どこにこれは出ているんですか。 

委員長 担当の方、お願いします。 

民俗資料館副館長 お答えします。 

   管理委託 20 万円、これは山林の高木なんかを、保存会でちょっと無理な場合に、造園業者な

どに委託する場合の 20万円です。 

萩谷委員 30万円というのは。 

民俗資料館副館長 残り 10 万円は駐車場を整備して、その除草を頼む予定ですので、シルバーあた

りになると思います。 

   以上です。 

萩谷委員 これ公有財産購入費 1,040万円ですか、本丸跡地購入費ですけれども。これは実際これを

今年度で購入をされるということですかね、本丸跡地購入費。 

生涯学習課長 本丸の敷地ですね、29 年度に関しては一応３名の方が該当ということで、予定とな
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っております。全部で９名いらっしゃるんですけれども、それを３カ年に分けて購入予定という

ことになっております。 

萩谷委員 わかりました。 

委員長 よろしいですか。 

   外にございますか。 

副委員長 157 ページの図書館費というところがありますが、これで、ここで質問してよい質問かど

うかちょっと私もはかりかねるんですが、図書館の図書の購入費というのは、この後ろのほうの

159ページに書いてある図書というところの金額でよろしいのでしょうか。 

図書館長 図書館の萩野谷と申します。 

   副委員長おっしゃられたとおり、図書の購入費は 159ページの備品購入費、図書というところ

で間違いございません。 

副委員長 これ購入費はこの金額ですが、図書館の運営の中で、市民から寄附という形で本を寄附さ

れることはどのくらいあるのでしょうか。 

図書館長 寄附、寄贈につきましては、年間で 1,000件ほどございます。ただ、その中には、ＮＰＯ

であったり、一般の企業のほうからの寄贈もございますので、そういう件数になっておりますが、

実際、市民の方からの寄贈ですと、300件程度になってございます。 

副委員長 市民の方から、図書館に寄贈しようと思って持っていくんだけれども、なかなか受け取っ

ていただけない場合があるという話をよく聞きますので、もちろん持っていったもの全てを受け

入れてくださるとは思いませんけれども、例えばこのようなものを受け入れますよというような

明示があると助かると思うのですが、その辺はどのようにお考えでしょうか。 

図書館長 寄贈につきましてはいろいろ要件がございまして、発刊された後５年以内のものであった

り、また、図書館に所蔵されているものは、同じものが２つ、３つあってもということもありま

すので、そういったことでお断りをさせていただいているものもあります。ただ、古いものであ

っても、地元の貴重な資料というものは、こちらのほうで寄贈を受けている状況でございます。 

委員長 そのような明示をすればいかがでしょうかという質問があったと思うんですが。 

図書館長 一応その寄贈資料の規約というかそういうものはございます。 

副委員長 わかりました。ありがとうございます。 

委員長 外にございますか。 

君嶋委員 同じく 157ページで、市史編さん事務費ということで予算は計上されていますが、多分こ

の中で印刷製本費ということを約 100万円ちょっと予算を組んでいますよね。ということは、新

たに何か、今年はその本を出すというかね、資料をつくって出すのかなという感じはするんです

けれども、そういう予定をちょっとお聞きしたいんですけれども。 

生涯学習課長 平成 29 年度は、那珂市の、これはまだ名称は仮なんですけれども、那珂市の城跡と

いうことで予定してございます。 

委員長 よろしいですか。 
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   外にございますか。 

冨山委員 歴史民俗資料館管理事業なんですが、155 ページ、これは館内の展示物とかの修繕費なん

かも含まれてこの予算の中に入っているんですかね。 

生涯学習課長 そのとおりです。 

冨山委員 最近修繕したものというのは何かありますか。 

委員長 ご担当の方。 

民俗資料館副館長 展示品自体は修繕したものはありません。 

冨山委員 市民の方からちょっと話を聞いたので、私も直接見ていないのは申しわけないんですけれ

ども、まだ瓜連町時代と那珂町時代の展示パネルになっていて、那珂市がもう合併して十数年た

つのに、展示内容的に、またそれが壊れている部分があったりして、もうそういうのも修繕でき

ないのかなと思いまして、お願いなんですが。 

民俗資料館副館長 一応、計画的に修繕するように進めます。よろしくお願いします。 

委員長 よろしいですか。 

   外にございますか。 

     （なし） 

委員長 それでは、続きまして、９款教育費、６項保健体育費、１目保健体育総務費、３目体育施設

費、４目総合公園費について説明を求めます。 

生涯学習課長 159ページをお開きください。 

   ９款教育費、６項保健体育費、１目保健体育総務費 3,539 万 1,000 円、301 万 8,000 円の増に

なります。増額の主な理由は、平成 31 年に開催されます茨城国体において、当市が馬術競技、

３Ｂ体操の会場となりますことから、実行委員会補助金を計上したものです。 

   163ページをお開きください。 

   ３目体育施設費 2,078 万 8,000 円。1,988 万 6,000 円の減になります。減額の主な理由は、旧

戸多小学校体育館の屋根や外部改修が終了したためでございます。また、新規事業でかわまちづ

くり支援制度活用事業の事務費として４万 3,000円を計上してございます。 

   なお、お手元にもお配りしました資料がありますように、当事業の登録につきまして、３月７

日に国土交通省の記者発表がありましたことをご報告いたします。 

   164ページをお開きください。 

   ４目総合公園費１億 7,472 万 2,000 円。1,507 万 9,000 円の減になります。減額の主な理由は、

総合公園駐車場の監視カメラ設置工事の終了によるものです。 

   以上でございます。 

委員長 質疑ございませんか。 

   すみません、私から。 

   先ほど保健体育総務費の中で、茨城国体の話、３Ｂ体操というお話がございましたけれども、

３Ｂ体操を那珂市で開催することをほとんどの市民がまだ周知されていないというか、知らない
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という方が結構多いのかななんていうことを思うんですが、その辺の告知というか、周知はどの

ような方法で今後考えていらっしゃいますか。 

生涯学習課長 確かに３Ｂ体操というのはわからない部分があるかと思います。 

   今後はですね、今もホームページ等、随時掲載はしているんですけれども、当然、広報とかそ

ういうものを周知するとともに、１年間を通していろいろな催し、イベントがあるかと思うんで

すね。そういうところをちょくちょくまめに広報ということで参加して、周知に努めたいと思っ

ております。 

   あと、スポーツ教室の中で、３Ｂ体操のほうも行っておりますので、そちらのほうの参加も広

めるような工夫をしていきたいと思います。 

   以上です。 

委員長 スポーツ教室というのは、どこでの話ですか。 

生涯学習課長 総合公園のほうでやっている教室ですね。 

委員長 わかりました。 

   そこに参加される方はもちろんわかるんでしょうけれども、一般、多くの方々がまだわからな

い方がたくさんいらっしゃると思うので、先ほど告知というか、広報というお話はありましたけ

れども、実際にどういうものか見たことがないという方が多いと思うので、何か見られる機会と

いうのはないでしょうか。 

生涯学習課長 先ほど申しあげたこととダブるんですけれども、いろんな、例えばひまわりフェステ

ィバルとか、あとは産業祭とか、そういうところで３Ｂ体操、この間も少しデモンストレーショ

ンじゃないですけれども、体操を披露したと思うんですけれども、そういう機会をいろんなイベ

ントでやって、周知に努めたいと考えております。 

   以上です。 

委員長 わかりました。ありがとうございます。 

   外にございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   以上で生涯学習課所管部分を終了いたします。 

   暫時休憩します。 

   入れかえをお願いいたします。 

     休憩（午前 10時 40分） 

     再開（午前 10時 41分） 

委員長 再開いたします。学校教育課が出席いたしました。 

   議案第 22号 平成 29年度那珂市一般会計予算、学校教育課所管部分を議題といたします。 

   ９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、２目事務局費、３目教育指導費について説

明を求めます。 



－13－ 

学校教育課長 学校教育課でございます。以下５名の職員が出席しております。よろしくお願いしま

す。 

   それでは、予算書に基づき説明させていただきます。 

   款、項、目、予算額の順で読み上げさせていただきます。 

   予算書の 127ページをお開き願います。ページの中ほどになります。 

   ９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費 222万 6,000円。こちらは教育委員の報酬が

主な支出となっております。 

   同じく２目事務局費１億 1,155万 4,000円。教育長及び事務局職員等の人件費、事務費が主な

支出となっております。 

   続きまして、129ページをお願いいたします。 

   同じく３目教育指導費１億 5,978万 9,000円。昨年と比べまして 1,468万 3,000円の増となっ

ております。主な理由といたしましては、予算書 129ページの小中学校英語指導助手設置事業で、

英語指導助手を９名から 10 名に増員するとともに、全体の時数をふやし、英語教育の充実を図

ったもので、昨年より約 800万円の増となっております。 

   130ページになります。 

   教育支援センター設置事業におきまして 265万円の増額となっておりますが、これは小学校に

就学する児童に対応する就学専門の相談員を１名配置し、発達障害等に悩む保護者等の相談支援

体制の充実を図ったものでございます。 

   以上でございます。 

委員長 ありがとうございます。 

   質疑ございませんか。 

大和田委員 131ページ、教育指導費ですね。 

   小中一貫教育推進事業、報酬、非常勤講師９名となっているんですけれども、何をされている

んですか。 

学校教育課長 こちらは小学５、６年生を対象とした教科担任制、こちらのほうの非常勤の講師の報

酬となっております。 

委員長 よろしいですか。 

大和田委員 わかりました。 

委員長 外にございませんか。 

     （なし） 

委員長 では、続きまして、９款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、２目教育振興費について

説明を求めます。 

学校教育課長 続きまして、132ページをお願いいたします。ぺージの上段になります。 

   ２項小学校費、１目学校管理費１億 5,463 万 1,000 円。昨年度に比較しまして 4,829 万 4,000

円の減となっておりますが、小学校施設整備事業の瓜連小学校プールの解体工事が平成 28 年度
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で終了し、予算額 4,350万円が皆減となったものでございます。 

   続きまして、137ページをお願いいたします。ページの下段になります。 

   同じく２目教育振興費 7,643万円、昨年度に比べまして 219万 9,000円の減額となっておりま

すが、その内訳としましては、137ページ、就学奨励事業につきまして、昨年度より受給者が 20

名ほどふえ、174 万 7,000 円の増額となり、その下になります、教育用コンピューター管理事業

におきまして、教師用のパソコンですね。これも１年再リースという契約にしたため、借り上げ

料が 452万円減となり、総額では減額となったものでございます。 

   以上でございます。 

委員長 ありがとうございます。 

   質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 では、続いて、９款教育費、３項中学校費、１目学校管理費、２目教育振興費について説明

を求めます。 

学校教育課長 続きまして、139ページをお願いいたします。ページの中ほどになります。 

   ３項中学校費、１目学校管理費１億 682万 3,000円。昨年と比べまして 225万 4,000円の増額

となっております。増額の主な理由といたしましては、５つの中学校の管理事業におきまして、

部活動等におけるバス借り上げ料、総額で 211万 4,000円の増額としたことによるものでござい

ます。 

   続きまして、143ページをお開き願います。ページの下のほうになります。 

   ２目教育振興費 5,235万 3,000円、昨年度と比較して４万 8,000円の増となっておりますが、

内訳といたしましては、先ほど小学校のほうでも申しあげました就学奨励事業につきまして、受

給者が 20 名ほどふえ、309 万 5,000 円の増額となっているということでございます。また、あ

と、教育用コンピューター管理事業におきましては、教師用のパソコン、１年再リースというこ

とで借り上げ料が 304万円の減額となり、総額では微増となったものでございます。 

   以上でございます。 

委員長 質疑ございませんか。 

大和田委員 小学校費と中学校費と、重なるところがあるんですけれども、各学校で予算が足りなく

て、ＰＴＡの会費から紙代を捻出しているという、学校側からそういう話も聞くのですが、本来

ならＰＴＡ会費なんていうのは、ＰＴＡが使うところではないのかなと思うのですが、そこら辺

はどういった見解なのかなと思いまして。 

学校教育課長 今、委員のほうからご指摘がございましたとおり、学校で使う予算については、本来

であれば教育委員会のほうで措置するのが正しいのかなという気はしております。学校からの要

望につきましては、来年度、29 年度、バス代も含めた増額ということで、学校からの要望に応

じては予算のほうの配置、十分考慮するような形を考えております。 

   また、今後学校等の要望も聞きながら、そういった消耗品等についても、必要なものについて
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は予算措置ですね、これは考えてまいりたいと思っております。 

   以上でございます。 

大和田委員 じゃ、現場の意見を聞いて、バス代も大変だなんていう話を聞いていたので。わかりま

した。よろしくお願いします。 

委員長 よろしいですか。 

   外にございませんか。 

君嶋委員 141 ページ、遠距離通学費補助事業ということで１万 2,000 円上がっていますけれども、

これというのは何名の方が、遠距離というのは遠いところからということですか。 

学校教育課長 こちら片道６キロ以上の自転車通ということで、現在、下江戸地区から３名の方が対

象となっております。 

   以上でございます。 

君嶋委員 それは、補助を出すというのは、自転車じゃなくて、バス代か何かですか。 

学校教育課長 バス代という関係ではございませんが、自転車で来ている方について、距離です。修

理費等ですね、そういったものを加味して補助という形です。 

君嶋委員 ６キロ以上の生徒さんならば、修理代ということでお金が出るということ。そうすると、

１万 2,000円ですから、３名だから 4,000円ぐらい、一人。 

学校教育課長 そうでございます。 

君嶋委員 そうすると、大体、下江戸が一番遠い方になるのかな、そうすると。瓜連だったら北城と

いう地区があって、そういう地区の方もいると思うんですけれども。下江戸のほうが遠いのかな。 

学校教育課長 規定のほうは片道６キロ以上ということでございますので、現在は該当する方は下江

戸地区の３人ということです。 

君嶋委員 わかりました。 

委員長 よろしいですか。 

   外にございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、続きまして、９款教育費、４項幼稚園費、１目幼稚園費、２目幼稚園建築費につ

いて説明を求めます。 

学校教育課長 続きまして、145ページのほうをお願いいたします。 

   ４項幼稚園費、１目幼稚園費１億 6,843万 2,000円、昨年と比較しまして 3,284万 2,000円の

減となっております。主な理由といたしましては、職員人件費で、今年度末で園長職の職員が退

職し、人件費差額で 2,009万 1,000円の減になるものと、昨年３月で閉園となりました額田幼稚

園の解体事業が平成 28年度で終了し、1,277万 7,000円が減額になったためでございます。 

   続きまして、149ページをお願いいたします。 

   ２目幼稚園建築費２億 7,596 万 1,000 円、こちらは平成 31 年度に開園を予定しております公

立幼稚園建設事業に係るものでございます。現在の進捗状況でございますが、１月の常任委員会
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でご報告申しあげましたとおり、市役所北側予定地の買収が１月に終了し、現在基本設計のほう

に着手する段階となっております。本年度は、予算書のほうにもございますが、基本実施設計に

係る委託費、園舎新築工事に係る工事費、土地開発公社からの土地の買い戻し費用等を計上して

おります。今後は基本設計の概要等についても随時その内容が固まり次第、常任委員会のほうに

ご報告しながら進めていきたいと考えております。 

   以上でございます。 

委員長 ありがとうございます。 

   質疑ございませんか。 

君嶋委員 その園舎なんですけれども、２年計画で建てるということで、今回園舎新築工事は１億

4,800 万円の予算が上がっています。これ２年だと、あと 30 年も。総額どれぐらいかけるんで

すか、この園舎。 

学校教育課長 園舎本体につきましては４億 9,500万円ほどの予算を予定してございます。付帯工事

ですね、周辺整備と外構等も含めますと、約８億円程度に予算上はなる見込みでございます。 

   以上でございます。 

君嶋委員 ４億 9,500万円、じゃ約５億円の建物をつくるということですね。 

学校教育課長 はい、さようでございます。 

君嶋委員 園舎の大きさとかはこちらに載っていますよね、園舎面積ね。 

君嶋委員 じゃ、いいです。了解しました。 

委員長 外にございませんか。 

大和田委員 １カ所に集約するということは何かね、あれなんですけれども、じゃ、建てられたとし

て、今度は年間いろいろ維持費がかかるかと思うんですけれども、１カ所にして、どのぐらい削

減の計算をしているのかなという。 

学校教育課長 まだ正直申しあげまして、具体的な金額のほうは算定してございませんが、ただ、全

体的な人の配置等もありますので、そちらについては 10 人程度は減るのかなという気がいたし

ております。 

委員長 よろしいですか。 

   すみません、参考までに。今の職員さん、統合になって職員を減らすんですか。それとも正職

員はそのままで、非常勤とかの方とかを減らしていく方向なんでしょうか。 

学校教育課長 正職員につきましては、そのまま雇用のほうを続けるという形で、実際、幼稚園以外

にもそういった資格職として、発達相談センター、保育所等もございます。臨時職員につきまし

ては、現在パート雇用と、常勤雇用の方もおりますが、実際はパートの方も、これから支援の必

要なお子さんとかもいらっしゃるんで、そういった形では雇用のほうは続けられるものと考えて

おります。 

   ただ、現実的には、今年度も来年度の募集をしておりますが、幼稚園の臨時教諭についてはほ

とんど集まらず苦慮しているという状況で、非常に厳しいところでございます。 
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   以上でございます。 

