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那珂市議会教育厚生常任委員会記録 

 

開催日時 平成 29 年６月 22 日（木） 午前 10 時 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席委員 委員長 古川 洋一  副委員長 筒井かよ子 

     委 員 大和田和男  委  員 冨山  豪 

      〃  萩谷 俊行    〃   君嶋 寿男 

欠席委員 なし 

職務のため出席した者の職氏名 

     議 長  中﨑 政長   事務局長 寺山 修一 

事務局次長 清水  貴  次長補佐 横山 明子 

会議事件説明のため出席した者の職氏名（総括補佐以上と発言者） 

     副 市 長 宮本 俊美      教 育 長 大縄 久雄 

     財政課長 茅根 政雄      財政課長補佐 会沢  実 

保健福祉部長 加藤 裕一    こども課長 大森 晃子 

こども課長補佐 片野 弘道   保険課長 先崎 民夫     

保険課長補佐 高畠 浩一    教育部長 高橋 秀貴       

学校教育課長 小橋 聡子    学校教育課長補佐 渡邊 勝巳 

指導室長 大高 伸一      学校給食センター所長 川上 義和 

生涯学習課長 髙安 正紀    生涯学習課長補佐 小林 正博 

スポーツ推進室長 鈴木 良一   

請願・陳情の説明のため出席した者 

全日本年金者組合那珂支部 川崎 敏明 

会議に付した事件と結果概要 

付託案件 

     （１）議案第 40 号 専決処分について 

（那珂市国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

        結果：原案のとおり承認すべきものとする。  

     （２）議案第 41 号 専決処分について 

（那珂市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例） 

        結果：原案のとおり承認すべきものとする。  

（３）議案第 46 号 平成 29 年度那珂市一般会計補正予算（第１号） 

        結果：原案のとおり可決すべきものとする。  

（４）議案第 47 号 平成 29 年度那珂市国民健康保険特別会計（事業勘定） 
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補正予算（第１号） 

        結果：原案のとおり可決すべきものとする。  

（５）議案第 48 号 市有財産の取得について 

        結果：原案のとおり可決すべきものとする。  

（６）請願第２号 若い人も高齢者も安心できる年金制度を求める請願 

        結果：不採択とすべきものとする。 

（７）学校給食における牛乳配送の一時停止について 

        結果：報告を受けた。 

 （８）調査事項「教育環境に対する支援」について 

    結果：今後の進め方を検討。 

     開会（午前９時 58 分） 

委員長 皆様おはようございます。本日はご多用のところ、教育厚生常任委員会にご参集いた

だきましてありがとうございます。 

私もちょっと今風邪をひいていまして、声はいいんですけど、周りの皆様にご迷惑をか

けなければいいなと思っております。 

きょうは審議案件が結構ありますので、慎重審議のほどお願い申し上げまして、簡単で

ございますが、委員長のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

それでは開会前にご連絡いたします。 

会議は公開しており、傍聴可能といたします。 

また、会議の映像を庁舎内のテレビに放送します。 

会議内の発言に際しましては、必ずマイクをご使用いただきますようお願いします。 

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

ただいまの出席委員は６名であります。欠席委員はございません。 

定足数に達しておりますので、これより教育厚生常任委員会を開会いたします。 

会議事件説明のため、副市長、教育長ほか関係職員の出席を求めております。 

職務のため、議長及び議会事務局職員が出席しております。 

ここで議長よりご挨拶をお願いいたします。 

議長 改めましておはようございます。 

本日は古川委員長のもと、教育厚生常任委員会ということでございます。 

本委員会に付託されました会議事件は、別紙８件でございます。 

慎重なるご審議をお願い申し上げますとともに、執行部の皆様におかれましては、簡潔

かつ明瞭な説明、答弁をよろしくお願いしまして、挨拶といたします。 

ご苦労さまでございます。 

委員長 ありがとうございます。 

続いて副市長よりごあいさつをお願いいたします。 
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副市長 皆さんおはようございます。 

本日は教育厚生常任委員会へのご出席、まことにありがとうございます。 

本日の執行部からの案件につきましては、議案が５件でございます。 

その他先日６月５日に発生しました学校給食の異臭の件につきまして、その後の経過報

告をさせていただきますので、よろしく審議のほどお願い申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 ありがとうございます。 

続いて教育長よりご挨拶をお願いいたします。 

教育長 改めましておはようございます。 

先日の牛乳異臭問題では、大変ご心配をおかけいたしました。その後おかげさまで、子

供たち、体調不良を訴えることもなく、今学校生活を元気に送っております。 

小学校では春の運動会が５月の中旬から下旬にかけまして、９校中８校が終了いたしま

した。 

中学校では、６月上旬に修学旅行が終了し、今週火曜日から那珂地区の総合体育大会が

始まってるという、そういう状況でございます。 

本日はお世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。 

委員長 ありがとうございます。 

本委員会の会議事件は別紙のとおりであります。 

あらかじめご連絡いたします。 

本日の請願第２号の審議におきまして、請願者が説明を行うこととなっております。会

議の進行状況によりましては、順番を入れかえて、請願の審議を行う場合がございますの

で、よろしくお願いいたします。 

これより議事に入ります。 

議案第46号、平成29年度那珂市一般会計補正予算（第１号）についてを議題といたしま

す。一般会計補正予算は財政課より一括して説明を願います。よろしくお願いします。 

財政課長 財政課長の茅根です。ほか関係職員が出席しております。どうぞよろしくお願いし

ます。 

それでは、議案第46号、平成29年度那珂市一般会計補正予算（第１号）についてご説明

いたします。 

７ページをお願いいたします。下段になります。 

款項目、補正額の順に読み上げます。 

３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費100万円。 

２目児童措置費694万4,000円。 

８ページをお願いします。 

３目保育所費、30万円。 
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一番下になります。 

９款教育費、１項教育総務費、２目事務局費181万8,000円。 

９ページをお願いいたします。中段になります。 

９款教育費、２項小学校費、２目教育振興費31万2,000円。 

９款教育費、４項幼稚園費、２目幼稚園建築費348万5,000円。 

10ページをお願いいたします。 

９款教育費、６項保健体育費、３目体育施設費、1,398万6,000円。 

こちらは、かわまちづくり支援制度活用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 それではこれより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

君嶋委員 ７ページのですね、学童保育事業、100万円の補正が出てますけど、この事業は何を

使うかお聞きしたいと思います。 

こども課長 こども課です。 

こちらはですね、瓜連保育園で行っている学童保育所のエアコンです。 

学童保育所は、今まで保育所の敷地内にプレハブを設置して行っていたわけですけれど

も、これを昨年旧瓜連商工会の建物を購入いたしまして、そこに移転いたしました。 

当初大丈夫と思われていたエアコンなんですけれども、ここに来てちょっと調子が悪い

ということで、新しいものを取りつけたいというお話がございましたので、ここに補助す

る金額でございます。 

君嶋委員 瓜連保育園の前に建っている商工会の跡地ですよね。そこの学童保育さんに使うと

いうことですね。 

こども課長 はい、そうです。 

君嶋委員 はい了解しました。 

委員長 ほかにございませんか。 

君嶋委員 もう１点、８ページの民間保育園増改築補助事業613万4,000円、これについてお聞

きしたいのと、もう１点が10ページのかわまちづくりの支援活用事業、1,398万6,000円、

これは何に使うのか、調査設計とは出てますけど、何の調査なのか、まずそこもお聞きし

たいと思います。２点お願いします。 

こども課長 こども課です。 

まず、民間保育園増改築費補助事業ですけれども、こちらは防犯対策強化整備事業とい

たしまして、防犯カメラを各保育園や認定こども園に取りつける費用でございます。補助

金といたします。 

おおむね四、五台のカメラを外壁やフェンスに取りつけまして、外部からの侵入者を監

視しようとするものです。 

今回の補助対象は市内の私立６園全部でございます。 
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君嶋委員 安全性の対策ということで、いいことだと思いますので、あとは菅谷保育所、公立

についても民間のアパートが周囲にありますので、そういう点も、今後検討していただけ

ればと思います。 

以上です。 

こども課長 先ほどの菅谷保育所、公立の部分につきましては、補助の対象になりませんので、

今回ここには計上しておりませんが、やはり安全性を考えて、今もないわけではありませ

ん。１台設置してはございますけれども、増設という方向で今後検討して積極的に検討し

て行ってきたいと思っております。 

君嶋委員 よろしくお願いします。 

委員長 もう１点、かわまちづくりの件をご担当の方。 

生涯学習課長 はい、生涯学習課課長の髙安と申します。よろしくお願いいたします。 

かわまちづくり支援制度活用事業の委託料につきましては、本来であれば当初予算でと

いうところもありますが、当初予算を策定する時期には、まだ登録申請のほうが至ってお

りませんでしたので、それが３月に決定になったことにより、６月の補正ということにな

りました。 

こちらにつきましての調査設計ということですが、公園実施設計、条件の確認及び調査、

こちらが調査のほうになってまいります。 

また、実施設計の検討、こちらにつきましては、国と市との事業となっておりますので、

国との調整であったりとか、国でどこまで行うか、市でどのあたりを行うかといったよう

な調査を行っていく内容になっております。 

また、そういったものに伴います数量計算等工事費に関する概算の算出ですね、そうい

ったものが調査設計の中に含まれております。 

以上になります。 

委員長 ほかにございませんか。 

私から２点お伺いします。８ページの菅谷保育所管理事業の備品購入費、厨房機器30万

円、これは何なのかということと、なぜ補正なのかということが１点。 

もう１点が、９ページの公立幼稚園建設事業の土地取得費、309万5,000円、この金額と

この後議案48号に出てくるんですけども、契約金額との違い、補正ですから当初予算で足

りなかったと、契約金額が、用地取得のですね。それで補正なのか、その辺をお伺いした

いと思います。 

こども課長 こども課です。 

まず菅谷保育所管理事業の厨房器具でございますけれども、こちらは冷凍庫になります。

この時期に来まして、冷凍庫が故障いたしまして、使えない状況です。 

もう15年以上使っている古いものですので、ぜひ今回の夏に間に合わせなければいけな

いという緊急性があるものですから、今回補正に計上させていただきました。よろしくお
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願いします。 

