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那珂市議会総務生活常任委員会記録 

開催日時  平成 29年３月 13日（月） 午前 10時 

開催場所  那珂市議会全員協議会室 
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会議事件説明のため出席した者の職氏名 （総括補佐以上及び発言者） 

       副 市 長 宮本 俊美  
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行財政改革推進室長補佐 平野 敦史 

       企画部長 関根 芳則      
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       収納課長 柴田 秀隆   収納課長補佐 玉川 一雄 

瓜連支所長 寺門 広司 

       市民生活部長 石川  透      

市民協働課長 桧山 達男  市民協働課長補佐 加藤 裕一 

       市民課長 関  郁夫    市民課長補佐 会沢 和代 

       市民課長補佐 堀口 才二 

環境課長 小澤 祐一   環境課長補佐 片野 弘道 

       防災課長 小橋 洋司   防災課長補佐 綿引 勝也 

       会計課長 綿引  智   会計課長補佐 高畠 啓子 

       消防長 寺門  忠 

消防本部総務課長 飛田 裕二 消防本部予防課長 山田 三雄 

消防本部警防課長 海野 幹雄  
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会議に付した事件と結果概要 

（１）議案第 １号 那珂市公文書開示・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例 

結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（２）議案第 ２号 那珂市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例 

結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（３）議案第 ３号 那珂市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（４）議案第 ４号 那珂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（５）議案第 ５号 那珂市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例の一部を改正する 

          条例 

結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（６）議案第 ６号 那珂市税条例等の一部を改正する条例 

結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（７）議案第 ７号 那珂市地区交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（８）議案第１１号 那珂市空き家等の適正管理に関する条例 

結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（９）議案第１５号 平成２８年度那珂市一般会計補正予算（第１０号） 

結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（10）議案第２２号 平成２９年度那珂市一般会計予算 

結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（11）議案第２５号 平成２９年度那珂市公園墓地事業特別会計予算 

結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（12）議案第３１号 公の施設の広域利用に関する協議について 

結果概要：全会一致で原案のとおり可決すべきものとする 

（13）那珂市シティプロモーション行動計画について 

   結果概要：報告説明あり 

（14）那珂市地域公共交通連携計画【改訂版】について 

   結果概要：報告説明あり 

（15）茨城県央地域定住自立圏共生ビジョンついて 

   結果概要：報告説明あり 

（16）戸多小学校跡地の利活用について 

   結果概要：報告説明あり 

（17）本米崎小学校跡地の利活用について 
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結果概要：報告説明あり 

（18）第２次那珂市総合計画基本構想について 

   結果概要：報告説明あり 

（19）那珂市まち・ひと・しごと創生総合戦略の実施状況について 

   結果概要：報告説明あり 

（20）行政組織の一部変更について 

   結果概要：報告説明あり 

（21）窓口カウンター等の一部改善について 

結果概要：報告説明あり 

（22）那珂聖苑の指定管理者制度について 

   結果概要：報告説明あり 

（23）那珂市地域防災計画の一部修正について 

結果概要：報告説明あり 

開会（午前 10時 00分） 

委員長 おはようございます。 

   水戸のほうで鳥インフルエンザが発生しましたが、終息ということで解除になりまして、ここ

も警戒区域に入っていたわけですが、よかったと思います。 

   きょうは総務生活常任委員会、たくさん新年度予算等もございます。どうか慎重なご審議をよ

ろしくお願いいたします。 

   それでは、開会前にご連絡をいたします。 

   会議は公開しておりまして、傍聴可能となっております。 

   また、会議の映像を庁舎内のテレビに放送します。 

   会議内での発言は、必ずマイクを使用し、質疑・答弁の際は、簡潔かつ明瞭にお願いいたしま

す。 

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

   ただいまの出席委員は６名であります。欠席委員はおりません。 

   定足数に達しておりますので、これより総務生活常任委員会を開会いたします。 

   会議事件説明のため、副市長外関係職員の出席を求めております。 

   職務のため、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。 

   勝村委員長のもと、総務生活常任委員会の審議でございます。付託された案件がたくさんござ

います。慎重なるご審議をお願いしたいと思います。また、執行部におかれましては、的確明快

な答弁を簡潔に、ひとつよろしくどうぞお願いをいたします。ご苦労さまでございます。 

委員長 続いて、副市長よりご挨拶をお願いいたします。 
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副市長 おはようございます。 

   総務生活常任委員会へのご出席、お疲れさまでございます。 

   本日の総務生活常任委員会でございますが、議案が 12件、その他協議・報告案件が 11件と非

常に多くなってございます。執行部につきましては、簡潔明瞭な答弁に心がけてまいりますので、

ひとつ審議のほどをよろしくお願い申しあげまして、簡単ではありますが、挨拶とさせていただ

きます。どうぞよろしくお願いします。 

委員長 お願いいたします。 

   それでは、これより議事に入ります。 

   本委員会の会議事件は、別紙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

ジ数を述べてから説明をお願いいたします。新規事業及び前年度比較額の大幅な増減と、特に説

明が必要な場合はその説明を加えてください。審議中に委員から資料などの請求があった場合は、

議会事務局に８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に行います。 

   それでは、審議に入ります。 

   初めに、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願います。 

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）についてご説明申

しあげます。 

   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てまいります。 

   ２款総務費、１項総務管理費、財産管理事務費 425万 8,000円、３項戸籍住民基本台帳費、個

人番号カード交付等事業 423万 5,000円。 

   ５ページをお願いいたします。 

   第３表、地方債補正、変更になります。 

   起債の目的、戸多地区交流センター整備事業、補正後の限度額 4,590万円。 

   ８ページをお願いいたします。 

   歳入になります。 

   款、項、目、補正額の順に読み上げてまいります。 

   １款市税、１項市民税、１目法人 4,000万円。 

   １款市税、２項固定資産税、１目固定資産税 9,000万円。 

   １款市税、３項軽自動車税、１目軽自動車税 450万円の減。 
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   １款市税、４項市たばこ税、１目市たばこ税 600万円。 

   ３款利子割交付金、１項利子割交付金、１目利子割交付金 300万円減。 

   ４款配当割交付金、１項配当割交付金、１目配当割交付金 2,000万円の減。 

   ６款地方消費税交付金、１項地方消費税交付金、１目地方消費税交付金 5,800万円の減。 

   次のページになります。２段目になります。 

   10款地方交付税、１項地方交付税、１目地方交付税４億 6,702万 8,000円。 

   12款分担金及び負担金、１項負担金、３目衛生費負担金６万 7,000円。 

   14款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金 2,500万 6,000円。 

   14款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金 9,439万 1,000円、２目民生費国庫

補助金１億 5,674万 4,000円、３目衛生費国庫補助金 115万 2,000円の減、４目土木費国庫補助

金１億 1,272万円の減。 

   10ページをお願いいたします。 

   ５目教育費補助金 881万 8,000円、６目災害復旧費国庫補助金 380万 4,000円の減。 

   15 款県支出金、１項県負担金、１目総務費県負担金 469 万 1,000 円の減、２目民生費負担金

3,276万 4,000円、３目衛生費負担金 11万 8,000円。 

   15 款県支出金、２項県補助金、１目総務費県補助金 435 万 8,000 円の減、２目民生費補助金

77万円、３目衛生費補助金 259万 1,000円の減。 

   次のページをお願いいたします。 

   ４目農林水産業費補助金 1,112万 9,000円の減、８目電源立地地域対策補助金 134万 1,000円

の減、９目原子力地域振興事業費県補助金 677万 7,000円。 

   18款繰入金、１項繰入金、１目財政調整繰入金６億 8,747万 5,000円の減。 

   19款繰越金、１項繰越金、１目繰越金５億 2,111万 2,000円。 

   20款諸収入、４項雑入、４目雑入 853万 5,000円。 

   12ページをお願いいたします。 

   12 款市債、１項市債、１目総務債 1,210 万円の減、２目農林水産業債 840 万円の減、４目土

木費 2,160万円、６目教育債 2,870万円の減、８目災害復旧債 140万円、９目商工債 9,990万円。 

   13ページ、歳出になります。 

   ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費 60 万円、５目財産管理費 400 万円、６目企画

費 819万 1,000円の減、７目コミュニティ費 2,021万 7,000円の減。 

   14ページをお願いいたします。 

   13目財政調整基金費３億 7,291万 7,000円。 

   ２款総務費、２項徴税費、２目賦課徴収費 625万 4,000円の減。 

   次のページ、２段目をお願いいたします。 

   ２款総務費、７項災害復旧費、１目過年度災害復旧費 469万 1,000円の減。 

   18ページをお願いいたします。 



－6－ 

   ２段目になります。 

   ４款衛生費、１項保健衛生費、この一番下の４目環境衛生費 1,316万 6,000円の中で、次のペ

ージになります、上から２つ、聖苑運営事業、ＰＣＢ汚染物対策事業がこの委員会の所管となり

ます。 

   ４款衛生費、２項清掃費、１目清掃総務費 829万 6,000円の減。 

   22ページをお願いいたします。 

   一番下になります。 

   ８款消防費、１項消防費、１目常備消防費 137万 6,000円の減。 

   次のページをお願いします。 

   ５目災害対策費 237万 6,000円の減。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。ありませんか。 

助川委員 14ページの財政調整基金の補正額のこの金額になった理由をお願いします。 

財政課長 こちらにつきましては、歳入においては普通交付税の確定、繰越金の額の確定によるもの

と、歳出においての不用額が出たものにつきまして積み立てをしたものでございます。 

   以上でございます。 

助川委員 入札差金ということですか。 

財政課長 そのとおりでございます。 

委員長 外にございませんか。外に質疑ありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   これより討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第 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 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。 

休憩（午前 10時 11分） 

     再開（午前 10時 12分） 

委員長 再開いたします。 

   財政課の所管となります。 
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   議案第５号 那珂市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収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。 

財政課長 財政課の茅根です。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 21ページをお願いいたします。 

   議案第５号 那珂市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例の一部を改正する条例

についてご説明いたします。 

   那珂市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例（昭和 30年那珂町条例）第 25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、那珂市長。 

   提案理由でございますが、地方税法の規定による延滞金の額と均衡を失わないよう、国税及び

地方税の延滞金の割合に合せて延滞金の割合を引き下げるため、条例の一部を改正するものでご

ざいます。 

   次の 22ページについては改正条例の本文、23ページに新旧対照表を添付してございます。 

   25ページをお願いいたします。 

   一部改正の概要でございますが、改正理由につきましては、提案理由と同じでございます。 

   改正の内容ですが、指定期限の翌日から１カ月につきましては 7.3％に引き上げるものでござ

います。 

   附則といたしまして、当分の間は、第４条の規定にかかわらず、さらに引き下げるものでござ

いまして、平成 29年４月１日から施行となります。 

  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

笹島委員 これかいつまんで言うとあれかな、今まで 14.6％だった、結構高かったね。それが 7.3％

になるということですよね。 

財政課長 一月までは 7.3％に下がるということです。今までは一月も 14.6％だったんですが、最初

の一月だけは 7.3％に引き下がるということです。 

笹島委員 あれ、じゃ何も意味がないんだけれども、14.6％だったものがたった一月間だけ 7.3％に

なるという意味ですか。 

財政課長 そのとおりでございます。ただ、当分の間は、附則によってもっと利率が下がるというこ

とになっております。 

笹島委員 要するに延長するという意味、はっきりいって。 

財政課長 この条例を 7.3％に引き下げるんですが、さらに当分の間は特例基準割合というものに

１％を足した利率を適用することになりまして、実際には、例で申しますと、29 年度は１カ月

間は 2.7％、それ以降については９％が適用されることになっております。 
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   以上でございます。 

笹島委員 ごめんなさい、2.7％、どこから出た数字かわからないんだけれども、14.6％が今までだ

ったでしょう。7.3％、これから安くなるというあれでしょう、１カ月間だけ。これ 2.9 という

のは何なの、2.7とか 2.9とかとは。 

財政課長 25 ページの表の附則第２項というところの延滞金割合の特例というところが適用になり

まして、概要の上から２番目、各年の特例基準割合というものが適用されますので、それが実際

に現在ですと、特例割合が 1.7％になりますので、それに１％を足した額というのが利率になり

ます。 

笹島委員 ごめんなさい、とてもわかりづらいんで。もうそういうふうに決めたわけでしょう。 

副市長 補足しますけれども、これは地方税法に基本的には合せたということなんですね。今までこ

の部分は、税外収入については地方税法とちょっと一致していない部分があって、１カ月部分は

7.3％、地方税法でも言っています。１カ月過ぎた部分については 14.6％という地方税法で決ま

っていますけれども、この特例基準割合というのが毎年変ってくるんですね。この特例基準割と

いうのは、29 年度は 1.7％なんです。そうしますと、1.7％に１％を足した 2.7％が最初の１カ

月間、7.3が 2.7で適用すると。１カ月過ぎたものでは 14.6なのを 1.7に 7.3を足した９％が適

用になるということです。 

   この附則の部分については、もう地方税法で既にうたってありますので、それにこの税外収入

も合せたという、それだけのことです。 

笹島委員 いや、喜んでいたんですよ。今まで 14.6％というね、結構高額な延滞金取られていたか

らさ。もうそろそろこういう時代だから、7.3％に変えてくれたのかなと思ったら、特例という

ことで、いろいろあれしているわけだね。わからないですよ、細かいことは、私は。わかりまし

た。 

委員長 外に質疑ございませんか。よろしいですか。 

     （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 それでは、討論を終結します。 

   これより議案第５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５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、財政課所管部分を議題といたします。 

   それでは、歳入の２款地方譲与税から 11 款交通安全対策特別交付金までの説明をお願いいた
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します。 

財政課長 それでは、予算書の 14ページをお願いいたします。 

   一番下になります。 

   ２款地方譲与税、１項地方揮発油譲与税、１目地方揮発油譲与税 6,740万円。 

   次のページ、２段目になります。 

   ２款地方譲与税、２項自動車重量譲与税、１目自動車重量譲与税１億 9,090万円。 

   ３款利子割交付金、１項利子割交付金、１目利子割交付金 625万 5,000円。 

   ４款配当割交付金、１項配当割交付金、１目配当割交付金 3,418万 1,000円。 

   ５款株式譲渡所得割交付金、１項株式譲渡所得割交付金、１目株式譲渡所得割交付金 1,890万

1,000円。 

   ６款地方消費税交付金、１項地方消費税交付金、１目地方消費税交付金７億 8,866万 3,000円。 

   ７款ゴルフ場利用税交付金、１項ゴルフ場利用税交付金、１目ゴルフ場利用税交付金 159 万

8,000円。 

   ８款自動車取得税交付金、１項自動車取得税交付金、１目自動車取得税交付金 5,520万円。 

   ９款地方特例交付金、１項地方特例交付金、１目地方特例交付金 3,700万円。 

   10款地方交付税、１項地方交付税、１目地方交付税 32億 20万円。 

   11 款交通安全対策特別交付金、１項交通安全対策特別交付金、１目交通安全対策特別交付金

810万円。 

   以上でございます。 

委員長 それでは、質疑ございませんか。 

笹島委員 これ 16ページなんだけれども、何で今年は交付税下がるのかな。それちょっと説明。 

財政課長 交付税は合併してから 10 年間は合併前の基準で算定しているんですけれども、昨年から

５年間かけてだんだんに一本で算定した数字になるように国の交付が減っていくので減額になり

ます。 

笹島委員 さっき合併特例債が減っていくという、そういうあれじゃないよね。 

財政課長 違います。合併算定、以前、瓜連町と那珂町で交付税を算定していたんですが、その算定

を、合併すると本来は一つになって算定するんですけれども、合併の 10 年間の間は別々に算定

した額で交付税がもらえるという仕組みになっておりまして、それから以降、10 年以降、５年

間かけて、その一本になったときはどうなるかという額に下がっていくということ、順次下がっ

ていくということ。 

笹島委員 だから、そのために合併したようなもんかな、政府からしてみれば。今までは要するに両

市町村に配っていたのが額が高くなっていたから、合併したことによって交付税も、今度一本の

市になったから下げますよということでいいの、こういう理解で。 

財政課長 そのとおりでございます。 

委員長 よろしいですか。 
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   外に質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、続きまして歳入、12 款分担金及び負担金から 13 款使用料及び手数料までの説明

を求めます。 

財政課長 16ページをお願いいたします。 

   16ページ、歳入は各款、項の合計額を読み上げてまいります。 

   12 款分担金及び負担金、１項負担金、次のページになります、上段になります、合計２億

9,100万 5,000円。 

   13 款使用料及び手数料、１項使用料、17 ページになります、上段になります、１億 7,064 万

6,000円。 

財政課長 18ページ、上段になります。合計、本年度のところになります。１億 7,064万 6,000円。 

   13款使用料及び手数料、２項手数料、合計欄、本年度 3,309万 5,000円。 

   以上でございます。 

委員長 それでは、質疑ございませんか。質疑ありませんか。よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 それでは、続いて歳入、14款国庫支出金から 15款県支出金まで説明を求めます。 

財政課長 18ページ、一番下になります。 

   14 款国庫支出金、１項国庫負担金、次のページになります、上段の合計 18 億 6,351 万 5,000

円。 

   14 款国庫支出金、２項国庫補助金、20 ページをお願いいたします。上段の合計になります。

３億 805万 1,000円。 

   11款国庫支出金、３項委託金 1,375万 2,000円。 

   15款県支出金、１項県負担金、次のページ、上段になります。中段の合計、８億 485万 2,000

円。 

   15款県支出金、２項県補助金、23ページになります、中段、合計５億 3,013万円。 

   15 款県支出金、３項委託金、24 ページになります、上段、合計になります、１億 1,058 万

7,000円。 

   以上でございます。 

委員長 質疑ありませんか。ございませんか。 

     （なし） 

委員長 質疑がないようですので、続いて歳入、16 款財産収入から 21 款市債まで説明をお願いいた

します。 

財政課長 24ページ、中段になります。 

   16款財産収入、１項財産運用収入、合計 1,411万 4,000円。 

   16款財産収入、２項財産売払収入、合計 4,000円。 
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   次のページ、上段になります。 

   17款寄附金、１項寄附金、合計 5,500万 3,000円。 

   18款繰入金、１項繰入金、合計９億 6,940万 2,000円。 

   19款繰越金、１項繰越金２億 5,000万円。 

   20款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料 2,100万 1,000円になります。 

   26ページをお願いいたします。上段になります。 

   20款諸収入、１項市預金利子２万円。 

   20款諸収入、３項貸付金元金収入、合計 1,611万 2,000円。 

   20 款諸収入、４項雑入、28 ページをお願いいたします。上段になります。合計３億 6,384 万

1,000円。 

   21款市債、１項市債、一番下になります、合計 15億 2,205万 3,000円。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明は終わりました。 

   質疑ありませんか。 

笹島委員 24ページの財産収入、これ貸付収入、どういうところから収入を得ているのかな。 

     （「売り払いじゃないの」と呼ぶ声あり） 

笹島委員 売り払いじゃないよね。24ページの 16。 

委員長 16款の財産収入ですか。 

笹島委員 そうです。 

財政課長 こちらにつきましては、普通財産の貸し付けとなっております。 

     （「貸し付けはこっちですよ」と呼ぶ声あり） 

委員長 暫時休憩いたします。 

     休憩（午前 10時 32分） 

     再開（午前 10時 33分） 

委員長 再開いたします。 

   それでは、財政課、説明をお願いします。 

財政課長 失礼いたしました。 

   土地につきましては、上菅谷駅の北側駐車場駐車スペースと上菅谷駅東駐車場駐車スペース、

それと瓜連駅南駐車場の駐車スペース、静駅前の駐車場駐車スペースとなっております。 

笹島委員 大体月 120万円ぐらい入ってくるのかな。 

財政課長 100万円ぐらい入ってきます。 

笹島委員 ほとんど空きもなく、結構使っているということで、その売り払いとか云々というのは考

えているんですか。一部売り払い、上菅谷もしたところもありますもんね、ないですか。その隣

か。 

財政課長 こちらに入ってくる駐車スペースにつきましては、まだ駐車スペースがあいておりまして、
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まだご利用いただいているところでございます。この土地につきましては、今のところ処分をす

る予定はございません。 

笹島委員 わかりました。 

綿引委員 ちなみに１カ月の賃料はいくらですか、その１台分。 

財政課長 上菅谷駅の北駐車場についてを例で申しあげます。市外の利用者が一月 5,000円になりま

す。市内の方は月 4,000円となっております。 

綿引委員 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 ないようですので、続いて歳出に入ります。 

   ２款総務費、１項総務管理費、３目財政管理費、５目財産管理費、13 目財政調整基金費、14

目諸費について説明を求めます。 

財政課長 36ページをお願いいたします。 

   款、項、目、本年度予算額の順に読み上げてまいります。 

   ２款総務費、１項総務管理費、３目財政管理費 1,205万 1,000円。 

   次のページになります。中段になります。 

   ５目財産管理費１億 3,784万 8,000円。 

   52ページをお願いいたします。一番下になります。 

   13目財政調整基金費 410万 2,000円。 

   次のページをお願いいたします。 

   14目諸費 4,981万 4,000円、このうち説明の一番下にありますふるさと寄附金「ふるさとの便

り」事業が当委員会の所管となります。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、続いて 11 款公債費、１項公債費、１目元金、２目利子、３目公債諸費、12 款諸

支出金、１項普通財産取得費、１目土地取得費、２項土地開発基金繰出金、１目都市開発基金繰

出金、３項償還金、１目償還金、13款予備費について説明を求めます。 

財政課長 166ページをお願いいたします。中段になります。 

   11 款公債費、１項公債費、１目元金 15 億 4,257 万 2,000 円、２目利子１億 6,528 万 7,000 円。 

   次のページをお願いいたします。 

   ３目公債諸費 1,000円。 

   12款諸支出金、１項普通財産取得費、１目土地取得費 3,000円。 

   12款諸支出金、２項土地開発基金繰出金、１目土地開発基金繰出金 1,000円。 
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   168ページをお願いいたします。中段になります。 

   12款諸支出金、３項償還金、１目償還金 1,000円。 

   13款予備費、１項予備費、１目予備費 2,000万円。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明は終わりました。 

   質疑ありませんか。 

笹島委員 166 ページの公債費のこれ利子はあれですか、今年度も下がるということで、前年度より

も利子が下がっているのかな。比較が 300万円近く。 

財政課長 そのとおりでございます。 

委員長 笹島委員。 

笹島委員 中には、やはり４％台も６％台もまだあるのかな、利子は。もうほとんど今言っていた

１％台とか２％台か、0コンマとかという、そういうあれですか。 

財政課長 今現在借りているものにつきましては大体２％以下の利率で借りております。 

笹島委員 金融機関から借りているんだろうけれども、国からもあれ借りているのがあるのか。それ

が高いんだね。そうすると、今言った平均的に２％台ということで、市中銀行のところは１％切

っているものもあると、そういうこうミックスされているのかな。 

財政課長 政府系も今のところ、現在借りるのであれば１％台で借りられます。大体政府系でも２％

ぐらい、過去に借りたもので２％のものが残っていまして、あとは民間につきましても、返す年

数によるんですけれども、大体１％台で借りております。 

   以上でございます。 

笹島委員 要するに長期と短期に分かれていますよね。今、ゼロ金利で、日銀の黒田総裁もこのまま

続けるような感じでやっているわけですから。そうすると、今言っていた、今年も１％台で借り

られて、もうこれ４年前からゼロ金利でしたか、２年前でしたか、忘れてしまったけれども。そ

のあたりから政府系も今言っていた２％切るような利子というのは行われていなかったのかな、

それは。 

財政課長 大体もう２％を切っておりまして、失礼しました。最近の例で申しますと、0.3％とかで

借りております。 

   以上でございます。 

委員長 よろしいですか。 

   外に質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、以上で質疑を終結します。 

   暫時休憩いたします。 

     休憩（午前 10時 41分） 

     再開（午前 10時 44分） 
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委員長 再開をいたします。 

