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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６月 20 日（火） 午前 10 時 

開催場所  那珂市議会全員協議会室 

出席委員 委員長 勝村 晃夫  副委員長 小宅 清史 

     委 員 中﨑 政長  委  員 綿引 孝光 

     委 員 笹島  猛  委  員 助川 則夫 

欠席委員  なし 

職務のため出席した者の職氏名 

     事務局長 寺山 修一      事務局次長 清水  貴 

     書  記 小田部 信人   

会議事件説明のため出席した者の職氏名（総括補佐職以上と発言者） 

     副市長 宮本 俊美 

     企画部長 今泉 達夫      秘書広聴課長 渡辺 荘一 

     秘書広聴課長補佐 会沢 義範 

     政策企画課長 大森 信之    政策企画課長補佐 篠原 広明 

     総務部長 川崎  薫      総務課長 川田 俊昭 

     総務課長補佐 石井 宇史 

     財政課長 茅根 政雄      財政課長補佐 会沢  実 

     税務課長 大内 幸志      税務課長補佐 武藤  隆 

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 田口 裕二 

     市民課長 関  郁夫      市民課長補佐 堀口 才二 

建築課長 玉川 秀利      建築課長補佐 平野  敏 

都市計画課長 根本 雅美    都市計画課長補佐 高塚 佳一 

消防長 海野 幹雄       消防本部警防課長 野口 英雄        

会議事件と概要 

（１） 議案第 38 号 専決処分について（那珂市税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承認すべきものとする 

     （２）議案第 39 号 専決処分について（那珂市都市計画税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承認すべきものとする 

     （３）議案第 42 号 那珂市原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別 

措置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 
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     （４）議案第 43 号 那珂市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資 

産税の特別措置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 44 号 那珂市市民栄誉賞表彰条例 

        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 45 号 那珂市火葬場、斎場の設置及び管理に関する条例 

        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 

     （７）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 49 号 市有財産の処分について 

        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 

     （９）議案第 50 号 字の区域の変更について 

        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 

     （10）議案第 51 号 建設工事請負契約の締結について 

        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 

     （11）議案第 52 号 物品売買契約の締結について 

        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 

     （12）本米崎小学校跡地の利活用について 

        結果概要：公募について２者より応募があった旨の報告あり 

議事の経過（出席者の発言内容は以下のとおり） 

開会（午前９時 58 分） 

委員長 おはようございます。時間前ですけれども、皆さんそろいましたので。 

   本日は、総務生活常任委員会、お疲れさまでございます。 

   空梅雨とはいえ、本当に雨がなくて、昨日見ましたら、岩崎土地改良区は取水制限を始

めたようでして、大分、久慈川、那珂川ともに水も減っているようです。節水に協力を

しながら、そしてまた、あと二、三日後には降るような気配もありますね。農作業に支

障のない程度の雨が欲しいところでございます、期待していきたいと思います。 

   それでは、よろしくお願いします。 

   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す。傍聴可能としております。 

   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。 
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   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、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、勝村委員長のもと、総務生活常任委員会に付託されました 12 件の議案の審議

でございます。慎重なるご審議をお願いするとともに、執行部におかれましては、簡潔

かつ明瞭なる答弁をよろしくお願いいたしたいと思います。ご苦労さまでございます。 

委員長 ありがとうございました。 

   続いて、副市長よりご挨拶をお願いいたします。 

副市長 おはようございます。 

   本日は、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。 

   今、議長からもお話がありましたように、議案が 11 件、その他報告案件１件でござい

ます。よろしく審議のほどお願い申しあげまして、挨拶とさせていただきます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

委員長 ありがとうございました。 

   それでは、これより議事に入ります。 

   本委員会の会議事件は、別紙会議次第のとおりでございます。 

   初めに、秘書広聴課所管となります議案第 44 号 那珂市市民栄誉賞表彰条例を議題と

いたします。 

   執行部より説明をお願いします。 

秘書広聴課長 秘書広聴課でございます。私、課長の渡辺とほか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、議案第 44 号、議案書の 73 ページをお開き願いたいと思います。 

   73 ページです、よろしいでしょうか。 

   議案第 44 号 那珂市市民栄誉賞表彰条例。 

   那珂市市民栄誉賞表彰条例を別紙のとおり制定するものとする。 

   平成 29 年６月 13 日那珂市長、海野徹。 

   提案理由でございますが、日本の芸術・文化、学術研究、社会福祉及びスポーツの分野

において、顕著な業績を上げたことにより、那珂市の名を全国的に高め、もって市民の

郷土愛と誇りを高揚させる等、市民に明るい社会への希望と活力を与えるとともに広く

敬愛されていると認められる者に対し、那珂市市民栄誉賞表彰を贈呈するため、その表

彰等に関し必要な事項を定めるものでございます。 

   その後ろのページをお開きください。 

   那珂市市民栄誉賞表彰条例の条文が掲載されております。 
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   まず第１条は趣旨でございます。 

   趣旨は、今、提案理由で説明したものと同様のものでございまして、この那珂市市民栄

誉賞を贈るために、その表彰に関し必要な事項を定めることが目的の条例となっており

ます。 

   第２条でございます、表彰の対象でございますが、その下にございますように（１）か

ら１、２、３とありますように、学術・文化及び芸術の分野、もしくはスポーツ競技大

会、あとは、その他社会に明るい希望と活力を与えるとともに、市の名声を高め、市民

のふるさと意識の高揚に顕著な功績があった個人、または団体についてを対象にすると

いうことでございます。 

   それから、第３条でございます。受賞者の決定でございますが、こちらにつきましては、

市長が那珂市市民栄誉賞表彰審査会に諮問をいたしまして、その意見を聞いて表彰を決

定するものといたします。 

   この那珂市市民栄誉賞表彰審査委員会は、別の規則で審査会の内容については定めてご

ざいます。 

   それから、第４条、表彰の方法でございますが、表彰につきましては、随時行うものと

いたします。それから、受賞者に対しましては、表彰状及び記念品を贈呈するものとし

ます。 

   第５条は台帳でございます。受賞者につきましては、受賞者台帳を記録いたしまして、

これを永久に保存するものとするということでございます。 

   第６条につきましては、表彰の取り消しということで、受賞者が本人の責に帰すべき行

為等により著しく名誉を失墜したと認めるときは、その表彰を取り消すことができると

いうものでございます。 

   第７条は委任ということで、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるというも

のでございます。 

   その後ろのページ、施行日ですが、７月１日から施行するということでございます。 

   それから、その後ろ、76 ページをお開きください。 

   那珂市市民栄誉賞表彰条例の概要を説明したいと思います。 

   まず、この条例をつくることになりました背景等でございますが、県内 14 市において、

一般の表彰のほかに市民栄誉賞というのを設定しているところがございます。スポーツ、

音楽、芸術などの国際大会や国内大会で活躍した人に対しまして、タイムリーに市民栄

誉賞を授与することで、その功績をたたえ、市民や社会に明るい希望と活力を与えるこ

となどを目的として制定しているものでございます。 

   最近の例では、牛久市、龍ケ崎市、茨城県で大相撲で優勝しました稀勢の里関への授与

です。それから高萩市で、日展で書道の特選を受賞した鈴木氏への授与、東海村ではリ

オデジャネイロオリンピックの卓球男子団体で金メダルを獲得しました吉村選手の授与
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など、地元やマスコミでも話題となっているような状況になっているということでござ

います。 

   ２の制定理由でございますが、当市でもこのような表彰制度を導入することで、その功

績をたたえまして、市民と明るい希望や夢を共感できるというふうに考えております。

また、表彰する時期や場所などに配慮することで、多くの人が称賛し、喜びを共感する

ことができるというふうに考えております。 

   また、さらに、マスコミ等でも取り上げられることで、那珂市の現在やっておりますシ

ティプロモーション等の一環等にもつながっていくことが期待されているというふうに

考えております。 

   それから、３として、市民栄誉賞の概要でございますが、現在、当市では、那珂市表彰

規則ともう一つ、那珂市名誉市民条例というものを制定しております。これも表彰等の

規則と条例でございますが、それに加えまして、今回は那珂市市民栄誉賞表彰条例を制

定するものでございます。その条例は、今回定めるものは、その真ん中の位置づけとい

うふうになるものと考えております。 

   下の表をごらんいただきたいと思いますが、項目については、表彰区分と選定と表彰条

件と審査委員会と記念品等でございます。その隣の自治功労表彰、功労表彰、善行表彰、

これは那珂市の表彰規則に基づく表彰でございます。毎年 11 月ごろ、那珂市の表彰をや

っておりまして、式典をやっておりまして、そのときに表彰をするものでございます。 

   これの選定につきましては、表彰審査委員会がございまして、表彰の内容、条件等につ

きましては、地道な活動など、市政の振興に寄与した方等につきましてを表彰している

ものでございます。 

   審査委員会等につきましては、市長、副市長、教育長など、あとは部長ですね。これは

市の内部の職員等を含めた形の審査委員会となっております。 

   記念品につきましては、賞状プラス二、三千円程度の記念品を一緒にあわせて贈ってい

るというものでございます。 

   それから、その隣にあります今回定めます市民栄誉賞でございますが、選定につきまし

ては、市長となっております。ただし、選定につきましては、その表彰審査委員会で審

査を諮問した上で、その結果を受けまして、最終的に市長が指名、選定をするという形

になっております。 

   先にその下の審査委員会の話を申しあげますと、審査委員会を設置することになってお

りますが、そこのメンバーにつきましては、現在これに基づく規則で審査委員会の内容

について定めておりますが、その構成メンバーは、議長、副議長、副市長、教育長、市

民でありますが、この市民については、まちづくり協議会等の方を想定しております。

それで、例えばその表彰の該当される方が、例えばですけれども、芳野の方であるとす

れば、芳野のまちづくり委員会の方を２名程度、そちらからここに入っていただいて、
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審査委員会で審査をしてもらうというふうに考えております。 

   それが一応、審査委員会のメンバーでございます。 

   それから、表彰の条件でございますが、先ほどの表彰規則では、地道に活動だと、市内

の活動について主にでございましたが、この市民栄誉賞につきましては、国内外での顕

著な成績ということで考えております。国内大会、国際大会等のさまざまな大会で顕著

な成績をおさめて、あとはやはりマスコミ等で取り上げられまして、市民の皆さんがこ

の人ならばふさわしいというような形で、社会に明るい希望や活力を与えるような方に

ついて対象というふうにしております。 

   それから、記念品等につきましては、賞状と５万円程度の勲章型のメダルというのを今

考えているところでございます。 

   それが今回の市民栄誉賞でございます。 

   さらに、右にあります名誉市民でございますが、名誉市民の選定につきましては、市長

が最終的に選定するんですが、その前に議会の議決が必要ということになっております

ので、議会の議決を経てから市長が選定するという形になっております。表彰条件等に

ついても、本当にもう社会の進展に著しいような功績を上げた方についてを対象として

いるということでございます。 

   それから、審査委員会でございますが、こちらもその条例の中に審査委員会等の設置が

書いてありまして、市民、有識者、市職員などということで、審査委員会等を構成して

おります。以前は議員が入っていたんですが、議会基本条例等ができまして、議会改革

等で最終的に議決が必要な部分の諮問委員会等には、その議員は入らないことにすると

いうことで、現在は議員は除いているような形になっております。 

   それから、記念品につきましては、25 万円程度の勲章型のメダルということになって

おります。これは純銀製のメダルで、金額的には 25 万円程度になるものでございます。 

   ちょっと長くなりましたが、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。 

助川委員 第２条なんですが、条文を見ますと、表彰の対象者ということで記載されておりま

すけれども、これはいずれかに該当すればということなんで、出生地というか、出生は

那珂市で生まれた者ということには限られないということですね。 

秘書広報課長 ここに書いてありますように、那珂市にお住まいの方、もしくは過去に住んで

いた方とか市内の会社等に勤務している、または市内の学校に通っているという方につ

いても、一応該当に含めるということでございます。これにつきましては、ほかの市の

条例等を参考にしておりますので、例えばなんですけれども、稀勢の里の場合も、出身

地と今現在いるところと、そういう形で２つ表彰されている場合とか、そういうものも
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あるので、そういう方が来て、皆さんの前で表彰すると、やはり市民の方も盛り上がる