委員長 ２点目の件をお願いします。 

学校教育課長 学校教育課です。 

今回の補正は幼稚園本体に係るものではなくて、周辺道路の整備にかかるものです。 

朝と帰りに保護者の送迎で車の往来が多くなるということで、近隣の方々から周辺の道

路、歩道を整備してほしいという要望が出ておりました。そのための用地取得に係るもの

です。 

以上です。 

委員長 ありがとうございます。 

すみません、先にこども課さんのほうに、そもそも耐用年数が来ていたということです

よね、急に壊れたんですか。 

こども課長 この故障につきましては、急にきてしまいましたので、確かに15年過ぎていると

いうことに気がつけば、故障する前に新しいものに買いかえるなり、なんらかの対処はす

べきだったとはもう思いますけれども、申し訳ございません。 

委員長 はい、わかりました。 

その辺の備品管理のほう、耐用年数も含めて、修繕で直るんだったらそちらのほうが安

いでしょうし、そういったことも考えてお願いしたいと思います。 

こども課長 修繕なんですけれども、こちらもメーカーのほうには、確認はいたしました。そ

うしましたところ、購入代金と比較して、それほど変わらず、また部品も間もなくなくな

ってしまうというようなこと、いろいろな条件を聞きました。それで購入のほうがよいと

いうことで、購入に踏み切りました。よろしくお願いします。 

委員長 それは今回、今の話であって、もっと前に耐用年数が過ぎて、過ぎてどのぐらいたつ

のかわかりませんが、そのころにそういう備品管理をきちんとしておけば修繕ができたの

かもしれないのではないかという、そういう疑問です。よろしくお願いします。 

こども課長 わかりました。 

委員長 それでは公立幼稚園の土地取得費は、幼稚園本体の土地ではなくて、周りの周辺道路

の土地取得ということですね。この後の議案第48号の契約金額とは全く関係ないというこ

とですね。 

学校教育課長 はい。 

委員長 わかりました。ありがとうございます。 

ほかにございますでしょうか。 

なければ、質疑を終結いたします。 

続いて討論に入ります。討論ございませんか。 

  （なし） 

委員長 討論を終結いたします。 
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これより議案第46号を採決いたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第46号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

暫時休憩いたします。執行部の入れかえをお願いいたします。 

  休憩（10時13分） 

  再開（10時14分） 

委員長 再開いたします。学校教育課が出席いたしました。 

ここからは担当課ごとに審議を行います。 

議案第41号、専決処分について（那珂市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例）

を議題といたします。 

執行部よりご説明をお願いします。 

学校教育課長 学校教育課の課長の小橋と申します。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。 

それでは議案書の60ページをお開きください。議案第41号です。ご説明申し上げます。 

専決処分について。 

地方自治法(昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分

したので、同条第３項の規定によりこれを報告し承認を求める。 

平成29年６月13日提出、那珂市長。 

提案理由です。 

子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令が平成29年３月31日に交付され、同

年４月１日から施行されたことに伴い、那珂市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正し、

平成29年４月１日から施行するというものです。 

主な改正内容は、多子世帯の保育料の減免について、第２階層世帯、市民税非課税の世

帯をいうんですが、これについて、これまで最年長の子供の年齢にかかわらず、第２子が

半額、第３子が無料となっていたものを、第２子から無料にしますという改正になります。 

61ページが専決処分書、62ページが一部改正の条例、63ページが新旧対照表、64ページ

が改正条例の概要となっております。 

64ページの条例の概要をごらんいただきながら、補足してご説明申し上げます。 

まず、幼稚園の保育料というのは、収入に応じた応能負担となっております。 

今回の改正は、多子世帯における軽減措置の拡大ということで、２人以上のお子さんの

いる多子世帯の軽減措置としましては、幼稚園に通園しているお子さんの上に小学校３年

生までの範囲で、上のお子さんがいる場合には、幼稚園にいる第２子は半額、第３子が無

料というのが、軽減措置の基本ではあるんですが、ただしということで、収入が少ない世

帯につきましては、上の子が小学３年生までという制限を外しまして、最年長の子供の年
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齢にかかわらず軽減しますと、ただし書きの中で規定しているところです。 

今回の改正は、収入が少ない世帯の中でも第２階層、市民税が非課税の世帯なんですが、

こちらについてはさらなる軽減ということで、これまで先ほど申し上げたとおり上の子の

年齢にかかわらず、第２子は半額となっていたものを、第２子から無料、当然第３子も無

料ということになります。 

今申し上げた内容が64ページの真ん中の表、改正条文の第４条に書かれているものにな

ります。 

もう一つ、その下の第４条第２項の改正のほうは、第４条の改正文に合わせて文言を整

理したもので、規定そのものには変更はございません。 

改正条例の施行期日は平成29年４月１日です。 

国の改正に伴うものですので、既に改正後の軽減措置を適用しまして、４月からの保育

料を徴収しております。 

説明は以上です。 

委員長 はいありがとうございました。 

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

冨山委員 参考までにお聞きします。 

この第２階層世帯というのは、対象になる方はどのぐらいおられるかわかりますか。 

学校教育課長 申し訳ありません。全体の数字をちょっと把握していませんでした。 

今回の改正に伴って12人の方が半額から無料になったというのは捉えていたんですが、

全体の数字は申し訳ございません。 

委員長 よろしいですか。 

冨山委員 はい。 

委員長 ほかにございませんか。 

議長 うちも孫がいるので教えてください。市民税が無料の人は、例えばうちの息子とか嫁が

払ってるとしても、第２子は半額になるの。 

学校教育課長 今回の軽減措置というのは、もともと収入が少ない方に対する措置でございま

して、今回は市民税非課税の方への対処で、そのほかにもさらに第３階層といいまして、

市町村民税所得割課税額が７万7,100円の方が第３階層なんですけども、この方につきまし

ては、上のお子さんが３年生までの範囲というところで制限を加えた上での軽減措置とな

っております。 

議長 そうすると、要するに、例えばうちの息子が、７万7,100円以上市民税を払ってる、うち

の嫁も払ってるとなると、これは普通どおりの定額料金を取られるということでよろしい

んですか。 

学校教育課長 多子世帯への軽減措置なわけで、収入が多い方でも、上のお子さんが小学校３

年生までにいる場合には、第２子は無料ではないんですが、半額になります。第３子は無
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料です。 

議長 頑張って３人まで産むように言います。 

委員長 ありがとうございます。ほかにございませんか。 

それでは質疑を終結いたします。 

続いて討論に入ります。討論ありませんか。 

  （なし） 

委員長 討論を終結いたします。 

これより議案第41号を採決いたします。 

本案は原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしと認め、議案第41号は原案のとおり承認すべきものと決定いたしました。 

続きまして議案第48号、市有財産の取得についてを議題といたします。 

執行部より説明をお願いいたします。 

学校教育課長 議案書の91ページをお開きください。 

議案第48号についてご説明いたします。 

市有財産の取得について、下記のとおり市有財産（公有地）を取得するため、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得または処分に関する条例（昭和39年那珂町条例第11号）第３条の規定により、議会の

議決を求める。 

１、土地の場所、那珂市菅谷174番地１と175番地４。 

２、土地の面積、9,440平方メートル。 

３、契約の金額、4,802万3,077円。 

４、契約の相手方、那珂市福田1,819番地５、那珂市土地開発公社理事長、宮本俊美。 

平成29年６月13日提出、那珂市長。 

提案理由です。 

現在５つある公立幼稚園を一つに統合して、新たな幼稚園を開園する計画を進めており

ますが、その建設用地として、那珂市土地開発公社から用地を取得するため、議会の議決

を求めるものです。 

92ページに建設予定図の位置図がございます。真ん中よりちょっと上のほうで、斜線が

入っているところです。 

もう一つ、93ページに公図の写しを資料としてつけております。 

説明は以上です。 

委員長 ありがとうございました。 

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

君嶋委員 ちょっとお聞きしたいんですけど、これは土地開発公社から購入することですよね。 
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ということは前にこの土地は、開発公社が買い取っていたんですよね。そうすると、そ

のとき開発公社が買った値段、前も多分これ民地だと思うんですけど、もともと市の土地

じゃないですよね。ですから、買ったときの値段の差というのは、多少違いがあるんです

か、金額。その点をお聞きします。 

学校教育課長 事務手数料が入ります。土地開発公社で１％です。 

君嶋委員 そうすると開発公社に払う１％の手数料の差があるだけで、あとほとんど開発公社

さんが民間から買ったときの値段と変わらないということでよろしいですか。理解はね。 

あと場所なんですけど、私もよく通るたびに確認してるんですが、この場所って何か倉

庫みたいな、どこかの会社の車庫みたいなものがあります。あそこでよろしいんですね。

あの場所でいいんですよね。 

学校教育課長 その後ろの山林の部分なんです。北側の。その手前に確かに小屋みたいなもの

がございます。 

君嶋委員 そうするとその建物の後ろね。後ろの山が今度の予定地ということで。 

そうすると先ほどの道路の整備というのは、これは両方の道路の整備をするために買う

場所ですか。その点もお聞きします。 

学校教育課長 歩道の整備なんですけども、西側ですね、その山林の西側の一部分と、あとは

その南側のほうに、今職員の駐車場で使っているあたり、あのあたりも買収しまして、歩

道に拡幅いたします。 

君嶋委員 わかりました。 

じゃあ、もう１件、その倉庫が建っているところは民間の土地、あそこは整備はしない

んですか。そこの入り口あたりは。 

学校教育課 その土地全体は、整備は特にはしないんですけども、歩道の部分だけは買収して

つなげます。 

君嶋委員 はい、わかりました。 

委員長 よろしいですか。 

君嶋委員 いいです。了解しました。 

委員長 すみません、今のに関連してお聞きしたいんですけど、土地開発公社に事務手数料１％。 

１％ってたかがと思うかもしれませんが、それでもかかってるわけですよね。そうする

メリットというのはあったんですか。 

いわゆる民地を直接市が購入したほうが、安くその事務手数料がかからないわけですよ

ね。何かその辺の土地開発公社を利用したほうがよろしい理由があったら教えてください。 

副市長 この開発公社の存在そのものなんですけれども、要するに、買いたいときに買える。

通常市で買う場合には、予算化してからじゃないと基本的に買えないですね。相手がいる

ことですので、それで交渉が長引いたりする場合もありますよね。 

今回の場合については、昨年の９月の定例議会の補正予算で、債務負担行為の設定をし
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てます。ですからもうその時点で開発公社で買ってもいいよっていうのは、もうそこでお