   消防本部が出席しました。 

   議案第 22号 平成 29年度那珂市一般会計予算、消防本部所管部分を議題といたします。 

   歳出、８款消防費、１項消防費、１目常備消防費、２目非常備消防費、３目消防施設費、４目

水防費について説明を求めます。 

消防本部総務課長 消防本部総務課の飛田でございます。外７名が出席しております。 

   着座にて失礼いたします。 

   それでは、議案第 22号 平成 29年度那珂市一般会計予算、消防本部所管部分についてご説明

いたします。 

   予算書 119ページをお開き願います。 

   始めます。 

   ８款消防費、１項消防費、１目常備消防費、本年度予算額８億 5,023万 4,000円、比較 433万

1,000円の増でございます。これは人件費によるものでございます。 

   次に、123ページをお開き願います。 

   ２目非常備消防費、本年度予算額 3,547万 6,000円、比較 68万 5,000円の減でございます。 

   次に、124ページをお開き願います。 

   ３目消防施設費、本年度予算額 6,486万 9,000円、比較 6,123万 4,000円の減でございます。

これは車両更新の差額によるものでございます。 

   次に、125ページになります。 

   ４目水防費、本年度予算額 24万円、比較９万 6,000円の増でございます。 

   以上で説明を終了いたします。よろしくお願いいたします。 

委員長 質疑ございませんか。 

助川委員 消防施設費の件で 6,100万円からの差額というのは、見積もりの差金ということだよね。

入札差金ですか。 

消防本部総務課長 昨年度、28 年度、多目的車を購入しまして、今年は違う車両、救急車を購入に

至るんですが、その差額分の金額でございます。 

助川委員 差額分といっても、これこんなに大きな差額が出るということは、機種が違ったとか、何

か大幅に機能が違う機種だったの。 

消防本部総務課長 昨年度、多目的車で 9,800万円ほどの予算をとらせていただきまして、今年度、

救急車が 4,500万円ぐらいの金額を計上させていただいて、その差額による減額でございます。 

助川委員 そうすると、総額ではどのぐらいだったの、予算では。この金額の分、差額の分が乗っか

っていたのが予算なんだろうけれども。総額での予算というのはいくらなんでしたか。１億

2,610 万円か、前年度はね。その見積もりの時点でこんなに差がある形を計上せざるを得なかっ

たという、その理由をお聞かせいただきたい。 

消防本部総務課長 昨年の多目的車、ブームつきの、はしご車の代りに購入させていただいたんです
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が、これの予算が消防車両整備事業として乗せてありまして、今回車両としては救急車を購入し

て、その分の金額が大分出ましたので、その分の減額になっております。 

助川委員 買うものが違うということだね。 

消防本部総務課長 申しわけありません。そのとおりでございます。 

委員長 よろしいですか。 

   外に質疑ございませんか。よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 それでは、以上で質疑を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

     休憩（午前 10時 50分） 

     再開（午前 10時 51分） 

委員長 再開をいたします。 

   行財政改革推進室が出席しました。 

   議案第 22号 平成 29年度那珂市一般会計予算、行財政改革推進室所管部分を議題といたしま

す。 

   歳出、２款総務費、１項総務管理費、６目企画費について説明を求めます。 

行財政改革推進室長 行財政改革推進室でございます。私、室長の大森外１名が出席しております。

よろしくお願いします。 

   39ページをお開きください。 

   ２款総務費、１項総務管理費、６目企画費３億 2,109万 1,000円、次のページをお開きくださ

い。 

   企画費のうち、行革室が所管する事業は上から２段目、行政改革推進事業 26 万 1,000 円、行

政評価システム推進事業 70万 6,000円。 

   以上でございます。 

委員長 それでは、質疑ございませんか。 

笹島委員 これはあれですよね、行政改革システム推進事業、何やっているの、これ。 

行財政改革推進室長 市では事務事業評価や施策評価を行っております。そのうちの外部評価を行っ

ている経費及び市民アンケートを行っております、その経費が主な経費として計上してございま

す。 

委員長 よろしいですか。 

   外にございませんか。よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 それでは、次に、２款総務費、６項監査委員費、１目監査委員費について説明を求めます。 

行財政改革推進室長 62ページをお開きください。一番下でございます。 

   ６項監査委員費、１目監査委員費、こちら職員人件費及び次のページになります、監査委員設
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置事業、２つの事業になってございます。こちらは監査委員事務局の職員人件費及び監査委員さ

んの報酬等が主な経費として計上してございます。 

   以上でございます。 

委員長 質疑ございませんか。よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 それでは、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 10分といたします。 

     休憩（午前 10時 55分） 

     再開（午前 11時 10分） 

委員長 再開いたします。 

   秘書広聴課が出席しました。 

   議案第 22号 平成 29年度那珂市一般会計予算、秘書広聴課所管部分を議題といたします。 

   歳出、２款総務費、１項総務管理費、２目秘書広報公聴費について説明を求めます。 

秘書広聴課長 秘書広聴課長の小橋と申します。外４名が出席しております。よろしくお願いいたし

ます。 

   予算書は 34ページになります。 

   ２款総務費、１項総務管理費、２目秘書広報公聴費です。予算額は 3,077 万円で、前年度比

231万 2,000円の増になっております。増加の主な要因としましては、36ページ、２つ目の事業

なんですが、情報発信力強化事業で、委託料の中で、映像撮影、編集業務としてＰＲ動画の作成

費用を昨年度よりも増額して計上したためです。 

   説明は以上です。 

委員長 質疑ありませんか。ありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、以上で質疑を終結します。 

   続きまして、常任委員会協議・報告案件であります那珂市シティプロモーション行動計画につ

いてを議題といたします。 

   執行部より説明を求めます。 

秘書広聴課長 常任委員会の資料の１ページになります。 

   よろしいでしょうか。 

   まず、計画策定の趣旨から説明してまいります。 

   昨年度末に那珂市シティプロモーション指針を策定したことを踏まえまして、指針に掲げたコ

ンセプトに基づきシティプロモーションを展開していくために、取り組みの方向性と行動内容を

定めるものです。 

   まず、資料には米印の１番、２番として、指針に掲げたコンセプトとプロモーションの展開の

方針を簡単に記載しております。特に下線を付したものは、今回行動計画を策定するに当たって
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キーワードと私ども考えているものです。これらのキーワードを軸に那珂市のシティプロモーシ

ョンを実現していくためにはどのような取り組み、行動が必要だろうかと、そういう視点で策定

を進めてまいりました。 

   続きまして、行動計画の概要を説明いたします。 

   構成としましては、序章と本編である行動計画の２部構成になっております。 

   まず序章です。 

   １番、計画の目的は、先ほど冒頭で策定の趣旨として申しあげた内容と同じです。 

   資料の２ページになります。 

   ２番、計画の期間は３年間といたしました。計画の期間の終了時には内容を見直しまして、継

続してシティプロモーションに取り組むこととしております。 

   ３番、計画策定の体制です。副市長を委員長とする広報委員会の外、職員で構成する広報編集

委員会、また、いぃ那珂暮らし応援プロジェクトチームにおいて検討を重ねてまいりました。 

   ４番、計画策定の基本的な考え方としましては、定住する人をふやすためにターゲットを明確

にして那珂市を売り込むという、そういう働きかけが必要であるとしまして、３つのプロモーシ

ョンからのアプローチを設定いたしました。 

   ３つのプロモーションやそれぞれの取り組みの方向性は、５番のプロモーションの体系図にあ

るとおりです。内容はこの後、行動計画の概要版を使って説明してまいりたいと思います。 

   序章の最後、６番、計画の推進です。進捗の把握のために目標、指標を定める外、計画の全体

的な成果は指針や総合戦略に掲げた指標を使って検証することといたしました。 

   続きまして、本編である行動計画の概要につきまして、Ａ３の資料で説明してまいります。後

ろには行動計画の冊子も添付しておりますので、詳細はそちらで確認いただければと思います。 

   先ほど申しました３つのプロモーションからの取り組みの展開を順次説明してまいります。 

   一つ目です、ブルーのラインのところ。伝えたいプロモーションです。資料の左側が若干見づ

らくなっていて申しわけありません。方向性としましては、那珂市の魅力である住みよさを伝え

たい、そのためにターゲットへの効果的な発信、情報媒体の活用による那珂市の認知度の向上、

庁内の推進体制や官民連携の構築、シビックプライドの醸成を目指すとしております。 

   ターゲットとして、那珂市の魅力を特に伝えたい対象としまして、５つの階層を設定しました。

ここにある１の１から１の５までの５つのアプローチで那珂市を発信してまいります。住みよさ

の発信、ライフスタイルに応じた暮らしの提案、広報の充実、情報発信力の強化、シティプロモ

ーションの推進となります。これらの取り組みは、端的に言えばターゲットに対して那珂市の存

在であったり、那珂市は住みやすいといったイメージ、それらを刷り込んでいく、そのためにさ

まざまな情報媒体で那珂市の露出をふやしていこうと、そういうものになっております。 

   この行動計画の中でも、根幹となる取り組みとなっていると思いますが、最も重要と考えてい

るのが左下の５番のシティプロモーションの推進です。職員一人一人が広報マンとなって、組織

横断的にシティプロモーションに取り組む意識の醸成であるとか、また、いぃ那珂暮らし応援団
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をはじめとして官民連携を進めていくと、そういう取り組みになっております。 

   ２つ目です。資料右上になります。のびのびプロモーションと名称をつけました。ここで目指

す方向性ですが、先ほどの伝えたいプロモーションでは、住みよさのイメージというものを多く

の人に刷り込んでいくと、そういうものでしたが、それと同時に、この住みよさの中身、そちら

も実感してもらいたい。そのためには地域コミュニティの活動であったり、子育て支援や教育を

初めとする各種の行政施策、それらの充実度やきめ細かさといったものを特に子育て世代、ある

いはこれから結婚、出産を考える若い世代に、そちらをターゲットにして実感してもらおうと。

それにより那珂市に住みたい、那珂市で子育てしたい、そういった意識を喚起する、そういう取

り組みになっております。資料にあります２の１から２の４までのそれぞれのアプローチで、行

政施策のブラッシュアップと発信を進めてまいります。 

   最後です。楽しいプロモーションです。日常の住みよさも魅力ですが、同時に観光やグルメと

いった那珂市の楽しさも発信して交流人口をふやしていこうという取り組みです。地域資源の魅

力をさらにブラッシュアップする、市民や事業者、企業と協働して新しい資源を発見する、創出

する、そういった取り組みを進めてまいります。 

   以上、大枠ですが、概要を説明いたしました。 

   計画書のほうにはさらに細かく発信の手法や行動内容を定めております。来年度以後、これら

を一つ一つ実行しながら、職員はもとより市民参加で那珂市全体にシビックプライドを広めつつ、

シティプロモーションに対する意識を広めていけたらと考えております。 

   説明は以上です。 

委員長 それでは、説明は終わりました。 

   ご意見、質疑ございませんか。 

笹島委員 私も一般質問でやったんだけれども、それと別なちょっと角度から聞きたいんですけれど

も、何回聞いてもね、ちょっと具体性がないからわかりづらいんだけれども。実際に市民からね、

那珂市民にも訴えかける、市外の人からも訴えかける、住みよさを訴えかけるという、実際どこ

の市町村も同じことをやっているよね。そうすると、どこの市町村も具体的じゃなくて、この行

政というのは縦割りの中でなんとか横断的にやっていこうというのはわかるけれども、実際今ま

で何十年とやってきた縦割り行政をさ、その一つと、プロジェクトのために横断的にできるかど

うかとか、みんな自分のこと、仕事が忙しいからね。できれば本当は、一般質問でこれ言ったの

かな、専任的なことをやっていかないとと。その人と、そんなに人数は多くなくてもいいけれど

もね。やらないと、今の自分の仕事、主たる仕事をやらなければいけないから、どうしても我々、

例えばの話、雇われた人にとってみればオーダーされるよね、あれやれ、これやれというのが楽

ですからね。自分で思考を考えてあれしよう云々と、それを今度、上司に相談していって、これ

どうですか、ああですかというと、非常に時間も何もかかるということで。ある程度その人たち

に任せられるような、要するに発想の柔軟性がないと、これ全くね、今言っていたその課にいる

人とここの課にいる人が合体したって、絶対無理な話でね。要するに頭が固まってしまっている
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から、それ以上のね。あと、余計なことというのは人間というのはしたくないじゃないですか、

自分の仕事以外に。どういうふうにやっていくのかなという。 

   要するに、前も、何回も言うけれども、地域間の競争もある中で、いかに特徴を出していくと、

口で言うのは簡単だけれども、なかなか具体的なところが見つからないんで、みんな試行錯誤し

てさ、どこの市町村も苦しんでいると思うんですけれどもね。そういうところをちょっと簡単に

説明してもらえば。 

秘書広聴課長 本当に確かに先日の一般質問でご指摘をいただいた、本当そのとおりです。というの

は、どこの市町村でもシティプロモーションやっている、同じことをやっている、金太郎あめに

なっているんじゃないかと。本当、ご指摘がありました。今回、行動計画の策定にかかりながら

も、やはり担当として、自治体がシティプロモーションに取り組む難しさ、本当に実感しました。

民間企業と違って、潤沢な広告費もなく、また専門的知識、ノウハウ、あとマーケットの分析能

力がないまま何ができるのかという中で今回このような計画にまとめたところです。組織横断的

な取り組み、口で言うのは簡単なんですけれども、本当に職員の意識、これが実は一番大事だと

考えています。意識改革と言っていいほどの、本当にそれほどの必要性を感じています。 

   ただ、今回シティプロモーションに私たち担当課として取り組もうとしたときに、那珂市のよ

さというのに改めて気づいたというところがあります。今まで何もない、外にアピールする観光

地もないし、取り立てて売り出すものもないしという中で、意外と外の方から見ると、那珂市は

いいところだというご意見をいただくことが多くなった中で、シティプロモーションに取り組も

うといった、そういうところで、那珂市がとてもいいところなんだという、その気づき。実はそ

の気づきが私たち担当者ばかりでなく、職員一人一人が本当に実感として感じたときに、自分た

ちが毎日やっている業務一つ一つ、これが実は、市民のためにやっているのはもちろんなんです

けれども、那珂市の住みよさをブラッシュアップしていく、その手法の一つなんじゃないかと気

づいてくれたときに、一つ一つの事務事業を誠実にこなすだけではなく、一歩先に出て、それを

魅力的な発信に変えていこうと。そういう職員一人一人が自分の事務事業プラスアルファでシテ

ィプロモーションという点から考えてくれたときに、全庁的な取り組みというのがうまく回って

いくんじゃないかな、そういうことを考えました。 

   今回、若手の職員から成る、全課室からの代表から成るいぃ那珂暮らし応援プロジェクトチー

ムというのも結成しました。そこから若い職員の皆さんのアイデアなんかも取り込みながら、も

ちろん私たち、今のところ専門職もございません。片手間と言っては何ですけれども、プラスア

ルファの仕事ですけれども、一緒になって考えていこうという機運をつくっていけたらと思って

います。そのようなところから取り組みを始めていくしかないなと実感しているところです。 

   以上です。 

委員長 よろしいですか。 

笹島委員 県央、県北とあるでしょう。県北のほう、大子はじめ常陸大宮、太田とかね、日立とか高

萩とか北茨城というのは、黙っていても人口が減ってきて、非常に危機感を持っているのね。こ
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こは住みよさランキングでなんとかかんとかなんて言って、職員に蔓延してしまっている部分あ

りますよね、要するに危機感がない。結局、きょうの茨城新聞でも読んでみたんですけれども、

税収アップは大宮と下妻とか筑西とか、向こうのほうが、多分一面に載っていたのそうだったよ

ね。じゃ、何で那珂市がそういうことの部類に入らないのかなという、飛び越していってね。だ

から、やっぱりあれだけの、非常に常陸大宮、太田も非常に面積が広いところに行って、そんな

に細かい行政サービスなんて行き渡らないでしょうね。黙っていたって動物が多いところでしょ

うよ、みんな栃木に近いほうはね、人間よりもね。そこがどんどん減ってきていると。 

   要するにそういう危機感を持っているということ、一つはね。やっぱりそれが一番大事なこと

だと思うんです。あと、私も民間、ずうっと今もやっていますけれども、要するに具体的な目標、

これがないと人間というのは動かないんですよね。要するに、ノルマまでいかないんですけれど

も、これをどのくらいあれする、年間、月でもいいですよね。これはどのくらい、これからちゃ

んと目標を立てて、そのためにどういうふうにしていって切磋琢磨やっていかないと、そのター

ゲットに向かっていく気力がない。いつまでというと、今年中でいいんじゃないのかなとか、ど

うする、要するに無責任体質になってしまうわけ、全員が。もうみんなね。俺がやらなくても誰

かがやってくれるからという、これが一番最悪で、時間とお金の無駄になってしまうわけですよ。 

   だから、できるだけ具体的な目標を立てていって、それに沿ってターゲットに、あなたはこれ

やりなさい、あなたはこれやりなさい、どういう発想がありますかということを会議であれして

いって、じゃ、それでやってみようと。失敗してもいいからとかね。そういう形で非常にきめ細

かく具体的に進んでいかないと、どんなプロジェクトでもみんな失敗してしまうという、そうい

うことは私は感じられるんですよね。そういうこう危機感を持った感じというんですか。じゃな

いと、外のね、周りの市町村に負けてしまうからね。今そういうところ結構目立っているからね、

周りの市町村がね。那珂市を飛び越してね。その危機感を持たないと、いつまでも、皆さんよく

言っているけれども、いつまでも住みよさランキング何位だなんて言っている場合じゃないと。

あれは統計なんだからね。市民の感覚と皆さんの感覚がずれているわけだから。そこをもうちょ

っとね、生意気なようですけれども、自覚してあれしてください。 

   一般質問みたいな話になってすみませんけれども。 

秘書広聴課長 今、委員の指摘のように危機感、確かに不足しているなと、お話を聞きながら思いま

した。私たちも今回行動計画をつくったというところで、本当に職員への働きかけを始めようと

いうところです。まずは年度早々に、できれば全職員集めて行動計画の意味をまずは伝える。あ

とは、先ほど申しあげましたいぃ那珂暮らし応援プロジェクトチームの組織も使いますが、今回

この行動計画を推進するに当たって、広報推進委員会というのを各部の幹事課ですか、総括課長

補佐で結成しまして、そこでシティプロモーションの行動計画、その進捗をもんでいこうと考え

ています。一つ一つやりながらになりますけれども、そこで意識の醸成もあわせてやっていこう

と思います。 

   先ほど言った目標ですね。確かに大事だと思います。あとは、いつまでにという期限、それが
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ないと目標達成に向けた意欲が湧かないんじゃないかと、そのとおりだと思います。今回、計画

のほうには目標指標というものを掲げました。主なものということでピックアップしたものです

けれども、これから新しい取り組みが出てくれば、その進捗を図るにふさわしい指標も出てくる

かと思います。事業の取り組み状況を見きわめながら、いつまでにといったもの、期限、あとは

その指標の数々、細かいものを同時進行で設定していこうとは考えているところです。 

   以上です。 

委員長 外にございませんか。 

副委員長 自分であれするわけではないんですけれども、４年前に私、シティプロモーションという

話をさせていただきまして、そのＳＮＳとか、あとＩＣＴとかですか、というのも一般質問でや

らせていただきまして、昨年のシティプロモーションの説明のときには、次はスーパー公務員が

大事だという話をさせていただき、それが意識というところでだと思うんですけれども。なので、

僕のこれはもう提案というかあれなんですけれども、次の時代に来るのは、今度はドローンとＩ

ｏＴなんで、これを利用していただいて、まだどこもこれやっていませんので、ドローンとＩｏ

Ｔをもうフルに使うことによって、那珂市を最大限にアピールできると思います。ぜひですね、

今度はそこを研究していただいて、計画に入れてもらえると、多分先進的なものにいけると思い

ます。よろしくお願いします。 

秘書広聴課長 ありがとうございます。ドローンは欲しいねというのは担当では言っているんです。

今回、平成 29 年度の予算に動画作成費用を載せましたけれども、ドローンがあれば、日常の風

景を撮って、それをインスタグラムで発信してというようなこともできて、今、映像で見るとい

うのは、魅力をじかに発信できるツールだと思っていますので、それも考えていきたいと思いま

す。 

   あとは、先ほどいぃ那珂暮らし応援団を活用して官民連携ということも申しあげました。職員

も応援団になろうという働きかけもしているところです。市内外の那珂市を応援したいという

方々、もちろん議員の皆様にもなっていただいて、今の副委員長のようにアイデアをいただけた

らと思うので、助けていただけたらと本当に心から思っています。 

   以上です。 

助川委員 私も感じていることを言わせてもらいますと、私議員になりまして 17 年になりますけれ

ども、ちょうどそのころは私の地域は 2,300人台おったんですよ、人口が。現時点では 1,700人

台ということで、500 人強の人口が地域として減ってしまっておると。そういうことから幼稚園

の統合、小学校の統合、全てやむにやまれぬ形でそういう経過を経ておるわけでありますけれど

も。 

   今のこの行動計画に関して、計画期間を３年間ということで、それを実行する。そしてまた検

証の期間も設けるということのスケジュールにのっとってやっていただくことは大変すばらしい

ことだと思いますが、まず一つに特化してお考えいただくのは、子育て世代、学生さん、あるい

はまた新規の事業者等をターゲットにして、那珂市のよさをお伝えいただくということは、それ
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は大変結構なことだと思うんですが、それによって、高齢化率が１％でも下がるということが活