というか、皆さんで共感できるということもございまして、できるだけ少しでも那珂市

にかかわりのある方を対象にして表彰するというふうに考えております。 

助川委員 市民表彰の規定のところで、那珂市の表彰規則がありますけれども、これに準じた

対応で選定をされていくということの今回の市民栄誉表彰の条例なんですか。というの

は、市内に居住し、もしくは居住していた者、あるいは通勤、通学されていた者という

ことですと、年月とか期間とか、その辺のおおよそのそういう数字というのは決められ

た上で表彰の対象になるということなんですか。 

秘書広報課長 表彰の具体的な基準でございますが、こちらの条例の第２条にございますよう

に、できるだけ幅広く対象を捉えたいということで、具体的な基準については、何年以

上住んでいるとか、何カ月以上住んでいるとか、あとは、もしくはその成績についても、

どの程度だったら表彰するのかということが細かい基準で言うとあると思うんですけれ

ども、そういう部分については、あえて細かい基準は設定をしておりませんので、やは

りいろんな大会がありまして、いろんな感動を与えてくれたとか、なおかつ成績が優秀

な方であるとか、そういう方を対象として、皆さんが本当に心からこの人だったらあげ

てもいいだろうというような方をできるだけ選定して表彰したいということで、具体的

に細かな選定の基準というのは設けておりません。それは選考委員会で、諮問委員会で

内容をちょっと検討させていただいて、ご意見をいただいてから決定するということで

考えております。 

助川委員 そうすると、審査委員会のときに、その線上に乗る方と乗らない方のぎりぎりの

方々の選定ということになると、審査委員さんお一人お一人の思いとか考え方なんかも、

違う組織の会議になると思うんで、その辺のところで混乱は生じないんですか。 

秘書広報課長 その辺は、基準があることによって選定するという場合もあるんですけれども、

表彰規定とか自治功労ですと何年以上という部分があるんですけれども、こちらの市民

栄誉賞につきましては、やはり社会的に皆さんが本当にこの人だったらばいいだろうと

いうような形で、本当にアバウトだと思うんですけれども。そういう形で、多分マスコ

ミとか何かでも、そういう場合は取り上げていただいたり、そういう方について対象と

して判断してもらうというふうに考えておりますので、その辺の基準はちょっと難しい

ところがございます。 

助川委員 審査委員さん方、大変重い役割を求められると思うんですが、最終的には議会の議

決も必要のようですから。 

     （「議決は要らない」と呼ぶ声あり） 

助川委員 議決は要らないの。 

秘書広報課長 この市民栄誉賞の場合は、議会の議決は要らないです。名誉市民の場合は議会

の議決を得てから、そこで最終的に市長が選定するという形になっていますけれども、
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これは審査委員会で諮問して、その諮問の結果を受けて市長が選定するということです。 

助川委員 そうしますと、委員さんのお一人お一人の判断というのはなおさら重い審査をされ

なければならない立場になると思いますんで、ちょっと混乱をしないのかなというふう

に感じるんですけれども。その辺のところ、他市町村の動向、稀勢の里の関係の今回の

出生地の問題なんかもいろいろ騒がれましたけれども。その辺のところも多分決められ

ておられなかったんで、ああいった問題が生じたと思うんで、その辺のところはちょっ

と心配なんだけれども、どういうふうに考えられますかね。 

秘書広報課長 その辺のところは、諮問委員会等に諮るときにできるだけさまざまな情報を集

めまして、あとは、世の中でどのぐらいの価値がある賞なのかとか、あとは、どのぐら

い皆さんに感動を与えた部分があるとか、そういう部分の資料を本当に収集して判断し

てもらうしかないというふうに考えておりますので。そんなに全国大会とか国際大会と

いうのは、これから国体も茨城県でありますので、もしかすると那珂市の方がそういう

国体なんかでも活躍される方もいるかもしれませんので、そのときになって、情勢、世

論とかの状況によりましても、一応判断せざるを得ないのかなというふうに考えており

ます。 

助川委員 市民栄誉賞ですから、それなりの重みもある賞になるわけでしょうから、混乱等生

じないようにしっかりと審査をされるようご期待をしたいと思いますんで、よろしくお

願いします。 

笹島委員 今聞いていたら、ありとあらゆる曖昧な形で条例を制定していくとしか捉えられな

いんだけれどもね。これ先ほど言っていたマスコミ等が取り上げたとか云々とか、これ

はあくまでもこの前の稀勢の里の牛久、龍ケ崎での、それに便乗してこんなことをつく

ったのかな。こういうあれは。それしか考えられないんだよね。やはり今言っていたル

ールとか規定とか設けないと、めったにこういう、今言っていた、先ほど言った感動を

与えるとか云々というのは、誰も彼もというもんじゃないし、重みも価値観も薄くなっ

てくるという、こういうものを次から次へつくっていいのかと、名誉市民賞もある、自

治功労賞もある、もう一つつくってと。市民からすれば、何だこれはというふうに思う

よ、これ。もっとやはりきちんとした、何で７月１日か何かいつだってかまわない、こ

ういうことは。ゆっくりどういうものかという吟味をしながらやっていかないと、さあ

つくった、あれもこれもつくって、さあ今度は無理してその人を選んで、無理してそう

いうふうにして受賞させていくというもう価値も薄くなってしようがないと、乱立して

しまうよ、こういうことをやっていたら。 

   やはりもうちょっとどういう人があれと、その人物じゃないですか、ルールとか規定と

かつくっていかないと、先ほど聞いたらマスコミ等に取り上げられて、ある程度この、

それで何、那珂市のシティプロモーションにつなげる、何だこれはと。余りにも曖昧で、

ふざけているよ、こういうあれはね。もっと本当に真剣に受賞する人のための選定云々
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というのを考えて、何も７月１日なんてやらなくたっていいじゃない、これ。来年でも

２年後でも、いつだって構わない、そんな急ぐものじゃないんだから。ほかにやること

ないのかと思うよ、こんなことばかりやっていて。私はもう怒りを感じるね。 

   以上です。 

副委員長 曖昧だという話ですけれども、例えば国体で優勝、たくさんいらっしゃいます過去

にも。多分いらっしゃると思うんですよ、市内にも。であれば、これを表彰するんであ

れば、市内において前人未到のという部分が必要になってくると思うんです。例えば国

体三連覇とか、いるかもしれないですけれども。過去にいなかったけれども、こういう

業績を、オリンピックでメダルをとったとか。前人未到だったら、おおとなると思うん

ですけれども、過去にも何人もやっている人がいるものをマスコミに取り上げられたか

らといって表彰したんでは、何だ、俺のほうが持っているよという人も出てくると当然

思いますし、誰々さんのほうがすごいでしょうと、当然なってしまうと思うんですね。 

   ちょっと曖昧過ぎるかなというのは確かに私も思うところであります。いかがでしょう

か。 

秘書広聴課長 マスコミ等で取り上げられたというのは、国内大会、国際大会等で優秀な成績

ということがございますので、かつ、そういう大会でそれなりの成績をおさめた方で、

マスコミ等で取り上げられるという場合はいろんなケースがあると思うんで、成績以上

プラスアルファの部分があるような方でございますので。基本は、全国大会とか国際大

会とか、そういう部分で顕著な成績を上げたということがベースになりますので、それ

プラスマスコミにつきましては、国内大会、国際大会である程度の成績を収めた上で、

その上でプラスアルファで何か、皆さんに感動を与えるとかそういう部分があった場合

は、例えば全国大会でもちょっと成績が悪くても、そういう部分があれば、それもある

程度フォローして、こういう部分で表彰してはどうかという部分の審査の対象となると

いうふうに考えておりますので。単にマスコミに取り上げられただけではなくて、やは

りそれなりの成績は基本で、ベースには考えて表彰はしたいと考えております。 

副委員長 全国大会でそこそこでもプラスアルファ、マスコミで取り上げられればというのは、

やっぱりそこが一番問題だと思いますので。やはり先人が誰も成し遂げていないもので

あれば、それは誰も納得すると思うんです、例えば横綱ですとか、オリンピックのメダ

ルとか。ここに出ているのは確かに皆さん納得感ありますけれども、そうじゃなくて、

過去にやったことある人がいるものをマスコミに取り上げられたからといって、プラス

アルファでひいき目に見て表彰するというのはちょっといかがなものかと思ってしまい

ますので。もし表彰するんであれば、過去にそういうものを受賞した人がいるのかいな

いのかというのをちゃんと精査した上で、誰もやっていないということがわかった上で

の表彰ということが大前提になるんだと思うんです。 

   なので、できれば条例にも、前人未到という言葉は必要になってくるんじゃないかと思
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うんですけれども、いかがでしょうか。 

委員長 執行部どうでしょう。 

企画部長 前人未到というお言葉、非常にまさしくそれが一番わかりやすい例えなんだとは思

います。一般的にいえば、例えば今のオリンピアンでメダルを受賞したという話。多分

これ一番わかりやすいですし、マスコミの露出度なんかも非常に高いところ。あと、比

較するとすれば、スポーツ以外の分野でいえば、例えばノーベル賞を受賞したというよ

うな方。これもう誰も文句がない部分なんだと思います。 

   前人未到というお話で申しあげると、例えばオリンピアン、オリンピックのメダリスト

にしても、例えばメダリストが立て続けに出たといった場合に、もう２番目の人は前人

未到じゃないからだめよというわけでも多分ないと思うんです。それはそれで、やはり

世界最高の舞台でそれなりの成績をおさめた方というのは、市民としての栄誉につなが

るわけですから。そこは粛々というようなところなんだと思います。 

   ですから、今、小宅委員のおっしゃる趣旨は非常に真っ当なところを得ているとは思い

ます。過去との比較、我々行政も公正公平みたいなところが当然ベースにはありますん

で、当然そこら辺も、我々が委員会に諮問するときも、当然それは念頭に置いた上で諮

問をするわけですし、審査の中でも、今、助川委員からもなかなか難しい議論になるだ

ろうというような話もありましたけれども、逆に言うと、多分難しい議論になってしま

うような方というのは、なかなか市民栄誉賞の対象にはちょっと難しいところももしか

したらあるのかもしれません、異論が出るということは。 

   ただ、世の中いろんなコンクール等々ございます。例えば音楽の関係なんかで言っても、

たまにテレビとかで日本人の誰々さんが何々コンクールで入賞しました、受賞しました

というニュースが出てきても、その業界の方は非常にすごいなとわかっても、一般にそ

のなじみが薄い方にとってはなかなかわかりづらいようなものもある。ただ、世界では

物すごい最高の権威だというものもある。逆に言うとそういうものを表彰するというこ

とも、それはそれで、その分野での活躍、その分野そのもののＰＲにもつながるわけで

はございますし、そういったものをちょっと総合的に勘案しながらというようなことが

実際の運用にはなってくるんじゃないかなというふうには今思っておりますし、我々が

運用する際にも、そこは当然注視していかなくてはいけないような部分だとは思ってお

ります。 

副委員長 そういうこともありますので、まずこの条例が制定されたとして、１人目がすごく

大事だと思うんですよ。１人目が基準になると思うので、その人が仮に、過去にも何か

同じような賞をとった人がいるという人がそこに入ってしまうと、やはり過去の人との

トラブルもありますし、この人は物すごい高いところで設定されると、今度はこれはこ

れでなかなか、でもそんなにいっぱいいなくていいものではあるんですけれども、無理

やりつくらなくてもいいとは思うんですけれども。その辺吟味していただいてというと
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ころになるのかなと思います。 

   例えば高校野球で甲子園で優勝しましたとなった場合は、果たしてそれが選定になるの

かとか、一個一個各論になっていった場合は非常に難しい選択になっていくと思うんで、

果たしてこういう基準でいいのかなという疑問は、やはり残ります。意見です。 

委員長 回答はいいですか。よろしいですか。 

副委員長 もしあれば。 

委員長 執行部で、何かありましたらお願いします。 

秘書広報課長 今、議員の皆様からいただきましたご意見等につきましては、今後実際に表彰

するときには、そういう部分について十分勘案しまして、表彰の審査委員会で審査をし

まして、選定をしていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

委員長 ほかにありませんか。 

助川委員 ちなみに県内の自治体ではどのくらい、この市民栄誉賞を制定されている自治体さ

んがありますかね。その辺のところつかんでいますか。 

秘書広報課長 先ほど説明いたしましたように県内 44 市町村ありまして、そのうち 32 の市

を調べましたところ、14 市で、こういう市民栄誉賞等の、条例が 13、規則で定めている

ところが１つありましたけれども、全部で 14 の自治体が同じような市民栄誉賞表彰の規

程を持っております。 

助川委員 14 の自治体さんで設定されておるというようなことのようですんで、ほかの自治

体さんに比べて安売りの市民栄誉賞だなと言われないようなご審議を経ていただいて、

決定をしていただきたいと思います。 

   以上です。 

笹島委員 これ、今度は質問なんだけれども、何でこういうふうなことを取り上げて、いきな

り急に市民栄誉賞というのを条例をつくろうとしたのかな、それは。もしあれだったら、

前にも作る可能性もあったし、やはり稀勢の里とかそのブームになった、軽いノリであ

れしたのかな、それは。 

企画部長 お答えいたします。 

   軽いブームというつもりではございません。確かに今、笹島委員からいろいろご意見い

ただきました。余り軽々しくというような部分とか、シティプロモーションがどうだと

いうようなお話もございましたけれども、やはりそれでも私どもの考えとしては、今、

私本会議でも申しあげましたけれども、地方自治体の競争が激化していく中で、その存

在感をいかに示すかというのも非常に大事な部分だと思っております。これに関してい

うと、当然マスコミへの露出というのも、当然我々もこの栄誉賞を制定するにあたって

期待している効果の一つであることは否定いたしません。 

   ただ、那珂市にお住まいの市民の方というのが、やはり自分の市に愛着を持ってもらう、

いわゆるシビックプライドと言うんですかね。そういった心を醸成するというのも非常
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に大事かと思っております。よく例えば我々シティプロモーションの中でも、何もない