墨つきをもらってますので、それで今までずっと交渉してきて、３月までに、ぎりぎり、

開発公社で買って登記終了してると思うんですが、その段階で、市で当初の予算でもう予

算化してますので、これで買い戻しができるよということですので、臨機応変な対応がで

きるということで、市道なんかもそうですけど、どんどん、相手が何人も地権者がいる場

合には、なかなかそれを予算化してもできないので、基本的にはどんどん先買いをしてい

くと。そして開発公社で買ったものを市がそこで買い取るという形で、そういう先行取得

ができるような形での開発公社の存在ということで対応しております。 

委員長 わかりました。ありがとうございます。了解しました。 

ちなみになんですけど、開発公社さんが、この案件じゃなくて、そういう市の予算化を

前に購入しているような土地というのは、ほかにもあるんですか、結構。 

副市長 当然ございます。 

委員長 わかりました。ありがとうございます。 

ほかにございませんか。 

なければ質疑を終結いたします。 

続いて討論に入ります。討論ございませんか。 

  （なし） 

委員長 討論を終結いたします。 

これより議案第48号を採決いたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第48号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

続きまして、学校給食における牛乳配送の一時停止について（経過報告）を議題といた

します。執行部よりご説明をお願いします。 

学校教育課長 先ほどお配りした資料になります。 

学校給食における牛乳配送の一時停止について、経過報告です。 

平成29年６月５日月曜日、いばらく乳業株式会社が提供する学校給食用牛乳において、

異味異臭とそれに伴う体調不良が発生した事案につきまして、６月21日水曜日、昨日です、

茨城県等によりまして学校給食用牛乳の異臭等の苦情に係る説明会というものが開催され

ました。その内容について本日報告するものです。 

まず１番として、県内の影響につきましてご報告いたします。 

８市町村、米印で下に記載がございますが、そこの小学校、中学校、特別支援学校、59

校が影響を受けました。当日牛乳を飲んだ１万8,960人の中で異臭等を感じたのは3,198人、

そのうち体調不良は644人という報告がございました。 

２番として原因究明です。 
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まず健康被害、体調不良や下痢等があったということで、その原因について、各学校か

ら回収した13検体を３カ所の検査機関で検査したそうです。食品衛生法上の検査というこ

とになります。 

もう一つは、そのにおいがちょっと違うというような訴えがございましたので、風味異

常の原因について、これには水戸保健所と厚生労働省関東信越厚生局のほうで、立ち入り

検査をして調査を実施したということです。 

３番としてその結果です。 

まず健康被害の原因のほうでは、その大腸菌類、一般細菌、酸度等について影響が出て

くるということで、成分検査を行った結果、規格の基準内でした。そういうことで適合商

品であることを確認したということです。 

次に風味異常のほうなんですが、こちらは製造工程において何か異常があったのではな

いかというところで各段階、生乳の受け入れ、殺菌、充填、出荷、設備の洗浄と、それぞ

れの各段階ごとに検査を行ってそれを記録してということで、その記録の結果、内容を調

査した結果、成分や風味残留物に関する問題は何も出てこなかったという報告がなされま

した。 

その原因がわからないんですけれども、推定されるものとして４番です。 

回収品について、食品衛生法上及び製造上の問題はなかったけれども、事実として風味

や体に異常の訴えがあったということで、その原因としては２点考えられるというところ

でした。 

まず一つは、原乳の風味差異が反映された製品だった。 

ちょっと補足して説明すると、牛乳というのは本当に生鮮食品で、牛１頭１頭、あとは

農家ごと、あるいは季節、餌の内容、もう本当にそのいろんな要素で味がもう一つ一つ違

うそうです。 

メーカーのほうでは、味を均一に保つために、複数の供給元から牛乳を集めてブレンド

して、味覚検査をしながら一定に保つという、そういう工程を取り入れているそうです。 

ただ、やはりその中でも風味は微妙に違うということで、特に今回５日の学校給食に配

送されたのは、３日に供給元から集められた生乳だったそうです。その３日の生乳が実は

単一の供給元だったという報告がありました。 

通常ならば複数の供給元から入ってくるものが単一、だから特に、味がいつもよりは際

立ってちょっと、いつもと違うということを、毎日子供たちは牛乳を飲んでいるので、そ

のあたりはやっぱり感じるものだそうで、そこでちょっと訴えがあったのではないかとい

うな補足説明がございました。 

この風味の差異なんですが、その製造各工程もさっき申し上げた各工程ごとに職員のほ

うで味覚の調査を行って、その検査結果も記録しておくんですけれども、そこでは気づく

ことはできなかったということでした。 
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裏面になります。 

ということで、原因は特定できなかったという結果にはなってしまったんですが、今後

それを踏まえて再発防止の提案がございました。 

まず一つは、先ほど言った単一の牛乳にということではなく、複数の原料乳を適切に混

ぜ合わせることで、風味差異の平準化を図る。 

また、製造各工程において感応検査、風味の検査を徹底、充実するというものでした。 

今後の対応についての提案がございました。 

今後、茨城県学校給食会、県牛乳協同組合、あるいは業者等の関係機関の連名で保護者

あての文書を作成して、各市町村を通して、また、直接各市町村や学校に説明をしながら

配布することを考えているということです。 

それを踏まえて、いばらく乳業株式会社による提供再開の時期を決定して、再度市町村

に通知しますというような説明がございました。 

説明会の内容はざっと以上のようなものでした。 

最後に、今回那珂市の状況についてまとめましたのでご提供いたします。 

小学校のほうでは４校、中学校で２校、合計で289人がいつもと味が違う、匂いが違うと

いう訴えを出しております。 

そのうち体調不良を訴えた人数、当初６日の全員協議会の席では健康被害はございませ

んと報告していたところなんですが、私どもの調査が６日の朝、８時から実施いたしまし

た。そのあと７日に大宮保健所のほうが県の指示で各学校の調査をしたようです。 

というのは私どもには連絡がなく、状況は後で知ったということなんですが、そこで再

度大宮保健所のほうが入るということで、五台小のほうで、もう一度子供たちに聞いたと

いうことです。 

そうしたら、33人がそういえば気持ちが悪くなったというような訴えが新たに出てきた

と。 

あとは二中のほうでも、その後再度聞いたんですね、ちょっとおなかがごろごろしちゃ

ったっていうのは、報告があったということで、実際に下痢や嘔吐などのそういう症状は

なかったということでした。 

そのあたりで以前に報告したものと変わってしまったことはちょっとおわび申し上げま

す。報告は以上です。 

委員長 ありがとうございました。 

提供が休止されている間はどこが提供したんでしたっけ。 

学校教育課 関東乳業株式会社というところが代わりに提供してくれました。配送はいばらく

のほうで行ったんです。 

これは県のほうで調整しまして、県内にはいばらくと、今申し上げた関東乳業とトモヱ

乳業、この三つが学校給食の牛乳を担っているということで、その残された二つの業者で
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全部の分を提供しているという状況です。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

ここに今後の対応のところに、いばらく乳業による提供再開の時期を決定しとあります

けど、また元に戻す方向なんですか。 

学校教育課長 はい、そのとおりです。 

先ほど申し上げた三つの業者で、いばらくが提供できなくなった11万本分を今フル回転

で製造しているということで、協同組合さんのほうではトモヱ乳業と関東乳業の生産体制

も限界に来ていると。もう早期に再開をしたいというのが本音のようでした。 

いばらく乳業さんは学校給食の牛乳は即座に止めているんですが、実は一般の市販品の

ほうは同じラインで製造したものを出荷してます。 

もう翌日からそのラインで生産したものを出荷しているということで、これまでの期間、

市販品の中で異常があったという報告がないという、それも踏まえまして、一定の安全性

を認識しているというのもありまして、その協同組合さんの事情、それからその安全性の

ことを踏まえて、来週中には再開したいというお話がありました。 

ただ、この昨日の説明会で参加者の理解をもらって、その後、やはり学校や保護者への

通知を発送して、きちんと理解をもらった上での再開ということも言っておりました。 

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

ちなみに五台小学校で、下痢や嘔吐はなかったとはいえ、気分が悪かったって33名いる

んですけど、結局風味には問題があったかもしれませんが、成分とかには問題なかったわ

けですよね。匂いとかで気分が悪くなっちゃうんですかね。その辺が素朴な疑問なんです

けど。 

学校教育課長 本当にそのとおりで、きのうの説明会でも、風味とか味の異常で、具体的に本

当に実際にこういう症状を訴えている子供たちが、ほかの市町村では出ているので、納得

がいかないという話は幾つか出ました。 

ただ、どう検査しても異常が見つからない、原因が特定できない。そこで風味の差異で、

それに反応して、そこから気持ちのほうにいって、気分が悪くなったのではないかという

ような説明には終始していたんですが、学校、私も含めてなんですが、この場でもそうで

すが、児童、生徒、保護者の方に申し上げたときに納得してもらえるのかという疑問は同

じように持ってます。 

ですが、実はほかでも似たような事案があったそうです。平成26年の４月５月、神奈川

県、千葉県でやはり千人を超える子供たちが異常を訴えたという事例があったようで、そ

のときも同じだったそうです。原因は特定できなかった。 

やっぱり風味差異に終始するしかなかったようで、その後再開しても、その後は何も被

害の報告がなかったということで、同じような事例は実はあるんですという報告がござい
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ました。 