力を生み出す原点になるんじゃないかなと。私どもの地域は既に 30％近い高齢化率、65 歳以上

の方々になってしまっておる地域でありますんで、17 年前に比べて地域を見詰め、しっかりと

今の現状を見詰めると、本当に昼間、人の声が聞こえないというような地域になっておりまして、

これはどこに住んでも、行政サービスを受ける側にとって、外の地域と同様の行政サービスを受

けるのには大変なお金がかかる地域になってしまっておるなという実感をしておるわけでありま

して。 

   そういうことからいいますと、今回区域指定というような施策も打ち出され、あるいはまた外

から建物等、一定の金額によって建てていただくことに関して、一定の補助金を出すというよう

な施策も打ち出されておりますけれども、いかんせんそういったお話を、ターゲットになる方に

お話ししますと、そのぐらいの形ではなかなか思い切って地元に家を求めて、あるいはその地域

に定住するというようなメリット的にはかりにかけると、現状民間の企業さんなんかに勤めてい

る方に言いますと、大変厳しい現況の雇用の中での生活を強いられておるということから、外の

自治体さんと比較した場合、このぐらいですと那珂市に戻って住もうという、その気力が出ない

というのがそのターゲットとされておる方々のお声なんだわね、実態としてはね。 

   だから、その辺のよさを一つ一つこれね、全てを、那珂市のよさをしっかりとお伝えするには、

その裏づけ等も含めて職員の皆さんがお一人お一人に真剣にそういう対応をすることと、それか

ら現在住まわれておられる市民の皆さん方が自分たちのところは誇りに思えるというような感覚

を持って住んでいただけるということによって、さらにまた広まる形になると思いますんで。そ

ういったものを実情、実態を外の自治体さんに比べて比較していただいて、那珂市はこういう利

点がありますよ、あるいは住みよさの関係はもうここ一、二年、そういうことで、市長はそれを

売りにＰＲするんだというようなことも含めて行動されておりますけれども。いかんせんその実

情が伝わり切れていないというのが現況なわけでありますんで。その辺の力強さから言うと、こ

れ一つ一つをどれをとってもいい施策だと思うんですよ。やっていただいて、それでそれを認識

していただいて、ほかの自治体さんと比較して、那珂市に住みたいというふうになっていただく

ような、その力強さを訴える部分が特化しないと、ぺたっとした形で訴えられると、やっぱり取

り柄がないというような感じになってしまいますんで。何かしら心にしみ渡る、引き寄せられる

ようなものを特化したものも必要なのかなという感じを持っておりますんで、その辺のところの

お考えもお伺いしたいんですが。 

秘書広聴課長 今、委員ご指摘のとおり、高齢化率が上昇するのを押しとどめる、それには子供たち

をふやす、そのためには子育て世代、これから結婚、出産を考える若い世代に那珂市の魅力を伝

える必要というのは本当に大きいと思います。ポイントは女性だと思います。やっぱりどこに住

もうか、どこで子育てしようかと考えたときに、旦那さんより奥さんの意見というのが非常に私、

自分もそうなんですけれども、大きいと思っています。いかに女性に那珂市の魅力を伝えるか、

これが本当にポイントになってくるんじゃないかなと思っています。 
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   住みよさというのは、日常の買い物が便利だとか、あとは道路のアクセスがいいとかあります。

お出かけに便利というのは非常に大きいんじゃないかなと思います。子供を連れてちょっとお買

い物に行く、あとは身近な自然があったり施設があったりして、ちょっと遊びに行ける。あとは、

この計画を策定するときに、外部の方に策定委員に加わってもらったわけではないんですけれど

も、民間の方と意見交換する場がありまして、やはり外部の方も那珂市はいいねと言ってくださ

った中に、お店が手ごろなところにあってにぎやかさもあるんだけれども、一方で繁華街がなく

て治安がいいと言っていました。それが子供を育てるのにとても安心でいい環境じゃないかと。

あとは地域の目が行き届いている、朝晩の子供たちを見守るおじいちゃん、おばあちゃんの姿を

見ても、そういう目が行き届いている安心感。そのあたりで女性にアピールできるポイントはあ

るんじゃないかということを言っていました。 

   その利便性と安心感といったあたり、行動計画のほうにも載せてはいるんですけれども、やは

りそこをいかに魅力的に伝えるかになるかと思います。そのあたりも手法を工夫しながら発信し

てまいりたいと思います。 

   以上です。 

助川委員 既に日本全国、隣接の市町村はもとより、そういう定住人口を確保、さらに今よりもふや

していきたいというようなことは、もう本当に過酷な競争の時代に入っていると思いますんで、

それを踏襲して、ベースにして施策を打ち出し、その成果を上げるというのは、大変な知恵と努

力と行動力が必要だと思いますんで、とにかくさまざまな知恵を総動員してやらなければ、那珂

市の未来はないというふうに私どもも感じておりますんで、とにかく自治体として弱くなってし

まっているところが外の自治体に巻き込まれるということだけはしないような形にしていただけ

ればというふうに思いますんで、さらなる努力を私どももはじめ執行部の皆さん方お一人お一人、

あるいはまた市民の皆さん方へのそういう周知の徹底もお願いしたいと思います。 

委員長 ちょっと一つ。 

   いぃ那珂暮らし応援団、募集していますよね、今。今どのくらいいるの。 

企画部長 お答えします。 

   個人と法人の方を合せて 30 人以上に今なっておりますので、さらに大学、茨城女子短大とか

高校とかそういったところにもお声かけしていますし、市民活動団体なんかにももうチラシをお

配りしてあれしておりますので、今後さらにふえていくという期待を持っています。それから、

先ほど課長が申しあげましたように、職員にも入っていただくというようなことも考えておりま

すので、さらにふやしていきたいと。特に那珂市のご出身の方、県外に住んでいる方とかそうい

った方の加入というのは非常に大切なのかなと。 

   それから、４月 22 日、静峰のふるさと公園のイベントの日に応援ツアーということで、首都

圏のほうから人をお呼びして、その方にも応援団に入ってもらって情報の拡散をしようとか、そ

ういった企画も考えておりますので、さらに努力してふやしていきたいというふうに思っていま

す。 
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   以上です。 

委員長 よろしくお願いします。 

   外にございませんか、ご意見、ご質疑等ありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、以上でこの件を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

     休憩（午前 11時 42分） 

     再開（午前 11時 43分） 

委員長 再開いたします。 

   政策企画課が出席しました。 

   議案第 31号 公の施設の広域利用に関する協議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。 

政策企画課長 政策企画課長の篠原です。外４名が出席しております。よろしくお願いいたします。 

   それでは、議案第 31号 公の施設の広域利用に関する協議についてご説明をいたします。 

   議案書の 106ページをお願いいたします。 

   議案第 31号 公の施設の広域利用に関する協議について。 

   地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の３第２項の規定に基づき、那珂市と水戸市、

笠間市、ひたちなか市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町及び東海村との間において、公の施

設の広域利用について協議するため、議会の議決を求めるものとする。 

   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が、公の施設の広域利用につきましては、県央地域の９市町村におき

まして、現在も協定を締結し、利用促進を図っているところでございますが、このたび対象施設

の削除及び変更がございましたので、改めて協議をしまして、協定を締結したいので、自治法の

規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。 

   114ページをお願いいたします。 

   概要につきましては、提案理由と同じでございます。 

   ２の内容でございます。記載してありますとおり、水戸市、それから笠間市の４施設において

削除、それから、水戸市及び東海村の５施設が所在地の変更となります。 

   ３の協定締結日につきましては、平成 29年３月 31日。 

   なお、その前、107ページから 113ページまでが協定書案を添付してございます。 

   説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明は終わりました。 

   これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。ありませんか。 

     （なし） 



－25－ 

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 討論を終結します。 

   これより議案第 31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 31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、政策企画課所管部分を議題といたし

ます。 

   歳出、２款総務費、１項総務管理費、６目企画費について説明を求めます。 

政策企画課長 それでは、予算書の 39ページをお開き願います。 

   ２款総務費、１項総務管理費、６目企画費３億 2,109 万 1,000 円。企画事務費から 43 ページ

のいぃ那珂暮らし促進事業までが政策企画課所管の事業となります。前年度と比較しまして

5,806万 5,000円の増。その主な理由でございますが、42ページのほうをお願いいたします。 

   下から２つ目、常陸鴻巣駅駐輪場整備事業 481万 9,000円、地元からの要望のあった駐車場に

つきまして、新たに整備をするものでございます。 

   それから、その下、まち・ひと・しごと情報発信事業でございますが、昨年 11 月に採択とな

りました地方創生推進交付金を活用しまして、情報発信ツールとなるサイトの構築費用であると

かいぃ那珂暮らし応援団の運営に関する費用を計上しております。市のさらなる魅力向上と情報

発信力強化のため、前年度と比較しまして約 1,300万円の増となってございます。 

   43ページのほうをお願いいたします。 

   いぃ那珂暮らし応援子育て世帯住宅取得助成事業につきましては、昨年７月から実施している

事業でございますので、本年度分 1,950万円につきましては、純増という形になります。 

   それから、その下のいぃ那珂暮らし促進事業につきましても、今年の１月から実施しておりま

す新婚新生活支援事業を 29 年度も引き続き実施してまいります。このことから 1,000 万円の増

額ということになります。 

   説明は以上となります。 

委員長 説明は終わりました。 

   質疑ございませんか。 

笹島委員 この高速バスラッピングというのは１年間でどういう、東京方面かな、やっぱりね。 

政策企画課長 そのとおりでございます。４月からですね、来年度から東京方面にラッピングバスを

１台走らせるということで今進めているところでございます。 

笹島委員 ラッピングというのはどういう内容ですか。那珂市なんとかなんていう、そういうあれで
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すか。 

政策企画課長 先ほどの行動指針にもありました赤い輪っかのついたロゴというんでしょうかね、い

ぃ那珂暮らしというロゴと、赤い輪っかというものをバスの側面であるとか背面であるとかに、

そういうものをデザインしたものを走らせるという形でございます。 

委員長 外にございませんか。 

助川委員 43 ページのいぃ那珂暮らし応援子育て事業なんですけれども、これ昨年７月からやられ

た実績としてはどのぐらいの世帯の数だったのか。そしてまた今年度はどのぐらいの世帯を見込

んだ金額なのかお伺いします。 

政策企画課長 28 年度の実績としまして、現時点まででは６件の申請ということでございます。そ

れから、29年度につきましては、全体で 125件ほどを想定してございます。 

   以上でございます。 

助川委員 その根拠は。 

政策企画課長 これは建築確認戸数というものが大体年間 200件程度あるということで、それをこの

交付要件に当てはめまして、大体６割から７割の間というところで、125 件というところで今年

度は予算計上をしております。 

   以上でございます。 

助川委員 実質これをやったことに対してどのぐらい上乗せになっているという数字は組まれていな

いの、これ。今までの件数で割り出しということのようだけれども、この事業をやってどのぐら

いの上乗せを予定しているんだということはないんですか。 

政策企画課長 その辺はまだ実績としても６件ということでございますし、まだそこまでの検証はし

てございません。 

   以上でございます。 

委員長 外にございませんか。ありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、次に、２款総務費、５項統計調査費、１目統計調査総務費、２目各種統計調査費

について説明を求めます。 

政策企画課長 予算書の 60ページをお開き願います。下のほうになります。 

   ２款総務費、５項統計調査費、１目統計調査総務費 887万 1,000円。職員人件費及び統計調査

に係る事務費でございます。 

   ２目各種統計調査費 151万 9,000円、学校基本調査費などの事務費でございます。 

   以上でございます。 

委員長 説明は終わりました。 

   質疑ございませんか。ありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、次に、６款商工費、１項商工費、２目商工振興費について説明を求めます。 
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政策企画課長 103ページをお願いいたします。 

   ６款商工費、１項商工費、２目商工振興費のうち、ちょうど説明の真ん中あたりになります、

企業立地促進事業 43万 6,000円が政策企画課所管の事業でございます。 

   以上でございます。 

委員長 質疑ございませんか。 

副委員長 これ企業立地推進事業費はいくら減ですか。 

政策企画課長 本年度、ちょっと正確ではございませんが、99万 4,000円の減でございます。 

副委員長 余り効果がなかったというところですか。 

政策企画課長 今年度は手法を変えて那珂西部工業団地に関係する企業の調査をやったということは

ご説明したと思うんです。これを毎年実施するか、それとも隔年でいいんじゃないかという議論

を内部でいたしまして、隔年でということになりまして、来年度についてはアンケート調査は実

施しないということで、減という形になってございます。 

   以上でございます。 

副委員長 隔年でもいいと思うんですけれども、今年の効果はどうなんですか。 

政策企画課長 今年度、昨年の末ですかね、調査のほうが実施されまして、ちょっとお待ちください。

1,000 社に対して調査を行いまして、434 社ほど回答がございました。企業誘致、若干興味を持

っていらっしゃるという会社がそのうち 22社ということでございました。 

   なお、年末の実施ということで、その 22 社に対してのアプローチはまだでございますが、今

後働きかけを行っていきたいというふうに考えてございます。 

   以上でございます。 

副委員長 わかりました。 

委員長 ほかに。 

助川委員 那珂西部工業団地は残地５ヘクタールだよね。それに関しての進出企業さんによっては、

分割販売も予定されているんですか。 

政策企画課長 細かく分割ということはないですけれども、例えば５ヘクタールのうちの半分ずつと

か、そういうことであればということで、県のほうでは考えているようでございます。 

   以上でございます。 

助川委員 値段に関しては今までと同じ売買の金額なのかな。 

政策企画課長 何度か値下げをしたという経緯はございますが、２万 600円、平米当たりというのは

変らずというところでございます。 

助川委員 感触としてどうなんですか、その企業さんの進出希望の度合いは。 

政策企画課長 なかなかそういった声というか、情報としてはこちらのほうに上がってきていないと

いうのが現状です。 

助川委員 先ほども、いぃ那珂暮らし事業の一つの内容に雇用の問題が大きく、やはり定住人口をふ

やす意味で関係が重要な問題だと思うんで、この件に関して一つでも、１社でも進出されれば、
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さらにそういったものも解決というか、事業の上乗せになっていくと思いますんで、これは連携

して、必死になって西部工業団地のよさをアピールしていただいて、進出していただきたいとい

うふうに思っております。 

企画部長 お答えします。 

   ただいま課長のほうから申しあげましたように、県のほうで引き下げをしていただいて２万

600 円という今単価なんですけれども、できればもう少し、やっぱり圏央道を中心に、今、茨城

県は３年連続、企業誘致に関してはトップだというような、誘致面積、誘致件数、県外の企業さ

んの誘致に関してはそういうような状況もありますけれども。ですので、できれば売買の単価、

もう少し引き下がらないのか。それと、分割についてももうちょっと柔軟に分割、ただ、分割に

ついては、やはり進入路の問題とかいろいろあるので、県のほうではかなり細かく分割をします

と後々残ってしまうという懸念があるそうなので、２ヘクタールぐらいで使っていただけないか

なということで。 

   那珂西部に関しては、若干の引き合いはあるんですね。引き合いというのは、そんなにはない

ですけれども、何件かのお問い合せとかそういうのはあるんですけれども、なかなか最終的な合

意までは至らないというようなことなので、県のほうから情報をいただけますので、県のほうと

連携して、早期に誘致が図れるよう努力していくというスタンスで臨む以外にはないのかなとい

うふうには思っています。引き続き努力していきたいというふうに考えてございます。 

助川委員 １カ月ぐらい前になりますかね、水戸市の議員との懇談会、やらせていただきまして、ち

ょうど高橋市長もお見えいただいたんで、那珂西部工業団地に関してはうちのほうから行ってい

る方が結構いるんですよねということがありまして、当然、進入路に関しては、水戸市さんのほ

うからおいでいただくと、途中、今のバードラインの方向からとか、国道 118号からのところか

ら入るのがメーン道路なわけなんですけれども、それに関して、取り付け道路に関しても水戸市

さんでもご協力いただければ、さらに利便性がよくなって、水戸市さんのためにもなるんじゃな

いですかというようなお話もさせていただいたんで、そういう要望があれば、私どもも積極的に

考えていきますというようなお話もありますんで、そういう対応も執行部のほうでは考えていく

べきかなというふうに感じておりますが、その辺のところはどうですか。 

企画部長 ありがとうございます。 

   県のほうで懸念しているのは、やはり５ヘクタールを分割した場合に、５ヘクタールの利用す

る際に、当該用地に道路を入れなければならない、接道させなければならないというので、その

辺のことをさらに細かく分割すると、そういうような懸念があるということはおっしゃっており

ました。ただ、ただいま助川委員さんのお話ありましたように、やっぱりアクセス性がよくなる

ということは、それだけ那珂西部工業団地のポテンシャルというんですかね、それが上がるとい

うことが当然考えられますんで、そういったお話がありましたときには、水戸市さんといろんな

意味でお話し合いというか、協議をさせていただくということになるのかなというふうには思っ

ていますし、当然、県のほうにお願いしていかなくてはならないのかなというふうに思っていま
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す。 

   以上です。 

委員長 よろしいですか。 

笹島委員 関根部長、今の続きですけれども、立地は茨城県はトップクラスだというふうに言います

けれども、いろんな地区、県北もちょこっと残っているところがあるし、あと、茨城空港のあた

りもたくさん、茨城町もありますよね。もちろん県南のほう、県西のほう、たくさんありますよ

ね。非常にたくさん持っていて、要するにどういう、今言っていた売買価格を決めているのかね、

あの人たちはね。要するに一律じゃないと思いますけれどもね、その立地によってさ。それを聞

いたことあるの、詳しく。 

企画部長 積算根拠を詳しく県のほうへ提示を求めたということはございませんけれども、いわゆる

県のほうでは、当然、土地の下落とかそういったものに合せて売買価格というんですかね、売り

渡し価格を下げておりますので、当然そういった観点を県のほうでは当然した上で、価格を決め

ているのかなというふうには思っています。ただ、何ていうんですかね、那珂西部工業団地の場

合は２万 600円ということで、やはり県北の外の地域から見ても、印象的には少し、もうちょっ

と下がってもいいのかなというふうには思っています。例えば宮の郷ですとか、そういったとこ

ろから見れば、やっぱり宮の郷は１万 3,000ぐらいですので。そういった意味からすると、もう

ちょっと。それから、外の県央とかそういったところから見ても、やはり同じぐらいの金額ない

しは、位置的に、アクセス道路の問題とかそういったものがあるところでは、那珂西部よりも、

若干同じぐらいとか安いなんていうところも中にはありますので。そういった意味では、やはり

もうちょっと下げていただいて、企業立地ができるような形で、市としてはしていただければあ

りがたいというふうには思っています。 

   以上です。 

笹島委員 あれ、部長、圏央道の近くのところと地価が同じというのはちょっと腑に落ちない、同じ

くらいなの。 

企画部長 ここで数字持っていませんので、同じだとは、同じ金額だということはちょっと今申しあ

げられないんですけれども、ただ、那珂西部自体の２万 600円というのがどうなのかなというの

は、もうちょっと、もう何年かたっていますから、引き下げをしてから。もうちょっと下がって

もいいのかなというふうには思っています。圏央道であれば、もう少し高いのかもしれませんけ

れども、具体的に圏央道の、例えば阿見ですとか古河ですとか、ああいったところの工業団地の

金額について、今いくらだというのは手持ちに持ってございませんので、何とも言えませんけれ

ども。ただ、那珂西部工業団地の２万 600円というのがもう少しできれば企業立地を進めるため

には少し下げてもらえれば、もうちょっと進むかなという希望は持っていますということですね。 

   以上です。 

笹島委員 やっぱりこれも工業団地間の競争だよね。要するに今言っていた、企業としてみれば、

100 円でも 200 円でも安いほうがいいわけであって、もちろんアクセス云々ということもあるか
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もしれないけれども、まず今言っていた地代だよね、土地の価格だよね、一番の決め手というの

はね。それで、今言っていた周りの環境、アクセス、それから従業員のそれがどうやって集めら

れるかという、いろんなことということがあると思うんですけれどもね。だから、それは逆に言

えば多少調べないと、いつまでも、相手の言うがままにやって、相手は別にね、那珂市だけをや

っているわけじゃないんだから、外のたくさんの工業団地を持っているわけだから、どこでもい

いから売れてもらえばいいわけだから。黙っていたら何もやってくれないよ、だから。そこは自

分らで調べて、これちょっとあれでもって下げてくださいよと。自分のほうだけ考えていればい

いんだから、那珂市のことだけ、外の事はどうでもいいんだから。そこをやっぱり真剣にやらな

いと、いつまでたっても問い合せは 22 件だよ、電話で１回問い合せだけだよね。あとは何も、

うんともすんとも来ませんよ、それは。そんなに甘くないですよ。それが競争なんだから。やっ

ぱり早くやらないとだめでしょうよ、それは。 

企画部長 ご指摘のとおりでございますので、県のほうにもいろいろな意味で、連携をしていかなく

てはならないということでございますので、県のほうにも当然お願いをしていかなければならな

いのかなというふうに思っております。当然、県は茨城県全体のことですけれども、ある意味、

どうしても県央から県北についてはなかなか、茨城町もそうですし、茨城空港のところもそうで

すし、まだ企業誘致がほとんど進んでいないという状況もありますので、そういったことも踏ま

えて、県央、那珂西部に企業立地が張りつくよう、県のほうにお願いをしていきたいというふう

に思ってございます。 

   以上です。 

委員長 外に質疑ございませんか。よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 それでは、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 13時といたします。 

     休憩（午後０時 07分） 

     再開（午後１時 00分） 

委員長 再開をいたします。 

   会議を始める前に、改めて申しあげます。 

   質疑、答弁の際は簡潔かつ明瞭にお願いいたします。 

   それでは、続きまして、常任委員会協議・報告案件であります、那珂市地域公共交通連携計画

【改訂版】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。 

政策企画課長 それでは、常任委員会資料の３ページをお開き願います。 

   那珂市地域公共交通連携計画の改訂版につきましてご説明をいたします。 

   まず１の計画版策定の背景でございますが、現行の公共交通連携計画は適切な公共交通のサー

ビスの提供と持続性のある仕組みをつくり、市民にとって真に必要な公共交通に関する施策を位
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置づけることを目的に平成 24 年度に策定をいたしましたが、今年度で計画期間が満了となりま

すので、新たに 29年度からの５年間を計画期間とする改訂版を策定したところでございます。 

   なお、策定にあたりましては、一番下の６の策定経過にありますとおり、国・県及び交通事業

者、警察、市民等で構成します那珂市公共交通会議での協議及びアンケート調査結果を踏まえま

して策定したものでございます。 

   それでは、概要について簡単にご説明をいたします。 

   別紙１の改訂版のほうをごらんいただきたいと思います。 

   まず１ページのほうをお願いいたします。下から４行目あたりになります。 

   改訂版ではというところになりますが、今回の改訂版におきましては、みんなで親しみ“守り

育てる”暮らしを支える“はーとの交通”という目標と３つの基本方針については据え置くこと

としてございます。 

   35ページをお願いいたします。 

   こちらがその目標と、先ほど説明しました基本方針の３つとなります。求められる水準を考慮

した持続できるサービスの提供から、方針３の公共交通の新たな利用価値を提供するための取り

組み、この３つについては、このまま継続することといたしまして、その方針を実現させるため

の施策について今回見直しを行ったところでございます。 

   戻っていただいて、２ページのほうをお願いいたします。 

   Ａ３の資料がついたものでございます。 

   こちら第Ⅰ章、施策の実施と評価となります。 

   現行施策に対してどうだったのか、これまでの取り組み状況を整理しまして、評価・検証を行

っております。 

   ３ページのほう、左側が現在までの取り組み状況、右側に今後の対応と課題ということで整理

をさせていただいております。 

   例えば上から３つ目の施策、デマンド交通を含めました交通体系の構築におきましては、平成

25 年度、ひまわりタクシーの実証運行の開始に合せ、ひまわりバスの運行形態の見直しを行っ

てございました。今後も鉄道やバス路線との連携を考慮しまして、必要に応じた見直しを行って

まいります。 

   続いて、４ページのほうをお願いいたします。 

   ここから 11ページまでが市民アンケートの調査結果、それから 12ページをお願いいたします。

12 ページから 33 ページまで、こちらは昨年８月、市のほうで独自に実施しました公共交通に関

するアンケートの調査結果をまとめたものとなってございます。 

   25ページをお開き願います。 

   ここでは、ひまわりバスに期待することについて聞いております。棒グラフの真ん中にあると

おり、「運行本数をふやす」、「土・日・祝日の運行」、「近隣市町村まで運行する」など、利

便性の向上に関する意見が多く寄せられております。 
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   続きまして、28ページのほうをお願いいたします。 