田舎だけれどもというような言い方なんかもしていますけれども、そうは言ってもこれ

だけの人が育まれているんだというようなことをこの那珂市においても、ちゃんとそれ

を形としてあらわすということ。例えばオリンピックの金メダリストが出ましたといっ

たら、じゃ、うちの那珂市からこういう金メダリストが出たんですよというのを市の執

行部、それと議会も含めてみんなでエールを送って、この市民栄誉賞を授けるというこ

とは、今のこの時代の流れの中でいうと、あってしかるべき措置なんじゃないかなと私

どもでは考えております。 

   以上でございます。 

笹島委員 最後にお話ししたいんだけれども、今言っていたいろんな市民の方から、那珂市か

ら、やはり市民栄誉賞になった人が出てくればという願いだよね。これは要するに人の

ふんどしで相撲をとっていると一緒だからね。私が言いたいのは、やはりここでそうい

う人たち、個性ある人たちをいかに育てていくかが基本なんだよね。これを忘れないで

くださいということを最後に言いたいんですよ。人のふんどしで相撲をとって、今度は

那珂市の人気度につなげようなんて、そんなことで人のそういうことをあれしていたら

何もならない。自分たちでつくり上げるというぐらいの気構えがないと、市役所は受け

身ですよ、いつまでも。それを忘れないであれしてください。よろしくお願いします。 

企画部長 貴重なご意見いただきました。 

   当然我々、人づくりを進めていくというのも行政の一つの大事な仕事でございます。そ

れについては、教育の分野から何から一生懸命やらせていただきますので、ご理解を賜

れればと考えております。 

   以上でございます。 

委員長 ほかに。 

綿引委員 自治功労表彰は、表彰条件等が明文規定がちゃんと具体的にあるんですよ、さっき

そうおっしゃっていなかったでしたか。こっちの名誉市民というのも、議会の議決がな

いと決まらないと。その中間的な市民栄誉賞ということで、今、ほかの委員さんから大

分批判が相次ぎました、ちょっと適当じゃないかというね。私も何となくそういう気は

しなくもないんですが、ただ、何かみんなが拍手を、市民のみんなが拍手を送りたいよ

うなタイムリーないいことが起きたときに、市がそれに便乗するというのはちょっと言

葉は悪いんですけれども、やっぱり素直に拍手してエールを送る。場合によったらば、

そういうことが遠くの話じゃなくて、ごく我々、那珂市の住民の中からそういうみんな

に喜びを与えるような人がたまたま出てきた。あるいは、過去に同じような実績を残し

た人も１人や２人はいるんだけれども、そのときには気の毒だけれども、市民の目には

映らなかったと。これが何かの総合的ないろんなバランスの中で、たまたまみんなの目

について、頑張ったねということになったら、そういう人が市が、このちょっと緩い表
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彰規定が、はっきりしないぞというのがあって、これは那珂市も放っておかないで、何

かしらのご褒美をあげたほうがいいんじゃないかというのにも対応できるということで、

こういうのもほかの市町村でもやっているところもあるし、当市も考えてもいいんじゃ

ないかということであれば、甘いですか、そういう考え方もありなのかなという気がす

るんですけれども。まとまらなくてすみません。 

委員長 回答は。 

綿引委員 別にいいです。 

委員長 要らない。 

   ほかにありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   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 44 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 異議なしと認め、議案第 44 号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   それでは、暫時休憩いたします。 

     休憩（午前 10 時 37 分） 

     再開（午前 10 時 39 分） 

委員長 再開いたします。 

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

   財政課より説明をお願いします。 

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。 

   ６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。 

   14 款国庫支出金、２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金 482 万 9,000 円。 

   15 款県支出金、２項県補助金、２目民生費県補助金 53 万 5,000 円、４目農林水産業費

県補助金 52 万 4,000 円。 
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   15 款県支出金、３項委託金、５目教育費委託金 31 万 2,000 円。 

   18 款繰入金、１項繰入金、１目財政調整繰入金 2,765 万 4,000 円。 

   20 款諸収入、４項雑入、４目雑入 210 万円。 

   ７ページをお願いいたします。 

   歳出になります。 

   ２款総務費、１項総務管理費、２目秘書広報公聴費 13 万 6,000 円、５目財産管理費

390 万 7,000 円、７目コミュニティ費 354 万 2,000 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。ありませんか。 

     （なし） 

委員長 ちょっと１つだけ教えて。このコミュニティ助成事業というのは何でしたか、これ。 

市民協働課長 市民協働課長、桧山です。 

   コミュニティ助成事業でございますが、こちらは宝くじの社会貢献広報事業というもの

でございまして、一般財団法人自治総合センターが県を経由して出している補助金でご

ざいます。 

   以上でございます。 

委員長 これ何に使うんですか。 

市民協働課長 これは地区の自治会等団体より申請が前年度ありまして、その中から２団体、

那珂市から県に申請いたしまして、それによって交付が決定されれば補助がされるとい

う、コミュニティの助成事業、要するにコミュニティにかかわるいろんな、例えば今回

でしたら、29 年度は戸多地区まちづくり委員会の、戸多祭り関係の補助金を今回上げた

わけでございますが、こちらに関しては、はっぴ、またはいろんな音響機器、そういう

お祭りに使う等の備品となっております。 

   以上でございます。 

委員長 わかりました。 

副委員長 今年は戸多地区だけですか。 

市民協働課長 ２団体、昨年のうちに申請して、通ったのが１団体ということになっておりま

す。 

   以上でございます。 

笹島委員 あれ、もう一団体はどこだったんですか、それ。 

     （「ないんです、採択されなかったんです」と呼ぶ声あり） 

笹島委員 なかったの。何でこれ積極的にそうやってこないのかな、お祭りだけじゃなくてほ

かにも使えるようにしてあるのかな。 



－15－ 

市民協働課長 お祭りだけとは限りません。地区のコミュニティ事業なんですが、今回後台の

野中というところがもう一団体、２団体のうちの１つになっているんですが、こちらＬ

ＥＤの防犯灯というものも上げたんですが、採択にならなかったと。これはこちらで決

めるんじゃなくて、今申しあげました自治総合センターというところの判断でございま

す。 

笹島委員 何、その自治総合センターというのは。 

     （「お金出すところ、宝くじ」と呼ぶ声あり） 

笹島委員 宝くじ、わかった、宝くじのあの利益が来ていて、宝くじをもらうあれの利益をこ

っちにもらうわけでしょう。そうすると、その宝くじ団体にもこっちで支出していない

かな、何か。その自治総合センターか何かというのは。 

市民協働課長 こちらから自治センターに何か支出しているかということでしょうか。 

笹島委員 年間そちらに会費か何かという形で取られていないのかな、それ。何かちょっとこ

こら辺入っているんだけれども、頭に。どうなのかな。 

市民協働課長 こちらからの支出はございません。 

   以上でございます。 

笹島委員 そうすると、今言っていた宝くじ云々センターから今申請していって、前は山車か

何かの、菅谷の、車庫か何かつくるときにこれあれしたような気がしたよね。だから、

そういうふうに合致すればいいわけで、やっぱり毎回毎回こういうことは積極的に申請

しているのかな、そういう面で。 

市民協働課長 毎回申請が地区から大体 10 件近く上がってきております。もうこれが要綱の

中で、各市町村から２団体までということになっておりまして、そちらで２団体、那珂

市から推薦しているというところでございます。 

委員長 よろしいですか。 

   ほかにありませんか。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 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 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。 
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   執行部の入れかえをお願いします。 

     休憩（午前 10 時 46 分） 

     再開（午前 10 時 47 分） 

委員長 再開いたします。 

   財政課の所管となります。 

   議案第 52 号 物品売買契約の締結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。 

財政課長 財政課長の茅根です。引き続き関係職員が出ております。よろしくお願いいたしま

す。 

   103 ページをお願いいたします。 

   議案第 52 号 物品売買契約の締結について。 

   下記のとおり物品売買契約を締結するため、地方自治法第 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又は処分に関する条例第３条の規定により、議会

の議決を求めるものでございます。 

   内容といたしまして、１、契約の目的、高規格救急車、東消防署救急２号車の購入でご

ざいます。 

   ２、契約の方法、指名競争入札によります。 

   ３、契約金額 3,877 万 622 円。 

   契約の相手方は、茨城県水戸市千波 1887、茨城トヨタ自動車株式会社特販課でござい

ます。 

   提案理由としまして、東消防署配備の救急自動車を更新するため、地方自治法第 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又は処分に関する条例第３

条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

   次のページをお願いいたします。 

   説明資料になります。 

   高規格救急車、納期は平成 29 年 12 月 20 日、物品の概要としましては、４輪駆動フル

タイム４速オートマチック、ガソリン車でございます。定員は７名でございます。 

   以上でございます。 

委員長 説明は終わりました。 

   これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

笹島委員 ちょっと聞きます。こういう高規格救急車というのは、トヨタ以外はつくっていな

かったんでしたか。日産とか何かも…… 

     （「日野もあるし、日産もあるんじゃないですか」と呼ぶ声あり） 

笹島委員 ２社くらいですよね、ちょっと。 
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警防課長 お答えします。日産もございます。あと、トヨタ自動車、現在は２社が重立った会

社になります。 

笹島委員 そうすると、やっぱり特注ですから、発注してから何カ月間ということを待って、

それで納品という、そういう形をとるわけ、どこでもね。半年以上これかかるの。 

警防課長 そのとおりでございます。今回は 12 月 20 日が納車の予定でございます。 

   以上です。 

笹島委員 そうすると、救急体制というのは今何台ありましたか、古いやつ、４台くらい、３

台でしたか。 

警防課長 現在３台と予備車が１台で合計４台で配備しております。 

   以上です。 

笹島委員 結構今ね、救急車、私、救急車の通り道に住んでいるからね。あのあたりは常陸太

田とか那珂市の結構通るもんですから。大したことない方たちも呼んでいるケースも多

いと思うんですけれどもね。その今言っていた救急車の出動度合いというのは結構オー

バーぎみなんですか、今言っていた隊員数から比べてという。 

警防課長 お答えします。 

   平成 28 年度は 2,126 件で、１日平均 5.8 件の出動がございました。 

   以上です。 

委員長 ほかにありませんか。 

   ちょっと１つ教えて。 

   通常この救急車というのは何年間くらい使うんですか。 

警防課長 お答えします。 

   県内市町村の調べによりますと、各自治体で平均年数はまちまちでございますが、平均

10 年でございます。 

   以上です。 

委員長 わかりました。ありがとうございます。 

   ほかにありませんか。 

     （なし） 

委員長 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 52 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） 
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委員長 ご異議なしと認め、議案第 52 号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   暫時休憩いたします。 

   執行部の入れかえをお願いいたします。 

     休憩（午前 10 時 53 分） 

     再開（午前 10 時 54 分） 

委員長 再開いたします。 

   続きまして、議案第 51 号 建設工事請負契約の締結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。 

財政課長 101 ページをお願いいたします。 

   議案第 51 号 建設工事請負契約の締結について。 

   下記のとおり建設工事請負契約を締結するため、地方自治法第 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又は処分に関する条例第２条の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。 

   １、契約の目的、瓜連中学校校舎大規模改修工事、２期工事になります。 

   契約の方法、一般競争入札になります。 

   ３、契約金額１億 3,068 万円です。 

   ４、契約の相手方、茨城県日立市大沼町１丁目７番１号、株式会社秋山工務店です。 

   提案理由といたしまして、瓜連中学校校舎大規模改造工事を行うため、地方自治法第

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又は処分に関する条例

第２条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

   次のページをお願いいたします。 

   説明資料でございます。 

   工期は、締結の日から平成 29 年 11 月 17 日まで。工事概要としましては、大規模改造

として、各種の部屋の工事、外壁、設備の工事となります。 

   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。 

笹島委員 これ第１期は何やったんでしたか。 

建築課長 ご説明申しあげます。 

   平成 27 年度に耐震補強工事と、その補強に絡む大規模改造を平成 27 年度に行ってお

ります。 

   以上でございます。 

笹島委員 そうすると、これはあれですか。改修工事、リノベーションかな、そういう形をと

るだけの話ですよね。そうすると、これからの予定、第３期とか何かもあるんですか。 

建築課長 校舎に関しましては、今年度で終わりにいたします。 
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   以上でございます。 

笹島委員 瓜連中学校というのは生徒数はどうなんですか、減少ぎみなんですか。 

建築課長 申しわけありません、生徒数に関しましては、建築のほうでちょっと人数をつかん

でいないもんですから。すみません、調べてございません。 

   以上でございます。 

笹島委員 いや、なぜそういう話をしたかというと、それにどういう、今言っていたものを、

これから多分減少していくと思うんですよね。これから、これのリフォーム、リノベー

ションは多分 10 年ぐらい使うあれでいって、それに想定したようなやり方をやっている

のか、それとも生徒数がふえるのを想定してやっているのか、どういう形。第２期だか

らね。もうやらないというんだからね。それをちょっとお聞きしたいんですけれども。 

建築課長 今回の改修を行う校舎に関しましては、昭和 46 年から 49 年にかけてつくられた

古い建物でございます。こちらは主に管理棟と、あと特別教室棟がございまして、普通

教室棟は平成元年につくられた新校舎でやっておりますので、必要な特別教室棟はこち

らに全て入っているということなので、生徒数の上限にかかわらず、必要な部屋数はこ

ちらで確保しておりますので、増減にかかわるものではございません。 

   以上でございます。 

笹島委員 そうすると、老朽箇所、昭和 46 年だから、老朽化に伴う、そういう改修工事とい

うことでいいんですよね、単純に。 

建築課長 そうですね。昭和 46 年につくられて以降、一度も大規模な改造はしてございませ

んので、それに伴う改修工事ということになります。 

   以上でございます。 

委員長 ほかに。 

助川委員 ちなみにこれ築何年なんでしたか、瓜連中さんは。 

建築課長 築何年というのは、昭和 46 年から 49 年にかけてつくられた建設物ですので、約

四十二、三年は経過してございます。 

   以上でございます。 

助川委員 校舎、体育館等の改修等に関しては計画的にされておられるんでしょうけれども、

今後予定されているところは何カ所で、どことどこがあるんでしたか。 

建築課長 小学校、中学校の校舎に関しましてはほぼ全て完了してございます。幼稚園等に関

しましては、今、統合幼稚園で、古い幼稚園を統合して１カ所に集める計画を立ててい

るということでございます。 

   以上でございます。 

助川委員 小中学校の体育館はどうなんですか。 

建築課長 体育館に関しましても、大規模改造は完了してございます。 

   以上でございます。 
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助川委員 ちなみにこれ瓜連中さんの入札申し出者は何社さんあったんですか。 