それ以上のことは聞けないというか納得できないままの説明会になったという印象は否

めないところです。 

以上です。 

委員長 わかりました。ほかの委員の皆さんから何かございますか。 

冨山委員 はい、我々の子供のころと時代は違うと思うんですが、私が子供ころは瓶で出てい

たんですが、今の形状っていうのは紙パックで、紙パックのほうに異常があるとか、そう

いうのはなかったですかね。 

学校教育課長 確かに紙パックの問題ありますね。きのうの中では、紙パックの検査というの

は出てこなかったです。 

以上です。 

委員長 冨山委員よろしいですか。 

冨山委員 はい。 

副委員長 特別下痢や嘔吐はなく、健康被害には異常なかったということは、大変不幸中の幸

いだったと思うんですが、この五台小学校で特にこの異臭を感じて124人というのは、学校

の中の随分な人数になりますよね、全校生徒に比較しましたらね。 

それで例えば飲んだ瞬間に、その後は飲まなかったと思うんですよ。飲んで、あっとい

う感じてね。 

これだけの子供たちが、その中の33人が気分の悪さがあったということなので、ただ、

結果的には問題なかったという結果が出てるんですが、何か今後ちょっと怖いような気も

しますね。 

どうしてくれというわけにもいきませんけども、何かちょっと怖いような印象を受けま

した。よろしくお願いいたします。 

学校教育課 実は今回異味異臭を感じたということで、ここに載せた人数があがってきてるん

ですが、実はみんな飲みきっているそうです。 

何か水っぽいなとか、何かちょっとにおいが違うなと思いつつも、余りそこでは、生徒

のほうから声が上がらなかったようで、飲みきっています。残したということは報告受け

てませんで、最初に二中、四中から私どものセンター通してですけれども、報告があった

ときに、時間が１時35分とか、とっくに給食が終わっている時間だったんです。 

ということは、クラスで何人かちょっとおかしいなという声が出て、担任の先生が校長

なりに報告して、ちょっとセンターのほうに言っておこうかというふうな、初動はそのよ

うな印象でした。聞いたところみんな飲んでいたよというところで、捨てていない。 

この五台小なんですが、先ほど申し上げたとおり、６日の早朝の私どもの調査の後に、

７日に保健所が入るということで再度調査した結果ですと申し上げましたが、６日の夜か

らテレビでの報道が始まりました。７日の朝、朝刊各紙で記事になりました。 
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想像するに、おうちで話題になったかな、おうちの方が、こんなことがあったのね、ど

うだった、気分悪くなかったっていうところで、そういえばという中で、学校に行ったら、

どうだったと聞かれて手が挙がった、その辺の微妙なところは現場に立ち会ってないので

わからないんですが、子供たちはやはりある程度影響されやすい雰囲気もあったのかなと

思いつつ、その程度の認識しかできないんですが。そのような数字だと思っております。 

つけ加えまして、先ほど、今後のことがちょっと怖いというようなお言葉がございまし

た。今回は異味異臭ということで、健康被害も、私どもですが、なかった。 

ただ、この異味異臭がもしかしたら毒物だったかもしれないと、そういうことだって、

今後あり得ることだと思います。 

今回学校給食における危機管理マニュアル、もう１回ちょっと見直しました。危機管理

マニュアルで対応するタイプが二つあるんですが、ご存じのように金属とかガラス片、直

接体に危害を加えるものは、もう本当に緊急にそこで給食を停止して、即座に対応すると

いうことなっている。 

もう一つ髪の毛とかごみとか、気分はよくないですけども、体に直接被害がないもの、

それについては、事後に対応を考えるというのはあるんですが、今回は結果的には牛乳の

成分、香りとかそういうことに起因するものでしたが、もしかしたらその危険なほうに当

たってたのではないかということだって十分、今後あり得ることなので、そのあたり、目

に見える物体ではなく、異味異臭についてもきちんと先生のほうで、現場でまずは子供た

ちの声を拾えるような、ちょっとそういう体制をもう一度徹底しなきゃいけないかなと思

っているところです。 

以上です。 

君嶋委員 今課長が言ったようにね、子供たち、多分気がつかないで飲んだ方、多分いると思

うんです。ただその後のテレビ、マスコミ、新聞等で、やはりなったときに子供ですから、

じゃちょっとあれだったかなとかそういう考えを持つようになってきて、こういう数字が

出たと思うんですよね。 

やはり最初は気がつかなかった。でも聞いてるうちにそういう騒ぎがどんどん大きくな

ってきた。それでじゃちょっと気分悪く感じたかもしれないっていう回答が出てると思う

んですけど、ただ今後ですよね。 

牛乳が、また再開して配られたときに、子供たちがその前のイメージが頭の中に入って、

不安ばかりがいっちゃうと、困るなっていうのが心配なんですよ。それで牛乳離れとか、

その配られた牛乳がどうしても飲まなくなってくるとか、そういうのを今後ちょっと心配

するんですね。 

やはり、どうしても子供ですから、そういう味わい云々じゃなくて、まずそういう話と

か、そういうマスコミで言われたものとかが、親との話の中で感じちゃって、もうこの牛

乳は私飲まないよってなってくると困るなというのが、これから心配出てくると思うんで
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すが、そこをうまく学校とか給食の先生達とか、あと保護者にも理解してもらって、やは

り牛乳離れしないような方向はぜひしていただければと私は思います。 

それだけ要望させていただきます。以上です。 

委員長 はい、答弁はよろしいですかね。 

先ほど保護者あての文書配布って言いました、それとも説明書って言いましたっけ。 

学校教育課長 はい、文書の配布です。 

県のほうで関係機関連名で、そういう文書を作成するということで、それを市町村、各

学校を通して、保護者に配布するということです。 

委員長 それで、配布して先ほど理解が得られればっていうお話だったですけど、文書配布だ

けだったら、意見を聞くことはないんでしょうけれども、でも問い合わせとか、本当に大

丈夫なんですかとか、納得できないとかっていう話になったら、これはどうなるんですか。 

これは那珂市だけの問題じゃないですものね。どういう形で理解が得られればという判

断をされるんでしょうかね。 

学校教育課長 この配布に当たっては、ただ文書を送ってくるだけではなくて、県や関係機関

が手渡しで、各市町村や学校を回ってこういう文書を作成したと、その内容を説明すると

いうような話も出ておりました。 

多分その中で、まずは、市町村、学校に理解を求めて、それをもって保護者への配布に

なると思います。 

委員長 今の私の質問には答えてないですけど、保護者がどうやって理解をするのかという話。 

学校を回ろうが、教育委員会を回ろうが、保護者には説明しないわけですよね、文書だ

けですよね。それで保護者はどうやって理解を示すんだろうかって。何も問い合わせとか

クレームとかがなければ、理解が得られたというふうに判断するということでしょうか。 

学校教育課長 そのとおりだと思います。 

保護者から意見が出るとか、疑問が呈されたときには、やはりまずは、学校や私どもが

説明をしなければいけないと思います。 

またその状況については、やっぱり今回、県や関係機関が入っておりますので、そちら

に相談しつつ、対応は考えていくようになるのかなと、今は思っているところです。 

委員長 わかりました。保護者の方からそういう声があったときは、あったものとして、考え

てくださいね、きちんとね。 

それをどう反映するのかちょっと私もよくわかりませんし、那珂市だけの問題じゃない

んでね。ただ、こういう話がありましたよっていうことだけは、きちんとその声は活かし

ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。 

ほかにございませんか。 

なければこの件は以上とさせていただきます。 

ありがとうございました。 
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議案審議の途中でございますが、順番を変更いたします。 

この後請願の審議を行いますので、暫時休憩いたしまして、11時再開といたします。 

保険課の方はそのあとになりますのでよろしくお願いします。 

休憩します。 

    休憩（午前10時49分） 

    再開（午前11時01分） 

委員長 それではお待たせいたしました。再開いたします。 

請願第２号、若い人も高齢者も安心できる年金制度を求める請願を議題といたします。 

では最初に事務局に請願書を朗読させます。事務局お願いします。 

次長補佐 それでは朗読いたします。 

請願第２号、紹介議員、那珂市議会議員、花島進。 

若い人も高齢者も安心できる年金制度を求める請願。 

請願の趣旨。 

貴職におかれましては、住民の生活向上と福祉の増進への日頃のご尽力に敬意を表しま

す。 

さて、公的年金は高齢者世帯収入の７割を占め、約６割の高齢者世帯が年金収入だけで

生活しており、老後の生活保障の柱となっております。現在、年金の支給は隔月となって

いますが、欧米諸国では毎月支給を実施しているところが多く、毎月支給されることで、

計画的な生活が成り立ちます。 

また、年金支給開始年齢のさらなる引き上げは、引き上げが行われる以降の世代にとっ

て年金給付費の減少が生ずることになり、将来世代に影響が強く出ることが懸念されます。

このことは、高齢者だけの問題ではなく、若者の年金に対する不信を増長し、年金制度へ

の信頼を低下させることにもつながります。 

年金はそのほとんどが消費にまわるため、年金引き下げは、消費や税収など、地域経済

と地方財政に大きな影響を与えます。年金が増えれば地域の消費を促進し、地方税収の増

加、高齢者の医療、介護の負担も低減できる好循環になります。 

私たち年金者組合は、高齢者が地域で安心・安全・健康で長生きできること、地域のつ

ながり街づくりに貢献できることを願っています。つきましては、年金に関わる切実な要

求である下記事項について、意見書を採択し、地方自治法第99条にもとづいて国会または

政府関係庁に送付されるよう請願します。 

請願項目。 

１、年金の隔月支給を毎月支給に改めてください。 

２、年金支給開始年齢の引き上げを実施しないでください。 

平成29年５月15日、請願者、那珂市後台1282の７、全日本年金者組合那珂支部、支部長

人見みさ、那珂市議会議長中﨑政長様。 
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以上です。 

委員長 はい。 

それでは続いて、請願提出者より申し出がございましたので、請願内容の説明のほうを、

５分程度でお願いできますでしょうか。また説明の前に出席者のご紹介をお願いいたしま

す。よろしくお願いします。 

請願説明者 それでは、発言の機会をいただきましてありがとうございます。 

きょう、今発言しているのは、市内の豊喰に住んでおります川崎敏明と申します。 

同席者は請願者の人見みさです。どうぞよろしくお願いします。 

今、事務局の方から、請願の趣旨、請願の内容についてお話がございました。 

すでに事前に議員の皆さんのほうへ、大変ぶしつけだったんですけども、資料などを送

付させていただきまして、事前に目を通していただいた方があれば、幾分きょうの内容に

ついての中身がご理解されたかなというふうに思いますけども。 

それはそれといたしまして、限られた時間ですので、簡潔に私から趣旨の説明について

若干補足をさせていただきたいというふうに思います。 

これは全日本年金者組合といいまして、私どもは全国に11万6,500人の組合員といいます

か、組織を有し、47都道府県すべてに本部を置いている組織であります。 

茨城県本部はちなみに1,530人の組合で、執行委員長という名における、いわゆる執行体

制をとっております。 

さまざまな年金の問題や高齢者を取り巻く現状の社会保障の問題についてなども一緒に

取り組んでおりまして、いわば高齢者の要求や願い事を代弁する一つの組織というふうに

理解していただければ幸いかと思います。 

県内の状況は、44自治体ございますけども、すべての自治体に、若干残念ながら９月議

会に遅れてしまった請願の行動もありますけれども、すべての自治体にこうした請願をお

願いいたしまして、既にこの６月の議会では、結城、土浦、そして城里というところで本

会議で採択がなされたということを、きのう報告を得ております。 

現状の社会保障の内容については、議員の皆さんのほうにはもう釈迦に説法だと思いま

すけども、大変深刻な状況を今迎えています。 

とりわけ、年金の問題は、いわゆる積立金の問題や、あるいは年金の保険料ですね、こ

れの納付率の問題、そして若年層に広がっている、蔓延しているといってもおかしくない

くらいの年金に対する不安感ですね、ならば自分で貯金しておいたほうがいいというふう

な、そういう風潮さえ見られるような年金制度に対する信頼がですね、従来になく低下し

ているということもご案内のとおりであります。 

こうした状況を見ますとですね、ご存じのように、いわゆる年金積立金、管理運用独立

行政法人というＧＰＩＦという組織があって、中央にございますけども、ここの積立金も

一番多いときでは300兆円あった積立金が、現在143兆円というふうに低下し、一方でこれ
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を先物取引や株に投資しますので、かえってその不安定な積立金の運用になってしまって