委員長 ありがとうございます。 

   すみません、もう一点。額田幼稚園を解体して、跡地は何に使う予定がありますか。 

学校教育課長 額田幼稚園のほうの跡地につきましては、額田地区のコミュニティ広場として活用す

るということで、こちらは今、整備ですね、今後進める予定ということになっております。 

委員長 広場ですか。建物とか施設じゃなくて広場。 

学校教育課長 建屋のほうは古い園舎で利用が厳しいものですから、今現状更地ということになって

おります。これにつきましては、今後コミュニティ広場として更地を活用するということでござ

います。 

委員長 ちなみにそれは地元の方の何かご要望なんですか、それは。 

学校教育課長 こちら直接市民協働課のほうの所管になるんですが、地元からの要望ということで、

そういった整備のほうを諮って決定したということでなっております。 

委員長 額田城跡の駐車場とかじゃなくて、本当に運動広場みたいな感じなんですか。 

学校教育課長 はい。と伺っています。 

委員長 わかりました。 

   外にございませんか。 

     （なし） 

委員長 では、続きまして、９款教育費、６項保健体育費、２目学校給食共同調理場費について説明

を求めます。 

学校教育課長 続きまして、161ページ、お願いいたします。上段になります。 

   ６項保健体育費、２目学校教育共同調理場費４億 2,172 万 5,000 円。昨年度に比較しまして

3,597 万 7,000 円の減となっております。これは、給食センター施設管理事業の修繕費におきま

して、平成 28 年度で大規模な改善、蒸気回転釜やエアカーテン等の厨房機器の大規模な工事作

業が終了したことが主な要因となってございます。 

   説明につきましては以上でございます。 

委員長 質疑ございませんか。 

大和田委員 先ほどちょっと減という話を聞いたんですけれども、異物混入が昨年多々とあったとこ

ろで、管理事業等の増額予算的なものは、管理するのに必要なのではないのかなと思いまして、

ちょっとどうなんでしょう。 

学校教育課長 今年度からそちらにつきましては、民間の検査機関のほうですね、検査をちょっとふ

やすということで、そちらのほうの予算を計上しております。 

大和田委員 委託料というところですか。 

学校給食センター所長 それは検査料として、民間の委託会社に、給食の調理員を見ていただいて、

どういうふうに作業をして、異物混入というのは、どうしても調理しているところに、例えば物

が落ちているとかなんとかということがありますんで、そういうことがないように見ていただく
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ということで、検査料のほうに入ってございます。 

大和田委員 どこに書いてあるんですか。 

委員長 どこに書いてありますか。 

学校教育課長 失礼いたしました。 

   こちら役務費のほうですね、手数料のその他手数料ということで計上してございます。 

大和田委員 施設管理事業の手数料に入っているということですか。 

学校教育課長 162ページの運営事業のほうです。 

大和田委員 運営事業のほう。 

学校教育課長 これが新たな項目でございます。 

大和田委員 昨年度と比較してどのぐらい。やっぱりこうふやしたということなので。 

学校教育課長 手数料といたしましては、こちらの部分ですね、１万 4,000円という形でございます。

ただ、検査を抜き打ちで行うことによって、職員の意識が改革されますので、今まではない検査

ですので、そういった環境改善も図られると考えております。 

委員長 よろしいですか。 

大和田委員 １万 4,000円だけが昨年度と比較して増額ということですか。 

学校給食センター所長 そうです。検査と並行して、検査のやっているところでやっていただくとい

うことでございますので、１万 4,000円ということで上げてございます。 

大和田委員 もうちょっと増額してでも食品ね、給食の安全を図ってもらいたいなと思うのですが、

今後増額のご検討をいただければと思うんですけれども。 

学校教育課長 今回、29 年度に新たに検査のほうを導入しましたので、この検査、この活用方法に

ついて、また新たな検査を導入したほうがよいのかどうかというのは、今後、今回新たに導入す

ることによって検証していきたいと思っています。 

大和田委員 よくやっているよというふうに見せられるように、よろしくお願いいたします。 

   以上です。 

委員長 外にございますか。 

君嶋委員 給食センターの施設管理事業の中のこの事業説明書の中で、保管庫用蒸気配管…… 

委員長 何ページになりますか。 

君嶋委員 すみません。事業説明書では 133ページ。 

委員長 どうぞ。 

君嶋委員 そこの瓜連給食センターだと思うんですけれどもね、この配管修繕等で 40 万円計上され

ていますけれども、これをちょっとこの後の報告がありますけれども、それに合せてすぐやらな

ければならないのかちょっとお伺いしたいと思います。 

学校教育課長 主要事業説明書の 133ページのほうですね。こちら項目の中で、保管庫用蒸気配管修

繕瓜連分ということで 40 万円計上しております。こちらにつきましては、必要な修繕費、こち

らのほうの計上ということで、通常瓜連分の修繕費としては年間 80 万円ほど計上してございま
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す。これは故障が起きたときの修繕費ということで計上してございますので、今年度は、この後

ですね、ご説明しますが、こちらにつきましては、瓜連のほうは今回開設の期間が短いというこ

とで、修繕費のほうですね、これを修繕するというわけではなくて、修繕料として、一番故障箇

所と思われる部分の修繕費を上げたという形でございますので、これを修繕するというものでは

ございません。 

   以上でございます。 

君嶋委員 そうすると、この事業というか、その修繕の、一応修繕費ということで予算を 40 万円と

るけれども、この蒸気配管の工事をやるわけではないということなんですね、そうすると。 

学校教育課長 さようでございます。修繕の場合は、突発的な当然修繕等もございますので、毎日運

営していく上では早急な修繕が必要なケースもございますので、ある程度予算の中で、修繕料と

して見込まれる金額を計上したという形でございます。 

君嶋委員 そうしたら、何か修繕費ということで、きちんとその修繕費、幅が広くなるんだから、こ

れ１つにこだわらないで、その修繕費か何かで出したほうがよかったんじゃないかなと思うんで

すよね。結局これだと、この事業の予算かなと私は勘違いしてしまうんで、その点をね。ちょっ

と幅広く、何が起きるかわからないという、そのための事業の、設備のね、修繕費ということで

おいたほうがいいのかなと私は思ったんで、その点お願いします。 

学校教育課長 ありがとうございます。 

   今、委員さんのほうからご指摘ありましたとおり、実際修繕費の中では那珂センターも含めて

動ける体制でございますので、当然大規模ではないですが、予算がかかる修繕については、そち

らを緊急の場合優先するという形には考えております。運用の中では、修繕費ということで一体

的には運用ができるとは考えております。 

   以上でございます。 

委員長 よろしいですか。 

   外にございますか。 

     （なし） 

委員長 なければ以上で質疑を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

   再開を 11時 20分といたします。 

     休憩（午前 11時８分） 

     再開（午前 11時 20分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

   続きまして、那珂市立小中学校における土曜日等授業の実施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。 

学校教育課長 常任委員会資料のほうの後ろから３ページ、ページ番号 34をお開き願います。 

   那珂市立小中学校における土曜日等授業の実施について。 
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   昨年度より実施しております小中一貫教育により、各学園で現在創意工夫のもと、特色のある

教育活動を行っております。この活動をより一層発展し、柔軟な教育活動を可能とするため、土

曜日等の授業を実施することといたしました。この土曜日等の授業とは、那珂市立学校管理規則

に定める休業日に実施する教育活動について、授業日の振りかえを行わず、教育課程の学校、教

育活動を行うというものでございます。 

   土曜日等授業の目的でございますが、１番といたしまして、小中一貫の理念のもと、児童生徒

に対する一層の教育の推進のために各学園で目指す児童生徒像の育成に基づいた創意ある教育に

取り組み、一層の活動の充実を図るというものです。２番といたしまして、学校、家庭、地域の

三者が連携し、役割分担しながら、地域や保護者への授業の公開、地域と協働、連携した多様な

学習や体験的学習の機会の充実を図るというもの。３番といたしまして、教師が児童生徒と向き

合う時間を確保するということでございます。 

   土曜日等の授業の実施でございますが、平成 29 年度を試行年度といたしまして、年２回ほど

実施する予定です。うち１回は 11 月の第２土曜日ですね。今、小中一貫教育の日ということで

活動日としておりますが、こちらを含む日程です。平成 30 年度より完全実施といたしまして、

先ほどの小中一貫の日を含む年３回ほど実施する予定としております。原則として半日単位の実

施といたしますが、学校の特色ある授業を実施する場合は、この限りでないというふうにしてお

ります。 

   県内の土曜日等授業の実施状況でございますが、つくば市については平成 26 年から年４日、

やはり半日程度ということで始まっております。同じく日立市についても、平成 27 年度より年

４日ということで、土曜日授業のほうが始まってございます。 

   こちら土曜日の授業内容例でございますが、小中一貫教育の日のように、保護者や地域の方を

ゲストティーチャーとして招いた授業やＰＴＡですね、地域行事を関連させた活動、公開授業等

を行いたいというふうに考えてございます。 

   こちらにつきましては、児童生徒につきましては振りかえ日がないということで、授業時数が

ふえるという形でございますが、教職員については、児童生徒の夏休み期間中を利用した振りか

えをとれるということで、児童生徒さんにとっては時数が若干ふえるという形になってございま

す。 

   こちら小中一貫教育等に係る行事がふえたことで、各学園とも授業時数の確保に苦慮している

という状態でございます。こうした土曜日の教育活動という新たなシステムにより、教育の拡充

と児童生徒の健やかな成長をしたいという目的でございます。 

   説明については以上でございます。 

委員長 ありがとうございます。 

   ちょっと確認をさせていただきたいんですが、この土曜日等の授業というのは、いわゆる学習

指導要領の改訂といいますか、それに伴うというものは関係ないんですか。 

学校教育課長 学習指導要領の改訂は、今ご指摘がございましたとおり平成 32 年から大幅な改訂と
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いうことで、小学校につきましては授業時数の増加が予定されてございます。こちらの土曜日授

業につきましては、それとは別に、土曜日授業の中で小中一貫のほうの取り組みを深めていこう

ということで実施するものでございます。学習指導要領の改訂については、今後、授業時数の絡

みも含めまして検討していく段階でございます。 

   以上でございます。 

委員長 ありがとうございます。 

   学習指導要領の改訂がどのように改訂されるかわかりませんが、減ることはないのかなという

気がするんですね。そうすると、そのときにまた改めて、今この年２回、完全実施で年３回とい

うことですけれども、またそれがふえるとか、そういう可能性もあるということですか。 

学校教育課長 こちら学習指導要領の授業ですね、そちらについてはまだちょっと指針が示されてお

りませんので、時数がふえるということになりますと、土曜日、もしくはぶら下げということで、

授業時数を６時間から７時間にふやしてとか、そういったちょっと指針がまだ明確には示されて

おりませんので、こちらについては、そういった指針が示された時点で再度検討するという形で

ございます。 

   以上でございます。 

委員長 わかりました。ありがとうございます。 

   それでは、質疑ございませんか。 

君嶋委員 ただいまの説明の中で、つくば市さんとか日立市さんでしたか、実施しているというとこ

ろがありますけれども、これは、やはり各市町村で日程、結局うちのほうだと 11 月の第２土曜

日、小中一貫の日という日に授業を入れるということですが、これはみんなばらばらなんですね、

そうすると。 

学校教育課長 こちら指定日につきましては、各自治体自由ということで、私ども考えておりますの

は、小中一貫の発表の日は全市、全校的に登校日というふうにしたいと考えておりますが、残り

１日につきましては、各学園ごと、それで自由に決めて、学園の中でそういった交流事業とかそ

ういうものを行うという形で、特に全庁的にその日を限定するという、ちょっと今のところ考え

はございません。ただ、学園の中で取り組んでほしいという意図がございますので、少なくても

小中一貫の日については、土曜日授業の日につきましては、学園ごとにはもう１日、土曜日の授

業日を設定してほしいという考えはございます。 

君嶋委員 そうすると、義務教育で授業ですからいいんですけれども、今はスポーツ少年団とかいろ

んなそういうもので、土曜、日曜にそちらにとられている方、子供さん、多いと思うんですよね。

そうすると、各学園で決めるとなると、もう休みがばらばらになって、何かそういう大会に出ら

れないとか、今度そういう問題が出てきてしまうんじゃないかなと心配しているんですね。です

から、できれば統一するなら統一して、那珂市はこの日は授業ですよと統一することによって、

予定をきちんと立てられるんではないかなと。そういうので授業も、スポーツ少年団を優先では

ないですけれども、やはりそういうのも改善できるのかなと思うんですけれども、その辺ちょっ
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とお聞きしたいと思います。 

学校教育課長 こちら日程につきましては、今申しあげましたとおり、11 月のほうは全校統一日と

いうことで設定しておりますが、もう１日につきましては、日程等ですね、各学園等が判断する

ということでございますが、実質的には７月あたりになるのかなという気がしております。こち

らの日程については、そういったスポーツ活動をしているお子さんもいらっしゃいますので、早

目に通知して、そういった対応を各学校の中でできるような体制を整えてまいりたいと考えてお

ります。 

   以上でございます。 

君嶋委員 さっき言った義務教育、そちらが優先になるんですけれども、どうしても今、時代という

か、何か保護者の中ではそっちを優先する方がちょっと出てきそうなんで、そういう面でもきち

んとした趣旨を伝えて、父兄にもわかっていただけるようにしていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

委員長 外にございますか。 

副委員長 この３番に、教師が児童生徒と向き合う時間を確保するという文面があるんですが、やは

りこれをすることによって、教師が子供たちと触れ合える時間が多少はふえるという形で考えて

いらっしゃるでしょうか。 

学校教育課長 こちらにつきましては、当然ながら児童生徒さん、振りかえがないということで、土

曜日授業でしたら、通常だと月曜日振りかえということでお休みになるということで、その時間

を登校日ということで、当然授業等を行うということで、児童生徒さんにとってはご負担になる

かもしれませんが、確実に先生方と向き合う時間がふえるということで、それが将来の本人の成

長につながるというもので考えておりますので、確実に、ただ単に休みをふやすではなく、時数

を確保しながら活動を行うということで、向き合う時間は確保できるのかなというふうには考え

てございます。 

委員長 よろしいですか。 

   外にございますか。 

   すみません、もう１点だけ、先ほど学習指導要領、今後の改訂によっては６時間授業を７時間

授業にとかちょっとおっしゃったと思うんですけれども、現時点でこのいわゆる小中一貫教育の

ますますの推進のために平日を６時間から７時間とかにして時数をふやすんではなくて、あくま

でも土曜日とか日曜日とか、そういうときにしかできない。つまり保護者の方を呼んで公開する

とか、地域の方と連携するとかいうことがあるから土日に授業をしたいんだということなんでし

ょうか。 

学校教育課長 今回の土曜日授業はそうでございます。地域と一緒にできるような授業、私どもの取

り組みをＰＲすることによって、地域からも理解が得られ、ご協力が得られるということで、土

曜日授業のほうは想定してございます。 

委員長 わかりました。ありがとうございます。 
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   外にございますか。 