財政課長 10 者でございます。 

助川委員 ２番目のところというのはどのぐらいの差があったんですか。 

 これ入札に関しては、以前に全協で、こういった入札者の明細なんかもお知らせいた

だいていたんだよね。今回ないよね。今回なかったよね、全協で。副市長、お知らせ。 

副市長 全協というか、委員会でこれ審議しているわけですんで、その資料は今回からはつけ

ていません、応札書ですね。それはつけていません。 

助川委員 どういう理由なんでしたか、これ。応札資料の添付なしというのは。 

財政課長 ２番目の事業者の正確な数字ではないんですが、約 2,000 万ぐらい開きがあった

と。 

助川委員 応札添付資料をつけないというのは何かあったんでしたか、これ。 

副市長 これといってはないんですが、応札書類までは必要ないかなと思って、今回は全て省

略したということでございます。もし必要であれば、つけさせてはいただきますが。今

回、今、財政課長が説明したように、２番目につきましては 2,000 万円以上の開きがご

ざいました。今回、秋山工務店さんが入札したわけですけれども、落札率 84％というこ

とで、かなり安く札を入れてくれたということでございます。 

中﨑委員 これ高額だから議会に諮問するんでしょうけれども、提案してくるんでしょうけれ

ども、契約締結の日の翌日からとありますよね。入札はしていますよね、もう完了して、

そうやって落札しているよね。この契約締結というのはいつになるんですか。これは議

会の承認を得てからということになるんですか。そういうふうに理解してよろしいんで

すか。 

財政課長 そのとおりでございます。 

中﨑委員 そうすると、特殊な教室だからそんなに影響はないかもしれないけれども、子供た

ちの学校へ行っているうち、大変かと思うんだけれども、大体夏休みを集中的にやるよ

うな感じで考えてよろしいのかな。 

建築課長 ご説明申しあげます。 

   工期は多少長目にとってございます。基本的には夏休みに入ってからスタートしまして、

８月いっぱいでほぼ完了させる予定でございます。ただ、どうしても外回り、外壁等で

残ってしまう工事に関しましては、授業に差し支えない程度に、学校との密な打ち合せ

を進めて授業に支障がないような形で進めさせていただきます。 

   以上でございます。 

委員長 すみません、１つ。 

   これトイレも２カ所、今度やるよね。和式ですか、洋式になりますか。 

建築課長 細かい、全てちょっと頭に入っているわけではないんですが、基本的に洋式を取り

入れてございます。数はどうしても洋式便所と和式便所ではスペースが違うもんですか
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ら、多少数が少なくなるというふうに認識しております。ちょっとすみません、詳細に

ついては全て頭に入っていないもんですから、申しわけございません。 

   以上でございます。 

委員長 了解です。大分瓜連中学校のトイレも古いもんですから、気になっていましたんで。

ありがとうございました。 

   ほかにありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   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 51 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 51 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。 

   再開を 11 時 20 分にします。 

     休憩（午前 11 時 07 分） 

     再開（午前 11 時 18 分） 

委員長 再開いたします 

   政策企画課が出席いたしました。 

   議案第 42 号 那珂市原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関す

る条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

   執行部より説明をお願いいたします。 

政策企画課長 政策企画課でございます。私、課長の大森ほか２名が出席しております。よろ

しくお願いいたします。 

   委員長にお願いがございます。議案の第 42 号と 43 号は関連がありますので、あわせ

て説明をさせていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

委員長 どうぞ。 

政策企画課長 それでは、議案書の 65 ページをお開きください。 

   議案第 42 号 那珂市原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関す

る条例の一部を改正する条例。 

   また、関連がありますので、69 ページになります。 

   議案第 43 号 那珂市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別



－22－ 

措置に関する条例の一部を改正する条例につきまして、あわせて説明をさせていただき

ます。 

   65 ページにお戻りください。 

   こちらの条例につきましては、交付税措置を受けるために必要な条例で、原子力発電施

設等立地地域の振興に関する特別措置法という法律がございます。こちらの法律に基づ

き適用された事業所の固定資産税の不均一課税を行うものです。この法律が適用期限の

延長の一部改正を行ったことに伴い、本条例も改正をするものでございます。 

   68 ページをお開きください。 

   改正箇所は、第４条の新増設適用期限の２年延長で、公布の日から施行、平成 29 年４

月１日からの適用となってございます。 

   続いて、69 ページをお開きください。 

   こちらの条例は、市独自の企業立地施策の一環としまして、先ほどの条例、不均一課税

後の税額をさらに全額免除するという措置をするための条例で、議案第 42 号と同様の改

正を行うものです。 

   72 ページをお開きください。 

   改正箇所は、先ほどと同様、第４条の新増設適用期限の２年延長で、公布の日から施行、

平成 29 年４月１日からの適用となります。 

   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。 

笹島委員 すみません、42 号と 43 号は何か違うような気がするんですけれども、何の違いな

んですか、これ。 

政策企画課長 42 号も 43 号も固定資産税の減免をするということでは同じなんですが、42

号については、国の法律にのっとり交付税措置を受けるために３年間不均一課税を行う

という条例でございます。そして、43 号は、その不均一課税後にも税額が残りますので、

その税額も合せて全額免除措置をするというための別な条例になります。２つの条例を

あわせて適用の事業所になった場合には、３年間固定資産税が全額免除になるというも

のでございます。 

笹島委員 これあれですか、そうすると、43 号は企業誘致をするためのあれでもないんだよ

ね。 

政策企画課長 42 号も 43 号も企業誘致を進めるための施策的な条例でございます。 

笹島委員 そうすると、43 号は大体どこら辺でもやっていますよ、これね。誘致をするため

の免除というのはね。そうすると、今度は 42 号は、これは原子力発電所の立地地域にお

けるという、その場所のあれなの。 
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政策企画課長 原子力発電施設等の立地地域に限定されますが、これは国の法律に基づいて、

国の法律を根拠として不均一課税を行うと、交付税措置がされると。逆に言うと、交付

税の措置を受けるためにはこの条例が必要だということでの趣旨での条例でございます。 

笹島委員 そうすると、大体、那珂市と東海ぐらいかな、大洗とか。原子力施設が立地してい

るところの。 

政策企画課長 原子力発電施設の立地地域ということで、県内複数の施設が該当しております

けれども、現時点で交付税の措置を受けるためにこの条例を制定している市町村は、那

珂市以外には、ひたちなか市と茨城町だけでございます。 

委員長 よろしいですか。 

助川委員 ちょっと確認したいんですが、42 号、43 号によって、歳入に関して、42 号は交付

税がいただけると。それから、43 号は減免するんだから、歳入の時点で減額の形になっ

てくるということなのかな。 

政策企画課長 そのとおりで、歳入が減になり、特別な措置等は特にございません。 

委員長 １つ、今これを適用されている事業所というのはあるんですか。 

政策企画課長 28 年度は１社、29 年度は２社を予定してございます。 

委員長 わかりました。 

助川委員 それによってどのぐらいの減額と交付税が関係してきて、どのくらいの金額ずつに

なるんですか。 

政策企画課長 28 年度は実績になりますが、減額する固定資産税から措置される交付税を差

し引きますと 48 万 3,000 円の市としての収入減になります。 

   29 年のはあくまでも暫定、予定でございますけれども、２社ありますが、同じように

税額から措置されるはずの交付税を差し引きますと 73 万 5,100 円の減になるということ

でございます。 

委員長 いいですか。 

   ほかにありませんか。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。 

   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 それでは、討論を終結します。 

   これより議案第 42 号及び議案第 43 号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決定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、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
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   それでは、続きまして、議案第 49 号 市有財産の処分についてを議題といたします。 

   執行部より説明を願います。 

政策企画課長 94 ページをお開きください。 

   これまでも本常任委員会等で経過報告させていただきましたが、瓜連駅北口市有地につ

いての処分の手はずが整いましたので、議会に上程させていただくものです。 

   資料のとおり３筆 5,571.11 平米を 7,561 万 7,892 円で社会福祉法人誠慈会に売却する

ものでございます。当該市有地につきましては、議案質疑の中でも企画部長から説明さ

せていただきましたとおり、３つの法人にそれぞれ売却予定でございます。提案理由に

もありますとおり、地方自治法及び市の条例の規定により、この１件のみが面積及び金

額要件、つまり 2,000 万円以上、土地については 5,000 平米以上に該当するため、議決

案件となってございます。 

   他の２件でございますけれども、医療法人藤慈会が約 2,300 平米、金額にして 2,300

万余り、株式会社クオンさんが 950 平米余り、金額にして 900 万円余りということで、

こちらの契約につきましても、この誠慈会の契約が整い次第、足並みをそろえて契約を

する予定でございます。 

   説明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。 

笹島委員 これはあれかな、そうすると、7,500 万は特養ホームだよね。それで、今言ってい

たクリニックが 2,300 万、薬局が 900 万だよね。そうすると、これは３年以内にオープ

ンするのかな、その２つというのは。 

政策企画課長 応募要件により、基本的には契約を結んでから１年以内に工事着工と、３年以

内に建物等の建設が完了という取り決めになってございます。 

   あとすみません、１点、先ほど説明した面積の合計が誤りがございました。資料にあり

ます３番目の面積を説明してしまいました。この３筆を合計しますと、7,643.43 平米に

なります。訂正させていただきたいと存じます。 

笹島委員 これそうすると、平米坪当たりどのくらいで売ったの、これは。 

政策企画課長 約１万 1,000 平米で１億 860 万円ですから、１万円を若干切る程度の単価に

なります。 

     （「それ平米じゃないですか、坪単価です」と呼ぶ声あり） 

政策企画課長 坪単価、３万 3,000 円弱ということになります。失礼しました。 

笹島委員 どうなんですか、その近隣の地代合せて、地価のあれで。やっぱり相場なの、この

３万…… 

政策企画課長 当然公募する際に、こちらは最低希望価格として提示してございます。それを

設定する際には、近隣と取引価格や当然評価鑑定をしておりますので、それを参考に設
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定をさせていただきました。 

笹島委員 不動産鑑定士さんか何かにしてもらって、最低がいくらでしたか。 

政策企画課長 最低が１億 860 万でございます。 

笹島委員 遠藤議員も言っていたけれども、前もドタキャンしてあれしていると。今回もそう

いうつながることはないんでしょうね。 

政策企画課長 基本的には、県との調整の中で、補助金等の内示ももらっているという状況か

らすると、そういったことにはならないと考えておりますし、契約の中でも、これまで

の議案質疑の中でも出ましたけれども、違約金条項等々を盛り込んでおりますので、そ

ういったことがないというふうに執行部では考えているところでございます。 

笹島委員 そうすると、大体その売買、土地でも何でも、ある程度の頭金とか云々とかという

のはもらうわけですよね。それで、もしキャンセルになれば、それは没収という形を大

体とるんですけれどもね。そういうことはやるんですか、そういうあれは。 

政策企画課長 現時点では頭金納付ではなくて、一括納付を提示して、了解を得ているところ

でございます。 

笹島委員 もし何かあった場合、ペナルティーは何割というふうな、その条項も入っているん

でしょう。 

政策企画課長 違約金 10％ですとか、返還に関する条項も規約の中にはうたってございます。 

笹島委員 わかりました。 

委員長 ほかに質疑ございませんか。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 49 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 49 号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   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、本米崎小学校跡地の利活

用についてを議題といたします。 

   執行部より説明をお願いいたします。 

政策企画課長 ご説明いたします。 

   常任委員会資料の１ページをお開きください。 

   本米崎小学校跡地の利活用につきましては、３月の総務生活常任委員会において報告さ
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せていただきましたとおり、公募型プロポーザル方式により募集し、先月末になります