いるというのも現状であります。 

こうした状況を見るとですね、去年おととし私厚生労働省と、こうした場で係官と対面

してお話をしたんですけども、３人しか入れないものですから、全国のうち、３人のうち

の１人に選ばれて私が入ったんですが、やはり深刻なのは無年金者だと。現在110万人もお

ります。 

該当者は65歳以上が3,472万人ですから、人口の４分の１がいわゆる年金の対象者。しか

しその30人に１人が無年金者になっている。 

あと６年から７年たつと、これは500万人になるというふうな推計を厚生労働省の係官が

申しておりました。極めて深刻な問題であります。 

加えて、今の状況からすると年金保険料は、ご案内のように雇用者とそれから労働者で

すね、働いている者、これが折半で基本賃金の18.3％を9.15、9.15と二つに分けて納めて

いるというのが現状ですね。皆さんご存じだと思います。この18.3という数字も、これも

動かさなきゃならない、上げなきゃならないという気運も高まっています。 

つまり、年金制度の総体の中で、これは語れば尽きないんですけども、総体がですね、

大きな信頼と、それから実情として、何ていうんでしょうかね、がたがたしていると言い

ますか、崩壊はしていませんけども、かなり深刻な問題になっているということが言える

と思います。 

こうした中でですね、今私たち二つ、請願項目を挙げましたけども、毎月支給してくだ

さいという、このお願いですね。 

これは、県議会レベルでは岩手県議会が去年の暮れに、中央に意見書をあげましたけど

も、毎月支給というこの、昔から言ってる月賦なんていう言葉は死語になっておりますけ

ども、そういう月単位の日本人としての生活ローテーション、これが２か月ということで

かなり狂っている。 

ご案内のように、28年前までは３カ月に一遍だったと。それを２カ月に一遍にしました。

さらに２カ月に一遍を奇数月から偶数月にしました。したがって、偶数月はお盆が送れる、

お正月が送れると。８月と12月にいただけますから。 

というふうなたわいもないと言えばたわいもないですけども、そういう小さな悩み事も

含めて年金制度がいくつか善処をしてきました。 

ところが立ち止まって考えますと、この時点で、実は残念ながら２カ月に一遍というの

がずっと続いているというのが現状であります。 

私たちはぜひ、さまざまな生活のパターンは月単位で、一部に２カ月に一遍なんていう

のもあるかもしれませんけども、ほとんどが月単位で動いているこの生活のパターンをで

すね、ぜひ取り戻すというか、それに合わせた収入の実態、高齢者の収入の実態が年金依

存型ですから、これをぜひ適応させていただきたいというふうに思います。 
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二つ目、70歳への年齢開始を本気になって国は考えています。現行65歳です。 

慶応大学の塾長の清家さんという方が座長をしておりますけども、これは現在68歳を考

えているようであります。2019年にこれを発動しようとしています。 

まだ決定しておりませんけども、そういう気運の中で、私たちはこの68や70になった場

合はですね、ものすごいそのもらえる額が激減すると。 

請願の趣旨に書いておきましたけども、５年間で約1,000万円、本来もらえるはずの年金

がもらえなくなってしまうということですね。現行の65から70にしますと。 

そして、さらにこの2000年に17年前に60歳から65歳に引き上げました。したがって労働

者は、都合５年間、65歳までの５年間、任意の採用や、あるいは自分の意思決定で、雇用

者側にお願いをして、65歳まで使ってくださいというふうなことを給料を激減させながら、

この５年間、食いしばってきているというのが実態です。 

年金は極めて高齢者の命の綱です。 

そしてまた、こういうことを言うと大変失礼ですが、皆さん方も必ず年金をいただくと

きが来ます。 

若者の不安を解消し、高齢者の生活パターンである月々の年金の支給、さらに、これ以

上高齢者の年金の開始年齢を引き上げるということのないように、この二つの項目につい

て請願した次第であります。 

時間が長くなってしまったかもしれませんが、どうか当委員会において、こうした実情

をかんがみて、ご賢明なご判断をされることをお願いして、私の発言を終わります。 

ありがとうございました。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

それではただいまの説明に対して、委員からご質疑をお願いしたいと思います。 

質疑ございませんか。 

副委員長 請願のこの項目の中に、今いろいろお話をいただきまして、年金の隔月支給でなく、

毎月支給を求めるという形でお話されておりますが、今のお話の中で、今までの生活パタ

ーンが毎月のお給料で生活してきたというようなことで、それに関連して毎月ということ

を述べていらっしゃいましたが、やっぱり隔月ではまずいでしょうか。今現状の隔月では。 

請願説明者 それはですね、年金を、私も年金者の紛れもない１人なんですけども、もらいま

すとですね、２カ月っていうと、向こう２か月間まで、長いんですね。 

つまり、半分しかもらえないです、ひと月毎月の場合はね。今もらってるお金は２か月

分ですから。その半分ですから。 

ひと月待てば来るというこの安心感というのはね、全然違うんですよ。私も実感として

それはいつも思ってます。 

あちこちの集まりなどでこうした話を、私する機会が多いんですが、そういう場合でも、

これはもう焦眉の急だと。月にもらっていたのが２カ月になってしまったので、かなり狂
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ってしまうと。 

そしてなおかつ額も少ないので、今度は２カ月もらったやつを、年金をもらった直後に

何か冠婚葬祭などでドカンと出るようなケースがありますね。そういうふうなときには、

貯金を取り崩せる人はいいけども、取り崩せない人は、ない人は、次の２カ月はもう１回

たくさん使ってしまうと大変なことなんだと、やっぱりひと月ひと月もらっていくという

ことに対する安心感というのは、これはもうもらわない人にはわからないだろうというふ

うなことをよく高齢者は言います。私自身もそれは実感として持っています。 

全国的にも何か集まるとこの問題は、世界の状況もちょっと資料として皆さん方にお配

りしましたけども、かなり毎月が多い。 

ニュージーランドなどについては、２週間に一遍ずつもらっているというふうなこと、

これは極端な話ですけども、そういうこともありまして、今筒井議員のおっしゃられたよ

うなことで、素朴な疑問ですし、なんで２か月でもらってるんだからいいんじゃないかと

いうようなことは、おありかと思いますけども、実態としてはそういう声が大きいですし、

私たち全体の組織としてはこれは、避けて通れない問題だというふうなことで挙げている

わけであります。 

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

ほかにございますか。 

冨山委員 先ほど厚生労働省のほうに行かれてお話したと言っていましたけど、この件に関し

てもお願いはしたのですか。 

請願説明者 しております。 

冨山委員 その時、その対応してくれた方は何ておっしゃったのですか。 

請願説明者 それはですね、一つ、彼らが渋っていると言うとおかしいですけども、ちょっと

難色を示しているのは、２カ月から毎月にすると、事務手続のための実務の変更ですね、

いわゆるデータの、さまざまな入力や何かの、そのお金がかかると言って、24億円かかる

んだというふうな話をしました。 

それを今度は係が変わりまして、別な方が引き継いだんですね。これ同じ継続になって、

私どものいわゆる交渉といいますか、面談の項目の中で、そしたら人が変わりました。 

そしたら、試算するに、今度は４億6,000万円でできると言い出したんです。それは、当

面どんどんどんどん年金をもらう人が毎年毎年来るし、また亡くなった場合にはもう消す

わけですから、年金の業務というのはすごい業務らしいです、確かに。 

ですからおっしゃるように、その事についての、いわゆる中央レベルでの国段階では、

かなり難色を示しています。ですから、今すぐおいそれとわかったと言って、やってくれ

るような問題ではありません。 

ただ、継続的に審議をし、決して私たちが怠慢でやってないわけではないと、引き継ぎ
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をやっているというふうな回答がありました。 