萩谷委員 ちょっと以前、やっぱりゆとりの教育といって、週休２日制になったわけですよね、文部

省で。だから、いろいろ考え方があると思うんですが、一番、先ほど副委員長が言いましたけれ

ども、児童と向き合う時間の確保と言いますけれども、ふだんこれ、今までの授業の中で当然や

ってきたことだと思うんですよね。それは当然。それを改めて何かそういう時間が、年に２回で

すか、とりあえずしたいということなんですよね。果たしてそれ２回くらいで本当に効果がある

のかなという気がしてしまうんですよね。本当、独自にやるんだったらば、月２回くらいでとか

ふやすとか。そうしないと本当の触れ合いというのができないんじゃないかなと私はこう思うん

ですけれども。それについてどうお考えなのか、ちょっと所見を聞きたいと思うんですけれども。 

学校教育課長 今、萩谷委員のほうからもお話ありますとおり、要するに授業時数ですね、土曜日な

り２日ふやすことによって、当然、先生と児童生徒の向き合う時間はふえるということにはなる

と思います。ただ、古川委員長のほうからもご指摘がございましたとおり、学習指導要領の改訂

が今後予定されておりますので、その中でも時数ですね、どういった形で小学生、時数の確保、

英語活動が今度教科化されるということで、学習指導要領のほうは示されておりますので、35

時間ですかね、年間で。それがふえるということが想定されておりますので、その中で再度、当

然、授業時数もふえることによって、こういった土曜日授業と、まだはっきりは申しあげられま

せんが、増加する可能性もあるということで、最初のスタートとしては年間２日ということで、

こういった授業を進めていきたいというふうには考えてございます。 

萩谷委員 わかりました。 

   やっぱりまずは、なれさせるということですよね。となると、やっぱり 32 年度からかなりの

例えば子供たちの授業時間がふえるとなれば、そうすると 30 年度が３回、32 年度はもっとふや

していかないと、極端に子供が対応でいないという状況が起きる可能性もありますよね。それに

ついてどうお考えか、最後これだけちょっと聞きたい。 

学校教育課長 学習指導要領の改正につきましては、まだ実際どういった形で授業時数を確保するの

かという指針まで示されておりません。ただ、指導要領として概要が発表されましたので、それ

については確実に時数のほうがふえるということは想定されております。現段階、土曜日、授業

時数がふえる可能性もありますが、現時点では、その示された内容について、これからその確保

について検討していく段階でございます。 

   これから始めます土曜日授業につきましては、その時数のほうの増加というものに関連したも

のではございませんので、当初の意味では、なれさせるというところもあるかと思いますので、

この辺でご理解いただきたいと思います。 

   以上でございます。 

委員長 よろしいですか。 

萩谷委員 はい。 

委員長 すみません、ちなみにこれは保護者の方からは、えーというような声はなかったですか。 
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学校教育課長 リアクション上は、うちに情報は入ってきておりませんが、今現在、小中一貫教育の

日で、土曜日のほう授業をしておりますので、こちらについては特に保護者のほうから、それに

ついてという形はないです。ただ、逆に月曜日、授業をすることによって、お子さんのほうには

ご負担になりますが、保護者の方にとっては逆に、登校日ということで、通常ですね、保護者の、

在家庭のお子様ばかりではないので、働いている保護者の方なんかは、逆に月曜日が通常授業に

なることによって、安心して学校に預けられるという利点はあるのかなと思っております。 

   以上でございます。 

委員長 ありがとうございます。 

   外にございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   続きまして、瓜連学校給食センターの統合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。 

学校教育課長 同じく常任委員会資料のほう、一番最後のページになるかと思います。35 ページの

付番の部分です。 

   それでは、説明いたします。 

   瓜連学校給食センターの統合について。 

   まず、経緯でございますけれども、瓜連学校給食センターの統合につきましては、瓜連センタ

ーの借地契約の満了となる平成 29 年度末をもって、学校給食センターと瓜連センターを統合す

る計画に基づき、那珂センターの施設で全小中学校の給食を供給するために、これまで年次的に

洗浄機、蒸気回転釜、野菜切り機等の設備は、調理器具の改修作業等を進めてまいりました。具

体的な統合の時期でございますが、平成 29 年７月、１学期末をもちまして、瓜連センターのほ

うの稼働を停止いたしまして、学校の夏期休業中に移転及び準備作業を行いまして、９月１日か

ら瓜連センターのほうで供給していた瓜連小中の給食を含めて、那珂センターからの供給に切り

かえをすることというものでございます。 

   ２番といたしまして、瓜連学校給食センターの概要でございますが、業務開始は平成 12 年４

月からとなっております。現在 17 年目というものです。敷地面積につきましては 1,842 平米、

こちら敷地につきましては、２名の地権者の借地ということでございます。施設面積につきまし

ては、537 平米、現在は瓜連小学校、瓜連中学校、給食センター職員 587 名の給食のほうを供給

してございます。 

   今後のスケジュールでございますが、先ほど申しあげましたとおり、瓜連センターでの給食の

ほうは１学期末、７月をもちまして終了いたしまして、那珂センターへの器具類、機材等の引っ

越し作業を行います。配送トラックは、市のほうで瓜連センターの配送用のトラックを所有して

おりますが、こちらの仕様が那珂センターのコンテナに対応できないため、コンテナ部分のスト

ッパー、こちらの改修を行って、那珂センターのほうに対応する予定でございます。こちらの改
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修に係る費用は約 43万円ということです。 

   引っ越し、改修の済みました那珂センターでの供給開始は９月１日からを予定してございます。

瓜連センターのほうの借地契約の終了につきましては、平成 29 年度末、30 年３月 31 日という

ことで、それまでに瓜連センターのほうの利活用も含めて決めて、返還もしくはそういった方法

を検討していきたいというふうに考えております。 

   統合後の瓜連センターのほうについてでございますが、こちら瓜連センターにつきましては、

もともとは廃止、解体し、原状回復を図り、敷地についても、先ほど申しあげましたとおり、借

地でございますので、返還するということでもともと計画してございましたが、９月の常任委員

会でもご報告申しあげましたが、常陸農業協同組合さんのほうから、７月に、現在の瓜連ＪＡさ

んの加工所があるんですが、そちらの加工所のほう、更新が課題となっており、瓜連センターの

ほうも廃止するのであれば、加工所機能のほうの拡大を図りたいので、譲渡願いたいという要望

書があったところでございます。 

   なお、先ほど申しあげましたが、私どものほうで原状回復、こちらセンターのほうをする場合

には、かなり多額の撤去費用等も必要となります。建物の利活用のほうを図るには、底地のほう

が民有地となっておりますので、地権者の意向、こちらがまず優先されなければちょっと厳しい

のかなと考えております。こちらにつきましては、常任委員会のほうにも今後報告しながら、経

費面とか地権者等の意向、こちらを尊重しながら利活用の方向性のほうを検討していきたいとい

うふうに考えてございます。 

   説明につきましては以上でございます。 

委員長 ありがとうございます。 

   １つ確認なんですが、借地契約というのは、業務開始平成 12 年からの平成 30 年３月 31 日と

いう約 20 年近い契約だったんですか。それとも何年か更新してきて、今度の３月に満了になる、

どのぐらいのスパンの契約だったんでしょう。 

学校給食センター所長 最初のときから契約しています。それで、今度、30 年３月 31 日をもってと

いうことになっていると思います。 

   以上でございます。 

委員長 じゃ、もう最初から、その業務開始のときから、平成 30 年にはもう返してくださいよとい

う契約だったということですね。 

学校給食センター所長 途中、那珂市になったときに、また変更契約ということになりまして、その

ときも変更契約をさせていただいて、30年３月 31日ということになってございます。 

   以上でございます。 

委員長 更新はもうしないよというのがその所有者さんの意向なんですか。 

学校教育課長 更新のほうですね、そちらにつきましては、施設、まず上物のほうがございますので、

給食センターのほうを私どものほうで、瓜連センターのほうを活用しなければ、逆に更新して、

市のほうでその土地を利用するという形はございませんので。ただ、こういったＪＡさんからの
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要望の話は実際地権者さんのほうにはお伝えはしてございます。地権者さんにつきましては、Ｊ

Ａさんが利用するのであれば、継続してもいいというちょっとお話は受けてございますので。た

だ、こちらＪＡのほうの譲渡につきましては、私どものほうでも当然利活用の面ですぐに決める

という形ではございませんので、有効活用してもらえる方法を、こちらを考えながら、ＪＡも含

めた移管を考えていかなければならないというふうに考えております。 

   市といたしましては、瓜連センターが稼働しない以上は、その土地を借地をして継続するとい

うものではないとは考えております。ただ、地権者さんの意向としては、別な会社で、しっかり

したところであれば、継続してという話は伺ってございます。 

委員長 わかりました。 

   つまり私が何を聞きたいかといいますと、やむを得ず、地権者さんの都合といいますか、ご意

向でやむを得ず統合するのか、それとも市がもう統合するから、もう更新しませんよと、借地を

お返ししますよということなのかということをちょっと聞きたいんですけれども。 

学校教育課長 瓜連センターのほうですね、こちら統合につきましては、もともと合併の協議事項と

なってございました。最終的に統合の時期が決まったのが平成 25 年でございますが、こちらに

ついてはその時点で、統合の時期については、借地契約のほうが 30 年３月なので、それを目途

に統合するということで、逆に、統合するので、うちのほうでも借地契約のほうが切れるのを目

途に統合するというふうに決めたという経緯でございます。 

委員長 わかりました。つまり市の意向だということですね。 

学校教育課長 はい。 

委員長 わかりました。ありがとうございます。 

   それでは、質疑ございませんでしょうか。 

冨山委員 今現在、瓜連センターに勤めている職員の方というのは何名ほどおられますか。 

学校教育課長 現在、瓜連センターのほうですね、調理員は正職員が３名、臨時職員５名という形で

ございます。こちら７月で統合しますが、職員については、那珂センターのほう、こちらのほう

で調理のほうを携わるということで考えてございます。当然、統合直後ということで、調理員さ

んのほうもいろんなご負担もあるかと思いますので、万全の体制で調理体制のほうを築くという

ことで、現在の職員についてはそのまま移行するというふうに考えてございます。 

冨山委員 臨時で来られている方、正職員さん以外の方というのは、雇用はそこでストップというこ

とですか。 

学校教育課長 雇用のほうですね、瓜連センターで今雇用している臨時職員さんも那珂センターのほ

うで雇用するという形を考えてございます。 

委員長 外にございますか。 

君嶋委員 先ほどの説明の中で、土地は民間、民地ですよね、２人地権者がいるということで、これ

はわかりました。ですから、それは今後、今話が出ているＪＡさんあたりが借りたいというので

あれば、それはその方との話になると思うんですけれども、本来上物ですよね。これ上物は、当
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時、瓜連町で建てたものであって、今は市の財産ですよね。そうすると、これを賃貸で貸すのか、

それとも売却するのか、そのまま無償であげるのか、その辺の考えをちょっとお聞きしたいと思

うんですね。 

学校教育課長 ＪＡさんのほう、実際には無償譲渡ということで要望は出ております。ただ、こちら

瓜連センターにつきましては、実際稼働のほう、今 17 年ということで、那珂センターのほうは

平成６年の稼働なんですが、これにつきましては調理器具、昨年、一昨年あたりから、大規模な

修繕でかなりの金額がかかっているという状態になってございます。こちら撤去ですね、概算見

積もりの中では、民間業者に２社ほどとったところがございますが、かなり差があったんですが、

一方は 1,000万円、片方は、細かく見ていただいて 3,000万円ぐらいの撤去費用がかかるという

ことになっております。現在も瓜連センターのほう、人件費以外にも約 1,100万円ぐらいの修繕

費、光熱費等がかかっておりますので、そういった削減効果を考えると、施設を移管しながら再

度、緊急時等、市のほうで使用できるような体制をとっていければ、有効な活用にはちょっとつ

ながるのかなというふうに考えてございます。こちらについては今後、その辺は内容を詰めてご

報告をしたいと考えてございます。 

君嶋委員 建物はそうですね、16 年過ぎていますから、評価的にはもうだんだん落ちてくると思う

んですけれども、それはそれでいいです。そうすると、先ほどの修繕費ということで、無償で譲

渡する場合には、もうこのまま、現状のままですよと。あとは何が起きようが、多少建物の中で

ふぐあいが出ても、今度もらう方が全部やってくださいということをきちんとその辺はどのよう

にしていくか話し合いだと思うんですけれども、後から、やはりこれもだめだった、あれもだめ

だったからという、またこれ来てしまうのも困ると思うんで、その辺はきちんと話はしていただ

きたいと思うんですけれども。その辺のちょっと考えをお聞きしたいと。 

学校教育課長 君嶋委員さんのおっしゃるとおり、譲渡であれば、そういった修繕ですね、当然予想

されますので、それも含めて全て市のほうではなくて、譲られた譲渡者のほうが担うという形で

やるのが当然であると考えておりますんで、その辺ですね。当然、市の意向もあわせて伝えなが

ら、内容等調整、なおかつ先ほど申しあげたとおり、災害時の利用なんかもできれば、譲渡の中

では考えていきたいというふうなことでございます。 

   以上でございます。 

君嶋委員 できれば瓜連小中の子供たち、今まで温かい給食を食べてきたんで、これから、今年の９

月からはちょっと冷えたのになって、違和感を感じてしまうかと思うんですけれども、それは、

先ほどのこれからの契約の中で、30 年にはもう土地も契約も切れると。そしてまた以前に、合

併協のときにも、もっと早目に本当はそれ、統合するような話もあったのを土地の契約が 30 年

ということで延ばしてもらった経緯もありますから、今後きちんと建物とかそういうものについ

ては問題が起きないように話し合って、きちんと進めていただければ、これは仕方ないと思いま

すのでね。よろしくお願いします。 

委員長 外にございますでしょうか。よろしいですか。 
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     （なし） 

委員長 じゃ、最後に私からお願いということで、先ほど大和田委員からもちょっとお話がございま

したけれども、これは統合すれば、異物混入ですとかそういった部分のリスクも高くなるわけで

すよね。そこでやれば、もう今度は那珂市内全児童生徒に影響が及ぶことになりますから、その

辺は十分気をつけていただいて、今後そういったことがないようによろしくお願いしたいという

ふうに思います。 

   それでは、以上で学校教育課所管部分を終了いたします。 

   課長、どうぞ。 

学校教育課長 １点だけちょっとご報告をしたいと思います。 

   実は、今回の常任委員会の資料のほうで、総務生活常任委員会の所管でございますが、現在、

政策企画課のほうで進めております戸多小学校跡地の利活用でございますが、こちら教育委員会

といたしまして、現在不登校児童生徒の支援を行っております教育支援センターとしての活用案

のほう、庁内検討委員会の中で提案いたしました。もともと学校であった施設を利用することで、

児童生徒の学校復帰に向けた支援環境の場として有効に活用できるのではないかと考えて提案し

ています。 

   ただ、この活用につきましては、今後、政策企画課におきまして地元との協議、こちらをまず

優先するということでございますので、そういった利用の方向性ですね、地元の理解が得られま

したら、再度常任委員会のほうでご報告をしたいと考えております。 

   以上、報告いたします。 

委員長 わかりました。 

   それでは、以上で学校教育課所管部分を終了いたします。 

   暫時休憩いたします。再開を午後１時といたします。 

請願第１号の審議から始めたいと思います。 

     休憩（午前 11時 52分） 

     再開（午後１時０分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

   請願第１号 「高額療養費」「後期高齢者の窓口負担」の見直しにあたり、現行制度の継続を

求める意見書の提出を求める請願を議題といたします。 

   では、最初に事務局に請願書を朗読していただきます。 

次長補佐 それでは、読み上げます。 

   請願第１号。紹介議員、那珂市議会議員、花島進。 

   「高額療養費」「後期高齢者の窓口負担」の見直しにあたり、現行制度の継続を求める意見書

の提出を求める請願。 

   請願の趣旨。 

   特例水準解消を理由とする平成 25 年 10 月からの１％年金削減措置及び平成 27 年４月から実



－29－ 

施されたマクロ経済スライド年金削減等で、年金生活者の間では、医療や介護の保険料が高過ぎ

て払えない、医療費の負担が重くて受診を控えているなど、医療、介護への切実な声が広がって

います。 

   また、一般社団法人茨城県保険医協会が会員医療機関に対して行った調査でも、32％の会員医

療機関が経済的な理由による患者さんの治療中断を経験していました。さらに 39％が「医療費

負担を理由に治療や検査を断られたことがある」と答えています。「必要な検査を断る」、「入

れ歯やかぶせ物の処置をためらう」、「支払いを年金支給日まで待ってほしい」、患者さんの実

態が明らかになりました。 

   昨年６月２日に公表された経済財政諮問会議「経済財政運営と改革の基本方針 2016～600 兆円

経済への道筋～」（骨太方針）では、社会保障分野において、「負担能力に応じた公平な負担、

給付の適正化」をはじめとする改革を進めるとしています。さらに、財務省・財政制度等審議会

は改革の方向として、（１）「受診時定額負担」の導入、（２）後期高齢者の窓口負担の２割化、

（３）高額療養費制度の限度額の引き上げ、（４）市販類似薬の保険はずし、（５）入院時の居

住代の徴収拡大など、さらなる患者負担増をもたらす制度設計を提言しています。（「『経済・

財政再生計画』の着実な実施に向けた建議（平成 28 年５月 18 日）」、「平成 28 年度予算の編

成等に関する建議（平成 27年 11月 24日）」）。 

   さらなる患者負担増は、多くの国民から医療を遠ざけ、とりわけ治療が長期にわたる高齢者の

生活を圧迫することになります。 

  こうしたことから、別添しました「『高額療養費』『後期高齢者の窓口負担』の見直しにあたり、

現行制度の継続を求める意見書」を提出願います。 

   請願事項。 

   「『高額療養費』『後期高齢者の窓口負担』の見直しにあたり、現行制度の継続を求める意見

書」を国に提出していただきたいこと。 

   平成 29年２月７日 

   請願者、那珂市後台 1282-７ 

   全日本年金者組合那珂支部 支部長 人見みさ 

   土浦市文京町１-50富士火災ビル３階 

   一般社団法人茨城県保険医協会 代表理事 宮﨑三弘 

   那珂市議会議長 中﨑政長様。 

   続いて、２枚目が別添の意見書（案）でございます。 

   「高額療養費」「後期高齢者の窓口負担」の見直しにあたり、現行制度の継続を求める意見書

（案）。 

   相次ぐ公的年金の見直しによって、年金生活者の暮らしぶりは厳しくなっている。また、一般

社団法人茨城県保険医協会が会員医療機関に対して行った調査では、32％の会員医療機関が経済

的な理由による患者さんの治療中断を経験している。さらに、39％が「医療費負担を理由に治療
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や検査を断られたことがある」と答えている（茨城県保険医協会 2015年受診実態調査）。 