が、受け付けを終了しました。その応募状況をこの場でご報告をさせていただきます。 

   資料の２にありますとおり、２事業者から応募がありました。 

   １つ目は、特定非営利活動法人、いわゆるＮＰＯですが、虹のポケット、常陸大宮市で

も事業展開をしており、水戸市にも事業所を構えているＮＰＯでございます。放課後児

童健全育成事業、こちら学童保育事業のことでございますけれども、それと病後児保育

事業などが主な提案内容となっております。 

   もう１つが有限会社ポプラ、所在地が菅谷で、豊喰でも事業展開を行っております。自

動車解体、リサイクルパーツの製造販売などが主な提案内容となってございます。 

   今後につきましては、資料の３のとおり、６月下旬とありますが、６月 27 日にプレゼ

ンテーションを予定してございまして、７月下旬に事業予定者の選定、８月以降が実現

に向けての諸調整を行ってまいるというスケジュールになってございます。 

   また、資料の４になります、審査体制ですが、学校跡地利活用方針庁内検討委員会の委

員 12 名、こちらは市役所内、庁内の委員でございます。その 12 名に地区代表２名、学

識経験者３名を加え、17 名で審査を行う予定になってございます。 

   説明は以上でございます。 

委員長 それでは、ご意見、質疑とかございませんか。 

笹島委員 応募が、これは福祉団体ですか、それと自動車解体業者さん。これ何であれですか、

本米崎小学校にリサイクル屋さんが進出してくるという、その意味がわからないんです

けれども。 

政策企画課長 今回公募にあたっては、例えば価格設定を行わないなど、幅広いジャンルの方

に応募をしていただきたく、そういった部分についての高い壁は設定してございません

ので、広く募集をして提案を受けたいという内容の募集要項になってございました。な

ぜという話になってきますと、この事業所さんに聞いてみないとという部分はあります

けれども。たまたまそういうような場所を探している中に、今回の募集がひっかかって、

情報として入って、手を挙げてくれたんじゃないかというふうに考えているところでご

ざいます。 

笹島委員 これ飯田かな、豊喰 118 号線のと、それから結構業績がよくなったのかな。それ

で、寄居のところにも、パチンコ屋の隣にもあれしていますよね。中古車のそういうあ

れをプレスしてね。だから、そういう場所が次なくなったから、本米崎に、今言ってい

たプレスした、圧縮した車を、それで解体して部品だけ今度は売るという形をとるわけ

ですからね、この会社はね。そういうことも想定しなく、何でもかんでもあれかな、募

集してしまったのかな。やっぱりそういう似つかわないというのがわかっていても。 

政策企画課長 なかなかなぜ応募してきたかという想像すら難しいですけれども、何がしか事

業展開をしていく上で、もう１カ所場所が欲しいという趣旨があって、それが本米崎小
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学校跡地というのがお眼鏡にかなったから応募してきたのではないかなと、これは想像

の域ではございますけれども、そう考えているところでございます。 

笹島委員 １回募集して、そういうふうな、これはちょっと要件、あくまでも学校だからね。

前言っていたじゃないですか、倉庫とかそういう形だったらいいけれども、まさか解体

業者がそういうふうに来ると思わなかったということで、来てしまったということでし

ょうから。ある程度アウトラインは考えていなかったのかな、そういうあれに対して、

前言っていたのはそう言っていましたよね。 

政策企画課長 今回２回目の募集ということで、当然文科省のホームページ上にアップをして

いる状態においても、なかなかいいお話がなかったということで、もう一回思い切って

公募をしようという方向で、この委員会の中でも説明をさせていただきました。その中

で、うちとしての考えでは、余りいろいろ壁と制約を多く設けずに、どんなジャンルで

も提案をしやすいようにという要項を作成しましたというふうに説明をさせていただき

ましたが、その要項にのっとって、こういった業者等も手を挙げてこられたということ

でございます。 

笹島委員 本当、気をつけてください、地域の人たちにはお荷物の形というような、そういう

場所とかそういうふうになってしまうから。あくまでも学校で、これは皆さんの税金で

建てたあれなんでね。私の建物でも土地でもないわけだから、それにふさわしいような

ことを念頭に置いてこれから進めていっていただきたいと思います。 

助川委員 これ市の方針は売却の方向、それとも賃貸の方向、両方の方針を決定しないで事業

所さんの要望に応じるという形でしたんですか。 

政策企画課長 どちらも制限をしないで、どちらでも受け入れるということで募集をしてござ

います。 

助川委員 今回は、そうしますと、この事業所さんはどういう希望なんですか。 

政策企画課長 虹のポケットさんは賃貸借、ポプラさんは売買という提案内容になってござい

ます。 

助川委員 これ市としては、雇用面、事業所さんですから、そういった形の期待も込められて

選定に当たるという方向なんですか。 

政策企画課長 審査項目の中にはそういった項目も当然入ってくるべきということで、審査し

てまいりたいと考えております。 

助川委員 これ地域としてはどういう要望が、結構ですから、そちらにお願いしたいという、

そういう要望はないんですか。 

政策企画課長 大きな意味では、民間の力をかりてというようなことを要望としては聞き及ん

でいるところでございます。 

助川委員 当然本米崎さんの地域も小学校が廃校になって統合ということになっているわけで

して、コミュニティの崩壊が着実に進みつつあるというような地域であるというような
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こともお伺いしていますんで、それの代償を補い合えるような事業所さんになってもら

えればという、一番私としては考えていたんですが。そういうことはどうなんですか、

期待できる事業所さんなんですか。 

政策企画課長 今回の募集要項の中でも、地域の活性化、活力に結びつくという部分というの

は中心に据えております。当然審査項目の中にも、そういった部分で貢献し得る提案内

容かどうかという項目を設ける予定でございますし、先ほどもご説明しましたが、地域

の方々も審査員に加わっていただいて審査をしていくので、そういった視点が審査に盛

り込まれるというふうに考えているところでございます。 

助川委員 そうしますと、既に締め切られておりますから、この２者さんで決定をしていくと

いう市の方向なんですか。 

政策企画課長 そのとおりでございます。 

助川委員 いつごろまでに、７月下旬選定をされて、事業所のそれぞれの供用開始等はどうい

った形で進められていくのか、その辺のところもご提示いただいているんですか。 

政策企画課長 こちらにつきましても、契約締結してから１年以内に着工、こちらは建物等を

利用するとなれば、工事というよりは改修となるかもしれませんが、そして３年以内に

工事等が完了して、事業運営開始というようなことの制約を要項の中で設けさせていた

だいております。 

助川委員 これ市としては、改修に関しては希望された方の事業所さんが全て持つという形な

んですか。 

政策企画課長 現状のまま引き渡すということで、要項でもうたってございます。 

助川委員 執行部ではどうなんですか。これ２者さん、地域にメリット、かなう事業所さんだ

なという感じは持っておられるんですか。 

政策企画課長 審査前でございますので、その辺の発言は控えさせていただきます。 

副委員長 私は議員ですので、はっきり言ってしまいますけれども、どっちもだめだと思いま

すよ。これで地域の同意が得られるとは正直思いません。特に先ほど笹島委員がおっし

ゃったように解体業者さん、学校が解体のね、それでヤードになってしまうというのは

果たしてどうかと思いますし、ＮＰＯさんがテナントで借りる、安く借りられるテナン

トだから借りようかなというような感じでは、ちょっと経営がうまくいかなければ、ま

た規模を縮小するんで出ていきますということになってしまうと思います。 

   正直、これプロポーザル、今回の目的というのは何でしたか。 

政策企画課長 当然統廃合になった、ああいった本米崎小学校跡地の利活用ということで、た

だ、何でもいいからという話ではなくて、地域の活性化等に結びつくものを重要視した

という目的で募集をしたということでございます。 

副委員長 そうですよね。地域の活性化というのがまず第一だと思うんですね。私かねてから、

本米崎小学校跡地は保育園にすべきだと言ってまいりました。保育園のプロポーザル、
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間もなくありますね。どうですか。 

政策企画課長 間もなくではないですけれども、その計画があるというのは聞いております。 

副委員長 ありますよね。そうしましたら、それも選択肢に含めてのプロポーザルを、もしく

はもう保育所のプロポーザルをやるんだったら、本米崎小学校でやるという条件でもい

いと思います。それは非常に市の有効な財産の利用にもなるし、少子化対策にもなるし、

かねてから言っていますように、東海、ひたちなかから生徒さん来てくれれば、それは

補助金、補助金は向こうの自治体からもらえるわけですから。そういったことを含め、

もう一度再検討する必要があると思うんです。いかがでしょうか。 

政策企画課長 今回は、この公募型プロポーザルによる応募につきましては、募集要項等もあ

わせて昨年の６月の定例会の中で常任委員会に説明させていただいて、了解を得た上で

募集をさせていただいて、こういう結果になってございますので、この流れというのは

とりあえずは粛々と審査等を含めた作業を進めさせていただきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

副委員長 地元から批判は必ず出ると思います。それでも進めますか。 

政策企画課長 まず第一義的には、その辺の批判という声がございましたら、地元の委員さん

が審査会の委員になってございますので、そちらからそういう声が審査会の中で上がっ

てくるのではないかというふうに考えておりますので、まずは審査をさせていただきた

いというところでございます。 

副委員長 じゃ、この地元の自治会長さんは拒否権を持っていらっしゃるんですか。 

政策企画課長 全体の中の２名の審査員ということですので、拒否権ということでいいますと、

そういった権限までは持っていないというふうに言えると思います。 

副委員長 であれば、最後、多数決であれば、これは地元意向は無視されるということもあり

得ると思うんですね。先ほども言いましたように、もし保育園計画があるんであれば、

それはやはり、選択肢に含めるというのはとてもいいことだと思いますし、そうすべき

だと私は思います。今までそれを一切伏せておいて、今回持ち上がってきたということ

であれば、再募集という形も、これいたし方ないんじゃないかなと思うんですね。 

   サーボのときに副市長おっしゃいましたよね。福祉保健計画の 70 床が同時に埋まるん

だから、一緒に解決するんだから、それは非常にいいことだというふうにおっしゃった

んですよ、議事録を見ていただければわかるんですけれども。で考えれば、今回の保育

所の少子化対策と本米崎小学校の利用と一気に解決するなら、これいいことじゃないで

すか。しかも地元からも子供たちが来れば喜ばれる。どうでしょう。 

政策企画課長 まずはこういった形で公募させていただいたと。２者から応募があったと。こ

の時点になって、それをなかったものにして再募集、再度検討させていただきたいとい

う態度変更を市が行うことにつきましては、応募していただいた２者に対しても信義則

に反することになりますので、これは、この流れを粛々とやらせていただきたいと考え



－30－ 

ております。 

   保育所の部分につきましては、これは所管が当然保健福祉部ということでありますが、

この作業スケジュールというのを確認をしたところ、なかなかうちのほうが再募集をす

るという状況に転換をしたとしても、なかなかスケジュール感的には合わないのではな

いかなというふうに考えているところでございます。 

副委員長 サーボのときと展開は違うけれども、要は一緒なんですよ。縦割りの弊害なんです

よ、ここもね。だから、やはり市全体の目で、マクロな目で見ていかないと、しかもこ

れ２年、３年で終わる話じゃないわけですよ。ずっと何十年にもわたっての話なので、

今ここで選択を間違って将来に禍根を残すようなことをやるんであれば、ごめんなさい

といって、１回立ちどまって見直すということも大事だと思います。 

企画部長 いろいろご意見いただきました。結論的には、やはり私も今、課長から説明申しあ

げたとおり、行政の継続性というところも大事でございますので、これまでこういうよ

うな形で公募をさせていただいて、種々事業者さんでいろいろご検討いただいた結果、

とりあえず現時点のご報告としては２者から応募があったというようなところでござい

ます。まずはこれをしっかり着実に進めるのが我々執行部の役目だろうと考えていると

ころです。 

   今、委員からご提案のありました保育所の関係でございますが、保育所がどうも公募を

しそうだというような話は、私も内々の話としては伺っておりますけれども、まだ正式

にそこは表明しているものではございません。という意味では、まだなかなかちょっと

難しいところがあるのかなと。 

   あと、保育ニーズにどれだけここが応えられるのかなというような部分なんかも、多分

そこは必要な視点なんじゃないかなとは思っております。皆さんちょっとおわかりのよ

うに、今人口が、那珂市の中でいうと菅谷地区に集中している。当然待機児童の問題な

んかも最近出てきていますけれども、やっぱり親御さんのニーズというのは、菅谷地区

で預けられればというようなところが一番強いのかなと。仮にここを保育所にするとい

うような話があっても、なかなか一朝一夕でいくものではないのかなとは思っています。

これはたらればみたいな話にはなってしまいますけれども、保育所は保育所でそれなり

にしっかりした基準というものがございますので、これをこのまま転用できるかという

ようなところなんかも多分あるので。 

   まずは、やっぱり我々が何を念頭に置いて保育所の整備をやらなくてはならないかとい

うと、親御さんのニーズに合せた形での立地というものが多分必要であって、その際に

この本米崎地区ということで、場所を限定した上での保育所をやってくださいよという

のは、今の現状のお母さん方、お父さん方のお困りの方、多数いらっしゃるというか、

出てきたというか、そういう状況でございますけれども、そこのニーズにここの場所の

活用、廃校跡地の活用というのができるかというと、多少なりともちょっと疑問がある
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のかなと思っております。 