以上です。 

委員長 よろしいですか。 

ほかにございますか。 

君嶋委員 ただいまの説明、厚生年金のだいたい話だと思うんですね。 

うちらだったら、自営業者、農家の方は、国民年金なんですよね。ということになって

きて、違いも多少あると思うし、国民年金の場合、亡くなったらもうその時点で権利はな

くなってしまいますから、もう一切もらえないですし、そういう面であと金額も少ない。 

農家の方も大変皆さん言ってますよね。やはり大変だよと。それはわかるんですよ、や

っぱりね。 

ただその中でやはり最近多いのが、よく調べるとやはり若い方もフリーターが多くて、

なかなか年金まで手にかけられない。そういうのも現状ですよね。 

やはりそういう中で、今度は高齢者、少子高齢化の状況ですから、だんだん年金に支払

うお金はあっても上がってこない。それも現実だし、また中には年金より自分で資産を運

用するというと変ですけど、最近そういう方も出てきてるのも事実だと思うんですよね。 

ですからいろんな保険会社の年金とか、あとはその投資をしているとか、そういう方も

多いですし、そういう方も高齢者の方にも結構多いっていうのを聞いてるんですよね。 

そういう中で、今本当に現状は本当大変だというのもわかるし、逆を言えばちょっと上

の人らはそっちに運用しながら生活しているというのもあるんで、本当いろいろ検討はさ

せてもらわなければならないっていうのは感じるんですけど、そういう流れの状況でね、

やはり毎月っていうのも確かに助かるかとは思うんですけど、やはりそれがいいのか悪い

のかっていうのはちょっと今、疑問に思っているところです。 

請願説明者 今議員のおっしゃったとおりでありまして、国民年金、厚生年金、共済年金、こ

れらに大別されますけれども、国民年金の場合には毎月１万5,200円ぐらい掛けまして、そ

して最大で支給される、45年間掛けたものの最大値が約６万6,000円、月額ですね、これし

かもらえない。 

現在の国民年金の全国的な平均値は、いわゆる４万8,200円ぐらいなんですね、ですから

５万円以下の国民年金の人が全体で約18％ぐらいいるんですね。 

それを今度は厚生年金のほうは、10万円以下の人は480万人ぐらいいますから、それも合

わせますと、無年金者と合わせるとですね、もう厚生年金と国民年金と無年金者の全体的

にゼロか低額かって合わせますと1,200万人ぐらいいるんですよ。 

その数は、つまり先ほど申し上げたように、3,400万何がしかいますから人数が、それの

３分の１がそういう低額とゼロ額のゾーンに入ってしまうと。ですから、これはもうとん

でもない生活の実態になるだろうと思うんですね。想像にもとんでもないことになるわけ

ですね。 
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それで、かつ、私たちはですね、そういう低額の年金で生活できるのかということに対

する真剣な討議の結果、最低保障年金制度というのを要求しています。 

これは月額８万円です。政党によっては、自民党は７万円です。その他共産党が５万円

です。社民党は６万円です。そんな感じで５、６、７、８なんてうまく並んでいるんです

けども、要するに最低無年金者にも与えるお金ですね、これを考えています。 

年金は決して掛けたお金をペイするのには９年２か月かかるんですよ。一生涯かけて掛

けたお金を年金でもらうのには、９年間もらわないと、別な言い方をしますと、下品な言

い方ですけども、９年間生きていないとペイしないですね。 

ですからそういう制度になってますので、この年金というのは、積立金をきちっと確保

して、それでその積立金を確実に運用して、そしてできるだけ多くの人たちが潤うような

ぎりぎりの生活でもいいから、最低の生活ができるような制度をつくっていくというのが

究極の目的だと思いますね。 

ですから議員のおっしゃるように、いろんな若者への不安などについても、本当に深刻

な問題ですから、これからの課題として大きいですけども、一つ一つ皆さんと協働しなが

ら進めていきたいというふうに考えております。 

委員長 ありがとうございます。 

ほかにございますか。 

大和田委員 私から２番のですね、支給開始年齢の引き上げなんですけども、私たち若者世代、

本当に年金に対する不信は確かにありますけども、国の歳入の社会保障関係費なんかはや

っぱり４分の１になってるということで、引き上げをしないで欲しいんですけども、引き

上げしないとその財源というのはやっぱり必要なってくるかと思うんですけども、この年

金者組合さんのほうではそういった財源なんていうのは、どこから捻出するのかっていう

のを考えたりはしてないですか。 

請願説明者 ずばりそこが一番のネックですね。 

そのことをこの問題を話すたびに、そういうふうなご指摘もほかの県内のある市議会に

説明にあがりまして、その話も承りました。 

財源をどうするんだという話ですね。これは消費税の問題とか、あるいはその他の財源

の問題とか、さまざまな論は存在しますけども、基本的には国家予算の組み立て方を変え

なければ、その財源は捻出できないと思いますね。 

ですから、一地方議会や一県議会あたりの力ではどうにもならない莫大なお金が必要に

なってきます。現に年金の額というのは、ご存じかもしれませんけども、年間52兆円払わ

れています。これはもう国家予算の半分以上なんですね。 

ですから、社会福祉の問題は国家予算として30何兆円になってますけども、それではな

い部分で、国が出したものと合算で年金というひとくくりでいうと、そういう額になって

います。 
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ですから、先ほど申し上げた300兆円ぐらいの積立金を運用として、常時プールしていれ

ば、一定のこういったものに対する対応も可能なんですけども、実は先ほど申し上げたよ

うに、143兆円ぐらいに激減しましたので、これが一つのネックになってます。 

ですから国家予算の枠組みを基本的に変えて、大きなところでのブロックでの予算を崩

してくるというところしか案はないと思います。皆無ではないと思いますけども、それが

一番早いというか、可能性のあることだと思いますね。 

あとはほかの財源を求めるといっても、これは消費税を上げて充てるほかにはもうあり

ませんから、これはまた別な問題が待ってますので、そういうふうに今は私たちは説明し

ています。 

したがって、おっしゃるように決定的なこの財源論のすばらしい案というのは、残念な

がら今のところありません。 

ただ、少なくともこの70歳の、高齢のところまで開始年齢を引き上げないで済む方法は、

現行では可能だというふうに考えてますので、それは財源としては、新たに出す必要はな

いと思います。 

委員長 よろしいですか。 

ほかにございますか。 

萩谷委員 無年金者の話をちょっとお話出されましたよね。 

合算した人数で今これだけの年金受給者、また困っている人もいるんだということをお

話しありましたけども、例えばですね、無年金者に対して、この組合としてはどういうお

考えを持っているんですか。それをちょっとお伺いしたいと思います。 

請願説明者 ご指摘の内容はですね、無年金者を放置するわけにはいきませんので、先ほど申

し上げたように、この請願の項目は２項目でしたけども、私どもは今、７本の大きな項目

で運動を続けています。 

そのうちの１本が先ほど申し上げた最低保障年金制度なんです。これは８万円いうこと

になります。その８万円というのは、今すぐ国が飲むわけじゃありませんけども、そうい

う考え方に立っています。無年金者の救済はそれしかないだろうと。 

改めて無年金者に年金積立金を積み立ててくれというわけにはもうまいりませんので、

力がないわけですから。そういうふうに考えています。 

今後発生するであろう無年金者については、いわゆる、弁明処置だとか、あるいは年金

の納付額を４分割してますよね。そして４分の３、４分の２、４分の１、あるいはゼロと

いうふうにして、４段階のレベルで収入に応じた年金の給付を決めています。それを申告

してもらうと。 

私は３万8,000円ぐらいしか、今のところ月額の手取り額として手取りがないので、最低

限の０か、それとも４分の１のお金を払えばいいような申請をしますという手続きを直ち

にしてもらう、そういうことの啓蒙と指導といいますか、あるいは情報といいますか、そ
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れを流しながら続けていきたいと思っています。 

ご指摘の内容は、最低保障年金制度というのを念頭に置いて運動を進めております。 

萩谷委員 わかりました。 

それでですね、先ほど大和田委員からも出ました財源の問題、お答えされましたね。大

変難しいと。この財源は。 

となると、今の例えば年金を全然支払わない人まで支給となると、もっともっとこれ財

源がどうなんだろうという問題が出てきますよね。大変難しい問題だと逆に思うんですけ

ども。 

理想かもしれません、それは確かに。でも大変難しい問題なのかなと私聞いていて思っ

たんですけども。 

私も今月、支給されたかわかりませんが、年金のもらえる立場に、国民年金ですからね、

大したことないですけども。それで介護保険なんかもその前に差し引かれているんですよ

ね。大変だと思ってます、確かにね。 

でも、今の財源という問題が一番のネックだというお話をされましたけども、私もそれ

が一番だろうと思ってるんです。 

確かに私たちもねやっぱりもし議員辞めたらば、国民年金では大変なのは間違いないで

すよ。そういう面でね、これから皆さん確かに、組合としていろいろあるんでしょうけど

も、財源が難しいとなれば、大変難しい問題だなというのも、聞いててね、感じました。 

確かに上げていただけるとか、そうすれば私どももありがたいことですけどもね。 

以上でございます。 

委員長 はい、ほかにございますか。 

君嶋委員 今高齢化、大分昔の60代、私らぐらいの年代になると、本来年寄りのおじいちゃん

っていう感じがしたんですけど、60歳、65歳はバリバリの現役のような感じで若い感じで

すよね。 

もう皆さんそういう形で仕事でも現場に出てますし、そういう面で、どうしてもその年

齢から年金と、あとは給料的なね、そういうものを一般の人と同じような金額でもらって

る方もいると思うんですよ。 

そうなった場合にやはりどうしても、若い世代との格差も出てくるんで、それならば若

干、高齢化も伸びてますから、70ぐらいにっていう考えも出てくるのも確かだと思うんで

すよね。 

70歳、80歳、80でも元気な人もたくさんおりますから、それで長生きしている方がたく

さんいると、やはりそれまで補償もするときに日本は一番大変かなっていう時期だと思う

んですけど、そういう面でやはり今後皆さんの高齢者の方にも、やはりその辺を理解して

いただければなと、私ちょっと思うときあるんですけど、その点についてちょっとお願い

します。 
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請願説明者 ご指摘のとおりだと思います。 

ただ、私たちが一番危惧するのはですね、現役を60歳で断ち切られて、再任用のような

形で65歳までやれというふうな法令が決められてましてね、雇用者はそれに努めなければ

ならないとなってますよね。 

そうすると、その60歳から65歳までは、確かに一定の収入、現役のときのお金よりは低

いかもしませんけど、収入があると思います。 

いわゆる仕事についている方、そのあと、65歳で辞めたあと、今度は65歳から70歳まで

の５年間が全く無収入になるんです。これが問題になるわけです。 

以前も60歳から65歳の場合も、５年間無収入になるっていうんで大騒ぎになったんです

が、これは辛うじて国策として、努めて雇用主は本人の希望によって再雇用しなさいとい

うふうな半ば強制的な形で雇用されます。 

従って今60歳で定年が来たからといって60歳でぴたっと辞める人は、よっぽどの金持ち

の方ですね。それじゃないと生活できませんから。 

それが65歳から今度は70歳まで。そうすると65歳から70歳までまた働けるかということ

になります。健康な方はいらっしゃいませんし、家庭のご事情、さまざまなことで、人と

いうのは生活しているわけですから、これが65から70になったら、これこそ命綱を断ち切

られると。これは私から言えば、平たい言葉で言えば、とんでもない話だというふうに思

います。 

実態として、私の組合は毎年毎年、全国のいわゆる組合員の声、あるいは一般の人、組

合員でない人の声をですね、綴りにして出してるんですよ。150人ぐらいの人が発言してい

るものを出すんですね。この実態をね、この文章で目の当たりにすると、本当に大変だと

思ってます。 

ですから、健康で一定の収入がある方は、年金という言葉は余り必要ないという方がい

らっしゃるかもしれません。もちろんそういう方は幸せな方です。 

そうでない方が今どんどん続出しているというところに私は着目しているので、現行の

65歳でぎりぎりなのに、70歳としてやられたら、これは本当に大変だというふうに思って

います。 

私は個人的なことで申し上げますけど、60で定年で辞めました。65歳までは勤めません。

その間、好きな野球などをやって今73になりましたけども、でもその間、いろんなことを

やりながら、自分の生活を送ってきました。 

でも幸いにして61歳から年金が出ました。私の年齢では。ですからブランクがいくらも

なく済んだんですが、今丸々65歳ですから、待ったなしで。これはもう大変だと。 

繰り返しますけど、そこからまた５年やられたのでは本当に命の問題だというふうに考

えています。 

おっしゃるように、さまざまな、子供の世話にならなくてもいいような方もいらっしゃ
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るし、資金豊かな方もいらっしゃるし、会社の役員などにつく方もいらっしゃるかもしれ