   こちらはひまわりタクシーに期待することでございまして、こちらもひまわりバス同様の意見

でございました。 

   40ページのほうをお開き願います。 

   ここからが見直しました施策の内容となります。現行計画では、①から⑧まで８施策でござい

ましたが、今回の改訂版におきましては、施策を２つふやしまして、10 施策としてございます。

本日は、新たに追加した２つの施策についてご説明をさせていただきます。 

   43ページをお願いいたします。 

   まず一つ目でございますが、施策②－２といたしまして、近隣市町村との公共交通体系の連携

を検討しますでございますが、こちらは先ほどのアンケートでもありました、市民からの要望、

意見等を反映した施策となってございます。 

   高齢者にとりましては、近隣市町、特に病院や商業施設等への移動は、日常生活をする上で必

要不可欠であるというアンケート調査の結果を踏まえまして、今後は広域的な連携を図る必要が

あるということから、新たに位置づけをしたところでございます。具体的には、デマンドタクシ

ー等による近隣市町村への運行、公共交通に関する現状や課題等について、定住自立圏、共生ビ

ジョンの中で協議検討を進めてまいります。 

   続きまして、46ページをお願いいたします。 

   ２つ目でございます。施策③－２としまして、誰でも利用しやすい公共交通の検討でございま

す。 

   平成 28 年４月の障害者差別解消法の施行に伴い、新たに今回追加した施策でございまして、

高齢者、障害者等の交通弱者を含め、全ての人が利用しやすい公共交通となるよう、交通インフ

ラ等の整備の検討、ともに助け合う意識の啓発に努めてまいります。 

   続きまして、53ページ、54ページをお願いいたします。 

   ここでは、施策に対する目標の設定、それから 55 ページには、今後５年間の実施計画を記載

しております。各施策によって多少の違いはございますが、おおむね 29 年、30 年度の２年間を

検証、協議といった準備期間、31 年度以降に実施をしていくというようなスケジュールとなっ

てございます。 

   最後になりますが、高齢者による事故多発を受けての免許返納に関する施策につきましては、

47ページをお開き願いたいと思います。 

   基本方針２のデマンド交通システムの利用促進の一番下の四角でくくった概要のところでござ

います。利用者の拡充という丸があるかと思いますが、免許返納者というふうに限定はしてござ

いませんが、高齢者をはじめ一人でも多くの方に利用していただけるよう、タクシー利用券の助

成について今後検討していくこととしてございます。 

   簡単ではございますが、説明は以上とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明が終わりました。 
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   ご意見、ご質疑ございませんか。 

副委員長 ひまわりバス、ひまわりタクシーと利用者は実際どのぐらいいらっしゃるんですか。タク

シーはこの間一般質問でも聞いていましたけれども。 

政策企画課長 タクシーは登録約 2,000名で１万 4,000の延べ利用ということでございます。バスに

つきましては、28 年度の途中経過でございますが、現時点で 7,700 名程度の利用となってござ

います。 

   以上でございます。 

副委員長 7,700名というのはバス２台ですか。 

政策企画課長 運行経路が２系統ございますので、２台というふうな捉え方かと思います。 

副委員長 そうすると、１日 10人ぐらい、１台につきの利用という。 

政策企画課長 10人まではいないですかね、４人から５人ぐらい。 

副委員長 わかりました。 

委員長 外にございませんか。 

笹島委員 これから広域化していくんだよね。なかなかこれは難しい面もあると思うんですけれども、

相互乗り入れするんでしょうけれども、そうすると、今言っていた土日もやるということでいっ

て、土日は病院とか何か休みだよね。そうすると、土日は何のために利用者が使うのかとかさ。

もちろん誰も１週間のうち土日もやってほしいと言われるのは当たり前のは話でさ。やっぱり費

用対効果もあるからね。それから今、広域化という総合的に、今言っていたショッピングセンタ

ーとか何か、大規模なほうは、那珂市よりもひたちなか市とか水戸だからね。それを目的にされ

てしまうのかとかと。何のための、福祉バスの考えでやっていくのか、それから免許返納者云々

という、これも出てくるから、その人に対しての何か助成してあげられる部分も出てくるのかな

というのはありますよね。じゃないと簡単に返納はしないからね、しがみつきますからね。そう

いう面のいろいろ細かい面も考えているのかな。 

政策企画課長 まず、一番重点を置きたいのは広域連携の部分で、市外への運行をまず第一義的には

実施していきたいというふうに考えてございます。もちろん土曜日に病院もやっているところも

ございますが、その次以降にまた検討していくと、順次、一気にやるんではなくて、まずはそち

らのほうを優先的にやっていきたいなというふうに担当のほうとしては考えてございます。 

   以上でございます。 

笹島委員 土日はやっていないよ、病院は。見舞いか何かに行くという意味ですか。 

政策企画課長 やっている病院もあると思いますので、そういう利用希望があるというのは承知はし

てございます。市民のアンケートでも如実にあらわれておりますので。ただ、今後施策として進

めていく中では、まずは市外への運行を優先的に取り組んでいきたいというふうに考えてござい

ます。 

   以上でございます。 

笹島委員 あともう一つ、交通機関への乗り入れというか、例えば水郡線は使い勝手が悪いから、常
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磐線の水戸駅とか勝田駅までのそういう運行も可能かどうかとかさ。これそうすると一般の人も

使えるとか何かという。今言っていた、運賃はどのくらい、ちょっと、100 円かな、200 円かわ

からないですけれども、土日と平日の料金は同じくするのか、アップさせるのかとか、いろいろ

ありますよね。同じじゃ、ちょっと違いますよね。ちょっとそういうことです。 

政策企画課長 まだその辺の詳細については、今後詰めていく必要があると思っています。もちろん

事業者である、タクシー事業者であるとかバス事業者との調整も必要になってまいります。運賃

についてもそうでございますが、今後調整を進めて、まず水戸市の公共交通結節点、今おっしゃ

った水戸駅であるとかそういったところにまず乗り入れができないかということで模索していき

たい、進めていきたいというふうに考えてございます。 

   以上でございます。 

委員長 外にありませんか。 

助川委員 これ、今の件は実証実験などは行わないでいきなり事業化ということでやっていく予定な

んですか。 

政策企画課長 まだそこまでのところは考えてございません。まずは水戸市さんとの協議を進めてい

くということが先かなということで。今、水戸市の国田のほうでやっている実証運行は、国の補

助金を活用してやっているということでございますので、那珂市のほうでは、まずは協議して、

どういった形でできるのかというところを進めていきたいというふうに考えてございます。 

助川委員 これアンケートの結果、そういう方向づけをしたということなんですかね、この事業に関

しては。 

政策企画課長 市民からの要望が多かったということでございますので、こちらを施策として追加と

いう形でございます。 

助川委員 そうすると、この事業に関して、今の１万 4,000人ぐらいの、ひまわりタクシーの場合に

は利用者があるということだけれども、さらに上乗せになる、どのぐらいの上乗せの予想をされ

ているんですかね。 

政策企画課長 まだ詳細のお金の設定であるとかそういったものを決めてございませんので、そこま

での試算はしてございません。 

助川委員 そうしますと、事業の方向性はそういう方向性を決めたということで、予算措置面に関し

てはこれからということ。 

政策企画課長 定住自立圏共生ビジョンの中で、負担金は公共交通に関してはございません。ですか

ら、29、30 年度にかけて協議を進めて実施に向けて調整していくというような形をとってござ

います。ですので、今回の予算のほうには上がってはいないというところでございます。 

委員長 外にございませんか。 

副委員長 このいわゆる交通弱者と言われる人たちというのは何人ぐらいという想定なんですか。 

政策企画課長 数についてはちょっと把握はしてございません、申しわけございません。ただ、那珂

市のほうの施策として、タクシー利用券助成というのを合せて障害者についてはやっているとい
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うところで、重複してこちらのデマンドタクシーに登録されていらっしゃる方もいるというふう

には聞いてございます。数については、大変申しわけございません、現在把握してございません。 

副委員長 このアンケートを見ると、ひまわりバス、ひまわりタクシーの利用者というのは物すごい

少ないですよね。最近は、それを突き詰めていくと、果たしてこれは必要なのかという気がして

きてしまうんですけれども、もっと違う方法が、タクシーはあってもいいんだと思うんですけれ

ども、バスはもうと思ってしまうんですけれども、どうですか。 

政策企画課長 ご指摘のとおり、先ほども利用者人数どのぐらいいるんだというところで、１日四、

五人で果たして費用対効果の面を考えたときに必要かと言われれば、確かにおっしゃる部分はあ

るんだと思います。ただ、一定の利用があるというところは、まだ数として把握しておかなけれ

ばならない。アンケートの中でも「ぜひ存続してバスは運行してほしい」という、少数意見では

ございましたが、ございました。ですので、公共交通会議の中で、その辺も含め、今後バスはど

うするかという中で、今後、29、30 年度、２年間は運行しようと。またその２年後にバスにつ

いて再検証しようという形にしてございます。ということでご理解いただきたいと思います。 

副委員長 わかりました。 

笹島委員 今、市内へ乗り入れているひまわりバス、不特定多数の人だよね。ある程度乗られる方の

希望、どこからどこまでということをもう自分らのほうで把握しておいたほうがいいんじゃない

かな。そう思わない。不特定多数のほうは待っていたって仕方がないし。どうぞ。 

政策企画課長 定時定路線バスということで、病院を中心に商業施設、回れるところは網羅するよう

な形で、バスは停留所を設けてやってございますので。こういったところにとまってほしいとい

う要望があれば、その辺は検討して追加するというような形を順次とっております。 

笹島委員 違うんだよ。あのね、あらかじめ何時ごろで何曜日でどこら辺へ行きますかということを、

全部不特定多数で雲をつかむような仕事をしていてはしようがないから、把握しておいて、それ

に合せるような形で、向こうからもこれに合せてくださいという、そういうふうにして絞り込ま

ないと、それだって少なくなってきているんだから。それを何か、私どういう方法でやるという

のは、私その仕事していないからよくわからないけれども、そういうふうにやった、効率的なこ

とを持っていったほうがいいんじゃないかなと。雲をつかむようなことをやっていても、どこで

おりてどこ、どこへ行きますかと、どこでおりたいですかということで聞いてね、いうふうに、

何人でどのくらいどの場所でということは、そんなに多くないはずだからさ。それをやっていっ

て、もうそれ以上ふえるか減るかというのは想像できるはずだからさ。それで、この１年後、２

年後やるかやらないかも決定できるわけだからさ。どうするかということと。そういうふうにま

とめてやっていかないと、いつまでも不特定多数の人をどこの場所でおります、どこまでと、仕

方がないような気がするんだよね、同じことの繰り返しじゃないですかどうですか、それ。 

政策企画課長 ひまわりバスについては、何度もバスに乗り込みまして、利用者の声ということでア

ンケートもとったりはしてございました。ただ、やっぱり定時定路線ということで、決まった時

間に決まった場所を運行していくというのがその運行目的、先ほどおっしゃった利用する目的、
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場所を聞いてそこに行くというのはひまわりタクシーのほうが利用価値というんでしょうか、あ

るのかなというふうに考えていますので、その辺はすみわけをして、今後どういった形でバスが

残るのか、それとも廃止するのか、今後そういうアンケートをとりながら、今後の２年間を検証

していきたいというふうに考えてございます。 

副委員長 ごめんなさい、さっきちょっと勘違いしていましたけれども、定住自立圏の中を今度自由

に行けるようになるということなんですか。 

政策企画課長 バスが行くとかタクシーが行くとかではなくて、まずはどういった形、バスなのか、

タクシーも含めて、今考えているのは交通結節点、先ほど言いました水戸駅であるとかにまず乗

り入れができないかということで協議を持っていこうかなというふうには考えてございます。 

副委員長 要は、今までは市を超えてはいけない、これは那珂市だけじゃなくてひたちなかも水戸も

みんなそうですけれども、行けないというルールがあったじゃないですか。条例なのか法律なの

かわからないですけれども。これを今度お互いに、相互乗り入れをしていきましょうという話に

なるんですか。 

政策企画課長 運行するにあたりましては、運輸局のほうで実施計画というのを出しまして、その中

に運行区域というのが定められておりまして、そちらが市内への運行の限定ということになって

ございますので、市外へは行けなかったというところがありました。それを今後協議の中で、市

外にも、例えば病院であるとか水戸駅であるとかに行けるような形で持っていけないかなという

ふうに考えてございます。 

副委員長 ごめんなさい。ちなみに今、水戸から那珂市に乗り入れている民間のバスというのはどの

ぐらいあるんですか。 

政策企画課長 高校、水農ですかね、あちらのほうに水戸駅から乗り入れているバスがある、それか

ら、大宮方面に、国道 118号沿いに大宮から水戸駅というのが１本あるというふうに認識してご

ざいます。あとすみません、那珂市と下江戸を結ぶ路線がございます。 

     （「那珂市と下江戸」と呼ぶ声あり） 

政策企画課長 水戸駅と下江戸駅を結ぶ。 

副委員長 要はそことの競合はしないような形での乗り入れを検討していくというような考え方にな

るんですか。別に競合しても構わないと僕は思うんですけれども。 

政策企画課長 その辺もですね、バス事業者さんを含めた中で協議をしていこうと思っていますので、

もちろん民業圧迫は行政のほうでするべきではないと思っていますので、その辺は考慮していき

たいというふうに思っています。 

副委員長 であれば、ひまわりバスはやっぱり残したほうがいいですよね、今後ね。そういうふうな

新たな使い方というところでいくんであれば。ありがとうございます。 

綿引委員 ひまわりバスというのは、写真のこのバスですよね。これ何人乗りなんですか。 

政策企画課長 29人乗りでございます。 

綿引委員 ということは、先ほどバスの利用者は年間２台で 7,700人、１日四、五人ということであ
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れば、29 人乗りじゃなくて、もっと一回りか二回り小さいワゴン車であるとか、タクシーサイ

ズでも十分いけるんじゃないかと思うんですけれども。そのほうが費用も安く済むんじゃないで

しょうかね。いかがでしょう。 

政策企画課長 テレビなんかで見ていますと、そういうデマンドバスを運行しているような市町村も

あるというふうには思ってございます。那珂市のほうは、このバスは市所有でございまして、そ

れを使っているというのが現状でございます。確かに綿引委員おっしゃるように、そういったこ

とでコストの面が下がるんであれば、そういったことも検討の中に含めていければというふうに

考えてございます。 

綿引委員 ぜひお願いします。 

委員長 外にありませんか。よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 それでは、以上でこの件を終結いたします。 

   続いて、茨城県央地域定住自立圏共生ビジョン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。 

政策企画課長 それでは、常任委員会資料の４ページをお開き願います。 

   茨城県央地域定住自立圏共生ビジョンにつきましては、１の経過にもございますとおり、定住

自立圏形成協定後、昨年の７月５日以降、水戸市が中心となって策定作業を進めてまいりました

が、共生ビジョン懇談会での検討協議、それからパブリックコメントを経まして、本年２月の市

長懇話会において承認がされましたので、今回ご報告をするものでございます。 

   なお、共生ビジョン懇談会委員として、那珂市からは医療分野の方を推薦してございます。 

   それでは、ビジョンの概要について簡単にご説明をいたします。 

   冊子のほうの２ページをお開き願いたいと思います。 

   ここでは、計画策定の目的、それから計画期間について記載をしてございます。 

   （１）のこのビジョンでございますが、県央９市町村を一つの圏域として捉えまして、その圏

域の目指すべき将来像を掲げ、その実現に向けて各市町村相互の役割分担のもと、定住に必要な

生活機能の確保、充実と地域の活性化を図るために連携して推進していく具体的な取り組み内容

を示すものとなってございます。計画期間は、29年度から 33年度までの５年間。 

   少し飛びまして 24ページのほうをお願いいたします。 

   圏域の将来像につきましては、これまで取り組んできた広域連携の状況であるとか課題を整理

した上で、25 ページの中ほどになりますが、県央地域ならではの強みを生かし、連携をより一

層強化し、生活機能の確保と地域の活性化の取り組みを通じまして、人口の定住と圏域全体の活

力を創出し、持続可能な圏域を目指すことといたしまして、～安心して住み続けられる、笑顔で

いきかう圏域～ということで将来像を掲げてございます。 

   続きまして、27ページをお願いいたします。 

   資料のほうにも記載しましたが、こちらが将来像の実現に向けた具体的な取り組み内容、施策
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の体系となります。 

   まず、生活機能の強化といたしまして、①の医療分野から⑤の教育分野まで、５分野 19 事業、

それから、結びつきやネットワークの強化として、地域公共交通分野２事業、圏域のマネジメン

ト能力の強化として、人材育成分野１事業、これら７つの政策分野について、次の 28 ページか

ら 60 ページまで、22 の事業について現状の分析と課題を整理した上で、今後の取り組み方針や

基本目標を設定するとともに、方針に沿った事業の概要や成果指標、各市町村の役割分担につい

て記載をしてございます。 

   資料１枚目のほうに戻っていただきたいと思います。 

   簡単に那珂市の役割分担等についてご説明をいたします。 

   施策の体系に沿って、先ほど７分野 22 事業について連携すると申しましたが、那珂市におい

て 29年度当初予算の計上は 490万円ほど計上してございます。 

   まず生活機能の強化、①の医療分野では、初期救急医療の充実を図るため、水戸市が運営しま

す休日・夜間診療所への支援、それから安定的な医療体制を確保するため、医師、看護師を確保

していくという事業ということで、茨城県周産期母子医療センターの運営支援を行ってまいりま

す。 

   また、③の産業分野におきましては、茨城県央地域観光協議会を通しました広域観光を推進す

るため、周遊型イベントを開催するとともに、新たな周遊ツアーの造成を検討してまいりたいと

いうふうに考えてございます。 

   最後に、先ほどの議題となりました地域公共分野につきましては、市外への運行について、で

きるだけ早い時期に実現していければというふうに考えてございます。 

   説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明は終わりました。 

   それでは、これよりご意見、ご質疑ございませんか。 

   ご意見等ありませんか。 

助川委員 これ定住自立圏の構築ということで、一番どこの自治体さんも定住自立者をふやそうとい

う観点も持ちながらの構想だと思うんだけれども、これそれぞれの自治体さんでの目標の設定と

かその辺のところは、それぞれの立てていっての指数のこれ表示なんですかね。 

政策企画課長 30 ページを例えばごらんいただきたいと思います。事業ナンバー１ということで、

診療所情報共有・啓発事業ということで、一番下の役割分担、それから費用の考え方というとこ

ろがあります。まず水戸市がこの事業の中心的な役割を担うというところで、あとは、残りの８

市町村はどういった役割分担ができるのかということで、その役割分担を明確にしてございます。

そういったつくりで 22事業、このビジョンのほうが策定されております。 

助川委員 そうしますと、一定の少子化の傾向の時代において、それぞれの自治体では一定の人口減

少はやむを得ないということを想定した上でのそれぞれの役割を果たすもの等を整理しながら、

この構想を立てられたということなんですか。 
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政策企画課長 少子化ということではなくて、確かにその部分もあるとは思うんですが、まずは県央

の９市町村がそれぞれ足りない部分、それから強い部分、それぞれ生かしていって、県央地域全

体として生活機能の向上を図っていこうということで、これらの事業を展開していくということ

でスタートした事業でございます。 

助川委員 そうすると、本市、那珂市にとってのメリットというのはどういうものが具体的に上げら

れるメリットになるわけですかね。 

政策企画課長 先ほど公共交通のほうでもお話ししました、従来であれば那珂市が全部負担して、例

えば市外運行しなければならなかった部分を水戸市さんにも少し持っていただく、お金の面で、

費用の面で持っていただけるという部分もございます。それから、医療の分野におきましては、

今お子さんが緊急で病院へかかりたいといった場合に、水戸の休日・夜間医療に通っている方の

割合がかなり那珂市民の方が多いということでございます。これは持ちつ持たれつという部分か

もしれません。そういった意味で、水戸市さんのほうに若干の負担をして、運営を継続していた

だくということで支援していくということで、お互いの役割というのを明確にして、それなりの

負担をしていくという形にしてございます。 

助川委員 当然そういう構想を打ち立てる上では、得意分野の自治体さん、それぞれの自治体のとこ

ろを生かしていただくのが当然であると思いますし、それによって、那珂市の本来のあるべき姿

が損なわれるというようなことがあってはまずいと思いますので、那珂市は那珂市なりのメリッ

トを生かさせていただきながら、また那珂市がその地盤沈下しないような方策をあわせて並行し

て進めなくてはならないということだと思うんですけれども、その辺の位置づけはどういうふう

に考えておられますかね。 

政策企画課長 委員おっしゃるとおり、那珂市の強みは最大限に伸ばしていくと。それから弱い部分

については、９市町村で連携して、弱みはカバーしていくというようなことで進めていければと

いうことでございます。具体的には、先ほどから申している地域公共交通の部分についてはそう

いった部分に当然当るのかなというふうには考えてございます。 

   以上でございます。 

笹島委員 これ水戸市とか、ここら辺の、さっきの公共交通の件だというと、こちらから向こうに例

えば買い物、病院とかと、全部向こうへ吸い取られるよね、中心になっていってね。向こうは何

のこっちへ来る要素もないよね、逆にね。だから、水戸市とひたちなか市を中心とした、この県

央地域を考えているのかな、この人たちは。私らを吸収しようとしているのかな。 

政策企画課長 そういうことではなくて、市民が利便性が上がるように、先ほども市民のアンケート

にもありました。市外へ行きたいんだという中で、公共交通は市内にとどまっていたという現状

でございますので、そういったことを今後進めていく上では、水戸市さんの力もかりなければな

らないというところで、こういった協議を今後進めていきたいというふうに考えてございます。 

委員長 外にありませんか。ございませんか。 

     （なし） 
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委員長 それでは、以上でこの件を終結いたします。 