   ちょっと今の話は、少したらればの話がちょっと長くなってしまいましたけれども、い

ずれにしても我々としては、まずはその廃校跡地、ここをいかに有効活用して、地域の

活性化につなげていくか。地域の皆様方にもちょっと喜んでいただけるような提案をと

いうようなことで、幅広く提案をかけた結果、こういった事業者が出てきたというとこ

ろ、やはり今のこの時代、不動産活用というのは非常に難しい状況がございます。私も

県の時代に、これはフィールドとしてはつくばでしたけれども、それでも本当になかな

か土地の有効活用というのは、あのつくばでさえ難しいような状況の中で、それでもこ

の２者上がってきたというところは、非常に価値があるんだろうというふうに思ってお

ります。 

   あとは、実際にどういうようなプレゼンがなされるかというようなところは見定めなが

ら、適切な事業者を選定していければなというふうに、かように考えてございます。 

副委員長 まず、認可保育園の場合ですが、60 人が最低人数だと思います。今、那珂市に待

機児童が 60 人いるかというと、そんないないと思うんですね。そういった意味でいくと、

本米崎ですと、ひたちなか、東海からの園児が見込める。それから、ひたちなか、東海、

日立に通う人の通り道になるというようなメリットがあるというふうに私は思っていま

す。60 人、那珂市内で全部埋めなくても、他市から入れることによって埋めることが可

能なんじゃないのかなというふうにまず思っております。 

   それから、その土地の利用に関して、そこがありきでの募集になってしまうということ

は、まさに去年のサーボを、おととしですか、サーボの跡地のときに、何でここに特養

なんだというときの募集と全く同じ論理でありまして、ただ最終的には、そこで特養を

やるんであれば、わかったということで、議会としては納得をしたという経緯でありま

すので、最初に場所ありきでの募集というのはない話ではないのだろうというふうに思

います。 

   それから、この２者に、もう必ずここまで来た以上は、２者のうちどちらかにしなけれ

ばいけないのですか。 

政策企画課長 こちら当然点数をつけていただくという審査を行うんですけれども、こちらに

は下限、合格ラインというのを設定させていただきまして、場合によっては２者とも、

合格ラインに達していなければ、どちらも選定されないという結果もあり得るというこ

とでございます。 

副委員長 そうすると、１者は買い取り、１者は賃貸というお話しでしたけれども、提示価格

としてはどのぐらいの価格で、向こうの言い値ですか。 

政策企画課長 そもそも言い値で結構ですという応募要項になってございますので、言い値で

提示をしていただきました。こちらの金額につきましては、現時点では審査を控えてお

りますので、お答えは差し控えさせていただきます。 



－32－ 

副委員長 では、審査後は公表するということでよろしいですか。 

政策企画課長 こちら募集要項の中にも公表の規定がございまして、審査に付するためにしか

使用しないと。それ以外に公表する際には、どちらの業者、つまり提案者の了解なしに

は公表はしませんよというふうな募集要項になってございます。ということで、了解を

得て、どちらもオーケーですよという話になれば、公表することもあり得ると考えてお

ります。 

副委員長 額田保育所、それからサーボ跡地の入札、それから太陽光の跡地の入札の際も、全

て入札情報は委員会に出していただいております。出していただくということでよろし

いでしょうか。 

政策企画課長 委員会にこういった審議をするための目的にしか使用しないよということであ

れば、そちらは検討させていただいて、出せる方向で検討させていただきたいと考えて

おります。 

副委員長 それで、もう一つ懸念としまして、この金額で市有財産を譲渡するわけにはいかな

いという議会の判断になることもあり得ます。その場合はどうされますか。 

政策企画課長 当然選定事業者が決まった後に、金額も含めたいろいろな条件等の調整をして

まいります。その経過等々につきましては、議会等にも報告をさせていただきますので、

その段階においていろいろとご意見を提示していただければありがたいと思っておりま

す。 

副委員長 つまり最終、最後、議会に上がってきたときに否決されたとしても、それはいとわ

ないということですか。 

政策企画課長 なかなかそれは、そういうことがないように執行部としては努力をさせていた

だくということでございますので、なかなかお答えしにくい部分ではございます。 

副委員長 わかりました。 

助川委員 市の方向としては、これ当然、地域、地元に目線を置かなくてはならないというの

が最優先だと思うんだよね。この事業に関して、幸いにして、審査基準の点数にあって、

１者が仮に決定されてということであっても、８月以降に開発の事前協議とか地元への

説明会等々が実施される予定になっておるようでありますんで、地元の体制が、そんな

事業所さんではだめですよということになった場合は進められないでしょう、これ。そ

の辺のところ。 

企画部長 もうそこは委員ご指摘のとおりでございます。何のために我々がここの廃校跡地の

利活用をこういう形で公募させていただいたのか。しかも例えば経済条件、その賃貸か

売買か。あとは、その際の具体的な金額等についても、基本的にその事業者さんのご希

望の価格で出してくださいというのは、我々としてはもうできるだけそのハードルを下

げてやらせていただいているというようなところでございます。我々いわゆる地方自治

体、公共団体がこういうような形で公募をするというのは、そうそう多分、異例な判断
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だと私は思っておりまして、そういう意味では、極力、市の収入確保みたいなところは

とりあえずさし置いて、まずは地元貢献というようなことを最優先にやらせていただい

ている公募でございます。 

   先ほど課長からも申しあげましたように、仮にそこに応募があった事業者さんが地域貢

献に資するというような評価がなされないというようなことであれば、多分そこは点数

的にも低いものになって、そうすると我々が設定した合格最低点にも届かないで、結局

もう一回、ちょっとやり直しというようなことも、そこはあり得ると思いますが、いず

れにしてもそういうリスクヘッジを設けているというのも、地元にどれだけ喜んでいた

だけるかというようなところに着目した今回の公募の制度設計でございますので、ご理

解を賜れればと思っております。 

   以上でございます。 

助川委員 今、部長からあったように、当然最終的には地元の意向が了承を得られなければ、

我々議会としても当然賛同できないし、それはしっかりと見定めていただいて、これか

ら多分、地域の住民の皆さん方も、どういった事業者さんになるのかなということがお

わかりになってくるでしょうから、地域内のそういう話し合いの場がかなり出てくると

思いますんで、その雰囲気をしっかりと見定めていただきながら、議会としても対応し

ていきたいと思います。 

   以上です。 

副委員長 助川委員おっしゃるように、部長もおっしゃるように、この地域貢献、地域のため

になるのかというところが、まず外されると、単なる市のお荷物の財産の処分というふ

うな見方になってしまいますので、ぜひそこのところはご留意いただいて、慎重なうえ

にも慎重な判断をしていただきたいと思います。 

   また議会に戻ってくるでしょうから、そのときにまたよろしくお願いいたします。 

委員長 一つ、虹のポケットさんというのは、昔の小場小学校を使ってやっているところでし

ょう。 

政策企画課長 はい、そのとおりでございます。 

委員長 本米崎小学校、あれだけの広いところを使い切れるのかな。 

政策企画課長 提案内容は、一帯で使用したいという提案内容になってございます、全てを使

うと。 

委員長 わかりました。 

   助川委員も小宅委員も言うように、とにかく地域貢献できる事業所というのが一番の課

題かなと。また、望むところはそこですからね。選定には、そこに十分留意をしていた

だければと思います。 

企画部長 ありがとうございます。 

   いずれにしても、我々もしっかり進めさせていただきたいと思います。その折に、いろ



－34－ 

いろこれからまだ未知のハードルというか、いろいろその提案を今いただいている状況

でございまして、それを精査することによって、また何ていうのかな、一部例えばその

計画が変更せざるを得ないとか、そういうような事態もあろうかと思います。いずれに

しても我々もそこはしっかりと事業者さん、最優先事業者が決定した折には、それが実

現可能となるように、それがましてやより地元のためになるようなものが一日も早くで

きるようにということでやらせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

委員長 ほかにございませんか、ご意見とか。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。 

   再開を午後１時といたします。お疲れさまでした。 

     休憩（午後０時 01 分） 

     再開（午後１時 00 分） 

委員長 再開いたします。 

   先ほどの議案第 51 号の説明の中で、執行部より訂正の申し出がありましたので、これ

を許します。 

建築課長 建築課長の玉川でございます。 

   議案第 51 号 建設工事請負契約の締結について、瓜連中学校の大規模改造の件なんで

すが、その中で答弁させていただきました大規模改修工事の今後の予定に対しまして、

小学校、中学校校舎全て完了しましたという答弁を差し上げました。耐震補強に伴う大

規模改造工事は今年度で終了するんですが、新耐震基準で建築されました耐震補強の伴

わない大規模改造というのが今後、那珂第四中学校校舎、体育館、それから菅谷東小学

校校舎、体育館、木崎小学校校舎、体育館、それから菅谷西小学校体育館、芳野小学校

体育館を今後予定しているということを学校教育課から聞いております。訂正させてい

ただければと思います。よろしくお願いします。 

委員長 了解です。お疲れさまでした。 

   それでは、総務課が出席いたしました。 

   議案第 50 号 字の区域の変更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。 

総務課長 総務課長の川田と申します。ほか関係職員が５名出席しております。どうぞよろし

くお願いいたします。 

   それでは、早速ですけれども、議案書の 95 ページをお開きいただきたいと思います。 

   議案第 50 号 字の区域の変更についてでございます。 

   地方自治法第 260 条第１項の規定によりまして、本市内の字の区域の一部を別紙のと

おり変更するものでございます。 
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   なお、この字の区域の設定の効力は土地区画整理法第 103 条第４項の規定による換地

処分の公告のあった日の翌日から生ずるものでございます。 

   提案理由でございますけれども、上菅谷駅前地区土地区画整理事業の完了に伴いまして、

換地処分をするにあたり、新たな字を新設するため、本市内の字の区域を変更するもの

でございます。 

   続きまして、96 ページをお開きいただきたいと思います。 

   理由書です。 

   土地区画整理事業が施行されたことに伴い、字の区域に一部変更を生じたために行うも

のでございます。 

   １、事業名、水戸・勝田都市計画事業、上菅谷駅前地区土地区画整理事業。 

   ２、施行者でございますが、那珂市公共団体施行。 

   ３、事業認可日、平成 14 年 10 月４日。 

   ４、事業面積 5.9 ヘクタール。 

   ５、換地処分の年月日、平成 29 年 12 月１日を予定しておるところでございます。 

   続きまして、97 ページ、次のページをお開きいただきたいと思います。 

   こちらのページにつきましては、先日、本会議の席で総務部長からおわびをさせていた

だき、差しかえさせていただいたページでございます。変更調書ということで、菅谷字

上菅谷に変更する区域ということでございますが、こちらが菅谷字追出し、字寺西、字

一ノ関、字権現宮のうち、こちらに記載してある地番の区域及びこれらの区域に隣接介

在する道路である国有地、公有地の全部並びに水路である公有地の全部を字上菅谷に変

更するというものでございます。 

   今回この字の区域の一部変更ということで、この変更調書には換地処分後の地番は記載

されておりませんけれども、7001 番から新たに付番をするということになっております。 

   続きまして、98 ページをお開きいただきたいと思います。 

   こちらが上菅谷駅前地区土地区画整理事業の位置図でございます。 

   その次の 99 ページ、こちらの区域明細図でございますが、こちらは区画整理を行う前

の図面となっております。 

   続きまして 100 ページ、こちらが区画整理後の換地予定図でございます。 

   99 ページと 100 ページを見比べていただきますと、区画整理前は字追出し、字寺西、

一ノ関、権現宮というその字が入り組んでいたものを区画整理後はこの区域を上菅谷と

いう、町名は菅谷ですけれども、字名を上菅谷という字に一本化してわかりやすくする

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 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。 
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   質疑ございませんか。 

笹島委員 このあたりは 4000 番なのかな、隣に行くと 5000 番とか 3000 番とか 2000 番とか

飛んでしまうんだけれども、こういうふうな解消はされないわね。 

総務課長 区画整理をしますと、土地改良の圃場整備なんかもそうですけれども、区画をきれ

いにすることで、当然、今回字の区域を新たにつくりまして、そこに新たに地番を振っ

ていくという形になりますので、今回はこの上菅谷、区画整理の区域につきましては

7001 番から振るということになっております。 

笹島委員 このあたりが続いていないんですよ、2000 から 3000 になるわけじゃなくて、2000

から急に 5000 のほうに隣がなってしまったとかという。ぐちゃぐちゃになって、郵便配

達人を泣かせたと思うんだけれども、それもあわせて解消はしないわな。 

総務課長 ここの地区は 7000 番からになるということで、当然規則正しく番地が並ぶという

ことで、郵便の誤配等も当然少なくなるという部分ではございますが、あと、実際に今

現在の郵便局で誤配の状況はどうかなというような話を先日ちょっとお話を聞かせてい

ただきました。今現在、菅谷ではいろいろ、3000 番とか 4000 番とか、当然飛んでいる部

分はございますけれども、一旦那珂市の郵便物を水戸市の水戸の郵便局に全部集めるら

しいんですね。そこで宛名と、あと住所と、あとはその地区の配送順、例えば中菅谷の

あたりであれば、どういうふうに配送するかという配送順番も全部システムに入力をし

て、それで機械で仕分けをするらしいんですね。ですので、那珂局に郵便物が届くとき

に、もう既にその順番になってきているということで、今現在、菅谷地区で当然地番が

飛んだりはしていますけれども、そういった誤配というのは、全然ないというわけでは

ないらしいですけれども、地番が入り組んでいるからという、そういう理由で誤配があ

るという部分ではないらしいです。でも、かなり昔と違って誤配は本当に少なくなって

いるというお話は聞いています。 

   以上でございます。 

助川委員 誤配の件だけれど、けさ実は、私出がけに、ちょっと 100 メートルぐらい離れた

方なんだけれども、家へ、こんな郵便が間違って入ってきてしまったといって、それが

日立市なんだよね。そういうことあるのかなと思って、見たら郵便物で、何で日立市の

やつが、だから、今、水戸で一旦集められて、そこで機械で振り分けると聞いたんで、

やっぱり機械も完璧ではないわね。そういう形で。 

総務課長 確かに機械は完璧ではないとは思いますし、水戸でも当然機械ではじかれたりとか、

あとはわかりにくい手紙、宛名があるものについては、当然それはそれで那珂局に届い

て、それは手で区分けをするというようなお話は聞いておりますので、まれにあるとい

うことで、ということだというふうに考えております。 

副委員長 番地は多分これ唯一というか、２つはないと思うんで、番地は変えなくても別に問

題ないような気はするんですけれども、そうはいかないんですか。 
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総務課長 先ほどの議案書の地図を見ていただきたいと思うんですけれども、99 ページと