ませんけど、それはほんの一握りだというふうに思いますので、この問題は決して避けて

通れない問題だというふうに私たちは認識しております。 

以上です。 

委員長 私から一つお伺いしたいんですが、全日本年金者組合中央本部さんで出されている年

金者新聞、今ちょっと拝見してるんですが、茨城県の市町村に提出した請願の項目がそれ

ぞれ７項目あるうちの１、３、５とか１、４、５とか、それは違うのは何か理由があるん

ですか。 

それと先ほど採択されたところがあったと、今回の６月定例会で、それは項目でいうと

何番を請願されて採択されたのか、参考までにお伺いできれば。 

請願説明者 項目は７項目と先ほど申し上げました。その７項目のうちの、どの項目を請願項

目にするかというのは、自治体、つまり私どものほうは、県本部があって支部があります

ので、担当する支部が判断してやらないかというふうなことで縛りをかけませんでした。 

したがって、那珂市はこの１と２と二つですけども、ほかのところは、四つやってみた

り、三つやってみたりというふうな形になってます。 

ちなみに、二つ目のご質問ですけども、何が通ったんだということになると、土浦、結

城、城里、これはこの２本です、やっぱり。 

それで、本会議ではこの三つですね、土浦、結城、城里。 

そして委員会ではこの三つのほかに筑西がこの時点では通っています。そういう報告を

受けています。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

ほかにございますか。 

なければ、説明者への質疑を終了いたします。 

暫時休憩いたします。 

説明者の方はどうぞご退席ください。 

請願説明者 ありがとうございました。 

委員長 再開を11時45分といたします。 

     休憩（午前11時35分） 

     再開（午前11時45分） 

委員長 それでは再開いたします。 

これより各委員より、ご意見を伺いたいと思います。 

ご意見いかがでしょうか。ございませんか。 

なければ、意見のほうは終結いたします。 

それでは、これより討論に入ります。討論ございますか。 

副委員長 それでは、私、この請願に対して反対の意見で討論を述べさせていただきます。 
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まず一つ目、年金の隔月支給を毎月支給に改めてくださいというところですが、先ほど

も質問をいたしましたが、年金、これを隔月を毎月にするということになりますと、その

財源も24億とか４億とか、かなりの金額がかかってまいります。 

私としましては、２カ月分をまとめて支給されるということは、それなりに予定を立て

て毎月毎月いくらいくらというふうに計画的に使えばよろしいかと思いますので、現在の

隔月でよいかと思います。そういう理由で反対をいたします。 

そしてもう一つ、年金支給開始年齢の引き上げという点ですが、こちらも先ほどの話で

ありますが、財源の問題、その他の問題も若い人たちにも負担の押し寄せてくる事柄であ

ると思いますので、その辺も考えまして、私は今回の請願には反対をさせていただきます。 

委員長 はい、ほかにございますか。 

冨山委員 ほぼ同じ意見なんですが、反対のほうで討論させていただきますが、隔月支給、こ

れは、やはり先ほど思ったんですけど、これは正直、国の厚生労働省のほうの問題であっ

て、直接我々がどうこうできるところにないのかなっていうのと、下の年金の支給開始年

齢引き上げを実施しないでくださいって部分は理解をしますが、これ２項目一緒の請願と

しては、私は今回は反対です。 

委員長 はい、ほかにございますか。 

なければ、討論を終結いたします。 

これより請願第２号を採決いたします。採決は挙手により行います。 

請願第２号を採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

挙手なしと認め、請願第２号は不採択とすべきものと決定いたしました。 

以上で請願第２号についての審議を終了いたします。 

暫時休憩いたします。 

保険課の入室をお願いいたします。 

  休憩（午前11時49分） 

  再開（午前11時50分） 

委員長 再開いたします。保険課が出席いたしました。 

議案第40号、専決処分について（那珂市国民健康保険税条例の一部を改正する条例）を

議題といたします。執行部よりご説明お願いします。 

保険課長 保険課長の先崎です。外２名が出席しております。よろしくお願いします。 

それではご説明申し上げます。 

議案書の55ページをお開きください。 

議案第40号、専決処分について。 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179号第１項の規定により、別紙のとおり専決処分

したので、同条第３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

平成29年６月13日提出、那珂市長。 
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提案理由でございます。 

地方税法施行令の一部を改正する政令（平成29年政令第118号）が平成29年３月31日に公

布され、同年４月１日から施行されたことに伴い、那珂市国民健康保険税条例の一部を改

正し、平成29年４月１日から施行するものです。 

改正の内容としましては、国民健康保険税の減額において控除額を拡大するものでござ

います。 

以下56ページに専決処分書の写しがございます。 

57ページ、58ページが本文、新旧対照表となっております。 

59ページでご説明申し上げますので、よろしくお願いします。 

那珂市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の概要でございます。 

改正の理由としましては、提案理由で申し上げましたように、地方税法施行令の一部を

改正する政令（平成29年政令第118号）が平成29年３月31日に公布され、同年４月１日から

施行されたことに伴い、那珂市国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。 

内容としましては、健康保険税条例第22条第２号、第３号の国民健康保険税の減額にお

きまして、軽減判定所得を引き上げる内容でございます。 

22条の２号につきましては、俗に言う５割軽減という規定になっております。現在１人

当たり、26万5,000円の額になってますが、5,000円引き上げまして、27万円に引き上げる

ものです。 

同じく３号につきましては、２割軽減基準額になっております。現在48万円から49万円

へ、それぞれ５割については5,000円、２割については１万円、以上が改正の内容でござい

ます。よろしくお願いします。 

委員長 ありがとうございました。 

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

  （なし） 

委員長 それでは質疑を終結いたします。 

続いて討論に入ります。討論ございませんか。 

  （なし） 

委員長 討論を終結いたします。 

これより議案第40号を採決いたします。 

本案は原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第40号は原案のとおり承認すべきものと決定いたしました。 

続きまして、議案第47号、平成29年度那珂市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予

算（第１号）を議題といたします。執行部よりご説明お願いします。 

保険課長 それでは議案第47号、平成29年度那珂市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予
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算（第１号）についてご説明申し上げます。 

４ページをお開きください。 

歳入になります。款、項、補正額で申し上げます。 

９款繰入金、２項基金繰入金、補正額194万2,000円の増でございます。 

歳出になります。款項目、補正額で申し上げます。 

４款前期高齢者納付金等、１項前期高齢者納付金等、１目前期高齢者納付金でございま

す。補正額194万2,000円の増でございます。 

こちらの内容につきましては、この予算自体、前期高齢者の加入割合による負担の不均

衡を是正するという意味合いで、支払基金のほうにお金を出しまして、それが後の前期高

齢者交付金という形で返ってくる、その基金への財源の拠出になっております。 

29年度当初予算編成時におきましては、１人当たりの額がありまして、基本的には、当

初は70円で、国保の加入者１万4,700人で、当初予算の措置をしました。 

その後４月に入りましてから、基金のほうから正式にこれだけ納めろという通知が来ま

した。その中で、１人当たりの単価が190円まで上がってしまったと。これはやはり国の中

で前期高齢者といわれる人が相当多くなっていると。 

各保険者においてそこにする拠出金が非常にふえていて、大変な状況であるといって、

国保の方でも上げますよと。 

これに対しては国のほうでも、補助金を入れてプールしますという形で指示が来ました

ので、結果的には、最終的に必要額としまして、275万3,000円ほどの金額が必要になる。 

現在予算措置で持っていますのが、81万2,000円でございますので、年度末までの不足と

見込まれる194万2,000円について、補正をお願いしたわけでございます。 

よろしくお願いします。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

  （なし） 

委員長 それでは質疑を終結いたします。 

続いて討論に入ります。討論ございませんか。 

  （なし） 

委員長 討論を終結いたします。 

これより議案第47号を採決いたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第47号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

以上で執行部に関係する案件は終了いたしました。お疲れさまでした。 

暫時休憩します。 
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執行部はご退席をお願いします。ありがとうございました。 