   現在、高額療養費、後期高齢者の窓口負担の見直しをはじめ、さらなる患者負担増が推し進め

られている。政府の平成 29 年度予算編成では、高額療養費について、70 歳以上の自己負担の月

額上限の引き上げが計画されている。また、財務省は、後期高齢者の医療費窓口負担を原則１割

から２割に引き上げを提案している。 

   さきの保険医協会の 2015 年受診実態調査の全国集計では、回答した医療機関の 73％が後期高

齢者の窓口負担の原則２割引き上げは、「受診抑制につながる」と回答している。さらなる負担

増は、年金収入も減っている中で、治療が長期にわたる高齢者の生活を圧迫し、必要な医療が受

けられない事態が深刻化する。 

   上記のような高齢者の実情に配慮し、さらなる患者負担増で受診抑制が起きないように、現行

の高額療養費制度、後期高齢者の窓口負担の継続を求める。 

   以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。 

   提出先は以下のとおりとなってございます。 

   以上です。 

委員長 続いて、請願提出者より申し出がございましたので、請願内容のご説明を５分程度でお願い

したいと思います。 

   なお、説明の前に自己紹介のほうをお願いいたします。よろしくどうぞ。 

請願者 このたびは趣旨説明の機会をいただきまして、ありがとうございます。私は、請願人の年金

者組合と茨城県保険医協会の代表として、茨城県保険医協会のほうから参りました。事務局長を

しております高橋です。よろしくお願いします。 

   それでは、説明をさせていただきます。簡潔にできますように原稿を用意してまいりましたの

で、読み上げて説明させていただきます。 

   私ども一般社団法人茨城県保険医協会は、県内の医科・歯科の保険医 2,030人で構成し、県民

医療の充実と向上を図る目的で活動しております。 

   保険医とは、健康保険証を使って医療を提供する医師・歯科医師のことです。私どもの会には、

日々、会員からさまざまな相談が寄せられています。保険診療を行う上での複雑な医療費の算定

方法や経営問題、中には患者さんとのトラブルに関する相談など、さまざまです。 

   そうした中で、患者さんが実際にかかった医療費を払ってくださらないという相談は以前から

ありましたが、その金額が最近はわずかな金額をめぐっての相談になってきました。例えば医療

機関の窓口でお薬を出す場合、薬の飲み方や副作用などを記載した文書を発行すると、医療機関

では薬剤情報提供料として 10点、金額にして 100円を請求します。３割負担の方ですと 30円、

１割負担の方ですと 10 円です。ある患者さんは、この薬の説明書は要らないから、薬剤情報提

供料は請求しないでほしいと言ってこられました。これはほんの一例ですが、この外に、次回の

診察の予約を入れていただく際に、年金支給日まで待ってほしいと言ってこられるという話はよ

く聞く話です。 
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   こうしたことから、私ども茨城県保険医協会では、経済的な理由での受診中断が広く起きてい

るのではないかと考え、平成 27 年７月から８月にかけて、会員に対してアンケート調査を行い

ました。これについては、お配りしてあります資料２をごらんください。なお、資料１は全国の

保険医協会が同様の調査を行っておりまして、その全国集計結果です。 

   茨城県保険医協会のアンケート調査の結果、32％の医療機関が患者さんの経済的な理由による

治療の中断を経験していました。どのような疾病の患者さんかといいますと、糖尿病、高血圧、

高脂血症など、健康寿命や生活の維持に大きな影響を及ぼす病気が多く見られました。また、ア

ンケートでは、患者さんから医療費負担を理由に治療や検査を断られたことがあるかどうかも尋

ねました。これについては 39％、約４割の医療機関が経験していました。また、３割の医療機

関がここ半年間の間に「患者一部負担金の未収金があった」と回答していました。このアンケー

ト結果から、患者さんの経済状態は厳しい状況に置かれていることがわかりました。 

   こうした中で、平成 27 年６月 30 日に公表された骨太方針 2015 では、44 項目の社会保障の改

革検討項目が挙げられ、平成 27 年 12 月 24 日には、経済財政諮問会議から経済財政再生アクシ

ョンプログラムが公表されました。この経済財政再生アクションプログラムでは、高齢者の医療

費窓口負担金については２つの点を挙げています。 

   一つは、70 歳以上の高額療養費、いわゆる一定額以上の負担額に達したら、それ以上は負担

しなくて済む制度ですが、この負担限度額の引き上げを挙げています。しかし、近年、Ｃ型肝炎

やリウマチ、がんなどに対して高い治療効果が見られるものの、非常に高額な治療薬が登場し、

また、高度な医療技術が普及したことによって、外来通院でも入院治療でも、容易にこの負担限

度額に達してしまう事例がふえています。 

   窓口負担金についてもう一つの制度変更は、75 歳以上の後期高齢者の窓口負担を現在の１割

から原則２割にするということです。これらについては、昨年、厚生労働省の社会保障審議会医

療保険部会でずっと議論されてきました。議論の中では、各委員から、高齢者の実態を踏まえた

検討を求める発言がたくさん出されています。 

   例えば審議会の中で、高知市保健福祉部長であられる村岡晃参考人は、次のように述べていま

した。生活保護の高齢者の割合は５年前と比較して 130％を超え、高齢者人口の伸びを上回って

いる。低所得者への配慮を十分に行うべきだ。また、日本慢性期医療協会会長の武久洋三委員は、

１人あたり医療費は高齢になるほど上昇するのに対して、１人あたり平均収入は減っていく。明

らかにバランスが崩れていると指摘されています。また、日本医師会副会長の松原謙二委員は、

高齢者の年金収入は多くない。負担を多くすることで、高齢者の生活が壊れないように配慮をし

てほしいと発言されています。全国老人クラブ連合会理事の兼子久委員は、高齢者の暮らしは以

前から変っていない。医療機関にかかわらず、重症化することが危惧されると述べられています。 

   政権与党内からも異論が出ていました。自民党の中の医療に関するプロジェクトチームの会合

では、昨年 12 月に厚生労働省からヒアリングした際に、70 歳以上の高額療養費制度の見直しに

ついては、年金収入 370万円未満のいわゆる中間所得層の負担を引き上げることについて、各出
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席議員から懸念の声が出されました。また、公明党は、昨年 12 月５日に開いた党の社会保障制

度調査会で、中間所得層の負担増について容認できないと決議され、公明新聞で発表されていま

す。 

   ところが、こうした多くの異論があったにもかかわらず、高額療養費の見直しについては法律

の改正をしなくても政省令の改正でできるので、財務省や厚生労働省は 29 年度予算案に盛り込

みました。現在、参議院で審議されているところです。 

   本日配付させていただいた資料４の２枚目にありますように、高額療養費の引き上げは今年限

りの引き上げではなく、来年も２回目の引き上げが計画されています。70 歳以上の 60％以上の

人が引き上げの対象になります。また、後期高齢者の患者負担を原則１割から２割にする件につ

いては、今年も引き続き審議会で検討し、平成 30年度までに結論を出すとしています。 

   資料４の１枚目をごらんください。 

   今月１日の日経新聞に載った記事ですが、高齢者の年金は、特例水準の解消とかマクロ経済ス

ライドによって毎年減少しています。また、この記事では、平成 27 年度の総務省の家計調査報

告を紹介して、高齢者二人暮らしの１カ月の生活費が 27万円なのに対して収入は 21万円、不足

分６万円は貯金を取り崩しながら生活をされていると報じています。こうした状況で何カ月も入

院するような病気になったら生活は成り立たなくなってしまいます。 

   私どもは、ふだん高齢者の方々の診察を通して、現在の医療費窓口負担でも大変なご負担をい

ただいていると感じております。75 歳以上の方についてみれば、９割近くの方が外来でなんら

かの慢性疾患の治療を受けていて、６割以上の方は２種類以上の慢性疾患の治療を受けておられ

ます。複数の疾病を抱えて長期の治療を受けているというのが高齢者の姿です。その点を見ずに

負担を現役世代と同じにすべきというのは乱暴な議論です。 

   さらなる患者負担増は、多くの高齢者から医療を遠ざけ、とりわけ治療が長期にわたる高齢者

の生活を圧迫することになります。こうしたことから、現行制度の継続を求める意見書をご採択

いただけますよう請願いたします。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。 

   では、ただいまのご説明に対して委員より質疑をお願いいたします。 

   質疑はございませんか。 

副委員長 一つ質問いたします。 

   現在、この高齢者の医療費負担ということで述べられておりますが、高齢者ということで、例

えば 65 歳以上を対象といたしまして、大体何割ぐらいの方が病院にかかっているか、ちょっと

教えてください。 

委員長 お願いします。 

請願者 先ほどもご説明したんですけれども、先ほどは 75歳以上についてでしたね。 

筒井委員 75歳以上でよろしいです。お願いします。 

請願者 75 歳以上の９割が病院にかかっておられます。さらに６割の方は複数の病気を抱えて病院
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にかかっておられます。 

委員長 よろしいですか。 

副委員長 私、別途に厚労省のホームページ、ちょっと開いて見てきたんですが、現在の国民皆保険

の制度の中で、今現在、後期高齢者医療費は全体の３割になっているんですよね。かなり日本全

体の医療費としては、高齢者の方の医療費というのが大幅に何でしょう、負担されているという

現実がありますので、一概に高齢者だけをというのはちょっといかがなものかなと私は思うんで

すが。やはり高齢者を、年金生活者を救済するということで、きょうこのような請願が出されて

いると思うのですが、若い方たちも病気にはなりますよね。そうしましたら、その若い方たちは

今までどおりで、支払いの保険料のほうは問題なくそのまま進められて、高齢者だけ手厚く考え

ようという考えはいかがなものかと思うのですが。すみません。 

委員長 お願いします。 

請願者 若い人、現役世代の高額医療費についても、これまでずうっと引き上げが行われてきました。

それで、今度は若い人と高齢者の負担の公平ということで、高齢者を若い人と同じように合せて

いこうという、結局、行くところは、若い世代も高齢者も同じところに持っていくという考えな

んですね。結局どちらを合せるかというと、負担の高いほうに合せるという政策がずうっと続け

てこられたというふうに思います。 

   若い人も今、非正規雇用などがふえておりまして、高額療養費についてもですね、たしか一般

所得者８万円が上限だと思いますね。かつては４万円とか３万円で、低い金額だったんですけれ

ども、どんどん上げられてきています。決して若い人も優遇されているというわけでなくて、負

担がずうっと上げられてきたという経緯がございます。 

委員長 副委員長、よろしいですか。 

副委員長 はい。 

委員長 外にございませんか。 

大和田委員 では、なぜこれ国では患者負担増の計画を検討しているのですか。 

委員長 お願いします。 

請願者 私は国の立場ではないので、ちょっと答弁するのはおかしいかと思うんですけれども、国は

財政が困難だという理由で言ってきているんですけれども、それは財政の組み替えがね、私ども

は必要だと思いますし、例えば医療についても無駄遣いが結構あるのではないかと私自身も思っ

ています。例えば最近、がんの治療薬、オプジーボという薬が突然半額に下げられたという、あ

の値段の決め方も本当にいいかげんなものだったんですけれども、１年間投与すると 3,500万円

の医療費がかかるんです。余りにも高過ぎると。外国では５分の１とか２分の１で売られている

んですね。国は、日本で開発した薬だから高い値段をつけたとか言っていますけれども、私たち

も抗議して半額に落ちつきました。１人について 3,500万円を 1,750万円まで下げただけでも、

随分財源は生み出されると思います。 

委員長 よろしいですか。 
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   外にございますか。 

   じゃ、すみません、私から。 

   今の質問に多少関連するんですが、例えば財務省、財政制度等審議会でこの改革の方向を出さ

れたわけですよね。その中で、今、事務局長さんご説明になったような実情というか現状といい

ますかね、そういったものは議論されていないんでしょうかね。 

   お願いします。 

請願者 財政制度審議会の委員の多くは、大企業出身の方とか健保連の方とか、財務省関係の方とい

うことで、余り医療者からの委員も出席が出ていませんし、なかなか当事者の意見が反映しにく

い仕組みになっているというふうに思います。 

委員長 ありがとうございます。 

   これも、やはりちょっと同じようなまた質問になるんですが、いわゆる負担を見直す、負担額

を見直すことだけじゃなくて、医療費そのものを安くしてくれないのかなという、そうすれば患

者さんも払えるようになるんじゃないかなと思うんですけれども、その辺はどうなんでしょうね、

保険医協会さんとして。 

請願者 技術料と薬剤というふうに２つに分けられると思うんですけれども、あと検査とかですね。

検査とか薬というのは医療関係者の給与部分には当てはまらないで、検査会社に行ったり、機材

のメーカーに行ったりとか、あるいは薬は開発した製薬会社というふうに流れていくんですけれ

ども。人件費部分はですね、やっぱり昨今、働く人の給与も保障しなければいけないということ

で、それは私どもはやむを得ないと思っていますけれども、機械とか薬の開発に流れる部分につ

いては、もう少し、先ほどオプジーボの話もしましたけれども、薬の値段の決め方というのは全

くブラックボックスなものですので、透明化を図ると同時に適正な価格に落としていけるのでは

ないかというふうに思っています。 

   機械なんかもですね、新しく出た検査については導入している病院が少ないので、非常に機械

の値段も高くて、検査料も高くつくんですけれども、それが広く普及することによって機械の値

段も下がってきますから、検査料も安くできるというふうに思います。 

委員長 わかりました。ありがとうございます。 

副委員長 ちょっとこんなことを言いましたら語弊があるかもしれないんですが、後期高齢者の方々、

いくつも病院をまたがってかかっていたりする方がいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。

それで、薬なんかも、残薬というんですか、飲まないで残したりという方が結構いらっしゃって、

それも問題になっているんですけれども。余りにも安易に病院にかかるというような傾向はない

でしょうか。 

委員長 お願いします。 

請願者 高齢者の方がいくつも病院にかかっているというのは、やはり病院同士の連携というか、そ

れがうまくいっていないというのもあります。また、大きな病院に行っても、複数の科がありま

して、カルテは一つなんですけれども、診療科同士の連携がうまくいっていない。薬を二重に出
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してしまったりするということが見られるように思います。医療関係者の間でも、最近はそうい

うのを適正化を図っていこうという動きが出ております。 

   それから、残薬とか飲み残しなんかも非常に大きな問題になっていまして、今は薬剤師さんが

ですね、かかりつけ薬剤師という制度が去年からできまして、そういうのを一元的に管理してい

こうという新しい動きが出てきています。そうすることによって、そういった薬の無駄なんかも

解消されると思いますし、また、複数の薬を飲むことによってかえってぐあいが悪くなってしま

うというのが結構あるらしいんですね。そういうのも国のほうで、余りにも薬を多く飲んでいる

場合、その数を減らすことに対して診療報酬を若干つけましょうというのが昨年の診療報酬改定

でつきましたので、今後はそういう薬の飲み方についても見直しが図られていくんではないかと

いうふうに思います。 

委員長 よろしいですか。 

   外にございますでしょうか。 

     （なし） 

委員長 なければ、以上で説明者への質疑を終了いたします。 

   暫時休憩いたします。 

   説明者はご退席いただいて結構です。ありがとうございました。 

   再開を１時 40分といたします。 

     休憩（午後１時 27分） 

     再開（午後１時 43分） 

委員長 再開いたします。 

   これより各委員から意見をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

   何か意見ございますでしょうか。 

   大和田委員、ございますか。 

大和田委員 説明いただいてからなんですけれども、私も祖母が入院をしていて、窓口負担がとても

大変だというのを今経験しているわけなんですけれども、ですが、国の財政等鑑みますと、また、

先ほどの説明者からの話ですと、医療機関ですとか製薬会社は先ほど言ったブラックボックス的

なところの改革ですとか、また、このまま現行のままであると、今度は私のような現役世代に対

する負担増のほうに懸念されるんじゃないかというのがちょっと意見としてはあります。 

   以上です。 

委員長 冨山委員、いかがですか。 

冨山委員 私の父もそのような状況で病院に通って、医療費もかかるというのはあります。そして、

後期高齢者の方の財政状況も、年金のカットになっていって、だんだん厳しくなっていくのもわ

かりますが、やっぱり私たちの同じ、大和田委員もちょうど同じぐらいの年代ですが、この先、

年金すらどうなるかわからないという中で、負担は、できるだけ後期高齢者の方には軽減してあ

げたいと、そういう気持ちはありますが、国の財政事情と、それを考えながら、考慮しながらや
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っていかないといけない問題なのかなとは思います。そういう考えです。だから、私は仕方ない