100 ページを比較していただくと、以前が 99 ページのような状態ですので、それが区画

整理された後が 100 ページということで、当然ながら地番は振り直さないと、当然ちょ

っとわかりづらいと。それに合せまして、字名も統一した形で、昔ながらではないんで

しょうけれども、上菅谷駅ができたときに上菅谷とかいうような名称が、おそらくその

辺からできてきたのかなと思いますけれども、いずれにしてもそういったなじみのある

名称を区画整理審議会ですか、そちらの地権者の皆さんのご理解といいますか、同意を

得まして、そちらで一応、字上菅谷にというような形で今回進めてきたところでござい

ます。 

副委員長 わかりました。 

   でも、小字というのは、基本的に菅谷でほぼ使うことというのはないですよね。 

総務課長 住所に関しては、当然今、町名、菅谷何番地ということで、本来はその後に土地の

地番として、よく固定資産の課税台帳とか、菅谷字上宿西とか、中宿西だとか宮内だと

か、そういった形で、土地の地番につきましては、わかりやすいように字まで表示をし

ているという部分のところでございますので、当然この所有者の土地台帳といいますか、

登記簿とかにつきましては、当然この字が菅谷、字上菅谷何番地と、七千何番地という

ような形でつくというところでございます。 

副委員長 菅谷は確かに番地だけ聞いてもどの辺かというのは大体しかわからないというのは

確かにあるんですけれども、将来的に何丁目みたいな感じにするということはあり得る

んですかね。 

総務課長 確かに今、小宅委員からありましたとおり、当然菅谷地区は広いという部分のとこ

ろと、当然番地が飛んでいるという部分のところはございます。そこのところと、あと、

今後自治会の区割りとか、あるいは学区とか、実際に住所の地番で、それが学区の区割

りとか自治会の区割りに直接影響するものではないとは思いますけれども、例えば菅谷

上宿１丁目とかいうふうにつけた場合に、その辺をうまく整理していかないと、直接影

響はしないとは思いますけれども、多少混乱を来す部分もございますので。その辺は当

然庁内でもしっかり議論していかなくてはならないですし、あとは、市民の皆さんのそ

の辺、ご理解も得ながらいい方法をちょっと考えていきたいなというふうには考えてお

ります。 

副委員長 非常にこう悩ましいところだとは思うんですよ、確かに。さらに竹ノ内というのが

菅谷の真ん中にできてしまったために、ベルリンのような扱いになって、これがより一

層事態を複雑にしているような気はするんです。今回、多分上菅谷も、竹ノ内のように

菅谷を抜きたかったのかなという気はしなくはないんですけれども、その辺も含め、菅

谷全部を含めた一度検討もしていただけるといいかなと思います。よろしくお願いしま

す。 
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委員長 ほかにありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   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 50 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 50 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１時 16 分） 

     再開（午後１時 17 分） 

委員長 再開いたします。 

   税務課が出席しました。 

   議案第 38 号 専決処分について（那珂市税条例の一部を改正する条例）を議題といた

します。 

   執行部より説明をお願いいたします。 

税務課長 税務課長の大内ほか３名が出席しております。よろしくお願いいたします。 

   議案書の４ページをお開きください。 

   議案第 38 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 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。 

   提案理由でございますが、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律（平

成 29 年法律第２号）等が平成 29 年３月 31 日に公布されたことに伴い、那珂市税条例の

一部を改正し、平成 29 年４月１日から施行するものです。 

   主な改正内容でございますが、個人住民税につきましては、特定配当等及び特定株式等

譲渡所得金額に係る所得について、提出された申告書に記載された事項等を勘案し、市

長が課税方式を決定できる旨を明確化する条文等の追加、また、固定資産税については、

わがまち特例の割合を定める規定を追加し、軽自動車税についてはグリーン化特例、軽

課でございますが、この適用期間を２年間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。 

   ５ページに専決処分書、次のページ、６ページから 13 ページまでが改正条文、14 ペー
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ジから 44 ページが新旧対照表でございます。 

   45 ページに改正の概要がついておりますので、この概要によって説明させていただき

ます。 

   45 ページをお開きください。 

   那珂市税条例の一部を改正する条例の概要に沿ってご説明いたします。 

   まず、改正の理由でございますが、提案理由のとおり、地方税法及び航空機燃料譲与税

法の一部を改正する法律（平成 29 年法律第２号）等が平成 29 年３月 31 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）の一部を改正し、平成 29 年

４月１日から施行するものでございます。 

   まず、改正本文、第 33 条の改正でございますが、特定配当等及び特定株式等譲渡所得

金額に係る所得について、提出された申告書に記載された事項、その他の事項を勘案し

て市長が課税方式を決定できることを明確化するものでございます。 

   内容といたしましては、住民税申告書を提出する際に、総合課税か分離課税かを選択す

ることにより、課税方法を決定するものでございます。 

   次に、第 61 条の２の改正でございますが、わがまち特例の改正に伴う変更でございま

す。内容でございますが、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の

認可を受けた者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産の課税標準額をそれぞれ

２分の１にする規定を追加するものでございます。 

   続きまして、附則の改正でございます。 

   第 10 条の２の改正でございますが、ほとんどが条項ずれに伴う改正でございますが、

条項ずれ以外の部分では、まず都市再生特別措置法に規定する協定倉庫の特例、フロン

類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に規定する機器の特例を廃止するもの。

それから、企業指導型保育事業によって設置された特定事業所内保育施設に係る土地家

屋償却資産及び都市緑化法に基づき設置した市民緑地用に供する土地の課税標準の特例

割合をそれぞれ２分の１、３分の２とする規定を追加するものでございます。 

   続きまして、第 16 条の改正でございますが、軽自動車税のグリーン化特例を２年間延

長し、平成 31 年度までとする改正でございます。内容としましては、電気自動車等につ

いては 75％、ガソリン車等については燃費基準達成率により 50％、25％をそれぞれ軽減

するものでございます。 

   最後に、改正条例附則第１条では、施行期日を平成 29 年４月１日とし、第２条では、

経過措置といたしまして、平成 29 年度以降分から適用する旨を定めております。 

   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。 

   質疑ございませんか。 

笹島委員 これ所得割でやっているということで、今回この改正は、一時的に配当が入ってき
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たものとか、一時的に株式の利益が入ったものに対して、その所得は申告しますよね。

それで、そのものに対して市長が課税方式を決定することというふうに書いてあるけれ

ども、何が何で市長がこの課税方式を決定して、その違いは何なのかな。それをちょっ

と教えてくれますか。 

税務課長 まず、配当とか譲渡所得につきましては、所得税法の確定申告をする場合、所得税

では総合課税を選んだんですけれども、市県民税については分離課税を選択するという

ことができる内容でございます。市県民税の申告書を出していただく際に、配当とか譲

渡については分離課税を選択しますという記載をしていただければ、それに基づいて市

長が課税方式を決定するという形になります。 

   以上でございます。 

笹島委員 そうすると、要するに一時的な所得としてみなすということの意味かな、その分離

課税というのは。 

税務課長 この譲渡と配当、これについては、申告不要制度というのがございまして、申告を

しないという選択がまずございます。それから、総合課税で合算して申告するという方

法と、分離課税でその分だけ分けて申告するという方法、３つの方法がございます。そ

れについて納税者が有利なほうを選んで選択して申告をすることが可能となる改正でご

ざいます。 

   以上です。 

笹島委員 そうすると、その選択肢は３種類、要するに収入が今年一時的にあったと、株でも

うかったから云々とか、その他配当金が入ったから云々という、申告しない選択肢もあ

るということですか。 

税務課長 源泉分離課税になっておりますので、その時点で既に所得税等は控除されています

ので、申告しないという選択もできます。 

   以上です。 

笹島委員 次のこの 60 条の２なんだけれども、このわがまち特例というのは、今年になって

からかな、こういうふうな特例のあれを認めるようになったのは。 

税務課長 わがまち特例については、平成 24 年度の税制改正によりまして、これまで国が一

律に定めておりました課税標準について、各市町村の状況によって変更できるというよ

うな制度が平成 24 年に制定されております。 

   以上です。 

笹島委員 いろんなそういう福祉関係とか、そういう関係は、２分の１とか何かに税を低くし

ますというふうにしているけれども、それの今、税収不足に陥らないのかな、そういう

あれは大丈夫なの、それに対して。 

税務課長 現在、那珂市においてわがまち特例の対象となっているものは、１つの事業でござ

います。税額的にもそう多いものではございません。 
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委員長 ほかにありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   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 38 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 38 号は原案のとおり承認すべきものと決定いたしました。 

   それでは、続きまして、議案第 39 号 専決処分について（那珂市都市計画税条例の一

部を改正する条例）を議題といたします。 

   執行部より説明をお願いいたします。 

税務課長 では、議案書 46 ページをお開きください。 

   議案第 39 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 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。 

   提案理由でございますが、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律（平

成 29 年法律第２号）が平成 29 年３月 31 日に公布されたことに伴い、那珂市都市計画税

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ございます。 

   主な改正内容でございますが、わがまち特例の課税標準の割合を定める規定を追加する

改正でございます。 

   次のページをお開きください。 

   47 ページに専決処分書、48、49 ページが改正条文、50 ページから 53 ページが新旧対

照表となっております。 

   54 ページに改正の概要がございますので、これに基づいて説明したいと思います。 

   まず、改正の理由でございますが、提案理由のとおり地方税法及び航空機燃料譲与税法

の一部を改正する法律（平成 29 年法律第２号）が平成 29 年３月 31 日に公布されたこと

に伴い、那珂市都市計画税条例（昭和 53 年那珂町条例第 25 号）の一部を改正し、平成

29 年４月１日から施行するものでございます。 

   表のとおり第３項から第 16 項までの改正でございますが、第４項、第５項以外は、法

律、条例の改正に伴いまして、条項ずれの改正でございます。 

   では、第４項、５項の改正でございますが、いずれもわがまち特例の改正に伴うもので
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ございます。第４項では、企業指導型保育事業で設置された特定事業所内保育施設の課

税標準の特例を２分の１とする規定の追加でございます。第５項では、都市緑化法に基

づき設置した市民緑地の用に供する土地の課税標準の特例を３分の２とする規定の追加

でございます。 

   改正条例附則第１項では、施行期日を平成 29 年４月１日とし、第２項及び第３項では、

経過措置としまして、平成 29 年度以降分から適用する旨を定めております。 

   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 説明が終わりました。 

   質疑ございませんか。 

笹島委員 これ都市計画税だから市街化区域だよね。今言っていたものに対してなんだけれど

も、市街地の農地に対しても、何かこれ改正というか、適用しているのかな。 

税務課長 今回の改正におきましては、事業所内保育施設と都市緑化法に基づき設置された市

民緑地の土地ということでございます。 

笹島委員 そういうところがありますか、事業内に保育所を設けているところとか、今言って

いたグリーンなんとかかんとかという、あるんですか。 

税務課長 那珂市においては、現在のところ該当はございません。 

笹島委員 ないよね。わかりました。 

委員長 ほかにございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   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 39 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 39 号は原案のとおり承認すべきものと決定いたしました。 

   暫時休憩いたします。 

     休憩（午後１時 32 分） 

     再開（午後１時 34 分） 

委員長 再開いたします。 

   市民課が出席いたしました。 

   議案第 45 号 那珂市火葬場、斎場の設置及び管理に関する条例を議題といたします。 

   執行部より説明をお願いいたします。 
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市民課長 市民課長の関です。ほか１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、議案書の 77 ページをお開きください。 

   議案第 45 号 那珂市火葬場、斎場の設置及び管理に関する条例。 

   那珂市火葬場、斎場の設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例を別紙のとおり

制定するものとする。 

   提案理由をごらんください。 

   那珂聖苑の指定管理者制度導入にあたり、地方自治法第 244 条の２第４項の規定に基

づき、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲、その他

必要な事項を条例で定める必要があるため、那珂市火葬場、斎場の設置及び管理に関す

る条例の全部を改正するものです。 

   78 ページをごらんください。 

   それでは、主な改正点についてご説明申しあげます。 

   先ほどの提案理由でも申しあげましたが、指定管理者制度を導入するために、指定の手

続、指定管理者が行う管理の基準、業務の範囲を定めるとともに、文言の訂正を行って

おります。 

   第４条と第５条をごらんください。 

   管理の基準といたしましては、休場日、利用時間、利用許可の基準、利用制限の要件、

個人情報の取り扱い等を定めなければなりませんので、第４条で休苑日といたしまして

休場日を、第５条で利用時間等を定めております。どちらも今まで施行規則で定めてあ

ったものを条例に移行したものでございます。 

   第４条の休苑日につきましては、１月１日から１月３日まで及び市長が別に定める日と

いたしまして、施行規則で友引の日を定めておりますので、休苑日といたしましては、

従前と変更はございません。 

   また、５条の利用時間でございますけれども、午前９時から午後５時までとする、通夜

につきましては式場を利用する場合は翌日の午前９時までとする。受付時間につきまし

ては、午前８時 30 分から午後５時 15 分までとするで、従前と変わってございません。 

   第９条、第 10 条をごらんください。 

   ９条では、利用の不許可について、第 10 条では利用許可の取り消しと利用の制限につ

いて定めてあります。 

   第 15 条から 18 条が指定管理者の関係になります。 

   第 15 条第１項は、聖苑の管理を指定管理者に行わせることができることについて、第

２項は指定管理者が行う業務の範囲といたしまして、第１号から第４号までの業務を行

っていただくことについて定めてあります。第３項は、指定管理者に聖苑の管理を行わ

せる場合の読みかえ規定でございます。 

   第 16 条は、指定管理者の指定の手続については、那珂市公の施設に係る指定管理者の
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指定手続等に関する条例によることを定めてあります。 