  休憩（午前11時55分） 

  再開（午前11時56分） 

委員長 再開いたします。 

続きまして、調査事項「教育環境に対する支援」についてを議題といたします。 

今年度の調査研究テーマの具体的な内容について、前回の委員会で皆様からいろいろと

ご意見をいただいたところでございます。 

本日は６月30日に予定しております校長会役員との懇談会について、それから、前回各

委員からお話が出ました、各学校の部活動や学校施設の状況について協議をしていきたい

と思います。 

まず本日資料が配られておりますので、事務局から説明をお願いいたします。 

次長補佐 それではきょうお配りいたしました、校長会役員との懇談及び研修視察についてと

いう資料をごらんいただきたいと思います。 

まず、６月30日の日程の確認でございます。 

校長会が瓜連のほうで９時30分から開かれます。その前に役員の方との懇談の時間を設

定していただきましたので、瓜連支所の会議室にて８時50分から９時20分、こちらで懇談

を予定しております。 

その後小学校の視察を予定しておりますので、市役所のほうに一旦集合していただいて、

そこから公用車で全員で向かいたいと思いますので、集合時間は午前８時20分ということ

でお願いいたします。 

９時20分まで懇談を行いました後、９時半ぐらいに向こう出発いたしまして、まず、横

堀小学校のほうに向かいます。 

今回横堀小学校と菅谷小学校の視察を予定に入れておりますが、これは前回お話のあり

ました、教室と廊下の仕切りがない、オープン教室というような形状のところをピックア

ップしていただいた中の２校でございます。 

まず、横堀小学校の視察、それから菅谷小学校のほうの視察ということで日程を組んで

おります。向こうで学校教育課の職員が同行しますので、そちらで、校長先生がいません

ので、教頭先生等の対応になるかと思いますが、お話を伺って回ってくるという日程でご

ざいます。 

午前中はそれで終了でございまして、１時から改めましてこちらの全協室で委員会を開

催する予定でございます。 

こちらでは午前中の懇談、それから視察についての意見交換、それから議会報告会で教

育厚生の所管の部分の市民の方からの質問についての検討を予定しております。 

１件ですね、こども課のほうから、急遽報告案件が出ましたので、30日にそれを入れた

いと思います。まず１時からこども課の報告を行いまして、そのあと調査事項と報告会の
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内容検討を内部で行うということで予定しておりますのでよろしくお願いいたします。 

４番といたしまして、校長会役員の構成についてということで、懇談に参加していただ

く役員の方５名なんですが、そちらの内容を記載させていただいております。 

それからその次のページ、前回お話のありました学校トイレの洋式化に関しての資料を

教育委員会のほうから取り寄せましたので、小学校と中学校、それぞれ洋式化率を記載し

た資料となっております。 

小学校のほうですね、ちょっと色づけをさせていただいたんですが、こちらの黄色く塗

ってある学校が、いわいる普通教室がオープンになっている学校でございまして４校、そ

れから緑で色づけしている瓜連小学校ですが、こちらは可動式間仕切りを採用していると

いうことでオープンにすることはできるんですが、現状では仕切って、オープンにしない

状態で使っているということでございます。 

それから、最後のページが中学校の部活動の一覧ということで、表にしていただいたも

のでそれぞれの中学校にある部活を丸印で書いてある一覧表となっております。 

以上でございます。 

委員長 12時を回りましたけれども、このまま続けますのでご了承いただきたいと思います。 

説明が終わりました。 

まず30日の懇談でございますが、時間も限られた時間の中での懇談ということになりま

すので、その進め方について事前に詰めておきたいと思います。 

今私のほうで考えておりますのが、その８時50分から９時20分のわずか30分ということ

なんですけども、私が以前お話ししたときには、各市内の小中学校の校長先生方お一人お

一人からそれぞれの現場でのいろんなご要望だったり、ご意見だったりをお伺いしたいと。 

ただし、それぞれを回るには、日程調整とか時間等の調整がなかなか難しいので、校長

先生方が一堂に会する機会があれば、そこでお話を聞きたいということでね、この校長会

の集まりを利用させていただくということになりました。 

ただし、先ほども言いましたように、校長会の意見を聞きたいのではないということを

私は思ってるんですが、皆さんどう思いますか。 

というのは、校長会としては、この後、教育委員会に対して、校長会としてまとめた意

見書というか要望書を教育委員会に提出することになっているらしいんですよ。ですから、

校長会の意見を聞きたいんだったらば、その要望書をいただければそれで済んじゃうんで

すよね。 

ですから、ではなくて、やはりお一人お一人から、本当の現場でのね、小さい事でも結

構だと思うんですけど、切実な問題とかそういった問題を直接お伺いしたいということが、

私の考える趣旨なものですから、あえて校長会という名前が出てますけども校長会の役員

会っていうのがあるんですね、役員会。 

ですけども、役員さんとの懇談ということで、校長会役員会との懇談ではないというこ
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とを、ちょっと難しいですけども、ご理解いただきたいなというふうに思うんですけども

それについては問題ないですか。 

ということで、当日私のほうから、事前に校長会の会長であります一中の神代校長先生

あてに、開催通知ということで、今私が話したようなことを簡単にまとめて書いてあるん

ですけども、再度当日ですね、開会前に、私のほうからも趣旨をきちんと説明させていた

だきたいというふうに思っておりますので、ただ、そのお一人お一人から聞きたいんだけ

れども、時間が例えば１人５分ずつ話したら５名いますから、ここだけで25分かかってし

まいますので、ちょっと全員の先生、いわゆる校長会のメンバーである15名ぐらいですか、

先生方からちょっとお話は伺えないということだけはご了解いただきたいなというに思い

ます。 

またもし機会があればね、それぞれの議員が各地元の校長先生方の話を聞いていただい

て、また次回ですね、こんなことを抱えているらしいよというのがあれば、その場でまた

おっしゃっていただいてもいいと思いますけども、今回は校長会の役員さんとの懇談とい

うふうにさせていただきたいなというふうに思っております。 

それについて皆様のほうから何かご意見といいますか、ご要望とかございますか。よろ

しゅうございますか。 

ですから、ここで５名の先生方からそれぞれの学校ね、校長会としてではなくて、それ

ぞれの学校でのご要望だったりをお伺いすることになりますが、先ほども言いましたよう

に、１人５分お話しいただくとそれだけで25分になって、懇談会というか意見交換会って

いうよりも、ただ話聞いて終わりってなっちゃうんで、できれば二、三分ぐらいに簡単に

まとめてきていただければいいなとは思ってるんですけども。 

そんな感じでご要望等を聞いた後に、意見交換会までいければ、時間の許す範囲で、で

きればいいなというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

では続いてですね、本日お配りいただいて、事務局から先ほど説明もございましたけど

も、配付資料について、あるいは今後の調査研究の進め方についてご意見をお伺いしたい

と思いますけれども、お配りいただいたのが、オープンスペースになっている学校の有無、

それからトイレが今どういう状況か、和便器、洋便器、どのような設置状況になっている

か、そして、各中学校での部活動の有無ですね。黒い丸をつけたところが活動していると

いうようなことになっております。 

これも含めて、今後視察等も考えておりますけれども、どのようなこれからの進め方に

ついて、何かご意見や、もっとこういう問題もあるよというものが今ございましたらです

ね、またお話しいただければと思います。 

30日に視察終わって帰ってきて、午後から先ほどお話しのとおり、こども課の説明、そ

れから、議会報告会でのＱ＆Ａについてのまとめ、そして、調査事件についてということ

がありますので、またその時おっしゃっていただいても結構ですけれども、今特にこれを
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言っておきたいというようなことがございましたら、お話を伺いたいと思うんですけども、

いかがでしょうか。 

大和田委員 この資料の中で、部活動一覧のところで、この三中が何かバスケット部がなくな

ったという話を聞いていたものですから、丸になっているからどうなってるのかなと。 

委員長 はい、三中の部活動について、黒丸がついてるけど、これはなくなったんじゃないの

っていうのがあると思うんですけども、その辺は事務局でつかんでますか。 

事務局長 これは現在あるということです。ですから新１年生については、募集はしていない

ということです。 

大和田委員 そういうことですか。だから一応丸にはなっちゃうということですね。 

委員長 休止しちゃったんではないんだ。 

大和田委員 段階的になくなるというのは聞いていたけど、一応はやっているって形になると

いうことですね。 

委員長 部活動として活動しているけれども、１年生の入部は認めていないということなんで

すね。段階的に休止の方向にあるということですね。 

大和田委員 まあそうですね、なるほど。 

今後の調査事項の中でもそういったね、どんなふうに部活動を進めていくのかっていう

のはやっぱりこの委員会の中でも、調査していかなければならないのかなと思います。 

委員長 ほかにございますか。 

それではですね、30日にまた同じような、今後の視察とかそういうのも視野に入れての

議論を深めていきたいと思うんで、それぞれの地元の学校とか、そういったところでの問

題があれば、また30日の先生方から意見を聞いて、それでまた話が進むかと思いますんで、

30日に改めてお話をさせていただきますので、そういう方向でよろしくお願いしたいと思

います。 

それからですね、８月にですね教育厚生常任委員会の開催をお願いしたいということで

執行部のほうから依頼が来ておりますので、ちょっと事務局のほうからご説明いただいて

もよろしいですか。 

次長補佐 はい、８月にですね、学校教育課のほうで、幼稚園の募集を始める前に、教育厚生

のほうに報告したい案件があるということで、はっきり決まって報告するまでの時間が限

られているということなので、８月の17日か18日、いずれかの日に学校教育課から説明を

したいので、教育厚生常任委員会を開いていただきたいという要請がありましたので、お

盆の時期もありまして、皆さんお忙しいと思いますので、事前に日程を決めていただけれ

ばありがたいのですが、よろしくお願いいたします。 

委員長 事務局から説明がございました。 

８月17日か、もしくは18日のあたりで開催をお願いしたいと。ですから、お盆の週とい

うこともあるんですけれども、その前もその後もちょっと、都合が悪いいということなの
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で、何とかこの２日間のどちらかでお願いしたいということなんですけれども、皆さんの

ご都合等いかがでしょうか。よろしいですか。 

ですから、これだけでちょっと委員会というのももったいないので、先ほど言った６月

30日の委員会で調査事件を話して、この８月の委員会のときに、その後の視察とか、視察

の日程だとかそういったところまで話ができたらなというふうに思ってるんですけど、せ

っかくなので。 

それでは８月の17日または18日ということで、どちらが皆様のご都合よろしいですか。 

（「どちらでも」と呼ぶ声あり） 

委員長 皆様大丈夫ですか。お盆の期間といえば期間ですけども。 

副委員長 17日でいいんじゃないですか。早いほうがね。 

委員長 では８月17日の木曜日の10時からということで、教育厚生常任委員会を開会いたしま

すのでよろしく日程調整をお願いいたします。 

本日の審議はすべて終了いたしました。 

以上で教育厚生常任委員会を閉会といたします。 

お疲れさまでした。 

閉会（午後０時12分） 

 

   平成２９年８月１７日 

    那珂市議会 教育厚生常任委員会委員長 古川 洋一              