   続いて、戸多小学校跡地の利活用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。 

政策企画課長 それでは、常任委員会資料の５ページをお開き願います。 

   戸多小学校の利活用についてご説明をいたします。 

   戸多小の特別教室棟については、地区交流センターとして利活用し、４月には供用を開始しま

すということ、それから普通教室棟についても庁内での方向性が決まり、地元で再協議に入りた

いというところまで、さきの常任委員会でご説明しましたが、庁議におきまして、教育支援セン

ターとして利活用するという方針が承認されましたので、今回改めてご報告をするものでござい

ます。 

   なお、議会報告後は、できるだけ早目に地元との協議に入りまして、29 年中には方向性を導

き出していきたいというふうに考えてございます。 

   戸多小を利活用した教育支援センターの概要でございますが、現在の教育支援センターは商工

会の２階、こちらを借用しまして事業を実施しているところでございますが、手狭で、十分な学

習室や相談室が確保されていない。また、グラウンドがないため活動が限定されているという課

題がございました。このような中、不登校の児童生徒にとって、もとは小学校でございましたの

で、精神的な負担も軽減されるだろうと、学校への復帰もできるのではないかということで、利

活用の検討を庁内で進めてきたところでございます。 

   ２の支援センターの目的、それから現在の事務室の状況、次のページになりますが、相談体制、

相談件数につきましては、記載のとおりでございますので、お目通しを願いたいと思います。 

   ３の利活用に関する内容につきましては、Ａ３の図面をつけてございますので、こちらと一緒

に見比べていただきたいと思います。 

   また、表の見方といたしましては、表面が１階フロア、裏面が２階フロアとなってございます。

また、表の上が従来の使用方法、それから下が利活用する、支援センターに改修した場合の利活

用案というふうになってございます。 

   現時点での素案ですので、変更することもあるかと思いますが、ご了承いただきたいと思いま

す。 

   それでは、１階フロアについてご説明いたします。 

   図面の真ん中あたりになりますが、普通教室が３部屋ほどあるかと思います。この３部屋につ

きましても適応指導教室に、図書室についてはそのまま活用しまして、パソコン教室と兼用とい

たします。また、左側、従来の職員室とか校長室、こちらについては事務室、面談室、それから

電話相談室等に改修をする案としてございます。 

   続きまして、裏面のほう、２階フロアのほうをお願いします。 

   現在の多目的スペースにつきましては、職員であるとか民生委員等の研修の場、会議等で使用

できるように考えてございます。また、真ん中の視聴覚室はパソコン室として、教室の３部屋部
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分については資料室等に考えてございます。 

   それでは、戻っていただきまして、資料６ページのほうになります。 

   一番最後に、期待される効果、選定した理由についてを記載してございます。 

   まず一つ目になります。不登校解消、教育支援センター的機能が果たせることに加えまして、

利用者、それから相談者のニーズに対応できること。具体的にはグラウンドや音楽室等を活用し

まして、幅広い支援、指導等が可能になるのではないかと考えてございます。また、先ほども申

しましたが、学校ですので、復帰に向けた精神的な負担が軽減されること、さらには相談者のプ

ライバシーの確保などがされるのではないかと考えてございます。 

   ２つ目として、現在の手狭な環境から、豊かな自然の環境のもと、広々とした環境の中で生徒

たちが安心して利用できること。３つ目は教員等の研修の場の確保ができることなどがメリット

として上げられてございます。 

   また、ここには記載をしておりませんが、デメリット等についても当然検証はいたしました。

通所の際の交通手段であるとか、費用が多額になること等ございました。交通手段については、

現在の通所者のほとんどが親の送迎であるということ、１日当たりの通所児童数もさほど多くな

いということ。また、費用に関しましては、今後 20 年以上、教育支援センターとして利活用す

るわけでございますので、十分費用対効果も得られるだろうということで、こういう方向に決定

したところでございます。 

   説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明は終わりました。 

   ご意見、ご質疑等ございませんか。 

笹島委員 結構これ戸多小学校ね、２階部分で結構広くて、これだけじゃ持て余してしまうよね。何

か利活用の、助川委員がいるからあれだけれども、地元では何か使わないのかな、これは。 

政策企画課長 地区交流センター、特別教室に改修済みでございまして、４月からオープンというこ

とでございますので、こちらの普通教室については教育支援センターを中心とした利活用という

ことになります。 

   以上でございます。 

笹島委員 教育支援だから、ソフト面が一番大事だと思うんですが、ハード面よりもね。そうすると、

ほとんど電話か何かなのかな、この相談というのは。あとフェイス・トゥー・フェイスで相談さ

れる方、率はどうなの、それは。 

政策企画課長 実際の担当は教育委員会になりますので、詳しいことはあれですが、一応電話相談が

中心だというふうには聞いてございます。もちろん通所の方も何名かいらっしゃる。それから、

こちらからですね、教育委員会のほうから学校のほうに行ってそういった相談を受けるというこ

ともあるというふうに聞いてございます。 

   以上でございます。 

委員長 よろしいですか。 
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   外にございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、以上でこの件を終結いたします。 

   続いて、本米崎小学校の跡地利用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。 

政策企画課長 常任委員会資料の７ページをお願いいたします。 

   本米崎小学校の跡地につきましては、現在も文科省のみんなの廃校プロジェクトに登録し、利

活用の方向性を探っているところでございますが、問い合せの内容等は現実性の高いものはなく

て、具体的な利活用の方向が決まっていないという状況でございました。 

   そこで、今回新たな手法、切り口で跡地の利活用を図るべく、本米崎小学校跡地利活用に係る

事業提案実施要項を定めたところでございます。公募型のプロポーザル方式により、地域の活性

化につながる提案を公平かつ幅広く募集することといたしました。今回はその実施要項について

ご報告をするものでございます。 

   資料に沿って簡単にご説明をいたします。 

   まず１の趣旨でございますが、総合計画の取り組み方針に基づき財源の確保、公有財産の有効

活用を図るとともに、地域の活性化につながる早期の利活用を図ることを目的としてございます。

対象地につきましては、記載のとおりでございます。 

   なお、竣工年は平成２年となっておりますので、新耐震基準のほうは満たしてございます。 

   ３の契約条件につきましては、一つ目のポチになりますが、旧学校施設と敷地との一体的な利

用を原則といたしますが、提案内容によっては、施設のみ、または一部の利用、撤去解体して利

用するという提案も可といたします。 

   貸し付け、譲渡価格に関する事項といたしまして、地域活性化の貢献度合いや事業内容を特に

重視して選定すること、それから２つ目のポチから次の８ページにかけてでございますが、予定

価格については設定をせず、応募者の希望価格を提示してもらうこととしてございます。契約価

格につきましては、事業者選定後に取引価格等の比較を行うなど、改めて事業者と協議をしてい

くこととしてございます。 

   ４の応募資格でございます。基本的には、法人等の種別は問いませんので、個人以外の団体で

あればどなたでも応募していただける形としてございます。 

   それから、５の募集の日程でございます。まずこの本委員会報告後、早急に地元への説明を行

いまして、３月 24日から公募を開始してまいりたいと考えてございます。公募期間は５月 31日

までの約２カ月間、そして６月には事業者によるプレゼンテーションを実施しまして、７月下旬

には事業予定者を選定したいというふうに考えてございます。選定後には、地元や議会への説明、

議会の議決契約というスケジュールで進めていければというふうに考えてございます。 

   ６の利活用の条件でございますが、趣旨のほうでも申しましたが、まずは地域の活性化に寄与

する計画であること、また、周辺環境や安全性への配慮した計画であることに加え、事業内容、
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収支計画、適正な事業推進体制の配慮した計画提案を行っていただきたいというふうに考えてご

ざいます。 

   最後になりますが、７の審査方法及び選定についてでございますが、学校跡地利活用庁内検討

委員会において、提案書類、それからプレゼンの審査を行ってまいります。審査項目につきまし

ては、一番下に書いてありますとおり、①の事業主体から価格まで４項目、一定の評価を受けた

者かつ最高得点の事業者を選定をしていきたいというふうに考えてございます。 

   また、プレゼンの際には、地元住民の方にも加わっていただきまして、その場でご意見をいた

だき、評価の際の参考にしたいというふうに考えてございます。 

   次ページ以降には、実施要項全文を添付してございます。 

   説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明が終わりました。 

   ご意見、ご質疑等ありませんか。 

助川委員 ちょっと確認しておきたいんですが、これ学区に当たっております本米崎さんの住民の意

向というのはどういうふうだったんですか。市のほうに一任したいということなんですか。 

政策企画課長 地元としてこれといった提案はなされておらず、市のほうで考えてくれということで

ございました。 

助川委員 それで執行部のほうで一応こういった経緯を経ながら、地域のご理解をいただいて進めて

いくというスケジュールなんですか。 

政策企画課長 説明しましたとおり、この要項がこれでよろしいということになれば、早速地元のほ

うにも説明をいたしまして、こういう形で進めていきたいというふうに考えてございます。 

委員長 外にありませんか。 

   ちょっと一つだけ確認。 

   公民館に使いたいなんていう話も一部出たような話はあったんですかね。 

政策企画課長 一般質問等でもありましたが、そういった声は担当の者には聞き及んでおりませんで

した。 

委員長 了解です。 

   外にありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、以上でこの件を終結いたします。 

   続いて、第２次那珂市総合計画基本構想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。 

政策企画課長 第２次那珂市総合計画基本構想についてご説明いたします。 

   総合計画につきましては、市民との協働による計画づくりを基本方針とし、１の経緯に記載し

ました（１）の総合開発審議会から（８）のパブリックコメントまで、さまざまな手法で市民意

見の把握に努め、その意見を反映させた計画策定作業を進めてきたところでございますが、この



－44－ 

たび市の将来像やまちづくりの基本理念、施策大綱などを示しました基本構想がまとまりました

ので、ご報告をするものでございます。 

   なお、基本構想の素案につきましては、昨年 12 月の常任委員会でもご説明をさせていただい

ておりますので、今回は、それ以降に追加・変更になった部分についてをご説明させていただき

ます。 

   別紙のほうの基本構想をごらんいただきたいと思います。 

   まず７ページをお願いいたします。 

   こちら人口指標につきまして、平成 27 年の国勢調査の数値が確定をいたしましたので、最新

の数値としてグラフを追加してございます。 

   同じく 16ページをお願いいたします。 

   こちらも国調の結果に基づきまして、将来人口推計しました結果、平成 34 年は５万 2,500 人、

39年が５万 1,100人と、こちらは上方修正という形で修正をしてございます。 

   18ページをお願いいたします。 

   都市ネットワークによる連携の土地利用構想図におきましては、ちょっと小さくて見づらいん

ですが、地図の右上あたりになります、常磐自動車道と書いてある部分の下の部分、向山西地区

の工業専用地域につきまして、産業エリアとして新たにくくってございます。その外若干の文言

修正はございますが、第３章までの大きな変更点につきましては以上となります。 

   それでは、第４章の施策の大綱についてご説明いたします。19ページになります。 

   施策の大綱につきましては、前回は太字で囲った部分、（１）の地域のコミュニティの充実を

図るという部分までの記載でございました。今回は新たにその下に丸ポチで、施策の基本的な方

向性、考え方の内容を追加したものとなってございます。 

   追加した方針につきましては、全 31施策に対して 83の基本方針を加えてございます。施策数

も多いため、本日は、現計画にはなくて今回新たに加えた方針などを中心にご説明をさせていた

だきたいと思います。 

   １のみんなで進める住みよいまちづくり、（１）地域コミュニティの充実の部分では、自治体

加入率の低下を懸念するという地区別座談会の意見を踏まえまして、２つ目のポチの最後の段落

になります。市民自治組織との連携、協力しまして、自治会への加入促進を努めるというふうに

してございます。 

   （２）の誰もが住み続けたいと思えるまちづくりでは、総合戦略に掲げました人口還流戦略を

さらに推進するため、一つ目のポチの２行目、シティプロモーションの推進、それから結婚支援、

子育て世帯住宅助成、移住相談窓口の開設など、市の魅力発信、移住・定住につながる施策を推

進してまいります。 

   ３ポチ目の空き家対策につきましては、空き家バンク等による情報提供や利活用を進めるとい

うふうにしてございます。 

   なお、危険空き家の対策につきましては、一つ飛ばして 21 ページからの安全で快適に暮らせ
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るまちづくりの（４）の生活環境の保全を図るの下から２行目になりますが、こちらのほうに位

置づけをしてございます。 

   施策の２の安全で快適に暮らせるまちづくりの部分は、防犯・防災、消防に関する施策につい

てを記載してございます。 

   （１）の災害に強いまちづくりでは、１行目の最後の部分になります。東日本大震災の教訓を

生かし、災害時における情報伝達体制の整備、それから防災体制の強化を図るとともに、地域の

自主防災組織と連携をし、実効性のある防災訓練の実施についてを記載してございます。 

   続きまして、裏面の 22ページのほうをお願いいたします。 

   （６）の利便性の高い交通基盤の整備では、先ほども申しました定住自立圏共生ビジョンに基

づく広域的な地域公共交通ネットワークの構築、それから、（７）としまして、自然環境と調和

のとれた魅力的な都市づくりにおきましては、都市基盤の成果と区域指定制度の活用による集落

の維持保全に当るという方針を掲げてございます。 

   続きまして、23ページをお願いいたします。 

   施策の３、やさしさにあふれ生きがいの持てるまちづくりでは、保健、医療、福祉に係る施策

となります。 

   （１）安心して子どもを産み育てられる環境では、一つ目、２つ目のポチにあるとおり、保育

料やマル福制度の助成制度など、子育て世帯への経済的負担の軽減と支援体制、それから相談体

制の充実を図ってまいります。 

   また、（２）の高齢者に対する施策の成年後見制度、それから次のページ、24 ページの

（５）適切な医療環境の初期救急医療体制につきましては、先ほども申しました定住自立圏共生

ビジョンに基づき、広域的な連携を推進してまいります。 

   続きまして、25ページになります。 

   施策４、未来を担う人と文化を育むまちづくりになります。 

   （１）の豊かな心を育む学校教育の充実では、小中一貫教育のさらなる推進と生徒一人一人に

合ったきめ細かな指導を行っていくことを基本方針として掲げてございます。 

   続きまして、27ページをお願いいたします。 

   施策５、活力あふれる交流とにぎわいのあるまちづくりでは、農業、商工業、観光に関する分

野について方針を定めてございます。若い世代の移住・定住には、住みよさだけではなくて、や

はり委員ご指摘のとおり仕事に係る部分がかなり大きく影響してまいります。 

   まず（１）の農業の振興におきましては、ＩＣＴを活用した販路の拡大、それから農作物のブ

ランド化、６次産業化を推進しまして、稼げる農業、力強い農業を目指してまいります。 

   また、（２）の商工業に関する施策につきましては、引き続き企業コーディネーターによるマ

ッチング支援、雇用、就職、創業に対する支援について、相談体制の充実を図って若者の雇用に

つなげていければと考えてございます。 

   （３）の観光分野では、拠点整備交付金を活用しました静峰ふるさと公園の魅力向上を図ると
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ともに、県央地域における広域観光を推進してまいります。 

   最後になります、28ページをお願いいたします。 

   ６の行革の推進による自立したまちづくりでは、（１）の４つ目になります、これまで説明し

てきました定住自立圏共生ビジョンに基づきまして、さまざまな分野において広域的に取り組ん

でいくことといたします。 

   なお、基本構想については以上となりますが、29 年度早い段階で、今後といたしましては、

現行計画の評価・検証作業、それから現状の分析等、課題等整理した上で、具体的な事業、それ

から基本的な事業計画を来年度以降取りまとめてまいりたいというふうに考えてございます。最

終的には 29 年中には、最終的な総合計画というものを議員の皆様にご報告できればというふう

に考えてございます。 

   説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明が終わりました。 

   ご意見、ご質疑ございませんか。質疑等ありませんか。よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 それでは、以上でこの件を終結いたします。 

   続いて、那珂市まち・ひと・しごと創生総合戦略の実施状況についてを議題といたします。 

   執行部より説明を求めます。 

政策企画課長 それでは、常任委員会資料 11ページをお開き願います。 

   総合戦略の実施状況についてご説明いたします。 

   資料１のほうをごらんいただきたいと思います。Ａ３のものになります。 

   ここでは、まち・ひと・しごとの総合戦略で設定しました基本目標、それから重要業績評価指

標に対する達成状況等について、一覧でまとめてございます。評価につきましては、ＡからＤま

での４段階評価となってございます。 

   まず基本目標の上から２つ目になります、人口還流戦略でございますが、社会動態数について

88 人の増加ということでＡ評価とはしてございますが、その上の指標になります、若者世代、

15 歳から 29 歳の社会動態数に関しましては、これは平成 26 年のマイナス 147 人をゼロとして

カウントした場合なんでございますが、５人のマイナス、実質 152人が転出超過というふうにな

ってございますので、評価はＣということになってございます。現状においても東京への一極集

中、歯どめがかかっていないというのが現状でございます。 

   また、戦略３の結婚・出産・子育て応援戦略の出生者数でございますが、こちらも年間目標

400 人に対しまして、平成 27 年は 375 人、28 年の速報値で申しますと 348 人と、こちらも少子

化に歯どめがかかっていないというような現状になってございます。 

   それから、（２）のＫＰＩのほうでございますが、Ａ評価としてございますのは上から２番目

の担い手による農業集積の面積、それから予防接種率、子育て支援センターの利用率の３施策の

みとなってございます。こちらはまだ途中ということではございますが、計画最終年の 31 年に
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向けまして、推進交付金を活用しましたり、シティプロモーションの推進や移住・定住に関する

施策を積極的に展開していくことで、目標達成に向けて進めていければと考えてございます。 

   続きまして、資料の２のほうをごらんいただきたいと思います。 

   少し字が小さくて申しわけございません。 

   この表の見方としては、戦略に位置づけた事業について、27 年、28 年度、既に実施している

事業、取り組んでいる事業については赤字で表記をしております。また、29 年度以降、太字に

なっている部分は今後重点的に取り組んでいく事業というふうに見ていただければと思います。 

   それでは、実施状況と今後の戦略についてご説明いたします。 

   まず戦略１、安定した雇用の創出戦略、①の地場産業の競争力の強化では、創業支援、企業計

画の認定に基づく支援体制の構築及び企業コーディネーターによる創業支援等を実施してまいり

ました。また、②の活力ある産業の振興におきましては、米ゲルによる産品開発、記憶には新し

いと思いますが、先月、中央公民館で７つの試作品の試食会を行ったということでございます。

これらの試作品に加えまして、特産品のブランド化、商談会の出店による販路拡大等の取り組み

を着実に行ってきたところではございますが、29 年度以降もこういった創業支援、それから米

ゲル等を活用した産品等の販売強化を推進していければというふうに考えてございます。 

   ２の那珂市への人口還流戦略、①地方移住の推進におきましては、金融機関等と連携をいたし

まして、子育て世帯等への住宅取得助成制度を創設いたしました。また、先ほど説明しましたシ

ティプロモーション行動指針の策定、いぃ那珂暮らし応援団の創設など、市の魅力、住みよさな

どの情報を発信する体制の整備を行うとともに、移住・定住に関する相談窓口の開設に向けた準

備を進めてきたところでございます。冒頭、若年層の転出超過に歯どめがかからないというふう

にご説明いたしましたが、移住・定住を希望する若者世代に那珂市を選んでもらえるよう、イン

ターネット等も活用しまして、市の認知度、魅力度を発信する体制の整備の強化を図るとともに、

市外へのターゲットに対する情報発信をさらに進めていければと考えてございます。 

   続きまして、戦略３、結婚・出産・子育ての応援戦略、①結婚・妊娠・出産・子育ての希望の

実現におきましては、昨年度はふれあいパーティーの実施、また結婚に踏み切れない方に対する

引っ越し費用の助成などを行ってまいりました。 

   ①の妊娠・出産・子育て応援戦略では、昨年度から２人以上の子供を持つ子育て世帯の保育料

について、現行の範囲を未就学児から小学校３年生まで拡大する、それから、小児マル福制度に

ついても所得制限を撤廃するなど、子育て世帯に対する経済的負担の軽減を図ってまいりました。

さらには、不妊治療の助成ということで、助成額を７万 5,000円に引き上げ、さらに男性も対象

に加えるということをしてございます。 

   ②のワークライフバランスの促進においては、低年齢児保育の受け入れ枠拡大、それから学童

保育所の定員をふやすなど、仕事と子育ての両立支援を行ってまいりました。 

   今後もこのような施策を引き続き実施しまして、若者の希望の実現に向けた施策を展開すると

ともに、奨学金やインターシップ制度についても、雇用に向けた取り組みについても今後検討を
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していきたいというふうに考えてございます。 

   最後になりますが、時代に合った地域の創造戦略、①人口減少社会に対応した地域づくりにお

いては、区域指定制度の導入検討、空き家バンク等の検討を進めてきまして、29 年度から区域

指定制度の導入、空き家バンクの導入を実施してまいります。また、静峰ふるさと公園につきま

しては、拠点整備交付金を活用して、さらなる魅力向上と子育て世帯の集客力アップを図るため、

地域活性化の起爆剤となるよう、整備を今後進めてまいりたいと考えてございます。 

   また、利便性の高い交通基盤では、公共交通連携計画の改訂版を策定、それから定住自立圏共

生ビジョンを策定しました。今後、高齢者など交通弱者について、生活機能の維持確保に向け、

特に市民の要望の高い市外運行について、繰り返しになりますが、水戸市と本格的な協議に入っ

ていきたいというふうに考えてございます。 

   また、駅周辺の利用環境の整備におきましては、29 年度に額田駅、それから 29 年度は常陸鴻

巣駅に駐輪場の整備を行ってまいりたいと考えてございます。 

   以上、簡単ではございますが、戦略の実施状況についてご説明いたしました。市の強みを最大

限に生かすため、それぞれの施策・事業を横断的・総合的に取り組むことによって、基本目標と

します定住人口の維持、若年層の移住促進につなげていければというふうに考えてございます。 

   説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明が終わりました。 

   ご意見、ご質疑ございませんか。 

助川委員 ちょっと一つだけいいですか。 

   活力あるまちづくりということで、時代に合った地域の創造戦略の中の（ア）ですね。その中

で、たまり場設置事業というのは具体的にどんな事業なんですかね。 

政策企画課長 経験を有する高齢者であるとか、その地域に住んでいる人が気軽に集まれる、子供さ

んを含めて。そういったことで、昔で言うところの寺子屋のイメージが近いかなというふうには

認識してございます。ただ、それにつきましては、本来は検討するということとしてございます

が、29 年度、その辺について詳細を検討していこうということで、29 年度、関係課で協議して

まいれればと思っています。 

助川委員 これ何、公共の施設の中にそういうものをつくるということなの。それとも、どういう考

えなんですか、その設置する場所というのは。 

政策企画課長 場所は、地域にというふうに考えてございます。那珂市に一箇所ではなくて、公民館

じゃないな、自治組織…… 

助川委員 自治会組織ごとぐらいに。 

政策企画課長 ぐらいのイメージかなというふうには。 

助川委員 そうすると、何、建物までつくるわけ。 

政策企画課長 そうではございませんで、ハードではなくてソフトの部分で、そういう活動を行う団

体に対してある程度支援をしていけないかなと。要するにそういう何ですか、子供たちが気軽に
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集まって宿題を見たり、何ていうんでしょう、そういった活動をするような方に対する支援がで