のかな、今の医療費負担率というのに関しては、もう国も一生懸命やっている苦肉の策なのかな

と。負担してもらわないと、皆保険が崩れていってしまうような今状況にあるのかなというのも

思います、そのように。 

   以上です。 

委員長 君嶋委員、いかがでしょうか。 

君嶋委員 先ほどいろいろと説明も受け、現状、今の高齢者の方の医療費負担もわかりました。ただ、

これから少子高齢化の中で、高齢者、まだまだふえてくるのも現実だと思います。その中で医療

費がかかるのも、そうなると見えてきますし、そうなれば国の医療費負担もふえ、財政も厳しく

なる、そういう状況はもう既に見えてくるのもあるんで、やはりこれからは見直しをかけなけれ

ばならない時期も来ているのではないかと私は思います。 

   ただ、先ほど、薬、医薬品についても、いろいろ薬剤師との関係できちんとチェックをしても

らうとか、そういうもので、患者が病院をきちんと、ただかかるんではなく、自分の病気と一緒

にきちんと見ながらかかっていただいて、医療費を少しでも削減できるような対応をしていただ

ければよろしいんですけれども、これからまだまだ高齢者がふえるということになれば、その辺

の見直しをかけなければならないと私は思いますので、この点についてはちょっとのめないかな

と、反対かなと思います。 

   以上です。 

委員長 萩谷委員、いかがですか。 

萩谷委員 本当に出されたというのは、本当に気持ちは重々私もわかりまして、私の場合、親が今年

91 と 88 歳ということで、医者通いも結構しているわけですけれども、結構丈夫なほうですけれ

どもね。それと、私自身が前期高齢者になって、間もなくこういうこともあるのかなと思って不

安がいっぱいなんですけれども。ただ、君嶋委員から話が出ましたけれども、やはり国がパンク

されたんでは、もっともっとこれ大変なことが起きるということだと思うんです。確かに出して

いただいた趣旨も重々わかるし、私もこれから将来を考えると、ありがたいことだなと思うんで

すが、ただ、財政が苦しくて、結局今度は若者が減ってきている中で、また負担がどんどん若者

にふえるといったことになれば、日本経済にとっても大変なことですし、また皆さんも大変なこ

とが起きるんじゃないかなと思います。ある程度、一定の負担をみんなでしながら進めるという

のがいいのかなと私は考えていますけれどもね。 

   以上です。 

委員長 ありがとうございます。 

   副委員長、いかがでしょうか。 

副委員長 私、先ほども述べましたが、まず薬のもらい方とか病院のかかり方など、その辺を精査し

ていただいて、もう少し病院のかかり方とかも考えていただいてということで、先ほどもお話が

ありましたが、これからますます後期高齢者はふえてまいりますので、このような形で負担を軽
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くしていきますと、若い方たちの負担がますますふえていくんじゃないかと思います。ですから、

国民皆保険を守るためには、やはりみんながそれ相応の負担をしていかなければならないと思っ

ていますので、その辺はちょっと、今回のこれについてはちょっと考えさせていただきたいと思

います。 

委員長 それでは、お一人ずつご意見をいただきましたので、これにて意見のほうは終結いたしたい

と思います。 

   それでは、討論に入ります。 

   討論ございましたらお願いいたします。ございませんか。 

     （なし） 

委員長 ないようですので、これより請願第１号を採決いたします。 

   採決は挙手により行います。 

   請願第１号を採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

委員長 挙手なしと認め、請願第１号は不採択と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（午後１時 50分） 

     再開（午後１時 51分） 

委員長 社会福祉課が出席いたしました。 

   それでは、議案第 12号 那珂市障害支援区分認定審査会条例を議題といたします。 

   執行部より説明を求めます。 

社会福祉課長 社会福祉課でございます。課長の菊池以下３名の職員が出席をしております。よろし

くお願いします。 

   それでは、議案第 12号 那珂市障害支援区分認定審査会条例。 

   那珂市障害支援区分認定審査会条例を別紙のとおり制定するものとする。 

   平成 29年３月３日提出、那珂市長。 

   提案理由でございます。 

   障害支援区分認定審査会は、障害者総合支援法に基づきまして、毎週１回開かれる介護保険の

認定審査会に便乗する形で開催してまいりました。今年度については、介護保険認定審査会を五

十数回開催した中で、障害支援区分審査会については 21回開催したところでございます。 

   障害支援区分認定審査会委員の任期については、障害者総合支援法施行令に基づきまして２年

としていました。この後、介護長寿課のほうから、介護認定審査会委員の任期を２年から３年に

変更する条例改正の説明がありますが、障害支援区分認定審査会委員の任期についても、２年か

ら３年とするものでございます。 

   障害者総合支援法施行令で任期が２年を超え３年以内にするときは、市の条例により定めると

規定をされています。このため委員の定数のみを定めた那珂市障害者支援区分認定審査会の委員

の定数を定める条例、これを廃止をしまして、新たに委員の定数及び任期を定めた那珂市障害支
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援区分認定審査会条例を制定するものでございます。 

   施行につきましては、平成 29年４月１日を予定しております。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 ありがとうございます。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

   じゃ、私からすみません。 

   これ２年から３年に変更する理由というのは何なんでしょう、介護のほうに合せるということ

なんですか。 

社会福祉課長 これは介護保険と、これは医者の先生なんかも委員に入っていまして、同じメンバー

でやっているんですね。それで便乗するような形でやっていましたんで、今度、介護が２年から

３年にするということで、この障害区分のほうもそれに合せるということでございます。 

委員長 ということは、こちらとしては、いわゆる障害支援区分認定審査会は、その介護のほうに合

せるだけであって、そうすると、介護のほうは介護で、２年を３年に延ばす理由がまた別にある

ということですよね。障害認定の区分に合せるという答弁だったら、お互いこうなってしまうん

で、その辺どうなんでしょうか。 

社会福祉課長 これは、この後、介護のほうから説明があると思うんですけれども、介護のほうは、

国の制度の改正によりまして、３年にするというようなことでするわけでございます。 

委員長 わかりました。 

   外に質疑ございますか。 

     （なし） 

委員長 なければ質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 ないようですので、討論を終結いたします。 

   これより議案第 12号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第 12号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   続いて、議案第 22号 平成 29年度那珂市一般会計予算、社会福祉課所管部分を議題といたし

ます。 

   ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、３目障害福祉費について説明を求めます。 

社会福祉課長 それでは、説明いたします。 

   予算書 64ページをお願いいたします。 

   ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、本年度予算額８億 359万円でございます。

昨年度と比較しますと 6,800 万円強の増となっております。これにつきましては、65 ページ下
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段、保険課所管の国民健康保険特別会計繰出金の増が主な理由でございます。 

   続きまして、予算書 67ページをお願いいたします。下段でございます。 

   ３目障害福祉費、本年度予算額 11億 8,383万 2,000円でございます。那珂市には、平成 28年

４月１日現在、障害手帳を所持している方が 2,262名おります。この予算は、これらの障害のあ

る方に対する各種サービス等の予算でございます。本年度予算は、昨年と比較して 8,700万円強

の増額計上をしておりますが、この理由としまして、障害のある方が増加をしているということ

と、サービスの件数も増加をしているということから、増額計上という、これが主な要因でござ

います。 

   以上でございます。 

委員長 質疑ございませんか。 

冨山委員 66 ページ、社会福祉総務費、その他繰出金１億円というは、これはどういう、66 ページ

の上から４行目、その他繰出金。 

保健福祉部長 この１億円でございますが、65 ページの一番下に国民健康保険特別会計繰出金とい

うのがございます。これは保健課所管の予算になりますので、社会福祉課が持っている予算では

ございません。この１億円は、結局国保の運営をするにあたって、市の一般財源から繰り出す、

援助するというような形の１億円ということになります。 

   以上です。 

委員長 よろしいですか。 

   外にございますか。 

君嶋委員 65 ページ、下からですね、各種団体補助事業ということでちょっと２点お伺いをいたし

ます。 

   まず、主要事業説明書 51ページの中に那珂市ボランティア連絡協議会ということで 18万円、

ここに計上されていますけれども、まず何団体の団体に計上しているのかお伺いします。 

社会福祉課長 これはボランティア連絡協議会と申しまして、協議会のほうにその補助というか、出

していまして、やはりその団体がどんどん今減少傾向にあるというようなお話は聞いております。 

   以上でございます。 

委員長 お待ちください、今、団体の数を聞いていませんか。 

社会福祉課長 数ある協議会という、その頭に出しているんで、個別のその数というのは今ここでち

ょっと掌握はしておりません。 

君嶋委員 団体に一括してお金を出して、あとはその中で振り分けしてくれということですね。わか

りました。 

   じゃ、もう１点、その上に那珂市遺族会ということで、今年度は 67 万 8,000 円の予算を計上

されていますけれども、この中での事業ということで、多分、この文章の中で、次回参拝予定と

あります。次回じゃなくて今年のことですよね、これ。ここが間違っていると思うんですけれど

も。そうすると、今年この事業等は何月ごろ予定というか、計画しているのかお伺いいたします。 
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社会福祉課長 それは遺族会で３年に一遍行う靖国の参拝ということだと思うんですけれども、これ

はこれから遺族会のほうとお話をして、時期等を計画していく予定でおります。 

君嶋委員 時期はこれから検討するということですけれども、遺族会の方、もう高齢化してきていま

すね、だんだんね。その中で、高齢化している場合に、今後、遺族の方が亡くなった場合、その

後はどんなふうな対応をしていくのかというか、早く言えば、今多分遺族の方というのは、戦死

した方の兄弟か親か、本当に直系の方ということになっていると思うんですけれども、その方が

多分もう戦後ですから高齢化してきて、その方が亡くなったらもうそこで遺族会は終りなのか、

その会が終りになってしまうのか、その下のおいっことか、その方になれるのか、その辺をちょ

っと確認させていただきたいと思います。 

社会福祉課長 今、委員がおっしゃるとおり、非常に会員の減少というものがあることは事実だと思

います。前は、毎年、例えば参拝なりして、１泊でやっていた時期もあったと思うんですね。こ

れがその会員が減少しているということで、会との協議によって今の形になってきたわけでござ

います。今後につきましても、会員の方といろいろ協議をしながら、その会のあり方については

決めていきたいと思っています。 

君嶋委員 できればですね、この戦死した方への敬いというか、きちんとそういうのも継承というか、

継続というか、身内でつなげていただければ、そういう方向性もきちんとしていただければ、例

えばおいっことか、代々そこの方がその遺族会に入れるとか参加する、そして参拝できるような

形ができればよろしいかなと思うんで、それはうちのほうで希望的にお願いをしておきます。 

委員長 外にございますか。 

副委員長 68 ページのタクシー利用助成事業というのがございますね。これは、このタクシー利用

助成というのはどこまで行ってもタクシー利用オーケーなんでしょうか。 

社会福祉課長 どこまで行ってもと、これ１回で 600円という縛りがありますから、ですから、例え

ば水戸に行っても、600円以外を出していただければ使うことは可能です。 

副委員長 わかりました。 

委員長 外にございますか。 

冨山委員 高齢福祉費、67 ページなんですが、本年度では 228 万円増、この中の敬老事業なんです

が、敬老事業…… 

委員長 ちょっと待ってください。高齢福祉費は別な課、介護長寿課なんで。 

冨山委員 すみません、申しわけない。 

委員長 外にございますか。 

     （なし） 

委員長 なければ、続いて３款民生費、３項生活保護費、１目生活保護総務費、２目扶助費について

説明を求めます。 

社会福祉課長 それでは、予算書の 80ページをお願いします。 

   ３款民生費、３項生活保護費、１目生活保護総務費、本年度予算額 6,639万 5,000円です。 
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   続きまして、予算書 81ページ、中段でございます。よろしくお願いします。 

   ２目扶助費、本年度予算額４億 7,918万 9,000円でございます。生活保護の件数につきまして

は、平成 25年度までは 200世帯前後で推移をしていましたが、平成 26年度が 215世帯、平成 27

年度が 221世帯、本年度は当初で 224世帯でしたが、２月現在で 233世帯と増加傾向にあります。

非常に難しい事業でございます。いずれにしましても適正な事業運営に取り組んでいきたいと考

えております。 

   以上でございます。 

委員長 それでは、質疑ございませんか。 

大和田委員 先ほどちょっと副委員長とかぶってしまうんですけれども、生活保護の年代別割合が聞

きたいです。 

生活福祉Ｇ長 29 年３月１日現在なんですが、高齢の世帯で 52％、障がいをお持ちの世帯で 11％、

傷病を持っている世帯で 12％、その他で 24％という割合で今生活保護の状況となっております。 

   以上です。 

委員長 よろしいですか。 

   すみません、もう一度お願いします。 

生活福祉Ｇ長 高齢が 52％、こちら高齢は 65 歳以上の世帯のみで形成されている世帯を高齢世帯と

いうふうに呼んでおります。 

   続いて障がいの世帯、障がい者の世帯が 11％、続いて傷病、なんらかの理由で傷病をお持ち

になって働けないような世帯が 12％、その他の世帯としまして約 24％の割合で今生活保護を受

給している方がいらっしゃいます。 

委員長 よろしいですか。 

   外にございますでしょうか。 

     （なし） 

委員長 ないようですので、質疑を終結いたします。 

   以上で社会福祉課所管部分を終了いたします。 

   暫時休憩いたします。 

   入れかえをお願いいたします。ご苦労さまでした。 

     休憩（午後２時８分） 

     再開（午後２時９分） 

委員長 再開いたします。 

   こども課が出席いたしました。 

   議案第８号 那珂市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を議題といたします。 

   執行部より説明を求めます。 

こども課長 こども課課長の清水でございます。あと関係職員が出席しておりますので、よろしくお
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願いいたします。 

   それでは、議案第８号を説明させていただきます。 

   72ページになっているかと思います。 

   議案第８号 那珂市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例。 

   那珂市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 26 年那珂市

条例第 30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 29年３月３日提出、那珂市長。 

   提案の理由でございます。 

   学校教育法（昭和 22年法律第 26号）の一部が改正されたことに伴い、那珂市放課後児童健全

育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 26年那珂市条例第 30号）の一部を改

正するものでございます。 

   改正内容は、放課後児童支援員資格研修受講要件に新たに義務教育学校の教諭となる資格を有

する者を加えるものでございます。 

   次のページをお願いいたします。73ページでございます。 

   那珂市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例。 

   那珂市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 26 年那珂市

条例第 30号）の一部を次のように改正する。 

   第 10条第３項第４号中、「中学校」の次に「、義務教育学校」を加える。 

   附則、この条例は交付の日から施行する。 

   もう１枚ページをめくっていただけますでしょうか。 

   こちらに新旧対照表を上げてございます。左側が改正後でございます。 

   先ほどお話ししましたように、放課後健全育成の職員をうたう部分で、第 10 条第３項第４号、

破線の下になります。学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、そこに「義務教育学

校」を新たに加えるものでございます。高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者

というふうに改正するものでございます。 

   以上でございます。 

委員長 ご説明は終りました。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

副委員長 74 ページなんですが、ちょっと私、わかりづらいんですが、申しわけありません。幼稚

園、小学校、中学校、義務教育学校とありますが、小学校、中学校は、これは義務教育学校です

よね。それに加えて義務教育学校というのはどういうことですか。 

委員長 小学校と中学校が義務教育学校じゃないのかということですか。 

こども課長 簡単に言いますと、小中一貫の教育学校でございます。小学校６年間と中学校の３年間、
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こちらのほうを、教育指導要領はそのまま基づきますけれども、９年間を見通した教育を一貫し