きないかなというのがたまり場設置というところの事業に。 

助川委員 社会福祉協議会で、何かサロンの補助事業なんてあったよね。今でもあれもやっているん

でしょう。それとはまた、どういう違いがある形なんだろう。 

企画部長 じゃ、私のほうから。 

   まだ具体的に制度設計がされているわけではないんですけれども、いわゆる地域の中で、特に

高齢者を中心として、ひきこもりになってしまったり、そういった方がいらっしゃる。それから、

子育て世代とかそういった方についても、同じように子育ての悩みとかそういったものを同じ世

代の方が集まっていろんな意見交換をしようと、あとは、市民活動をやっている方についても、

そういう場所があって、そういうところで集まれればいいなというようなことを、何ていうんで

すか、推奨していく、コミュニティづくりをしていく必要性があるだろうと。当然今、助川委員

さんからご指摘があったいきいきサロンなんかも、その一つのあらわれではあるんですね。 

   ですから、そういった市民の活動ができるようなことを支援できないかと。これについては、

当然、空き家なんかを使ってやるなんていうことも可能性がありますし、いろんなケースがある

と思いますので、そちらのほうの検討をしてみようかと。よく都市部なんかですと、例えば団地

内の空き屋のところに、団地外の人がそこのところに自由に来ていろいろお話をしたりとか何か

する場所があったりとかするようなこともあるんですけれども、そういった中で、コミュニティ

づくりの中でそういったことが考えられないかなということで、考えているということなんです

が。28 年度にいろいろ検討はしたんですけれども、なかなか 29 年度から立ち上げるのはちょっ

と、先ほどのいきいきサロンとの重複するんだろうとか、そういった議論があったので、ちょっ

と先延ばしにして、引き続き検討していきたいということになったということでございます。 

   以上でございます。 

助川委員 今年度、29 年度に一応そういう検討をされて、30 年度に一応そういう事業を立ち上げた

いということで検討していくということなの、今年度は。 

企画部長 引き続き検討しまして、当然これ実施計画ですので、これを有識者会議のご意見等も踏ま

えながら、これが本当に必要なのかどうかも含めて、最終的にこれ財源の問題もありますので、

そういった中で、やっぱり最終的に事業化するかどうかというのも決定して、事業化できるんで

あれば、予算をつけて事業を進めていくという形になろうかなというふうに思っています。 

   以上です。 

委員長 いいですか。 

   外にございませんか。よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 それでは、以上でこの件を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。再開を 14時 30分といたします。 

     休憩（午後２時 16分） 
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     再開（午後２時 30分） 

委員長 再開いたします。 

   総務課が出席いたしました。 

   議案第１号 那珂市公文書開示・個人情報保護審査会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。 

総務課長 総務課長の川田でございます。外３名が出席しております。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

   それでは、議案書をお開きいただきたいと思います。 

   議案書の１ページでございます。 

   議案第１号 那珂市公文書開示・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例でございます。 

   提案理由でございますが、平成 26 年度に行政不服審査法の抜本的な改正がされたわけでござ

いますが、その改正に伴いまして、改正をしました公文書の開示等に関する条例及び個人情報保

護条例の条文を引用します公文書開示・個人情報保護審査会条例の第２条におきまして、条ずれ

が生じたために、それを解消するために、当該条例の一部を改正するものでございます。 

   次の２ページをお開きいただきたいと思います。 

   こちらが改正文で、２条の条ずれが生じたということで、「第 12条」、こちらを「第 13条の

第２項」に、「第 24条」を「第 24条の２」に改めるというものでございます。 

   以上でございます。 

委員長 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 討論を終結します。 

   これより議案第１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１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２号 那珂市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例を議題

といたします。 

   執行部より説明を求めます。 

総務課長 ５ページをお開きいただきたいと思います。 
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   議案第２号 那珂市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例でございます。 

   提案理由でございますが、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の取り扱いを踏まえ、人

事院規則が改正されたことに伴いまして、再度の配偶者同行休業の延長を可能とする事由につい

て定めようとするものでございます。 

   こちらにつきましては、９ページをお開きいただきたいと思います。 

   概要でございます。 

   まず、配偶者同行休業でございますが、こちらにつきましては、国家公務員に準じまして、外

国で勤務をする配偶者と生活をともにすることを希望する地方公務員につきましても、配偶者同

行休業の制度を設けるということで、地方公務員法の改正がなされまして、当市におきましても、

平成 28年４月１日から当該条例を施行しているところでございます。 

   今回の主な改正点でございますけれども、従来、一度しかその期間の延長が認められなかった

ものを再度延長ができるようにするというものでございます。今回の改正で延長の申請時に確定

しなかった事由を再度延長ができる特別な事情として定めるものということでございます。 

   施行は 29年４月１日からということになっております。 

   説明は以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

     （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 討論を終結します。 

   これより議案第２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２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３号 那珂市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を議題とい

たします。 

   執行部より説明を求めます。 

総務課長 それでは、10ページをお開きいただきたいと思います。 

   議案第３号 那珂市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例でございます。 

   提案理由でございますが、児童福祉法の改正に伴いまして、文言及び条項の修正を要すること

から改正をするというものでございます。 
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   13ページをお開きいただきたいと思います。 

   こちらが改正条例の概要でございます。 

   第２条の２のところでございますが、２点改正点がございます。１点目が養育里親の根拠条例

の修正ということで、こちらが「第６条の４第２項」から「第６条の４第１号」に根拠条項が変

ったということでの改正でございます。 

   ２点目が養子縁組里親の定義を明文化ということで、いわゆる「養子縁組里親」という文言が

法定をされたために、条例におきましても同様に文言を修正をするというものでございます。 

   施行期日につきましては、29年４月１日からということでございます。 

   説明につきましては以上でございます。 

委員長 説明は終わりました。 

   これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

     （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 討論を終結します。 

   これより議案第３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３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４号 那珂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたしま

す。 

   執行部より説明を求めます。 

総務課長 それでは、14ページをお開きいただきたいと思います。 

   議案第４号 那珂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。 

   提案理由でございますが、職務給の原則の徹底の時流に沿うように高齢者給与制度、こちらが

55 歳以上の職員となりますけれども、こちらの職員を国・県に合せる制度に改正をすること、

あわせまして、人事交流をより促進できるように大都市部への職員派遣のための地域手当の制度

改正を行おうとするものでございます。 

   こちらにつきましては、20ページをお開きいただきたいと思います。 

   こちらが一部改正の概要でございます。 

   まず、第６条第６項の部分でございますけれども、こちらは、従来 58 歳を超える職員に対し

まして昇給を２号給抑制をしていたところでございますけれども、国・県、他市町村の状況を鑑
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みまして、昇給抑制をかける年齢を 55歳に引き下げるというものでございます。 

   それから、その下の第２条第 12 条の２第１項、地域手当でございますが、こちらにつきまし

ては、職員を研修等で長期間、東京などの大都市へ派遣する場合に、その勤務する公所により支

給級地を変更できるようにするものでございます。 

   同じく第 12 条の２第２項の部分でございますが、那珂市及び茨城県内の地域を 100 分の６以

内、その他の地域を国の扱いに準拠した級地に定めるものでございます。 

   また、別表のところでございますけれども、こちらが行政職のところで、等級別基準職務表の

ところでございますけれども、選挙管理委員会書記長につきまして、従来、条例上では明記され

ていなかったものを改めて表示をするものでございます。 

   こちらの改正条例につきましては、平成 29 年４月１日から施行するというものでございます。 

   内容につきましては、以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

副委員長 すみません、よくわからないんですけれども、もうちょっと平たく説明してもらってよろ

しいですか。 

委員長 どの部分ですか。 

副委員長 ごめんなさい、55歳を超えると２号給ギョウセイですか。 

委員長 抑制。 

副委員長 抑制、ごめんなさい。というのはどういう意味なんですかね。 

総務課長 通常昇給する場合は４号給アップをするところを２号給アップということなので、２号給

抑制をしていると。通常の昇給の場合は、４つ上がるところを今まで 58 歳の方からは２号抑制

したので、２号分しか上がらなかった。それを 58歳を 55歳から昇給を抑制をするということで、

給料がそれだけ高年齢層の職員になると抑制、民間もそうですし、国・県でも高齢者、高齢の職

員については抑制をしているという状況に合せまして、那珂市でもそうするということでござい

ます。 

副委員長 上がらなくなるということですか。それとも 58歳から今まで上がらなかったのが 55歳か

ら上がらなくなるという意味なんですか。 

総務課長 そのとおりで、55 歳からもう上がらなくなるということですね。２号、抑制をかけてい

くということでございます。 

副委員長 それはいいことなんですか。 

総務課長 職員にとっては当然不利益という部分ではございますけれども、公務員の給与は民間等に

当然準拠した形でということで、民間では 50 代半ばになれば当然給与の抑制とか、あとは民間

に出向だとか、そういった部分で給与を抑制されていく部分もございますので、当然、国のほう

でもそういった形で抑制、もしくは昇給停止というような部分もございますので、それに準拠し
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た形で那珂市も抑制をするということでございます。 

副委員長 大変ですね。わかりました。 

助川委員 ちなみにこれ、県内 32市の中で、今まで那珂市は 57までやっていなかったんだけれども、

どういう状況だったんですか、外の市は。32市のうち、傾向は。 

総務課長 お答えいたします。 

   県内では 56 歳以上を抑制をしているというのは、那珂市を含めて２団体しかなかったと。外

の団体につきましては、実質、少し前からですね、55 歳で抑制をかけているというところがか

なりあったということで、那珂市としてはちょっとおくれていたと。当然、職員組合との交渉も

ございますし、その関係もございまして、このたび組合との交渉のほうも整いましたので、こち

らを上程をさせていただいたということでございます。 

助川委員 県内 32 市の中で那珂市はその２つに残っていたというようなお話だけれども、職員の皆

さんの士気がそれで下がらないように、外の市もそういう状況なんだからということの周知徹底

は当然おわかりいただいた形での施行になるんだと思うんですけれども、そうならないようにお

願いをしたいと思います。 

   以上です。 

委員長 外に。 

笹島委員 今までは、一番高いのは７給等かな、忘れてしまったけれども。部長クラスだよね。それ

はもう一番高かったんだよね。それがね。そうすると、それが今度は、じゃ、その金額は変らな

いんだ。 

総務課長 当然、課長以上につきましては、もう前から 58 歳以上は抑制をかけておりましたので、

今回はもう完全に年齢で 55 歳以上の職員については、課長であろうが部長であろうが抑制をか

けていくということでございます。 

職員 G長 すみません、補足いたします。 

   課長級につきましては、既に課長級になって、６級に渡たったときから、既に課長級につきま

しては１号抑制をやっておりました。 

   以上です。 

笹島委員 課長になったときは６級になって、部長のときは７級だよね。そうすると、それはいくつ、

７級の場合、55までですか。それで今度は抑制されるわけ。 

総務課長 課長になると年齢を関係なく、もう１号抑制をしているということですね。 

笹島委員 部長は。 

総務課長 部長も、課長以上ですので、部長も抑制をかけていたということです。 

委員長 よろしいですか。 

   外に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。 
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   続いて討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第４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４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、総務課所管部分を議題といたします。 

   歳出、１款議会費、１項議会費、１目議会費について説明を求めます。 

総務課長 それでは、予算書のほうをご用意いただきたいと思います。 

   予算書の 29ページをお開きいただきたいと思います。 

   それでは、１款議会費、１項議会費、１目議会費、本年度予算額１億 9,964万 6,000円でござ

います。議会費の中で昨年と大きな違いがありますのは、予算額に大きな変更がございますのは、

28 年度におきましては議長車の購入で 560 万円ほど計上しておりましたが、そちらがなくなっ

たということで、平常の予算になったということでございます。 

   議会費につきましては以上でございます。 

委員長 説明は終わりました。 

   質疑ありませんか。 

副委員長 議員の数が 17 になってしまったんですけれども、ここというのは変更というのはかから

ないんですか。 

総務課長 あくまでも予算ですので、予算編成をしていた段階では 18 人ですし、基本的には予算と

いうことで 18でいいかなと思っております。 

委員長 暫時休憩します。 

     休憩（午後２時 50分） 

     再開（午後２時 51分） 

委員長 再開をいたします。 

   次に、歳出、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費について説明を求めます。 

総務課長 それでは、30ページをお開きいただきたいと思います。 

   30 ページの下のところです、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、本年度予算額

10億 3,744万 1,000円でございます。こちらの総務課の総務管理費の事業の中で主な増減はとい

いますと、右側の職員人件費のところで、職員退職手当組合負担金、こちらの率が大きく下がり

まして、こちらが 7,600万円の減、それからその下の職員退職手当組合特別負担金、こちらが退

職者数が昨年度よりも減ったということで、約 2,700万円の減ということで、１億 300万円ほど

減になっているということでございます。 
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   説明につきましては、以上でございます。 

委員長 質疑ありませんか。 

笹島委員 これ市長の給料というのは 900万円というのは変っていなかったでしたか、ずうっともう。 

総務課長 お答えいたします。 

   市長の給料は、市長の要望によりまして、10％減で、本来は月額 84 万 1,000 円ですか、それ

の９割の 12 カ月ということで 907 万 2,000 円ですか、それを計上しているというところでござ

います。 

笹島委員 あれ 20％じゃなかった。 

総務課長 10％でございます。 

委員長 外にありませんか。 

副委員長 すみません、この職員人件費で計上される 101名というのは、何での数字なのですかね。 

総務課長 お答えいたします。 

   総務管理費の中で、こちらが行政改革推進室、総務課、それから秘書広聴課、企画課、会計課、

防災課、消費生活センター、財政課、市民協働課、その分の職員の人件費でございます。 

   以上でございます。 

委員長 それでは、外にありませんか。 

     （なし） 

委員長 ないようですので、次に進みます。 

   次に、２款総務費、１項総務管理費、14 目諸費、２項徴税費、１目税務総務費について説明

を求めます。 

総務課長 それでは、53ページをお開きいただきたいと思います。 

   上から２段目のところです、14目諸費、本年度予算額 4,981万 4,000円でございますが、その

うち総務課所管の事業といたしましては、右の説明のところの諸費事務費、それから自衛官募集

事業、こちらの２つでございます。合せまして 389万 6,000円が総務課の予算となっております。 

   以上でございます。 

   続きまして、54ページをお開きいただきたいと思います。 

   54 ページの下の段のところです、２款総務費、２項徴税費、１目税務総務費、本年度予算額

１億 8,971万 6,000円のうち、55ページの中段のところにございます固定資産評価審査委員会設

置事業 10万 7,000円、こちらが総務課の予算となっております。 

   以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

   質疑ございませんか。よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 それでは、次に進みます。 

   ２款総務費、４項選挙費、１目選挙管理委員会費、２目選挙啓発費、３目茨城県知事選挙費に
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ついて説明を求めます。 

総務課長 それでは、58ページをお開きいただきたいと思います。 

   58 ページの一番下のところです、２款総務費、４項選挙費、１目選挙管理委員会費、本年度

予算額 887万円。 

   続きまして、59ページをお開きください。 

   ２目選挙啓発費、本年度予算額 19 万 9,000 円、３目茨城県知事選挙費、本年度予算額 2,247

万 7,000円。 

   続きまして、60ページでございます。 

   こちらの中段のところ、有ケ池土地改良区総代選挙費、それから参議院議員通常選挙費につき

ましては、４年に一度、３年に一度の選挙ということで、今年度は廃目となっておるところでご

ざいます。 

   以上でございます。 

委員長 それでは、質疑ありませんか。 

     （なし） 

委員長 ないようですので、次に進みます。 

   続きまして、常任委員会協議・報告案件であります行政組織の一部変更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。 

総務課長 それでは、常任委員会資料の 12 ページをお開きください。中ほどよりもちょっと後ろの

ほうです。常任委員会資料の 12ページ、中央よりも若干後ろのほうです。 

   よろしいですか。 

   それでは、行政組織の一部変更についてご説明をさせていただきます。 

   平成 29年４月から行政組織の一部を変更する予定ですので、ご説明をさせていただきます。 

   まず一つ目、（１）ですけれども、土木課のグループ編成の変更ということで、土木課内にご

ざいます用地室を廃止しまして、グループ名を一部変更して、それを建設グループ、維持グルー

プ、管理グループの３つに再編成をするというものでございます。従来の用地グループの業務の

一部を管理グループのほうで行うというものでございます。 

   それから、（２）番、国体推進室の新設ということで、平成 31 年度に茨城国体が開催予定で

ございますけれども、生涯学習課の中に 28 年度から国体推進グループを設置したわけですが、

開催まであと２年半ということで、この 29 年４月から国体推進室ということで組織を拡充する

というものでございます。 

   それから、（３）次長職を廃止ということで、こちらは人事の硬直性を解消しますとともに、

人事異動の面から業務の継続性を確保するために、今後は運用の中で次長職を設置をしないとい

うものでございます。 

   それから、（４）番、危機管理監は市民生活部長が併任ということで、こちらは現在、防災課
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長に危機管理監を充てておるところでございますが、危機管理監は災害緊急時の指揮命令系統の

トップとなる職であるということから、部長、いわゆる市民生活部長が併任をするというもので

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 それでは、質疑ございませんか。よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 それでは、以上でこの件を終結いたします。 

   続いて、窓口カウンター等の一部改善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。 

総務課長 続きまして、その次のページ、13ページをお開きいただきたいと思います。 

   窓口カウンター等の一部改善についてでございます。 

   市役所窓口への来客者が利便性のよい窓口サービスを受けられるようにということで、窓口カ

ウンター等の一部を改善する予定でございますので、ご説明をさせていただきます。 

   まず１点目、改善内容でございますが、（１）の車椅子用ローカウンターの増設ということで、

こちらにつきましては、障害者差別解消法も施行となりまして、合理的配慮を行政ではしなくて

はならないという点を踏まえまして、市民課、保険課、介護長寿課、社会福祉課、税務課に車椅

子用のローカウンターを設置するものでございます。 

   （２）といたしまして、プライバシー保護対策ということでございます。こちらにつきまして

は、現在でも税務課、保険課、介護長寿課等にカウンターの上に目隠し用のパーテーションを置

いているところでございますけれども、市民課窓口でマイナンバーカードの暗証番号の入力とか

市民相談室、こども課、健康推進課などで相談窓口のプライバシー保護のために目隠し用のパー

テーションを設置をするというところでございます。 

   続きまして、３つ目、案内表示板の改善ということで、市役所を訪れる方がどこの窓口に行っ

たらよいか、よりわかりやすくするために、現在、庁舎の１階の窓口におきまして、課名、課が

表示されている表示板を設置しているところでございますけれども、例えば戸籍とか住民票とか、

国民健康保険等々、その業務内容を明示した表示板を設置することで、よりわかりやすくしたい

ということがございまして、このたび改善をするものでございます。 

   ２番の費用でございますけれども、先ほど予算書のほうにもありましたが、こちらの予算で総

務管理費に 388万円を計上しておるところでございます。 

   改善の時期でございますけれども、３番、こちらは入札、それから契約等々ございますので、

およそ 29年６月を改善する予定としているところでございます。 

   以上でございます。 

委員長 説明は終わりました。 

   ご意見、質疑ございませんか。よろしいですか。 

     （なし） 
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委員長 それでは、以上でこの件を終結いたします。 

   暫時休憩します。 

     休憩（午後３時 05分） 

     再開（午後３時 06分） 

委員長 再開をいたします。 

   瓜連支所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、瓜連支所所管部分を議題といたします。 

   ２款総務費、１項総務管理費、12目支所費について説明を求めます。 

瓜連支所長 瓜連支所、支所長の寺門です。よろしくお願いいたします。 

   予算書の 51ページをお開き願います。 

   ２款総務費、１項総務管理費、12目支所費、本年度予算額 3,789万 5,000円でございます。前

年度と比べまして 536万 6,000円の減でございます。減額の内容につきましては、職員人件費の

給料、職員手当等、共済費の減によるものでございます。 

   以上でございます。 

委員長 質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 以上で質疑を終結いたします。 

   それでは、暫時休憩いたします。 

     休憩（午後３時 07分） 

     再開（午後３時 08分） 

委員長 再開をいたします。 

   税務課及び収納課が出席しました。 

   議案第６号 那珂市税条例等の一部を改正する条例を議題といたします。 

   執行部より説明を求めます。 

税務課長 税務課です。課長の大内、外３名が出席しております。 

収納課長 収納課です。課長の柴田、外２名出席しております。 

税務課長 よろしくお願いいたします。 

   説明の前に、資料の訂正がございます。66ページをお開きください。 

   下の表、上から３番目の枠でございますが、日付の誤記がございました。一番右側の枠になり

ます。その枠の一番最後、Ｈ20.4．1 からＨ31.10．1 という記載がございますが、最初、「Ｈ

20」を「Ｈ29」に訂正をお願いいたします。よろしいでしょうか。 

   では、議案書 27ページをお開きください。 

   議案第６号 那珂市税条例等の一部を改正する条例。 

   那珂市税条例（昭和 33 年那珂町条例第１号）等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

るものとする。 
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   平成 29年３月３日提出、那珂市長。 

   提案の理由でございますが、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改正を行うた

めの地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律（平成 28 年法律

第 86 号）が平成 28 年 11月 28 日に公布されたことに伴い、那珂市税条例（昭和 33 年那珂町条

例第１号）等の一部を改正するものでございます。 

   主な改正内容は、消費税率 10％への引き上げ時期が平成 31 年 10 月１日に変更されたことに

伴い、個人住民税の住宅借入金等特別控除制度の適用期限を平成 33 年 12 月 31 日まで延長、ま

た、軽自動車税の環境性能割の導入時期、法人市民税の法人税割の税率引き下げの時期をそれぞ

れ平成 31年 10月１日に延長するものでございます。 

   次のページをお開きください。 

   28ページから 33ページまでが改正条文となっております。 

   続いて、34ページから 65ページが新旧対照表となっております。 

   66、67ページが改正の概要となっております。 

   66ページをお開きください。 

   那珂市税条例等の一部を改正する条例の概要でご説明をいたします。 

   まず、改正の理由でございますが、提案理由のとおり、社会保障の安定財源の確保を図る税制

の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正す

る法律（平成 28 年法律第 86 号）が平成 28 年 11 月 28 日に交付されたことに伴い、那珂市税条

例（昭和 33年那珂町条例第１号）等の一部を改正するものでございます。 

   改正本文第１条関係でございますが、個人住民税における住宅ローン控除制度の適用期限の延

長でございます。消費税率 10％への引き上げ時期が平成 31 年 10 月１日に変更されたことに伴

いまして、住宅ローン等の反動減対策等として、期間を平成 33 年 12 月 31 日まで延長するもの

でございます。 

   続いて、２、改正本文第２条関係でございますが、軽自動車については、環境性能割の導入時

期の変更でございます。こちらについても消費税率を 10％への引き上げ時期の変更に伴いまし

て、軽自動車税の環境性能割の導入時期を平成 29 年４月１日から平成 31 年 10 月１日に変更す

るものでございます。 

   また、軽自動車税の環境性能割の導入時期の変更に伴い、軽自動車税のグリーン化特例、軽課

でございますが、１年延長に係る経過措置を新設するものでございます。 

   法人市民税については、法人税割の引き下げ時期の変更でございます。こちらについても消費

税率 10％への引き上げ時期の変更に伴いまして、法人住民税の標準税率の引き上げ時期を平成

29年４月１日から平成 31年 10月１日に変更するものでございます。 

   この改正は、公布の日から施行となります。 

   以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明は終わりました。 
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   これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

笹島委員 これはあれですか、消費税率が今度 10％になるならないはよくわからないですけれども、

再度延期されているから。それまでの措置という形で、今言っていた個人市民税も、そのローン

の控除、期限の控除かな、それを延長するという形だよね。あと、軽自動車税の軽課も延長する

ということ、これ国の方針なのかな。 

税務課長 おっしゃるとおり国の地方税法の改正に伴いまして、税条例を改正することになります。 

   以上です。 

委員長 外にありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第６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６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、税務課、収納課所管部分を議題とい

たします。 

   歳入、１款市税について説明を求めます。 

税務課長 予算書の 13ページをお開き願います。 

   款、項、予算額の順に説明いたします。 

   １款市税、１項市民税、予算額 29 億 4,907 万 5,000 円、市民税は個人市民税と法人市民税の

合計額になっております。 

   続きまして、２項固定資産税、予算額 31 億 618 万 8,000 円、固定資産税は固定資産税と国有

資産等所在市町村交付金及び納付金の合計になっております。 

   続きまして、このページと 14ページにわたります。 

   ３項軽自動車税、予算額１億 6,285万 2,000円。 

   続きまして、４項市たばこ税、予算額３億 7,788万 3,000円。 

   続きまして、５項都市計画税、予算額３億 1,377万 1,000円。 

   以上が歳入でございます。 

委員長 説明は終わりました。 

   質疑ございませんか。ありませんか。 
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     （なし） 

委員長 それでは、続いて、歳出、２款総務費、１項総務管理費、14 目諸費、２項徴税費、１目税

務総務費、２目賦課徴収費について説明を求めます。 

税務課長 予算書の 53ページをお開き願います。 

   市税等過誤納還付金でございます。諸税についてご説明申しあげます。 

   右側の説明欄の丸印、上から３番目に記載がございます。 

   市税等過誤納還付金 1,400万円、過誤納還付金の内容は、主に納税者が納付した市税の課税取

り消し、減額更正による市税の還付金でございます。 

   続きまして、54ページをお開き願います。 

   ２款総務費、２項徴税費、１目税務総務費、予算額１億 8,971万 6,000円。税務総務費は、職

員人件費、税務総務事務費、固定資産評価審査委員会設置事業の３事業でございます。このうち

固定資産評価審査委員会設置事業につきましては、総務課の所管となっております。 

   続きまして、55ページの中段になります。 

   ２目賦課徴収費、予算額 7,838万 4,000円。賦課徴収費は、賦課事務費、徴収事務費、固定資

産課税台帳整備事業の３事業でございます。主なものでございますが、賦課事務費では、地籍図

加除修正の委託料や、役務費では郵送料でございます。また、徴収事務費では、臨時職員の賃金、

コンビニ収納事務委託金、その他郵送料等でございます。その外に平成 30 年度固定資産評価替

えに向けた固定資産課税台帳整備事業の委託料が主なものでございます。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明は終わりました。 

   質疑ありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、以上で質疑を終結します。 

   暫時休憩します。 

     休憩（午後３時 20分） 

     再開（午後３時 21分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

   市民協働課が出席いたしました。 

   議案第７号 那珂市地区交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議

題といたします。 

   執行部より説明を求めます。 

市民協働課長 市民協働課長の桧山です。外２名が出席しております。よろしくお願いいたします。 

   では、議案書のほうをお開き願いたいと思います。68ページになります。 

   議案第７号 那珂市地区交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例でご

ざいます。 
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   提案理由でございますが、旧戸多小学校校舎の一部を改修いたしまして、戸多地区交流センタ

ーを平成 29 年４月１日から供用開始するため、那珂市地区交流センターの設置及び管理に関す

る条例の一部を改正するものでございます。 

   69ページをお開き願います。 

   改正の内容になりますが、条例中、第２条の表になるんですが、こちら名称及び位置にありま

す、現在、額田地区交流センターと木崎地区交流センターが掲載されております。その間に戸多

地区交流センターを入れるものでございます。 

   以上でございます。 

委員長 これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

副委員長 すみません、ちょっと教えていただきたいんですけれども、地区交流センターと地区公民

館とふれあいセンターと、すみわけはどうなっているんですかね。 

市民協働課長 まず、コミュニティセンターでございますが、これは現在、中学校区ごとに建設して

いるところでございまして、基本的にこちらは一般の対象者が利用できるというところでござい

ます。ただ、地区のまちづくり委員会もその中に入っているというところです。例えば芳野なら

芳野の地区まちづくり委員会、横堀でしたら神埼まちづくり委員会ということになっております。

現在そのコミセンがないところ、地区につきましては、交流センターを建設し対応しているとい

うところでございます。 

   あと、地区の類似公民館と言われるところでございますが、こちらに関しては地区で管理して

運営しているというところでございます。 

   以上でございます。 

副委員長 そうすると、この交流センターというのは何をやるところなんですか。 

市民協働課長 基本的にまちづくり委員会、自治会等が活動する拠点ということになっております。 

   以上でございます。 

副委員長 まちづくり委員会はコミセンに入っているんじゃなかったでしたか、さっきの。 

市民協働課長 コミセンがあるところはコミセンと併用しているところでございますが、コミセンが

ない地区がございます。コミセン、現在、らぽーる含め４つしかございませんので、地区まちづ

くり委員会は全部で８個ありますので、残り４個、現在地区交流センターということでやってお

ります。 

副委員長 ということは、地区交流センターというのはまちづくり委員会のための施設なんですか。 

市民協働課長 そのとおりです。 

副委員長 そうですか。いや、門部のところは余りに立派なんで、じゃ、まちづくり委員会しか使っ

ていないんですか、あそこ。 

市民協働課長 主体はまちづくり委員会ですが、地区の方、また外の地区の方も内容によっては利用

できます。 
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   以上でございます。 

委員長 外にございませんか。 

笹島委員 そうすると、それは自治会か何か入っていないと使えないのかな、そういうのは。 

市民協働課長 大丈夫です、一般の方、使えます。 

笹島委員 大丈夫なんですか。でも、やっぱり遠慮してしまうよね。 

市民協働課長 今のところそういうお話は伺っていませんので。そこら辺の位置づけ、基本的にはコ

ミセンを使っていただくということで対処しておりますが、ただ、地区交流センター、部屋数も

少ないし、そんなに多く利用できる場所ではないかなと思っております。 

   以上です。 

委員長 外に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。 

     （なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第７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７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、市民協働課所管部分を議題といたし

ます。 

   歳出、２款総務費、１項総務管理費、７目コミュニティ費について説明を求めます。 

市民協働課長 では、予算書のほうをお開き願います。43ページになります。 

   43ページの下段部分になります。 

   ２款総務費、１項総務管理費、７目コミュニティ費、予算額２億 5,284万 4,000円でございま

す。前年度と比較いたしまして、4,501 万 2,000 円の減額となっております。主な理由といたし

ましては、戸多地区交流センターが完成し、その業務が終了したことと、ふれあいセンターよし

のの排水設備工事が完了したことによるものでございます。 

   以上でございます。 

委員長 それでは、質疑ございませんか。ありませんか。 

     （なし） 

委員長 では、続いて、次に２款総務費、１項総務管理費、８目男女共同参画推進費、９目国際市民

交流費、14目諸費について説明を求めます。 

市民協働課長 49ページをお開き願います。中段になります。 
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   ２款総務費、１項総務管理費、８目男女共同参画推進費、予算額 334万 6,000円でございます。

前年度と比較いたしまして、37 万 5,000 円の増になっております。これは平成 29 年度いっぱい

で現行の男女共同参画プランの計画期間が終了することから、29 年度中に次期プランの策定を

完了いたしまして、印刷製本するための増額となっております。 

   同じく 49ページ、下の段をごらんいただきたいと思います。 

   ２款総務費、１項総務管理費、９目国際市民交流費、予算額 1,030万 7,000円でございます。

前年度と比較いたしまして 111万 9,000円の減になっております。主な理由といたしましては、

昨年度実施いたしましたオークリッジ市との姉妹都市締結 25 周年記念事業が終了したことによ

るものでございます。 

   53ページをお開き願います。 

   ２款総務費、１項総務管理費、14目諸費、予算額 4,981万 4,000円でございます。この目で当

課が所管するのは次のページの空き家バンク運営事業とふれあいパーティー開催支援事業のま

ち・ひと・しごと創生総合戦略に伴う２事業でございます。 

   空き家バンク運営事業につきましては、現在制度設計中で、29 年度中の運用開始に向けて進

めているところでございます。また、ふれあいパーティー開催支援事業につきましては、28 年

度同様、商工会青年部へ委託し実施していく予定でございます。 

   以上でございます。 

委員長 説明は終わりました。 

   質疑ございませんか。ありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、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 15時 45分といたします。 

     休憩（午後 ３時 32分） 

     再開（午後 ３時 45分） 

委員長 再開いたします。 

   市民課が出席しました。 

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

   まず、歳出、２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費、２目一般旅券

発給費について説明を求めます。 

市民課長 市民課長の関でございます。外２名が出席しております。よろしくお願いいたします。 

   それでは、予算書の 57ページをお開き願います。 

   ２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費、本年度予算額１億 481 万

5,000円でございます。 

   増減がある事業でございますが、次の 58ページをお開き願います。 

   コンビニ交付事業でございます。こちら今年の１月から始まりまして、29 年度は１年間とい
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うことで、339万円の増額でございます。 

   続きまして、２目一般旅券発給費 249万 2,000円でございます。 

   以上でございます。 

委員長 説明は終わりました。 

   質疑ありませんか。 

副委員長 窓口で旅券発給は何人ぐらい年間あるものなんですか。 

市民課長 旅券の発給でございますが、27年度 950件でございます。 

委員長 よろしいですか。 

   外にありませんか。 

笹島委員 あれ、これコンビニ交付は、全国的にでしたか。 

市民課長 コンビニであれば、全国のコンビニで発給することができます。 

笹島委員 そうすると、使用料とソフトの使用料と、何これ、賃借料はいいとして、使用料とソフト

の使用料、これ別々で 250万円、250万円で 500万円という、こういう意味かな、これ。 

市民課長 使用料というのは、ソフトの使用料と、あとコンビニ交付のシステムのほうの、クラウド

でやっておりますので、そちらの使用料になります。賃借料といたしましては、本庁の中に中継

用のサーバーというのがございまして、そちらのリース料になります。 

笹島委員 別に使用料というのは、これは手数料でしょう、払っているの。それで、ソフト使用料と

いうのは向こうのソフトに対してやっているわけ。 

市民課長 こちらは業者のほうのソフトを使用しておりますので、そちらの使用料になります。 

笹島委員 すみません、手数料は取られるでしょう、１件につきいくらと。 

市民課長 こちらについては手数料ということで、コンビニ交付事務というところで 14 万 8,000 円、

予算のほうで上げております。 

委員長 よろしいですか。外にありませんか。 

     （なし） 

委員長 ないようですので、次に移ります。 

   次に、４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費について説明を求めます。 

市民課長 それでは、予算書の 86ページをお開き願います。 

   ４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費、本年度予算額１億 1,162万 2,000円でござい

ます。市民課所管分といたしましては、88ページをお開き願います。 

   説明の上から２番目になります。聖苑管理事業 948 万 8,000 円、次の聖苑運営事業 4,758 万

3,000円でございます。この２事業となっております。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 それでは、質疑ありませんか。 

笹島委員 これ聖苑運営管理事業云々と、これ増減はないの、ここ。 

市民課長 前年度と比較いたしまして 127万円の減額でございます。 
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笹島委員 その理由は何かな。 

市民課長 保守料がですね、毎年やる保守と２年に１回とかいう保守がございますので、その保守料

の分が減額になっております。 

委員長 よろしいですか。外に質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、以上で質疑を終結いたします。 

   続きまして、常任委員会協議報告案件であります、那珂聖苑の指定管理者制度についてを議題

といたします。 

   執行部より説明を求めます。 

市民課長 それでは、常任委員会資料の 14ページをお開き願います。 

   那珂聖苑指定管理者制度についてご説明申しあげます。 

   那珂聖苑につきましては、第３次那珂市行財政改革大綱に基づき、指定管理者制度の活用につ

いて検討してまいりましたが、このたび指定管理者選定委員会での審議を経て、指定管理者制度

導入についての基本方針がまとまりましたので、ご報告するものでございます。 

   施設の概要につきましては、記載のとおりでございます。 

   市としての運営方針といたしましては、関係法令を遵守し、その趣旨を十分理解した上で管理

運営を行うこと、利用者の心情を配慮し、きめ細かいサービスの提供に努めること、公の施設で

あることを常に念頭に置いて公平な運営に努めること、個人情報の保護を徹底すること、施設の

効用を最大限に発揮させるとともに経費の削減に努めること、事業計画に基づき適正かつ安定し

た管理を行うこと、管理に係る業務を一括してさらに第三者に委託することは認めないというこ

とでございます。 

   最後の一括して第三者に委託することを認めないということにつきましては、指定管理者から

の再委託される業務が多くなれば、現在の委託と変らないことになってしまうということで、運

営方針に入れております。 

   募集の方法でございますが、市民サービスの向上と経費の削減を図るという指定管理者制度の

趣旨を踏まえまして、競争の原理を働かせる観点から、公募の方式を採用することといたします。 

   次に、利用料金制採用の有無でございますが、指定管理者の経営努力を促すため、聖苑の利用

に係る金額を指定管理者の収入とする利用料金制を採用するものといたします。利用料金の額は、

条例で定める額を上限とし、市の承認を得て指定管理者が定めるものといたしますので、現在の

火葬料金より高くなるということはございません。 

   次に、指定の期間でございますが、平成 30 年４月１日から平成 35 年３月 31 日までの５年間

を予定しております。 

   導入の効果でございますが、民間の能力を活用したサービスの向上と経費の削減及び市職員の

有効活用が期待されるところでございます。 

   導入の課題といたしましては、現在勤務しております臨時職員の処遇につきましては、継続雇
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用を希望する者については優先的な雇用を求める旨を募集要項に記載することといたします。ま

た、４月、５月、用水不足の際には、地元の要望によりまして、聖苑の調整池の水を大谷津水系

へ供給しておりますが、こちらにつきましても地元の貢献策として募集要項に記載することとい

たします。 

   最後に、今後の日程でございますが、５月に地元の那珂聖苑周辺環境整備対策協議会へ説明を

したいと思います。６月の定例会におきまして、火葬場・斎場設置条例の改正案を上程いたしま

す。７月に指定管理者選定委員会において、募集要項、仕様書について審議をしていただき、８

月から募集を行い、10 月に指定管理者を選定いたします。その後、12 月の定例会におきまして、

指定管理者の指定及び債務負担行為の設定に関する議案をご審議いただきたいと思います。 

   議会の議決を経まして、指定管理者の指定と協定を締結し、１月から３月に業務の引き継ぎを

実施し、３月の定例会におきまして、平成 30 年度の指定管理者関係予算案の議決を経まして、

平成 30年４月から業務を開始するという日程で進めてまいりたいと考えております。 

   以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

   質疑ございませんか。 

副委員長 すみません、那珂聖苑で、先ほど支出予定 4,700万円という予定で、歳入予定が 2,400万

円となっているかと思うんですけれども、これは、この間というのはどういうふうな形で埋める

んですか。 

市民課長 こちらにつきましては、指定管理料ということで、業者に市のほうから支払うような形に

なります。 

副委員長 現在、委託料で 1,600万円ですか、払っていらっしゃるのかと思うんですけれども、そこ

の部分がふえるという形になるんですかね。 

市民課長 委託料というのは、現在、火葬業務、清掃業務、緑化管理、これが現在の委託料となって

おりますので、指定管理になった場合には、窓口業務とか全て委託するような形になりますので、

委託料よりは高い金額になります。 

副委員長 それはどのぐらいを想定されているんですか。 

市民課長 今、委員のほうからお話がありました管理料と運営費とあるんですけれども、そのほかに

職員の人件費というのがこの管理費、運営費の中に、正職員と、あと再任用職員が２人いるんで

すけれども、そちらの金額が入っていないんで、それを混ぜますと 7,100万円ぐらいが市の負担

になっております。歳入のほうは、先ほどおっしゃったように 2,500万円ぐらいが毎年歳入とし

てありますので、差し引き 4,500万円ぐらいにはなるんですけれども、その外に、指定管理にな

った場合には、小さな補修については指定管理者にやっていただくんですけれども、大きな補修

については市のほうで計画的に行いますので、その分をこの 4,500万円から引きます。それと、

人件費につきましても、今、正職員が１人おりますので、その分については低くなると思います

し、あと、指定管理になった場合には、火葬と受付とお掃除とかを兼務してやるような形になる
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と思いますので、その分についても人件費が安くなると思いますので。 

   正確な数字については今後、財政課のほうと協議して、指定管理料については検討して決めて

いきたいと思っております。 

副委員長 わかりました。 

委員長 よろしいですか。 

笹島委員 一番大変なのは焼却炉の維持管理ですよね。あれは、ごめんなさい、詳しいことはわから

ないんですけれども、特定の業者しかやっていないですよね、多分、北陸のほうかな。そうする

と、あれは何年か何十年か、ちょっとこれも私もわからないんですけれども、交換したりとかあ

れしていかない、毎日フルに使っているからね。それが結構莫大な金額ですよね。それは市のほ

うで払ってくれるということなんですか。 

市民課長 炉の補修とかいろんなシステムの更新とか、大きな補修については市のほうで計画的に行

います。日常的な小さな、10 万円、20 万円というような補修については、指定管理者のほうで

随時やっていただくようなことを計画しております。 

笹島委員 本来、指定管理者というと、全部ね、任せて、コスト削減のために、今言っていた、使っ

ている焼却云々の業者云々も変えたりとかですね、いろんなこと試行錯誤しながら、小さいもの

から大きなものまで全部やっていって、はじめて削減していくというのは指定管理者のメリット

あるんですけれども、余り変らず市のほうが大きなお金のほうは、運営していくから仕方がない

として、さほど利用料金というのは取れないからね、外のものと違ってね。だから、そういう意

味でやむを得ないかなと思うけれども、抜本的に大きなもの、例えばあそこら辺の緑化管理とか

云々もその人たちに任せて業者を変えたりとかいろんなやっていくような、変えていかないと何

の総合的なメリット、出てこないと思うんだけれども。そこのところしていかないと、ぬるま湯

につかった感じの指定業者になってしまうから。ある程度やれるところというのは特定していま

すから、そんなに競争原理というのは働かないと思うんだけれども、どういうふうに思っている

のかな、それは。 

市民課長 今、委員さんおっしゃられたように、やれる業者はそんなにいないんで、でも、そういっ

ても何カ所かはあるんで、その業者に競争してもらおうかなというふうに思っております。 

   それと、緑化管理につきましても指定管理のほうに任せることを考えております。 

委員長 よろしいですか。 

副委員長 こういう聖苑の火葬場を指定管理している業者というのがあるんですか。 

市民課長 県内を見てみますと、指定管理をやっているところが４市か５市ありまして、そこでやっ

ているところがございます。 

副委員長 別にここに、その何ですか、指定管理に手を挙げるのは、別にそこの業者に限ったことで

はないということですよね。 

市民課長 そうですね。今、火葬とか施設のメンテナンスとかやられている業者であれば、やってい

ただきたいと思っております。 
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副委員長 じゃなくて、そこに限らずに手を挙げられるということですよね。 

市民課長 そうですね。県内のやっていなくても、そういうのができる業者であればお願いしたいと

思っております。 

副委員長 どこの業者でも入れるということですよね、これ。手を挙げる段階においては。 

市民課長 火葬業務をやっているところは当然あれなんですけれども、その火葬業務等やっていると

ころで組んでいただいてやっていただくんであればできると思います。火葬業務ができないとな

かなかできないと思いますので。 

副委員長 それはあれですか、ボイラー技士とかそういうことをおっしゃっているんですか。 

市民課長 ボイラーではなくて、火葬業務というのがあるんですけれども、実際に火葬する業務なん

ですけれども。そちらがいろいろ特殊な業務となると思いますので、普通の人でなかなかすぐ火

葬をするということはできないと思いますので。そういうことの業者と一緒に組んで市内の業者

がやっていただくとか、そういうのができると思います。 

副委員長 資格があるんですか、あれ。 

市民課長 資格はないですけれども、研修とかやっていただいて、できると思います。普通の人がす

ぐにできるというものではないと思います。 

助川委員 これ指定管理にするということに関しては、委託料というか、この事業にかかわる全ての

金額を低くするというような一つの大きなメリットが市のほうにあると思うんだけれども、利用

サービスが落ちてしまったんではだめなんで、これは当然、指定管理の場合には民間に準じた形

でサービスを重んじていただきながら、今よりも悪くならないように、いい方向になるように。

そしてまた、委託料全て、この事業にかかわる市のメリットは、委託料が、指定管理料が今運用

している金額よりも年間でどのぐらい軽減できるのか、概算で、今の時点ではまだ出ていないん

ですか。 

市民課長 今、委員さんのおっしゃられましたように、経費の削減ばかりを重視して業者選定してし

まいますと、効率化が当然優先されますので、市民サービスが低下するおそれがあるということ

が一般的に言われておりますので。そこにつきましては、経費の削減と行政サービスの少しでも

向上できるようなバランスというものを考えて選定していきたいと思っております。 

   また、指定管理料になった場合、どのぐらい削減できるのかということなんですけれども、ま

だ細かい数字までについては検討しておりません。 

助川委員 これからね。 

市民課長 これからです。 

委員長 よろしいですか。 

   外に質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、ないようですので、以上でこの件を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 
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     休憩（午後４時 08分） 

     再開（午後４時 10分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

   環境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、環境課所管部分を議題といたします。 

   まず、歳出、４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費、２項清掃費、１目清掃総務費、

２目一般廃棄物処理費について説明を求めます。 

環境課長 環境課の小澤です。外２名が出席しております。よろしくお願いします。 

   それでは、座らせて、説明させていただきます。 

   それでは、すみません。予算書の 86ページをお開き願います。 

   ４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費１億 1,162 万 2,000 円、このうち環境課分は