て行う学校として、学校の種類の中に義務教育学校というものが新たに定められたものでござい

ます。 

委員長 よろしいですか。 

副委員長 そうだったんですか。わかりました。 

委員長 外にございますか。 

   じゃ、すみません、参考までに、今度は中等教育学校というのはどういう学校ですか。 

こども課長 こちらは義務教育学校よりも先に、学校の一つとして定められました中学校、高校を一

貫して教育をするという学校でございます。 

委員長 そうだったんですか。 

   外にございますか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結いたします。 

   これより議案第８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ございませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしと認め、議案第８号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   続きまして、議案第 22号 平成 29年度那珂市一般会計予算、こども課所管部分を議題といた

します。 

   ３款民生費、１項社会福祉費、６目医療福祉費についてご説明を求めます。 

こども課長 それでは、説明させていただきます。 

   71ページのほうをお開き願います。 

   ３款民生費、１項社会福祉費、６目医療福祉費３億 7,327万円でございます。こちらは、茨城

県の制度でございます妊産婦、小児、ひとり親世帯、重度身障者に係るマル福医療福祉制度の扶

助費と事務費でございます。今年度増額になっている要因といたしましては、小児マル福と妊産

婦マル福につきまして、市の単独事業といたしまして、平成 28年 10月から所得制限の撤廃のほ

うを実施させていただいております。これらの撤廃に伴いまして、昨年度から約 4,000万円増額

というふうにさせていただいております。 

   以上でございます。 

委員長 質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、続いて３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、２目児童措置費、３
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目保育諸費、４目発達相談センター費についてご説明を求めます。 

こども課長 続きまして、72ページになります。 

   ３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費１億 3,189万 2,000円でございます。主な

事業といたしましては、次の 73ページとなりますけれども、学童保育事業の１億 9,500万 7,000

円でございます。学童保育事業につきましては、現在、学童保育は小学４年生まで受け入れとい

うことで実施させていただいておりますけれども、菅谷地区の学童保育のうち、菅谷学童保育所

におきまして今年度プレハブ教室を設置し、平成 29 年度から全学童保育所で小学校６年生まで

の受け入れということを計画しております。 

   続きまして、75ページをお願いいたします。 

   ２目児童施設費 19 億 7,502 万 9,000 円でございます。こちらは、児童手当の支給及び民間保

育所等への児童の入所などに係る事業でございます。 

   新年度の予算の増額でございますけれども、主な要因としまして、民間保育所への施設給付費

の増額、それから児童扶養手当の扶助費の増額というものが主な要因になってございます。 

   続きまして、76ページのほうをお開き願いたいと思います。 

   ３目保育所費２億 3,575万円でございます。こちらは、公立であります菅谷保育所、それから

子育て支援センターの運営、そして管理費でございます。主に運営に係る人件費や臨時職員の賃

金等、それから運営管理に係る経費でございます。 

   新年度の予算としまして、増額の主な要因でございますけれども、菅谷保育所の施設の改修を

計画しておりまして、約 2,200万円の計上をさせていただいております。改修としましては、菅

谷保育所のデッキの改修、それから床の改修、そして多目的トイレの増設などを計画しておりま

す。 

   続きまして、79ページをお願いいたします。 

   ４目発達相談センター費でございます。1,870 万 1,000 円でございます。こちらにつきまして

は、発達障害児の相談、療育指導を行っております発達相談センターすまいるの運営に係る経費

でございます。今年度の予算につきましてですが、昨年度より約 300万円の減となっております

が、昨年度、工事費としてエアコンの工事費の減額によるものでございます。 

   以上でございます。 

委員長 ご説明は終りました。 

   質疑ございませんか。 

副委員長 75 ページの下のほうに病児保育補助事業とございますね。これは全部のところでやって

いるわけじゃないと思いますが、どことどこで補助されているんでしょうか。 

こども課長 病児保育事業につきましては、市のほうから那珂キッズクリニック、柏木先生のところ

にお願いして実施していただいております。 

副委員長 現在は、那珂市内では病児保育は那珂キッズクリニックのみでしょうか。 

こども課長 現在は那珂キッズクリニックさんだけでございます。 
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委員長 副委員長、よろしいですか。 

   外にございますか。 

大和田委員 75 ページの民間保育所等支援事業の地域子育て支援センター事業というのと 78 ページ

の子育て支援センター事業、これ違いは何ですか。 

委員長 どなたが答弁しますか、じゃ、ご担当の方。 

子育て支援Ｇ長 お答えします。 

   民間保育所支援事業のほうに含まれています子育て支援センター事業なんですけれども、こち

らは民間で２園、保育所ですね、ゆたか園さんと瓜連保育園さんで行っております、民間で行っ

ている支援センターに対しての補助事業ということで、別なページの子育て支援センター事業に

関しましては、公立で行っています、直営の支援センターの予算となっております。 

   以上です。 

委員長 よろしいですか。 

大和田委員 つぼみでいいですよね、はい。いいです。 

委員長 外にございますでしょうか。 

   じゃ、すみません、私から。 

   先ほどご説明のありました菅谷の学童保育所ですね。あそこプレハブ増設しまして、今までは、

外の学校はもう６年まで受け入れているところありましたよね。その菅谷のプレハブの増設によ

って、全ての学校で６年生まで受け入れが可能になったということでよろしいですか、理解して。 

こども課長 おっしゃるとおりでございます。菅谷地区が今までは４年生までだったものがプレハブ

の増設に伴いまして、29年度から全学童で６年生まで受け入れを可能にするということです。 

委員長 菅谷東もですか。 

こども課長 東もそうです。 

委員長 でも、東は前からそうだったんでしょう。 

こども課長 菅谷東と西と菅谷学童、３つの、菅谷地区につきましては４年生までということでお預

かりのほうをしていました。 

委員長 でも、プレハブを増設したから、菅谷学童ですよね。東と西はどうやってふやしたんですか。 

こども課長 菅谷地区は統一を図るために、菅谷学童のプレハブを増設する計画がございましたので、

それを待って、菅谷地区は全部６年生までというふうな形をとらせていただきました。 

委員長 ということは、東と西はあいていたけれども、菅谷を待っていたということですか。じゃな

い。 

子育て支援Ｇ長 お答えします。 

   昨年度に関しましては、プレハブの増築を実施したんですけれども、やはり受け入れ体制等の

不備とか、あと支援員のほうの手配とかがありまして、年度当初でちょっと対応が困難だったと

いうことで、今年度は菅谷小学校に関しての増築に伴って、６年生の受け入れを一体的に行える

ということで、決して待っていたわけではなくて、対応が間に合わなかったということで、１年
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おくらせていただいたことになります。 

   以上でございます。 

委員長 わかりました。 

   外にございますか。 

     （なし） 

委員長 では、続きまして、４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費、未熟児療育医療給付費業に

ついてご説明をお願いいたします。 

こども課長 それでは、引き続きまして 83ページをお願いいたします。中ほどの段になります。 

   ４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費１億 9,116万 6,000円でございます。 

   さらにページをめくっていただきまして、85ページのほうをお願いいたします。 

   右ページの丸が３つ目です、上から３つ目の未熟児養育医療給付費がこども課の所管となって

ございます。 

   こちらにつきましては、約 2,000グラム未満で養育のため病院等に入院することが必要と判断

されました乳幼児に対しまして、医療費の一部を助成している事業でございます。 

   以上でございます。 

委員長 質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 質疑を終結いたします。 

   以上でこども課所管部分を終了いたします。 

   暫時休憩いたします。 

   入れかえをお願いいたします。ご苦労さまでした。 

     休憩（午後２時 26分） 

     再開（午後２時 27分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

   健康推進課が出席いたしました。 

   議案第 22号 平成 29年度那珂市一般会計予算、健康推進課所管部分を議題といたします。 

   ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、２目予防費、３目健康増進事業費につい

てご説明お願いいたします。 

健康推進課長 健康推進課課長の片岡です。外３名が出席しております。 

   予算書 81ページから 83ページをお開きください。 

   ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、本年度予算額２億 6,115万 4,000円でご

ざいます。内容としましては、健康推進課、環境課の職員人件費のほか、献血推進事業、休日・

年末年始等におけます軽度の急病患者診療のための休日診療委託事業、常陸大宮済生会病院への

運営負担金、また、水戸市が中心となって周辺８市町村と協定を締結しました県央地域定住自立

圏連携事業等への各種負担金、そのほか総合保健福祉センターの運営に係ります総合保健福祉セ
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ンター管理事業等に関する予算でございます。 

   前年度と比較しまして 273万 3,000円の減となっております。内訳としましては、職員配置が

１名減になりましたことによります職員給料、職員手当関係の減によるものです。その中で、一

方で増しているものにつきましては、総合保健福祉センター管理事業の中で、高齢者福祉センタ

ーの空調のふぐあいによります空調改修設備改修工事のための実施設計委託料等を新たに計上し

ております。 

   １目については以上になります。 

   続きまして、予算書 83ページをお願いいたします。 

   ２目予防費、本年度予算額１億 9,116万 6,000円でございます。内容としましては、予防接種

法に基づきました定期予防接種や任意予防接種実施のための予防接種事業、妊婦や乳幼児の健康

診査を実施するための母子健康診査・健康相談事業、乳児家庭全戸訪問事業、不妊治療費助成事

業等に係る予算でございます。 

   前年度と比較しまして 195万円の減となっております。内容としましては、母子健康診査・健

康相談事業等に係ります妊婦・乳幼児健診委託料等の減になっております。 

   続きまして、予算書 85ページから 86ページをお願いいたします。 

   ３目健康増進事業費、本年度予算額 5,952万 8,000円でございます。内容としましては、疾病

の早期発見や健康保持・増進を図るための生活習慣病予防健診、特定健診、また、胃がんや大腸

がん等の各種検診などの総合健診を実施するための各種健診事業費、また、乳がんや子宮がんの

検診対象者のうち、特定年齢の方へ無料クーポン等の配布によりまして、女性がんの検診勧奨を

図りますためのがん検診推進事業費、また、団体補助としまして、那珂市食生活改善推進員協議

会への補助金等に係る予算でございます。 

   前年度と比較しまして 551万 5,000円の増となっております。内容としましては、国の補助内

容の変更に伴いまして、がん検診推進事業費に係る分の検診委託料が減しております。その一方

で、予算の組み替えとしまして、各種健診事業の中で検診委託料、検診予約業務委託等を新たに

入れましたことによりまして、増となっております。 

   説明としては以上になります。 

委員長 説明が終りました。 

   質疑ございませんか。 

冨山委員 福祉センター管理事業、これは社会福祉協議会。 

健康推進課長 総合福祉センター管理事業の指定管理につきましては、平成 28 年度で現契約が切れ

ますので、昨年 10 月に指定管理選定委員会のほうを内部で開きまして、引き続き社会福祉協議

会のほうが指定管理者として、29年度から指定管理をお願いするような形になっております。 

冨山委員 毎月約 300万円、事業内容というのは、管理だけですか。 

健康推進課長 総合福祉センター管理事業の内容としましては、本年度予算額 4,707万 9,000円を計

上してございます。内訳としましては、火災保険等の役務費が 24 万 6,000 円、それから直接指
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定管理の委託料に係りますものは、社会福祉協議会の委託料が 3,600万円となっております。そ

のほか、先ほど説明しました高齢者福祉センターの空調設備のふぐあいによります実施設計委託

料 226万 8,000円を新たに上げております。そのほかの費用としましては、土地代、賃借料とし

まして 919万 5,000円を計上しております。 

   内訳としては以上になります。 

冨山委員 あともう一つ、敷地借上げ料、これも結構な、月にすると 76 万円ぐらいになるんですけ

れども、結構大きな敷地を、市の土地じゃないところを借りているということなんですよね。 

健康推進課長 敷地借り上げにつきましては、８筆で約 7,500平米ほどの借地をしております。 

委員長 冨山委員、よろしいですか。 

冨山委員 わかりました。 

委員長 外にございますか。 

大和田委員 がん検診推進事業費で、ありがとうございます。30 歳からエコーを毎年実施というこ

とで、検診の委託料は余り変らなくできるんでしょうか。 

健康推進課長 委託料は前年度と同じく、個人負担については同じような形で進めてまいります。 

大和田委員 毎年できるということで。ありがとうございます。 

委員長 外にございますか。 

君嶋委員 83 ページの休日診療委託事業、この事業については、市内の委託病院等でしょうけれど

も、午前中のみ、変更はないですか。いろんな話をお願いしているんですけれども、できれば午

後までとか、夕方までとか、場所を変えてほかでもその治療をやっていただければというような

希望もあるんですけれども、その時間帯、変更はそのままなしで。 

健康推進課長 こちらにつきましては、那珂医師会のほうと契約を結びまして、17 の市内医療機関

のほうと契約して行っております。医師会との協議の中で、時間につきましては午前９時から

11時半までということで、こちらのほうについては前年度と変更がございません。 

君嶋委員 その以外の時間帯にぐあいが悪くなった場合は、じゃ、どのようにされているんですか。 

健康推進課長 こちらにつきましては、先ほどお話ししました水戸市を中心としました県央地域定住

自立圏の中で、水戸市とかひたちなか市の休日・夜間診療センターのほうに那珂市からかなりの

方がかかられている実績がございます。平成 28 年７月に水戸市と那珂市のほうで定住自立圏の

協定を結びましたので、その中で、休日救急医療、夜間診療につきましては、那珂市が水戸市に

一部負担をすることによりまして、水戸市の休日・夜間救急医療センターのほうを使えるような

形で協定を結んでおります。こちらのほうで対応していくような形で、住民の方に説明をしたい

と思っております。 

君嶋委員 そうすると、那珂市から電話すれば、那珂市ですと言っても受け入れはオーケーというこ

とですよね。 

健康推進課長 現在も水戸市とか、あと、ひたちなか総合病院の休日・夜間診療センターのほうは、

市外の方も受け入れていただいていますので、その分に見合った分の負担をするというような協
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定でございます。 

委員長 君嶋委員、よろしいですか。 

君嶋委員 わかりました。いいです。よろしくお願いします。 

委員長 よろしいですか。ありがとうございます。 

   外にございますか。 

     （なし） 

委員長 なければ質疑を終結いたします。 

   以上で健康推進課所管部分を終了いたします。 

   暫時休憩します。 

   入れかえをお願いいたします。 

   再開を２時 50分といたします。 

     休憩（午後２時 40分） 

     再開（午後２時 50分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

   保険課が出席いたしました。 

   議案第 16号 平成 28年度那珂市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第４号）を議

題といたします。 

   執行部より説明を求めます。 

保険課長 保険課長の先崎です。外２名が出席しております。よろしくお願いします。 

   ご説明申しあげます。 

   議案第 16号 平成 28年度那珂市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第４号）につ

いてご説明申しあげます。 

   議案書の４ページをお開きください。 

   ２、歳入でございます。款、項、補正額の順に申しあげます。 

   １款国民健康保険税、１項国民健康保険税、２目退職被保険者等国民健康保険税、補正額

1,250万円の減。 

   ３款国庫支出金、１項国庫負担金、補正額 1,477万 3,000円の減。 

   同じく３款国庫支出金、２項国庫補助金、補正額 268万 1,000円の減。 

   ４款療養給付費等交付金、１項療養給付費等交付金、補正額 4,497万円の減。 

   ６款県支出金、１項県負担金、補正額 163万 8,000円の減。 

   同じく２項県補助金、補正額 310万 2,000円の減。 

   ７款共同事業交付金、１項共同事業交付金、補正額１億 8,032万 2,000円の減。 

   ９款繰入金、１項他会計繰入金、補正額 4,353万 6,000円の増。 

   同じく９款繰入金、２項基金繰入金、補正額 3,906万 3,000円の増。 

   10款繰越金、１項繰越金、補正額 2,918万 8,000円の増でございます。 
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   次のページをお開きください。歳出になります。 

   ２款保険給付費、１項療養諸費、２目退職被保険者等療養給付費 4,000万円の減でございます。 

   同じく２項高額療養費、３目一般被保険者高額介護合算療養費 65 万 5,000 円の増でございま

す。 

   同じく４項出産育児諸費、１目出産育児一時金 600万円の減でございます。 

   次のページになります、７ページになります。 

   ７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業医療費拠出金 655 万

5,000円の減でございます。 

   ４目保険財政共同安定化事業拠出金 9,629万 9,000円の減でございます。 

   以上でございます。よろしくお願いします。 

委員長 ご説明が終りました。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。討論ございますか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結いたします。 

   これより議案第 16号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第 16号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   続いて、議案第 21号 平成 28年度那珂市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を議題

といたします。 

   執行部より説明を求めます。 

保険課長 ４ページをお開きください。 

   ２、歳入でございます。同じく款、項、補正額で申しあげます。 

   １款保険料、１項後期高齢者医療保険料、補正額 1,337万 5,000円の増。 

   ３款繰入金、１項他会計繰入金、補正額 266万 4,000円の減でございます。 

   ５款繰越金、１項繰越金、補正額 92万円の増になります。 

   次のページになります、５ページです。 

   歳出になります。 

   １款分担金及び負担金、１項広域連合負担金、１目広域連合納付金、補正額 1,163万 1,000円

の増でございます。 

   以上でございます。よろしくお願いします。 

委員長 ご説明は終りました。 
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   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結いたします。 