2,215 万円です。内訳は、87 ページの環境審議会事業、衛生害虫等対策事業、狂犬病予防事業、

環境保全対策事業、続いて 88 ページの公園墓地事業特別会計繰出金、89 ページの環境活動啓発

事業及びＰＣＢ汚染物対策事業です。この中でＰＣＢ汚染物対策事業でございますが、昨年度よ

り処分を開始したわけでございますが、本年度は前年度に比べまして高濃度廃棄物の処理量が増

加したことに伴いまして、1,200万円ほど増額となっております。 

   続きまして、４款衛生費、２項清掃費、１目清掃総務費４億 8,730万 6,000円でございます。

内訳は、清掃総務事務費、90 ページのゴミ啓発等推進事業、大宮地方環境整備組合負担金です。

この中でゴミ啓発等推進事業でございますが、指定ゴミ袋作成委託料の見積もり単価が下がった

ことに伴いまして、260万円ほど減額となっております。 

   続きまして、４款衛生費、２項清掃費、２目一般廃棄物処理費１億 220万 4,000円でございま

す。内訳は、家庭系可燃ゴミ収集事業、不法投棄廃棄物撤去事業でございます。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明が終わりました。 

   質疑ありませんか。質疑ございませんか。 

副委員長 すみません、ＰＣＢなんですけれども、これというのは大宮環境のあそこで今処理してい

るんですか。 

環境課長 これはですね、大宮環境ではなくて、国が指定しています廃棄物処理場がございまして、

北海道の室蘭のほうにＪＥＳＣＯという事業団体ができておりまして、これは国出資の団体なん

ですが、そちらのほうで処分しております。 

   以上でございます。 

副委員長 じゃ、室蘭まで運んでいるんですか。 

環境課長 そのとおりです。 

委員長 いいですか。 

副委員長 わかりました。 
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笹島委員 これ、まだそうすると、ＰＣＢはまだ蔵の中に残っている人がいっぱいいるのかな。 

環境課長 今回のこのＰＣＢは公共施設のものでありますので、言われている部分というのは事業者

系だと思うんで、そちらは多分まだあると思います。 

笹島委員 一般の人も引き取っているんですよね。 

環境課長 あくまでも今回の予算はうちの公共施設の分ということで、事業系の方については、多分、

県なりから通知が行っていますんで、そちらのほうで対応していると思います。 

   以上です。 

笹島委員 いや、残っているからなんとかできないかなということ。 

     （「引き取ってくれるかということですか」と呼ぶ声あり） 

笹島委員 そうです。 

環境課長 あくまでもこれは個人で処分するものとなると思います。 

委員長 外に質疑ありませんか。よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 それでは、続いて、６款商工費、１項商工費、４目消費者行政推進費について説明を求めま

す。 

環境課長 107ページをお開きください。 

   ６款商工費、１項商工費、４目消費者行政推進費 479万円でございます。１階に設置してあり

ます消費生活センター分の予算でございます。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 質疑ありませんか。 

笹島委員 あれ、これは何やっているんでしたか、具体的には。 

環境課長 これはですね、消費生活センターのほうに相談員が２人おりまして、一般の市民の方の相

談業務とか、あと街頭の啓発事業、出前講座、消費者の生活展などを実施しております。 

   以上でございます。 

笹島委員 よくほら、消費者何でしたか、ごめんなさい。県でも何でもあれしている、そういうクレ

ームとかオレオレ詐欺とかと、そういうあれの対処しているところですか。 

環境課長 ご指摘のとおりでございます。そうです。消費者の、オレオレ詐欺とか架空請求とか、そ

ういった相談に対応しております。 

笹島委員 何か聞くところによると、ほとんど県のほうに回してしまうんじゃないの、これ。 

環境課長 県のほうに回してしまうというわけじゃなくて、現在は国民生活センターのほうが全国消

費生活情報ネットワークシステムというのをつくっておりまして、そちらのほうにおのおのの消

費生活センター、あるいは県、あるいは国の機関等のそういった情報を全部そちらのほうに、シ

ステムのほうに載せまして、関連している機関が共有しながら問題のほうを解決していくという

ことになっております。 

   以上です。 
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笹島委員 何か必要なのかなと思うんだ、この課がね。実際何をしているかわからん。いやいや、窓

口云々で、ただ単に通しているだけのような気がして。実際は、消費者は、市民相談室の中にあ

るんでしょう。市民相談室でできるんじゃないの。それが県とか国民なんとかセンターに、向こ

うはプロがいるわけだからさ。 

環境課長 市民相談とはまた別でですね、委員指摘のプロという話になりますが、うちのほうも市民

相談員２人おりまして、県、あるいは国のほうの研修会等出ておりまして、そちらのほうで勉強

していまして、なおかつ架空請求等の事案に対して、返還させたというんですかね、そういった

実績も出しておりますので、十分機能はしているというふうに感じております。 

   以上です。 

笹島委員 じゃ、司法書士云々の方たちと連携してやっているという意味にとっていいのかな。 

環境課長 先ほどご説明したように、国民生活センターのシステムに載せまして、あと、類似の事案

等をそこから引っ張ってきて、それを今度、架空請求があった、例えば事業者等のほうに窓口の

ほうから相談者と同伴で事務のほうを進めさせていただいていますんで、行政書士が入っている

というわけではございません。 

   以上です。 

委員長 いいですか。 

   外に。 

助川委員 これ件数は、事業説明の中で 26 年度から載っているけれども、28 年度は１月末までなん

だけれども、前年よりも多くなりそうなの、これ。 

環境課長 相談件数でございますが、27 年度は 229 件ということでご報告させていただいておりま

す。多分お手持ちの資料のほうでは、相談件数１月末で 150件ということではございますが…… 

助川委員 178件だよ。 

環境課長 すみません。178件ですが、50件ほど差はありますけれども、これも実質相談が来てはじ

めてわかるものでありますんで、同じぐらいにはなるのかなというふうには思われます。 

   以上でございます。 

助川委員 ３年前の 26年度よりは、27、28は増加の傾向だということだね。 

環境課長 そのようになると思います、そうですね。 

   以上でございます。 

委員長 外にありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、以上で質疑を終結します。 

   続いて、議案第 25号 平成 29年度那珂市公園墓地事業特別会計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。 

環境課長 それでは、予算書の 238ページをお開き願います。 

   歳入でございます。 
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   １款使用料及び手数料、１項使用料 500万円でございます。２項手数料 3,000円でございます。 

   ２款管理料、１項管理料 480万 6,000円でございます。 

   ３款繰入金、１項繰入金 1,000円でございます。 

   ４款繰越金、１項繰越金 219万円でございます。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明が終わりました。 

   質疑ありませんか。 

副委員長 この公園墓地事業も那珂聖苑と一緒に指定管理にしてしまえばいいんじゃないですか。あ

くまで提案ですけれどもね。 

委員長 執行部。 

環境課長 指定管理者にするまでの事業とは多分思われないと思うんですよ。 

副委員長 だから、那珂聖苑とセットにしてしまう。多分成り立つとは思うんですよね。 

環境課長 今、副委員長の提案としては伺っておきますので、よろしくお願いいたします。 

笹島委員 続きなんだけれども、これ墓地管理料なんていうのは未収入というのも結構あるんじゃな

い、どうなんですか、それ。 

環境課長 27年度は当然ゼロでありますし、28年度も、現在４件が残っている状況です。 

   以上です。 

笹島委員 今まではどうだったんですか、今までは。今までずうっとゼロであって、最近４件ですか。 

環境課長 先ほどお話ししましたように、27 年度でゼロにしました。27 年度はもう未収はありませ

ん。28年度は４件が残っているのみでございます。 

笹島委員 どのようにして、何件あってゼロにしたの、それは。金額どのくらいあったの、それは。 

環境課長 管理料でございますが、1,525 件あります、実質、申し込みがですね。ですから、その

1,525件のうち４件ということでございます。 

委員長 その前年も含めてということだね。 

環境課長 申しわけございません。26年度から未収は残っておりません。 

笹島委員 要するに 26 年度まではあって、26 年度か 27 年か知らないけれども、ゼロにしたんでし

ょう。そこまではいくらくらいあったのかなという。28年度から４件という、でしょう。 

環境課長 申しわけございません。以前のものについては今手持ちにありませんので。先ほどからお

話ししていますとおり、28 年度現在、先ほど請求した件数が 1,525 件あるうちの４件だけが残

っているということでございますので、現年度の現時点での未収金としては約１万円ほどになり

ます。過年度分の未収金はありません。 

笹島委員 これからそういう人たちが管理する、人たちというんですか、墓地管理というんですか、

そういう人がいなくなる可能性も出てくるでしょう、みんな高齢化するということは。だんだん

ね。それを予期していかなければいけないんですよ、そんなにうまくいくわけないからね。今は

まだいいかもしれないですけれども、これから先何年か後にね、どんどん逆に管理料も払わなく
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なってくるし、要するに墓地自体が荒れてきますという予想もしなければいけないんですよね。

と私は思うんですけれども、その対策も考えなければいけないということ。 

委員長 外にありませんか。よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 続きまして、歳出について、執行部より一括して説明をお願いいたします。 

環境課長 それでは、244ページをお開きください。 

   歳出でございます。 

   １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費 648万 1,000円でございます。 

   ２款諸支出金、１項繰出金、１目一般会計繰出金 540万円でございます。 

   次のページ、245ページをお願いいたします。 

   ３款予備費、１項予備費、１目予備費 11万 9,000円でございます。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明は終わりました。 

   質疑ありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、ないようですので、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 討論を終結します。 

   これより議案第 25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 25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。 

     休憩（午後４時 27分） 

     再開（午後４時 29分） 

委員長 再開いたします。 

   防災課が出席しました。 

   議案第 11号 那珂市空き家等の適正管理に関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。 

防災課長 防災課長の小橋です。外３名が出席しております。よろしくお願いいたします。 

   それでは、議案書 86ページをお開きください。 

   議案第 11号 那珂市空き家等の適正管理に関する条例につきましてご説明申しあげます。 

   提案理由でございますが、適正に管理されていない空き家等が年々増加している中、所有者に
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対し適正管理を促すとともに、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼさないよう、安全で安心

なまちづくりを推進することを目的に条例を制定するものでございます。 

   提案理由のとおり、特に重要と思われる規定と特措法に定めのないもので、那珂市の空き家等

対策等に必要と思われる事項を条例として規定しております。 

   本条例につきましては、昨年の 12 月、第４回定例会と常任委員会で条例の骨子について概要

をご説明申しあげておりますので、条文の説明は割愛させていただきたいと思います。 

   なお、89 ページより条文の概要について記載してございますので、ご参照いただければと思

います。 

   なお、本条例にかかりますパブリックコメントを１月 16 日から１カ月間実施しました結果に

ついてご報告をさせていただきます。 

   意見提出者が個人１名で意見件数は２件でございました。意見の内容としまして、適正な管理

がなされていない空き家等についてのみが定められており、空き家等の発生防止、空き家等の活

用、跡地利用を盛り込むべき意見に対する市の考え方としまして、本条例は管理不全な空き家等

の所有者に対して適正な管理を促すことを目的としており、空き家等の活用につきましては、29

年度中開始予定の空き家バンク事業で対応可能なものについて取り組んでいく旨を結果に記載し

ております。 

   また、もう一点でございますが、市への寄附行為について規定していないので、盛り込むべき

との意見でございました。一点目と同じ回答となりますが、所有者に対して適正な管理を促すこ

とを目的としたものであると、市の考えを記載させていただいております。 

   意見等を考慮した結果、修正はございません。 

   条例制定をいたしますが、空き家等の対策につきましては、効果的かつ効率的に実施するため

に、空き家等の調査、確認、特定空き家等に対する立入調査や措置などに不断に取り組むべき体

制を整備することが重要であると考え、空き家等に関係する庁内関係各課の連携体制や空き家等

の所有者からの相談を受ける体制を踏まえ、空き家等対策内部協議会を設立し、防災課が窓口と

なりまして、関係課協力のもと、情報の共有を図りまして、対策を推進していきたいと考えてご

ざいます。 

   説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明は終わりました。 

   質疑ございませんか。 

笹島委員 これはあれですか、条例の中にあれは入っているんでしたか、その今言っていた適正な管

理されていないものに対しては市のほうでは寄附行為を受けないという。 

防災課長 寄附に関しましては、条文のほうには出てはございません。あくまでも適正に管理されて

いない空き家ということで、管理についての条例でございますので、寄附行為については条文化

はしてございません。 

笹島委員 どうなんだろうね、そこをしないとね。いや、必ず出てくると思うんですよね、市民から
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ね。受け取ってくれというふうに。 

防災課長 県内の空き屋の適正管理条例を見ましても、寄附行為については、県外のほうでは受け入

れる条文化している市町村がございますが、今のところ当市においては、寄附につきましては、

今後、笹島委員さんおっしゃられましたように、あれば考えていかなくてはならないのかなとは

考えてございます。 

笹島委員 今後あるべきものをね、条例に、何かを入れておかないとね、歯どめがかからないという

んですか。やっぱりこの条例は自治体を守る一つのかなめになっているんでね。その点は、やっ

ぱり考えてもらいたいなというふうに思うんですけれども。 

防災課長 ご意見をいただきましたので、今後検討させていただければと思います。 

副委員長 今後あるべきじゃなくて、もう受けてしまっている事例がありますよね。あそこ結局受け

ているじゃないかと、うちも受けてくれない理由は何だと言われたらどうするんですかね。 

防災課長 その件につきましては、もう既に寄附を受けている案件なものですから、今後の空き家条

例とはまた別かなと考えてございます。 

副委員長 なので、前例としてもう受けてしまったのが現実的にあるわけで、これ笹島委員言うよう

にとめておかないと、何であっちは受けているのに、何でうちは受けてくれないんだと。原則的

に、この間、僕の一般質問のときに建設部長が言っていましたけれども、市として要らないもの

はどんどん処分していくと、要は資産は持ちたくないというのは基本的な方針だと思うんで、原

則寄附は受けないというのは一般的な部分だとは思うんです、適正に管理されていたとしても。

なんですけれども、ただ、断る名目としては、前例として受けてしまっていますからね。 

防災課長 今後につきましては、条文化はしていませんが、内部で協議をさせていただければと思い

ます。 

副委員長 私じゃなくて、例えばそういう事例が発生した場合、どう断りますかということなんです。

寄附を、もう管理しないから、うちは。もう市で受けてくれと。来てもおかしくないと思うんで

すけれども、そういうときにどう断るかと。断るかという、どう対応するかということだと思う

んですけれども。あっちは受けたけれども、こっちは受けないよというふうに。 

防災課長 条例のほうで記載してございませんように、管理条例ですので、その辺は、寄附を申し出

た方につきましてはご説明をしたいと考えてございます。 

笹島委員 その曖昧さが同じことを繰り返すんですよね。だから、できるだけ明文化した条例化をし

ておかないと、千差万別、皆さんね、私はこう思うということでやっていたら、皆さん、市民の

その、受けてもらいたいというのは必死ですから。曖昧なことがある限りは、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄさ

んがいろんなことを言って、結局突っ込まれますからね。だから、やっぱり歯どめをつけておか

ないと。１回そう経験しているんだから、悪い経験しているんだから、もう二度とやらないため

には、やっぱり。私は親切心で言っているんだよ、これは。ああいうことをやってはいけないよ

ということで。だから、そこはもう少し考えたほうがよいのでは。 

防災課長 先ほども申しあげましたが、ご意見としては、今後に、本条例は４月１日施行ということ
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で、そういう意見ございましたので、内部のほうで協議しまして、今後検討させていただければ

と思います。 

副委員長 あともう一点、私の経験上なんですが空き家で朽ちた建物、そのものもあるんですけれど

も、庭木の問題というのは大きく発生すると思うんですね。空き家条例じゃなくて、空き地条例

というのはもともと那珂市にはあるかと思うんですけれども、庭の場合はどっちで対応されるん

ですか。 

防災課長 状況を確認しまして、敷地を含めれば、うちの空き家条例のほうでなるかと思います。 

   以上でございます。 

委員長 よろしいですか。 

   外にありませんか。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。 

     （なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第 11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 11号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   時間が迫っておりますが、議事の都合によりまして、あらかじめ会議時間を延長いたしますの

で、よろしくお願いいたします。 

   続いて、議案第 22号 平成 29年度那珂市一般会計予算、防災課所管部分を議題といたします。 

   歳出、２款総務費、１項総務管理費、10 目交通安全対策費、11 目原子力対策費、14 目諸費に

ついて説明を求めます。 

防災課長 それでは、予算書 50ページをお開き願います。 

   ２款総務費、１項総務管理費、10 目交通安全対策費、本年度予算額 490 万 2,000 円で、主に

交通安全教室等、交通安全推進の予算でございます。 

   50ページ下段から 51ページをお開き願います。 

   ２款総務費、１項総務管理費、11 目原子力対策費、本年度予算額 455 万 6,000 円で、主に原

子力防災資機材の管理等、原子力対策の予算でございます。 

   53ページをお開き願います。 

   ２款総務費、１項総務管理費、14目諸費、本年度予算額 4,981万 4,000円でございます。 

   なお、この目での防災課所管の事業は予算書中段にございます防犯事業の 556万 8,000円で、

主に防犯灯設置補助等、防犯に関する予算でございます。 
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   以上でございます。 

委員長 それでは、質疑に入ります。 

   質疑ありませんか。 

   いいですか、ちょっと１個だけ。この防犯灯設置費というのは、何件くらい、これ見込んでい

るの。 

防災課長 電灯のみと支柱つきとＬＥＤ更新と、３つの種類に分かれていまして、電灯のみ、２万

5,000 円の補助なんですが、30 灯を見込んでおります。また、支柱つき、新規の電柱を立てての

補助なんですが、３万 8,000円を５灯、あわせてＬＥＤの更新、既存の防犯灯からＬＥＤ更新に

つきましては 160灯を見込んでおります。 

   以上です。 

委員長 了解です。 

   外に質疑ありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、続いて、２款総務費、７項災害復旧費、１目過年度災害復旧費について説明を求

めます。 

防災課長 それでは、63ページをお開き願います。 

   下段にございます２款総務費、７項災害復旧費、１目過年度災害復旧費、本年度予算額 619万

7,000 円でございます。前年度と比べまして 722 万 8,000 円の減となっておりますが、主な理由

としましては、災害救助対策事業の応急仮設住宅借り上げ料で、仮設住宅の入居者が減ったこと

により 722万円ほど減となったことによるものでございます。 

   以上です。 

委員長 以上で説明は終わりました。 

   質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、続いて８款消防費、１項消防費、５目災害対策費について説明を求めます。 

防災課長 それでは、125ページをお開き願います。 

   ８款消防費、１項消防費、５目災害対策費、本年度予算額 3,443万 6,000円でございます。前

年度と比べまして 434万 5,000円の増となっておりますが、主な理由としましては、防災事務費

で防災ガイドブック、ハザードマップの作成と来年度予定しています防災訓練実施事業の中での

訓練実施費用によるものでございます。 

   以上でございます。 

委員長 それでは、質疑に移ります。 

   質疑ありませんか。よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 それでは、以上で質疑を終結します。 
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   続きまして、常任委員会協議・報告案件であります、那珂市地域防災計画の一部修正について

を議題といたします。 

   執行部より説明を求めます。 

防災課長 それでは、委員会資料の 16ページをお開き願います。 

   那珂市地域防災計画の一部修正案についてご説明をさせていただきます。 

   災害対策基本法の一部改正、防災基本計画、原子力災害対策指針及び茨城県防災計画等の改正

等を踏まえ、本計画の一部修正を行うものでございます。 

   主な修正内容でございますが、背景としまして、従来の災害対策基本法では、避難場所、避難

所が曖昧でしたが、法が改正されまして、災害の危険性から逃れるための避難場所、一定期間滞

在するための避難所と明確に区分をされました。また、昨年の５月に常陸河川国道事務所より、

久慈川、那珂川の洪水浸水想定区域が新たに指定、公表されたことから、避難場所、避難所につ

いて総合的に見直しを行い、指定をいたします。 

   次に、災害時における放置車両対策でございますが、災害時に放置車両等が発生した場合、緊

急通行車両の通行を確保するため、緊急の必要があるときは、運転者に対して車両の移動命令を

行うとともに、道路管理者みずから車両の移動を行うことができることを追記してございます。 

   次に、避難行動要支援者対策でございますが、避難行動要支援者支援制度実施要項の一部改正

に伴い、「自立支援医療費の需給を受けた者」を削除し、また、「厚生労働省が定める難治性疾

患克服研究事業の対象疾患患者」を「「難病の患者に対する医療等に関する法律」に規定する医

療受給者証の交付を受けた者」に改めます。 

   災害対策基本法の一部改正に伴い、従来の「災害時要援護者」という名称を「要配慮者」と

「避難行動要支援者」という名称に定義を改められております。 

   なお、避難行動要支援者全体計画につきましてパブリックコメントを実施してございますが、

意見はございませんでした。 

   次に、その他の修正でございますが、来年度、市行政組織の改正があり、災害対策組織体制等

を改正いたします。緊急事態区分の名称、修正及び定員につきましては、防災基本計画及び原子

力災害対策指針の修正に伴い、「警戒事象」は「警戒事態」へ、「特定事象」は「施設敷地緊急

事態」へ、「原子力緊急事態」については「全面緊急事態」へ名称を変更し、それぞれの区分の

定義を追記するものでございます。 

   事故発生時における市の体制及び職員の配備態勢の基準につきましても、県地域防災計画との

整合を図ります。 

   記載にはございませんが、外には、防災計画書の文章の修正及び用語等追加、削除等を上位法

の改正に伴い、那珂市地域防災計画の一部修正を行ってございます。 

   詳細につきましては、今月 24 日に開催いたします那珂市防災会議に諮り決定した後、委員さ

んをはじめ議員さん宛て、修正されました那珂市地域防災計画書をお送りいたしたいと思います。 

   説明は以上でございます。 
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委員長 執行部の説明は終わりました。 

   質疑、ご意見等ありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、以上でこの件を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

     休憩（午後４時 50分） 

     再開（午後４時 51分） 

委員長 再開します。 

   会計課が出席しました。 

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

   歳出、２款総務費、１項総務管理費、４目会計管理費について説明を求めます。 

会計課長 会計課長の綿引です。外１名が出席しています。 

予算書の 36ページをお開き願います。 

   ２款総務費、１項総務管理費、４目会計管理費、本年度予算額 366万 9,000円でございます。

主に会計事務を円滑に行うための事務費でございます。昨年と比較いたしまして、指定金融機関

が 10 月から変更となっておりまして、派出業務の委託料はゼロとなってございます。また、新

たに口座振替の集中サービスの経費を計上しておりますので、前年並みの予算を計上してござい

ます。 

   この口座振替集中サービスでございますけれども、フロッピーディスクが国内での生産が終了

となりますことから、安定した取り扱いが困難となり、そのようなことから、データをパソコン

の専用回線で送信及び受信するものでございます。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明が終わりました。 

   質疑ありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑がないようでございますので、質疑を終結いたします。 

   お疲れさまでした。 

   暫時休憩します。 

     休憩（午後４時 55分） 

     再開（午後４時 56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、総務生活常任委員会所管部分の討論、採決に

入ります。 

   討論ございませんか。ありませんか。 

     （なし） 
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委員長 討論を終結します。 

   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 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。 

   皆様ご苦労さまでした。 

   以上で総務生活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４時 57分） 

 

     平成 29年６月６日 

       那珂市議会 総務生活常任委員会 委員長 勝村 晃夫 