   これより議案第 21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ございませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第 21号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   続きまして、議案第 22号 平成 29年度那珂市一般会計予算、保険課所管部分を議題といたし

ます。 

   ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、４目国民年金費、５目後期高齢者医療費、

７目高額療養費貸付金、９目出産費資金貸付金について説明を求めます。 

保険課長 予算書の 64ページをお開きください。 

   ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、本年度８億 359万円のうち、保険課所管

分につきましては、次のページの 65 ページの一番下の段になります、国民健康保険特別会計繰

出金４億 6,725万 2,000円が所管部分になっております。ここについては、昨年度より 5,000万

円ほどふえております。この 5,000万円の内訳につきましては、一般会計からのその他繰り入れ

ということで、昨年まで 5,000万円いただきました。今年度も補正で 5,000万円追加しておりま

す。来年度当初においても、やっぱり従来の１億円をいただくことでご提案させていただいてお

ります。 

   70ページをお開きください。 

   ４目国民年金費、本年度予算額 514万 5,000円でございます。 

   続きまして、５目後期高齢者医療費、本年度予算額６億 8,442万 4,000円、昨年度と比べまし

て 4,295万 9,000円ほどふえております。主な増につきましては、71ページにあります後期高齢

者医療費、こちらのほうで大体 5,000万円ぐらいふえております。その部分が主な増になってお

ります。 

   また、後期高齢者医療事務費の中で新たな事業としまして、印刷製本費としまして 17 万

3,000 円ほど計上させていただいております。この印刷製本費の中身につきましては、お薬エコ

バッグ、家庭における残薬解消とか、いろんな調剤薬局から薬を多量にもらって、家に余ってい

るよと。そういう部分で、これは高齢者とか１人でお薬の管理ができないような方をいろいろ民

生委員さんとかケースワーカーとか調剤薬局の先生方にお願いをして、この人にはこういうバッ

グをつくって配って、これに薬を入れたり、保険証を入れたり、処方箋が出たときに薬局に行っ

て、こういう薬があれば、そこで残薬があれば、新たな処方箋からその薬を減らすことの調整が
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できるような今制度になっておりますので、要するに薬の医療資源の有効利用ということ、そう

いうことも考えておりまして、今年度新たに、形はこれとは変るかもしれませんが、対象者を限

定して配って、少しでも医療費の適正化に努めたいということで予算措置をさせていただいてお

ります。 

   あともう一点なんですが、既に国保のほうではやってはいるんですが、人間ドック助成、こち

らの部分につきましても、後期高齢者健診というのをやっています、自己負担は無料なんですが。

こちらのほうの方においても、やっぱり人間ドック、国保のほうで 5,000円なんですが、もらっ

て、後期に、75 歳になってしまうと、今までドックやっていたからやりたいよということで、

ご要望が窓口で相当ありました。こちらにつきましても 5,000 円で 80 名、40 万円ほど予算措置

をさせていただいております。 

   なお、この 40 万円につきましては、県の広域連合から交付金という形で市のほうに戻ること

が可能になっておりますので、財源的には持ち出しがなくて、当分の間、事業を継続できるよう

な状況になっていますので、計上しております。ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

   続きまして、次のページ、７目ですね。７目高額療養費貸付金、本年度予算額 400万円でござ

います。 

   次のページをお開きください。72ページになります。 

   ９目出産費資金貸付金 33万 6,000円でございます。 

   以上です。 

委員長 ご説明は終りました。 

   質疑ございませんか。 

   すみません、私から。 

   先ほどの後期高齢者医療事務費のいわゆる後期高齢者の方のドックの費用、無料なんですか。 

保険課長 ドックが無料じゃございませんで、後期高齢者健診、健診自体は高齢者無料で受けられる

んですよ。中にはドックを受けているから高齢者健診も受けない方がいるわけです。おかげさま

で国保のほうで人間ドック助成を始めましたね。その方が今度 75 歳で後期にいってしまうと、

その制度がないのかということで、ぜひ検討してくれということで、市民の方からも多数要望が

ありました。やっぱり後期高齢者健診を受けない代りにドックをやっている人がいるわけです。

その方に国保と同じように 5,000円を、健康にお金をかけている、気を使っているということで、

5,000 円をバックしてあげる。この 5,000 円については、先ほど申しましたように、県の広域連

合のほうから市のほうに歳入として見込めておりますので、市の持ち出しなしで、加入者へのサ

ービスといいますか、給付ができるというような制度になっております。 

委員長 それが新規事業なんですか。 

保険課長 そうです。国保は 28年度から始まって、29年からは後期もということです。 

委員長 わかりました。 

副委員長 先ほどお薬の袋がございましたね。これちょっと私、聞き忘れてしまいました。どなたに、
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どういう方を対象にそれは配られるんでしょう。 

保険課長 基本的には、１人で薬の管理ができない方、例えば痴呆症の方とか、独居老人でケースワ

ーカーさんとか民生委員さんとか訪問しますよね。そうすると、そのお宅に行くと、薬がいろん

なところからもらってごちゃごちゃになっているよと。そういう方がいるわけですよ、現実的に。

そういう方に対して、民生委員とか調剤薬局の薬剤師さんとかを経由しながら配ってもらって。

要するにどなたを対象と言われれば、自分で薬の管理ができないような方を見定めて、効果的に

出してあげると。それを保険証も入れておく、災害のときも助かりますよね、薬も入れておく。

そういうことで、薬の資源も有効に使えるように啓発をしていこうということで、29 年度から

考えております。 

副委員長 それは、新しく始まる事業ですね。 

保険課長 そうです。 

副委員長 そうですか、じゃ、成果を楽しみにしております。 

保険課長 頑張ります。 

委員長 外にございませんか。 

     （なし） 

委員長 以上で質疑を終結いたします。 

   続きまして、議案第 23号 平成 29年度那珂市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算を議題

といたします。 

   歳入について、執行部より一括して説明を求めます。 

保険課長 予算書の 191ページをお開きください。 

   ２、歳入でございます。款、項、予算額で申しあげます。 

   １款国民健康保険税、１項国民健康保険税 12億 6,347万 8,000円。 

   ２款使用料及び手数料、１項手数料 110万円。 

   次のページをお開きください。 

   ３款国庫支出金、１項国庫負担金 11億 178万 2,000円でございます。 

   同じく２項国庫補助金２億 9,989万 2,000円でございます。 

   ４款療養給付費等交付金、１項療養給付費等交付金１億 4,568万 1,000円でございます。 

   ５款前期高齢者交付金、１項前期高齢者交付金 15億 8,257万 4,000円でございます。 

   ６款県支出金、１項県負担金 4,817万 3,000円でございます。 

   ２項県補助金２億 9,632万 7,000円でございます。 

   ７款共同事業交付金、１項共同事業交付金 13億 6,343万 9,000円でございます。 

   ８款財産収入、１項財産運用収入７万円でございます。 

   ９款繰入金、１項他会計繰入金４億 6,725万 2,000円でございます。 

   ２項基金繰入金２億 6,689万円でございます。 

   次のページをお開きください。 
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   10款繰越金、１項繰越金 2,000円でございます。 

   11款諸収入、１項延滞金及び過料 1,500万 1,000円でございます。 

   同じく２項預金利子 1,000円でございます。 

   ３項雑入 333万 8,000円でございます。 

   以上になります。よろしくお願いします。 

委員長 ご説明は終りました。 

   歳入について質疑を行います。質疑ございますか。 

     （なし） 

委員長 質疑を終結いたします。 

   続きまして、歳出について、執行部より一括して説明を求めます。 

保険課長 195ページになります。 

   １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費 6,040万 7,000円でございます。 

   ２目連合会負担金 188万 8,000円でございます。 

   次のページをお開きください。 

   ２項徴税費、１目賦課費 92万円でございます。 

   ３項運営協議会費、１目運営協議会費 41万 8,000円でございます。 

   次のページをお開きください。 

   同じく４項趣旨普及費、１目趣旨普及費 76万 1,000円でございます。 

   ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費 34 億 4,243 万 5,000 円でござ

います。 

   ２目退職被保険者等療養給付費１億 1,287万 2,000円でございます。 

   ３目一般被保険者療養費 2,358万 5,000円でございます。 

   次のページをお開きください。 

   ４目退職被保険者等療養費 91万 5,000円でございます。 

   ５目審査支払手数料 1,234万 9,000円でございます。 

   同じく２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費４億 4,425万 8,000円でございます。 

   ２目退職被保険者等高額療養費 1,863万 1,000円でございます。 

   次のページをお開きください。 

   ３目一般被保険者高額介護合算療養費 30万円でございます。 

   ４目退職被保険者等高額介護合算療養５万円でございます。 

   同じく３項移送費、１目一般被保険者移送費 10万円でございます。 

   ２目退職被保険者移送費５万円でございます。 

   次のページをお開きください。 

   ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金 2,520万円でございます。 

   ２目支払手数料１万 3,000円でございます。 
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   ５項葬祭諸費、１目葬祭費 360万円でございます。 

   次のページをお願いします。 

   ３款後期高齢者支援金等、１項後期高齢者支援金等、１目後期高齢者支援金７億 8,784 万

4,000円です。 

   ２目後期高齢者関係事務費拠出金７万 4,000円でございます。 

   ４款前期高齢者納付金等、１項前期高齢者納付金等 81万 2,000円でございます。 

   次のページをお開きください。 

   ２目前期高齢者関係事務費拠出金５万 9,000円でございます。 

   ５款老人保健拠出金、１項老人保健拠出金、１目老人保健事務費拠出金２万 4,000円でござい

ます。 

   ６款介護納付金、１項介護納付金、１目介護納付金３億 4,312万 7,000円でございます。 

   次のページをお開きください。 

   ７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業医療費拠出金１億 6,194

万 2,000円でございます。 

   ２目高額医療費共同事業事務費拠出金 1,000円でございます。 

   ３目その他共同事業拠出金 2,000円でございます。 

   ４目保険財政共同安定化事業拠出金 13億 5,676万 3,000円でございます。 

   次のページをお願いします。 

   ８款保健事業費、１項保健事業費、１目保健衛生普及費 260万 6,000円でございます。 

   同じく２項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査等事業費 4,268万 5,000円でございます。 

   次のページをお開きください。 

   ９款基金積立金、１項基金積立金、１目支払準備基金積立金７万円でございます。 

   10 款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険税還付金 420 万円でござ

います。 

   次のページをお開きください。 

   ２目退職被保険者等保険税還付金 20万円でございます。 

   ３目償還金 1,000円でございます。 

   ４目一般被保険者還付加算金 20万円でございます。 

   ５目退職被保険者等還付加算金５万円でございます。 

   次のページをお開きください。 

   11款予備費、１項予備費、１目予備費 558万 8,000円でございます。 

   以上でございます。よろしくお願いします。 

委員長 歳出についてのご説明が終りました。 

   これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

     （なし） 
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委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結いたします。 

   これより議案第 23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ございませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第 23号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   続きまして、議案第 29号 平成 29年度那珂市後期高齢者医療特別会計予算を議題といたしま

す。 

   歳入について、執行部より一括して説明を求めます。 

保険課長 予算書の 319ページをお開きください。歳入でございます。 

   １款保険料、１項後期高齢者医療保険料、本年度予算額４億 6,778万 5,000円。 

   ２款使用料及び手数料、１項手数料、本年度予算額７万円です。 

   ３款繰入金、１項他会計繰入金、本年度予算額１億 2,342万 2,000円でございます。 

   ４款諸収入、１項延滞金及び過料、本年度予算額 10万 1,000円でございます。 

   同じく２項償還金及び還付加算金、本年度予算額 62万円です。 

   次のページをお開きください。 

   ３項雑入、本年度予算額 1,000円でございます。 

   ５款繰越金、１項繰越金、本年度予算額 1,000円でございます。よろしくお願いします。 

委員長 歳入についてご説明が終りました。 

   これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

議長 すみません、後期高齢者、ますます高齢化でふえていくと思うんですけれども、今、那珂市の

人口約五万五千いくつ、この中で後期高齢者と言われる方はどのぐらいの割合、人数いますかね。 

保険課長 ２月末で 8,024名です。年間ベースでいいますと、大体 200人ぐらい毎年ふえています。

年間 600人ぐらい、月 50から 60人到達するんですけれども、結局亡くなる方もいますので、総

体では年間 200人ぐらいずつふえるペースで来ております。今後もふえると思います。 

委員長 よろしいですか。 

   外にございませんか。 

     （なし） 

委員長 質疑を終結いたします。 

   続きまして、歳出について、執行部より一括して説明を求めます。 

保険課長 321ページになります。 

   １款分担金及び負担金、１項広域連合負担金、１目広域連合納付金、本年度予算額５億 8,985

万 7,000円でございます。 
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   ２款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金 60万円。 

   ２項還付加算金２万円。 

   次のページをお開きください。 

   同じく２項繰出金、１目一般会計繰出金 1,000円でございます。 

   ３款予備費、１項予備費、１目予備費 152万 2,000円でございます。 

   以上でございます。よろしくお願いします。 

委員長 ご説明が終りました。 

   これより歳出について質疑を行います。質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結いたします。 

   これより議案第 29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ございませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第 29号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   以上で保険課所管部分を終了いたします。 

   暫時休憩します。 

   入れかえをお願いいたします。お疲れさまでした。 

     休憩（午後３時 15分） 

     再開（午後３時 17分） 

委員長 再開いたします。 

   介護長寿課が出席いたしました。 

   議案第９号 那珂市介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

   執行部より説明を求めます。 

介護長寿課長 介護長寿課長の平松でございます。外３名の職員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、議案書の 76ページをお開き願いたいと思います。 

   議案の第９号になります。那珂市介護保険条例の一部を改正する条例になります。 

   提案理由でございます。 

   介護保険法施行例（平成 10 年政令第 412 号）の一部が改正されたことによりまして、那珂市

の介護保険条例（平成 12年那珂町条例第 36号）の一部を改正するものでございます。 

   改正内容でございますが、これまで那珂市の介護保険条例には、介護認定審査会の委員の任期

についての規定がなく、上位法の介護保険法施行例の規定によりまして、任期を２年として運用
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しておりましたが、このたび介護認定審査会の委員の任期について、２年を超え３年以下の期間

で市町村が条例で定めることができることになりましたので、本条例を改正をいたしまして、任

期を３年とするものでございます。 

   次のページ、77ページにつきましては、改正条文の本文になります。 

   続きまして、78ページにつきましては、新旧対照表を添付してございます。 

   続きまして、79ページにつきましては、改正する条例の概要でございます。 

   改正の理由につきましては、提案理由と同じでございます。 

   それでは、戻っていただきまして、77ページをお願いしたいと思います。 

   77ページ、改正条文の本文でございます。 

   第２条の次に次の１条を加える。「認定審査会の委員の任期は３年とする。ただし、委員が欠

けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。２、委員は再任をすることが

できる」 

   附則といたしまして、施行日は平成 29年４月１日でございます。 

   以上で説明を終りにいたします。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明は終りました。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

   すみません、じゃ、私からちょっと。 

   先ほど社会福祉課さんから、障害支援区分認定審査会条例を制定するにあたり、今回のこの介

護認定審査会の委員の任期が法改正によって３年になったから、それに合せるんだというご答弁

があったんですが、今、課長のご説明を伺うと、３年になったんじゃなくて、２年から３年の間

で自由に定めることができるということですよね。ということは、法で３年にしなさいとなった

わけではないですよね。何か先ほどの社会福祉課さんの説明だと、私そのように聞こえたんです

けれども。では、それはさかのぼってもしようがないので、改めて２年から３年の間で、あえて

３年にする理由をお聞かせいただけますでしょうか。 

介護長寿課長 この介護認定の審査会の審査というのは、大変専門的な知識が必要となりますので、

そうしますと、１年でも長く経験を積んでいただきまして、知識と経験を蓄積をしていただきま

して、より高い専門性で幅広い見識の中で判断をしていただきたいという私どもの思いがありま

して、２年よりは３年、経験を積んでお願いしたいということで改正をさせていただくものでご

ざいます。 

委員長 わかりました。ありがとうございます。 

   外にございますか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。討論ございませんか。 

     （なし） 
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委員長 討論を終結いたします。 

   これより議案第９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ございませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第９号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   続いて、議案第 19号 平成 28年度那珂市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第４

号）を議題といたします。 

   執行部より説明を求めます。 

介護長寿課長 議案の第 19号になります。平成 28年度那珂市介護保険特別会計（保険事業勘定）補

正予算（第４号）をお願いしたいと思います。 

   ４ページをお願いしたいと思います。 

   歳入の部になります。款、項、目、補正額の順に読み上げをさせていただきます。 

   ３款国庫支出金、１項国庫負担金、補正額 2,329万 9,000円の減でございます。 

   ３款国庫支出金、２項国庫補助金 36万 7,000円。 

   ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金 7,864万 9,000円の減でございます。 

   ５款県支出金、１項県負担金 2,041万 7,000円の減でございます。 

   ７款繰入金、１項一般会計繰入金 1,681万 3,000円の減。 

   ７款繰入金、２項基金繰入金 1,224万 9,000円の減でございます。 

   次のページをお願いいたします。 

   ８款繰越金、１項繰越金 6,825万 9,000円でございます。 

   こちらの歳入につきましては、平成 28 年度分の介護サービス給付費の見込み額が当初の予算

を下回ったことによります歳入の減でございます。 

   続きまして、次のページをお開き願います。 

   歳出になります。 

   ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目介護サービス給付費１億 3,450万円の減。こ

ちらにつきましては、見込んでおりました介護サービス給付費のほうが前年に比べまして 3.2％

ほど減になったということで、歳出を減させていただいてございます。 

   ５款基金積立金、１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金 5,140万 4,000円。 

   ６款諸支出金、４項利用者負担額軽減費、１目利用者負担額軽減費 29万 5,000円。 

   以上でございます。 

委員長 説明は終りました。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。討論ございませんか。 
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     （なし） 

委員長 討論を終結いたします。 

   これより議案第 19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ございませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第 19号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   続きまして、議案第 22号 平成 29年度那珂市一般会計予算（介護長寿課所管部分）を議題と

いたします。 

   ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、２目高齢福祉費、８目介護保険費につい

て説明を求めます。 

介護長寿課長 それでは、予算書の 65ページをお開き願いたいと思います。 

   款、項、目、本年度予算額の順に読み上げをさせていただきます。 

   ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、右側の丸で囲んでございます下から２番

目、外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給事業 1,000円、これが介護長寿課所管の事業にな

ります。 

   次のページをお開き願います。中段になります。 

   ２目の高齢福祉費、本年度予算額１億 1,722 万 2,000 円。各種団体補助事業から 67 ページの

高齢福祉事務費までの７事業が介護長寿課の所管の事業になります。 

   続きまして、71ページをお願いいたします。一番下の段になります。 

８目介護保険費７億 4,040万 8,000円。介護保険低所得者利用者負担対策費から次のページの

介護施設等整備事業までの３事業が介護長寿課の所管の事業になります。前年度の比較で１億

650万円の増になってございまして、その主な要因につきましては、72ページの介護施設等整備

事業費の 8,105万 9,000円が主な理由でございます。 

   以上でございます。 

委員長 説明は終りました。 

   質疑ございませんか。 

冨山委員 66 から 67 ページにかけてなんですが、敬老事業。これはバス借り上げと地区の敬老事業

がほとんどだと思うんですけれども、例えばグランドゴルフ大会とか歩く会とか、補助金、多分

これには計上されていないとは思うんですが、体力づくりなどをする方に対して、敬老事業なん

かで予算を補助してあげるなんていうのは行っていないのかお伺いしたいんですが。 

介護長寿課長 今ご質問いただきました件につきましては、社会福祉協議会の事業の中でやっていた

だいております。 

冨山委員 わかりました。 

委員長 よろしいですか。 

   外にございませんか。 
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副委員長 すみません、65 ページで外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給事業 1,000 円という

のは、これはどのようなことをされたんでしょうか。 

介護長寿課長 これにつきましては、名目予算ということでございます。ですから、これ該当する場

合には、補正をかけてということになります。 

委員長 副委員長、よろしいですか。 

   外にございませんか。 

君嶋委員 67 ページの敬老事業、これよろしいですよね。事業説明書の中では 65 ページなんですけ

れども、この開催実績等を見させていただいて、高齢者はふえているんですけれども、出席率と

いうか、需要率がやっぱり大分下がってきているんですけれども、この事業というのはこれから

もあれですかね、進めていく事業なのか、その点についてちょっとお伺いします。 

介護長寿課長 当面は進めていきたいというふうに考えております。ただ、やはり今ご指摘がありま

したように、出席率が極端に低くなった場合につきましては、開催方法も含めて再検討の必要は

あるというふうに考えております。ただ、実際敬老会のほうに参加していただいた高齢者の方の

ご意見をいただきますと、このために大変楽しみにしていただけるとか、また、そのときに近所

との交流ができるとかということで、大変喜んでいらっしゃる方のご意見もたくさん聞いており

ますので、できるだけ継続できるようには努力したいというふうには考えてございます。 

君嶋委員 今の説明でね、やはり楽しみにしている方もいるということですけれども、この状況を見

ながら今後いろいろ検討しなければならないと思うんですけれども、今年は予算を上げています

し、そういう楽しみにしている方もいるということなんで、できるだけＰＲとか声かけをやって、

各自治会のほうとまちづくりにお願いして、参加者もふやしていただけるようにしていただけれ

ばと思います。よろしくお願いします。 

委員長 よろしいですか。 

   外にございませんか。 

大和田委員 72 ページの介護施設等整備事業なんですけれども、開設準備経費等支援事業というこ

となんですけれども、開設はどこに。 

介護長寿課長 この補助金には２つございまして、まず、地域密着型サービスの整備の助成というこ

とで、グループホームが１ユニット追加になります。こちらの分が、もともと９床、９人しか入

れなかったところが、昨年、常任委員会でも報告させていただいたんですが、選定した結果によ

りまして、もう１ユニットをつくることができるようになりましたので、その分についての補助

金がついたということがまず１点ございます。その外に、あとは瓜連の駅の北側に、サーボの跡

地のところに、特別養護老人ホームが今度開設をすることになりますが、そこに関する開設準備

の補助金ということでございます。 

   以上でございます。 

大和田委員 ありがとうございます。 

委員長 外にございませんか。 
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     （なし） 

委員長 以上で質疑を終結いたします。 

   続きまして、議案第 27号 平成 29年度那珂市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算を議題

といたします。 

   まず歳入について、執行部より一括して説明を求めます。 

介護長寿課長 予算書の 273ページをごらんいただきたいと思います。 

   歳入の部になります。款、項、本年度予算額の順に読み上げをさせていただきます。 

   １款保険料、１項介護保険料、本年度予算額 10 億 2,860 万 4,000 円、前年度との比較により

まして 3.4％ほどの増を見込んでございます。 

   ２款使用料及び手数料、１項手数料 12万 5,000円。 

   ３款国庫支出金、１項国庫負担金７億 8,378万 9,000円。 

   次のページをお開きください。 

   ３款国庫支出金、２項国庫補助金２億 4,157万 9,000円。 

   ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金 12億 6,332万 3,000円。 

   ５款県支出金、１項県負担金６億 5,790万 9,000円。 

   ５款県支出金、２項財政安定化基金支出金 2,000円。 

   次のページをごらんください。 

   ５款県支出金、３項県補助金 2,699万 7,000円。 

   ６款財産収入、１項財産運用収入 1,000円。 

   次のページをごらんいただきます。 

   ７款繰入金、１項一般会計繰入金６億 5,934万 8,000円。 

   ７款繰入金、２項基金繰入金 2,931万 5,000円。 

   ８款繰越金、１項繰越金 1,000円。 

   ９款諸収入、１項延滞金加算金及び過料 3,000円。 

   ９款諸収入、２項預金利子 1,000円。 

   次のページをごらんください。 

   ９款諸収入、３項雑入 3,000円。 

   以上でございます。 

委員長 説明が終りました。 

   それでは、歳入について質疑を行います。質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 質疑を終結いたします。 

   続いて歳出について、執行部より一括して説明を求めます。 

介護長寿課長 予算書 278ページをお開き願います。 

   歳出になります。款、項、目、本年度予算額の順に読み上げをさせていただきます。 
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   １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費 4,127万 7,000円。職員人件費から地域密着型

サービス運営委員会設置事業までの３事業になります。 

   次のページをごらんください。 

   １款総務費、２項賦課費、１目賦課費 149万 5,000円。 

   １款総務費、３項介護認定審査会費、１目介護認定審査会費 577万 4,000円。 

   ２目介護認定調査等費 3,649万 3,000円。 

   次のページをお願いいたします。 

   １款総務費、４項趣旨普及費、１目趣旨普及費 95万 1,000円。 

   ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目介護サービス給付費 43 億 873 万 3,000 円。

前年度比較で１億 2,871万 8,000円の増になってございまして、介護サービスの利用者の伸びを

3.1％と見込んでおりまして、数字がこのような数字になってございます。 

   次のページをお開き願います。 

   ２目審査支払手数料 350万 3,000円。 

   ２款保険給付費、２項高額介護サービス等費、１目高額介護サービス等費１億 482万 2,000円。 

   ２目高額医療合算介護サービス費 1,893万 4,000円。 

   次のページをお開き願います。 

   ３款財政安定化基金拠出金、１項財政安定化基金拠出金、１目財政安定化基金拠出金 2,000円。 

   ４款地域支援事業費、１項包括的支援事業・任意事業費、１目包括的支援事業費 7,181 万

7,000 円。包括的支援事業と地域包括的支援センター運営協議会設置事業の２事業になってござ

います。前年との比較におきまして、2,044 万 2,000 円の増になってございまして、包括的支援

事業の増によるものでございます。 

   次のページをお開き願います。 

   ２目任意事業費 1,798万 4,000円、こちらは介護給付費等費を適正化事業から徘徊高齢者家族

支援サービス事業までの６事業になります。前年との比較で 680万円の減になってございまして、

これは、高齢者の生きがいと健康づくり推進事業というものを一般介護予防事業、この後に出て

くるんですが、のほうに組み替えをしたことによりまして、減になってございます。 

   次のページをお開き願います。 

   ４款地域支援事業費、２項介護予防・生活支援サービス事業費、１目介護予防・生活支援サー

ビス事業費 5,310万 3,000円。 

   ２目介護予防ケアマネジメント事業費 974万円。 

   ３目高額介護予防・生活支援サービス費 10万円。 

   ４目高額医療合算介護予防・生活支援サービス費５万円。 

   次のページをお願いします。 

   ４款地域支援事業費、３項一般介護予防事業費、１目一般介護予防事業費 1,277万 1,000円。 

   ４款地域支援事業、４項その他諸経費、１目審査支払手数料 11万 7,000円。 
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   284 ページの２項の介護予防・生活支援サービス事業の４事業から 285 ページの３目の一般介

護予防事業費の１事業、また４項のその他の諸経費の１事業までが新規事業になってございまし

て、こちらは 29 年４月から開始いたします新しい総合事業に対応するために、昨年までは保険

給付費及び介護予防事業費の中に含まれていたものを組み替えをして、ここに新たに出したとい

うことの新規事業ということになります。 

   次のページをお開き願います。 

   ５款基金積立金、１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金 1,000円。 

   ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目第１号被保険者保険料還付金 47万円。 

   ２目償還金 1,000円。 

   次のページをお願いいたします。 

   ６款諸支出金、２項繰出金、１目一般会計繰出金 1,000円。 

   ７款予備費、１項予備費、１目予備費 286万 1,000円。 

   以上でございます。 

委員長 説明は終りました。 

   これより歳出について質疑を行います。質疑ございませんか。 

   じゃ、すみません、私から。 

   二、三日前でしたか、菅谷で何か高齢者の方が交通事故で亡くなられたという方、何か介護と

いうか、認知症の方だったんでしょうか、詳しくわかりませんが。何か夜中の事故だということ

で、非常に残念、夜中じゃなくても残念ですが、残念な事故でしたけれども。 

   私、この前一般質問をいたしまして、それに関連しますが、徘徊高齢者の家族支援サービス事

業というのが 283ページに７万 6,000円というのがございますね、予算ね。位置探索システム、

端末機利用助成ということですが、これちょっともう一回教えていただけますか、どういうシス

テムなのか。 

介護長寿課長 これはですね、ＧＰＳによりまして、実際これを徘徊をされる可能性のある高齢者の

方に持っていただきまして、その方がもし出かけた場合につきまして、パソコンの端末等でその

位置が確認できるということになりまして、場合によってはパソコンを持っていらっしゃらない

方ということになりますと、セコムさんと契約しておりますので、そちらで電話で問い合せるこ

とによって、現在地がどの辺にいるのかということも確認できるというようなものでございます。 

委員長 ありがとうございます。 

   これはスマホではわからない。パソコンじゃないとだめですか。 

介護長寿課長 スマホにも対応しています。 

委員長 ありがとうございます。 

   それで、思うんですけれども、徘徊をされる方がこの端末を持ちますか。いや、どこかに隠し

入れるんだったらあれでしょうけれども。これお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃ

ん、これ持っていってくださいといって、持ちますかね。ちょっとその辺が、ああいう事故があ
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ると心配になってしまうんですが、いかがでしょうか。 

介護長寿課長 今現在、このＧＰＳのものはお一人がですね、申し込んでいただきまして、実際使っ

ていただきまして、実は先日、その方がですね、大きさ的にはガラケーの携帯を半分に折ったぐ

らいの大きさのものなんですね。この方は娘さんとちょっと離れているということで、娘さんが

そのお母さんを心配されまして持たせたということなんです。実際、実例として、使ったという

経過がございます。内容は、この方が実はデイサービスに定期的に行っていらっしゃるんですけ

れども、勘違いをされまして、その日がデイサービスに行く日だと思い込んでしまって、車の迎

えが来なかったんで、実際歩き出してしまって、実際行く介護事業所のほうの近くまで歩いてい

ってしまった。それで、娘さんがちょっと気がつきまして、いくら電話しても出ないということ

だったんで、このＧＰＳの端末で実際見てみたら、自宅と介護施設の間のところに何かいそうだ

ということがわかりまして、介護事業所のほうに連絡をして、そちらに向かっているようなので、

ぜひちょっと探してくれということで、実際ございまして。実際そこでは保護されまして、実際

見つけていただきまして、その介護事業所のところで、実際そこで、体のほうも全然問題がなか

ったとかの確認もしていただいて。時間もちょっとそちらで過ごしていただいて、娘さんに迎え

に来ていただいたという事例は１件だけございます。 

委員長 その端末を持ちますかという話なんですけれども。 

介護長寿課長 確かにご指摘がありましたように、なかなかちょっと大きさ的なものとかもあります

ので、ですから、これも一つの方法というふうに考えております。やはりこの以外にもいろんな

方法がありますので、例えば外の市町村でやっているものですと、当然シールを張るとかそうい

ったものも、いろんなものもありますので、そういうのも含めていろんな方法は検討はしていき

たいと思っております。 

   またちょっと追加で申しわけございませんが、実はそのＧＰＳ機能、その端末の貸し出しとい

うのは、県内で 26 の市町村、那珂市を含めてなんですが、実際やってございます。44 市町村の

うち 26 市町村は、やはりそういった端末を使ってＧＰＳで確認をしているということがござい

ますので、またその外にも、こういった端末ではないんですけれども、那珂市のほうには、徘徊

の場合のネットワークというのも一応構築をしてございまして、例えば警察であったり、消防で

あったりというところですね。あとは包括支援センターもございますので、そういった中で、そ

ういった方を見つけた場合には連絡をいただいて、連携して探しにいくとか保護するというよう

な、そういったネットワークも構築してございます。 

委員長 結局持ちますかという質問に対しては、持たないだろうということなんですか。 

介護長寿課長 いや、実際持っていらっしゃるんですが、なかなか大きさもあるんで、なかなか持ち

づらいということはございますが、実際そういった、持って、実際見つかったという事例もあり

ますんで、絶対持たないということはないと思っております。 

委員長 自分の意思で持ち歩いているということですか、その方は。 

介護長寿課長 いや、その方は、娘さんがちゃんとバッグの中に必ず入れておきますから、いつも出
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かけるときには持っていくバッグの中に入れてあるということでございます。 

委員長 そういうことでないと、多分持っていかないですよね。 

介護長寿課長 失礼しました。 

委員長 わかりました。ありがとうございます。 

   外にございますか。 

     （なし） 

委員長 なければ質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結いたします。 

   これより議案第 27号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第 27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。 

   入れかえをお願いいたします。ご苦労さまでした。 

     休憩（午後３時 51分） 

     再開（午後３時 51分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

   議案第 22号 平成 29年度那珂市一般会計予算の討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結いたします。 

   これより議案第 22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ございませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第 22号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   以上で付託された執行部提出議案の審議は全て終了いたしました。 

   執行部の皆様、大変ご苦労さまでございました。 

   以上で教育厚生常任委員会を閉会いたします。 

   お疲れさまでした。 

閉会（午後３時 52分） 

   平成２７年６月６日 

    那珂市議会 教育厚生常任委員会委員長  古川 洋一               