   第 17 条では、指定管理者が行う管理の基準といたしましては、第１号で関係法令を遵

守した適切な管理、第２号で平等なサービスの提供、第３号と第４号で個人情報の保護

について定めてあります。 

   第 18 条第１項は、聖苑の利用料金は指定管理者の収入として収受させることについて

の規定でございます。第２項は、利用料金の額については別表の金額を上限とし、指定

管理者が市長の承認を得て定めることとしておりますので、別表以上の利用料金を定め

ることはできないものとしております。第３項は、利用料金制の場合の免除の規定でご

ざいます。第４項は、利用料金制の場合の読みかえ規定でございます。 

   附則は、この条例は公布の日から施行いたします。 

   81 ページの別表をごらんください。 

   別表につきましては、ご負担いただく料金には変更はございませんが、手術や事故で手

や足など身体の一部を失った場合の火葬炉の使用について定めますとともに、文言の訂

正を行っております。 

   82 ページからが新旧対照表になります。 

   88 ページからが概要となっております。 

   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。 

笹島委員 これの指定管理者にする目的というのは、斎場運営のコスト削減が目的だよね。 

市民課長 コストの削減と住民サービスの向上を図ることを目的としております。 

笹島委員 そうすると、住民サービスの向上とコスト削減というと、それのシミュレーション

というのはつくっているかつくっていないかわからないんですけれども、現時点で直営

でやっている部分と、今度指定管理者にした場合に利用料金と、それから補助を出しま

すよね。それで、それがどのぐらいペイできて云々というシミュレーションはもうつく

っているのかな。 

市民課長 利用料金はどのくらいになるのかということなんですけれども、参考といたしまし

て、25 年度から 27 年度の３年間の決算額の平均から人件費を除いて指定管理者が行う修

繕の額を 20 万円以下として試算したものがございます。人件費を除いた管理運営費が約

4,434 万円、収入が 2,550 万円、こちらを差し引いた額が 1,884 万でした。この額に指定

管理者にした場合、人件費がどのくらいかかるのかと、あと必要な修正を加えましたも

のが指定管理になるというシミュレーションでございます。 

   人件費につきまして、27 年度の決算で約 2,080 万円かかってございます。こちらにつ

いては、社会保険料とかそういうものも全部含んだものでございます。一括して指定管
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理者に委託いたしますので、火葬業務とか受け付け業務、あとは清掃業務とか、こうい

うものを兼務して行うことができますので、そういうところで人数が削減できるのでは

ないかなというふうに考えております。 

   以上でございます。 

笹島委員 そうすると、人件費が削減、相手の会社が削減するというと、それについての住民

サービスの向上になるどころかその逆になる可能性もありますよ、ある程度の助成金と

いうのは、1,800 万ぐらい出すのかな、よくわからないですけれどもね。そうすると、指

定管理者が削るというのはしかないですよね。それともう一つ、補修云々という、焼却

炉云々だって、そんなに長くは、長期に使えないでしょうから。あの焼却する人だって

特殊な人ですから、ある程度の金額が高いわけですよね。いろんな面での、そういう、

あと植栽とあのあたりのメンテナンスとか、その他もろもろ結構諸費経費というのはか

かると思うんですけれども、そういうものを相手に渡して削減してもらうと。逆に下手

すると、今言っていた住民サービスにつながらない部分が出てきてしまう。そういうこ

とも頭の中ではシミュレーションはしているのかな。 

市民課長 委員さんがおっしゃられましたように経費の削減、こちらを重点的にやってしまい

ますと、サービスが低下するというようなこともございますし、維持管理、こちらにつ

いてもおろそかになってしまって、長く使えなくなってしまうというようなこともござ

いますので、住民サービスの向上を図れながら経費も削減できるような、そういうふう

な形で進めていきたいというふうに思っております。 

副委員長 住民サービスの向上というのは何が見込めますか。 

市民課長 なかなか難しいところではあると思いますので、民間企業のきめ細やかなサービス

というようなことを考えております。 

副委員長 あそこ事務局があるだけで、実際の葬儀を取り仕切るわけでもないですし、サービ

スらしいサービスというのは特にないと思うんですね。何を望んでいるのかがちょっと

わからないんですけれども。何かありますか。 

市民課長 そうですね。サービスについてなかなか難しいところではあるんですけれども、本

当に細かいところであれば、バスが来たときにちょっと段の、何ていうんですか、ああ

いうのを用意してあげるとか、本当に細かいことにはなってしまうと思うんですけれど

も。 

副委員長 じゃ、言いますね。サービスとしては、まず、ここは公務員らしいといえばらしい

んですけれども、時間ぴったりにならないと人が来てもあけない。外で待っている人が

いるんだったらば、中へ入って待っていてくださいというのがやっぱり民間としてのサ

ービスとしてはあるんじゃないかなとは思うんですよ。お葬式ですので、当然親族の方

とか早くいらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、準備の方で早くいらっしゃる方も

いると思うんですけれども、そういう人への気遣いというのは、今からでもできると思
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うんで、まずそれを１つやっていただきたい。 

   それから、よく言われるんですけれども、あそこの葬儀の親族待合室ですね。あそこが

畳にテーブルに座布団なんですね。今、非常にお年寄りの方がお葬式、多いので、そう

すると腰が痛いと。座椅子はあるんですけれども、やはりあれも立ったり座ったりとい

うのが大変だという話をよく聞きます。あれも、一刻も早くテーブルと椅子に、畳の上

に何ですかね、トウの椅子とか、畳の上で使える椅子というのはあるようなので、トウ

の椅子とテーブルにするとか、そういったところのサービスの向上をまずやっていただ

きたいと思います。いかがでしょう。 

市民課長 ただいまおっしゃられましたように、高齢の方がふえているということで、トウの

椅子は準備しておりまして、先日も少し多目に買いましたので、そちらについては、全

員分はなかなか難しいとは思うんですけれども、トウの椅子については用意しておりま

す。 

   それと、時間につきましても、今ご指摘いただきましたので、よく聖苑に言っておきま

すので。 

副委員長 課長、ちょっとイメージが違うんですよ。トウの椅子といっても、ちょっと座高が

高いトウの椅子があるんです。おそば屋さんとかおすし屋さんなんかでも最近用意して

いますけれども、いわゆる低いトウの椅子じゃなくて、普通の椅子と同じ高さのトウの

椅子があるので、それとあとテーブル、洋式のテーブルに使えるようなものがあります

んで。それのちょっとご検討をいただきたいと思います。低いトウの椅子は、あれかえ

って結構立つとき大変なんですよね。どうでしょうか。 

市民課長 わかりました。要望として承っておきます。 

副委員長 指定管理に渡す前に、ぜひ投資じゃないな、設備として、市で用意していただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

市民課長 よく検討いたします。 

笹島委員 私も仕事柄、いろんな葬儀場へ行っているんですけれども、まずあそこは要塞みた

いなところで、中がすごく狭いじゃないですか。圧迫感を感じて。それで一番感じるの

は、式場に大勢来た場合、後ろに立っているんだよね。もういろんなところへ行ったけ

れども、立っているところはないんですよ、やっぱりどこの式場でも。必ず椅子は置い

てあるけれども、お客さんがふえたら椅子を持ってきて座らせるようにという。まして

下は大理石の感じで、冷たい感じのところでしょう。だから、何かそういう本当の抜本

的な大改造をしないと、とても恥ずかしくて、ほかの式場を使ってしまいますよ、やっ

ぱりどうしてもね。 

   だから、もうそこをなんとか、一番考えてほしいのはそこなんだよね。指定管理者も大

事かもしれないけれども、何か使い勝手が悪いところをさ。これで金を浮かしてそのほ

うに投資するんだったら構わないけれども。何かちょっと考えてくれないと、このまま
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では同じ、いつまで使うかわからないけれども、ほかの式場と全く違うんですよね。私

らの議員になる前だからさ、私らよくわからなかったけれども。なんとかならないんで

すか。 

市民課長 まず聖苑の大きさを大きくするというのは、なかなかちょっと大変なことじゃない

かなというふうに思っております。今の聖苑を活かしてやるほかないかなというふうに

考えております。 

笹島委員 何かないかね、改修する、大改修する方法。もうしようがないよ、周りは額田城み

たいに石垣で囲まれて、それはもうどうしようもないんだろうけれども。内部に、何か

そういうスペースを広くとれる方法と、来た方に座っていただけるようにと、だんだん

高齢者がふえてくるから。それはもう大至急何か考えて、措置を講じてほしいと思うん

だけれどもね。もう指定管理者なんかどうだっていいよ、こんなことなんか、そんな。

でも、そういう使い勝手が悪いようなことじゃなく、いい斎場にしてほしいんですよね。

そっちに頭使ってほしいんだけれども。だってこれ指定管理者にしたって、そんなに何

の変わりもないよ。向こうの指定管理者が、2,000 万くらい今人件費を使っているのを半

額なんてできないからね。だから、私それを思うのよ。削って削って削りまくるの。そ

うしたら申しわけないけれども、サービスだって悪くなるし、人を減らすほかないです

よね。それで正職員はなくしてパートか臨時の人でしょう。いいわけないじゃないです

か。 

   だから、何かやっぱりそういう、何かこう違うところに、主たるものは何かというのを

ちょっと考えてほしいと思うんですけれども、私そのためにきょう、今ここで発言して

います。 

市民生活部長 よろしいですか。ご指摘の点、ごもっともだと思います。ただ、那珂聖苑につ

きましては、竣工したのは平成 13 年だったと思います。15 年、16 年ぐらい前ですか。

その当時、まだお葬式というのは自宅でやるのが主流だったんですね。そうじゃなくて

火葬場をつくるにあたって斎場も併設しようということで、その場合には使えるように

ということで、大式場と小式場２つを併設するという設計思想で設計されたんだと思い

ます。 

   それから時代も変わって、ほとんどのお葬式が斎場でやるというような時代になってい

ますので、確かに時代の要請に今の斎場が適しているとかと言われれば、なかなか難し

い面があるのかなと。 

   ただ、先ほど申しましたように、施設が完成してまだ十五、六年ですので、今大改修を

して、現状の使われ方に合うような改造をするというのは、ちょっと難しいのかなと。

いずれ老朽化といいますか、年数が過ぎれば、改修が必要になるでしょうから、そのと

きに、やはり今おっしゃられたようなご意見も含めて考えていかなければならないのか

なと思います。 
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   それとあと、指定管理者制度になって何が変わるのかというご指摘でございます。確か

に人件費が多少減るのかなという感じはいたしますが、それにしてもそんなに変わらな

いだろうと。むしろ懸念されるのは住民サービスの低下が、人が減ることによって、懸

念されるんじゃないかというご指摘もごもっともだと思います。それは私どもも重々承

知しておりますので、今後指定管理の業者を選定、募集するわけですが、その募集要項

の中で、住民サービスの低下については起こさないようにというような募集要項を十分

協議した上でやっていきたいと。 

   それとあと、人件費が多少減るかもしれませんけれども、それとあわせて、現在聖苑に

正職員が１名、それから再任用職員が１名、あと臨時と嘱託職員が１名いますか、そう

いう形でやっています。那珂市の職員数もなかなかふやせない中で、正職員と再任用職

員を充てているということも、指定管理にすれば、その人員を本庁に持ってきて有効に、

有効活用と言ったら怒られますけれども、それなりの部署に配置することもできるとい

うことも一つのメリットとしては考えられるのかなというふうに私的には感じています。 

   以上です。 

副委員長 根本というか、原点としては指定管理にする目的というのは、ごめんなさい、もう

一回、何がこれ一番の目的なのかを教えていただけますか。 

市民課長 経費の削減と住民サービスの向上ということになってございます。 

副委員長 何か今の話を聞いていると、余り経費の削減にもならないし、住民サービスの向上

といっても、そんなに住民と接するわけじゃないですもんね、事務局の人は。掃除とか

は委託先の方が今もやっていらっしゃいますし、そんなにメリットを見出せない感じは

するんですよね。それは何か指定管理というのが最近どうなんですかね。ちょっと一昔

前ははやりましたけれども、最近どうなのかなと思うんですけれども。 

市民生活部長 確かに住民サービスにはそんなに影響ないんじゃないかというご指摘もあろう

かと思います。ただ、あそこで一番重要な住民サービスというのは、施設を適正に維持

管理するということなのかなというふうに思うんですね。当然事務所で接客もあります

けれども、それは二の次、三の次なのかなと。一番大切なのは、施設を適正に維持管理

し、火葬を請け負っている業者ですとかそういったところと折衝してやるというのが一

番重要な住民サービスの点なのかなと。 

   その点については、指定管理をしたとしても、適切な施設管理ですとか、その点につい

ては丸投げというわけじゃございませんので、市としても十分に目を光らせて不手際の

ないような形でやっていきたいというふうに考えております。 

   それとあと、最近の傾向ということでございましたが、県内の斎場については、すみま

せん、手元に細かい資料がないです、三十いくつあったと思うんですが、そのうちの６

施設が今現在指定管理制度をとって、実際に指定管理で行っているところです。 

   指定管理云々については、今後もやはり市全体、斎場に限らずですけれども、市全体と
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してできるものから指定管理をしていって、直接市が経営するんじゃなくて、指定管理、

民活といいますか、民間の活力を有効活用していこうという方針は、これは行財政改革

の中でも示されておりますので、それにのっとって粛々とやっていくしかないのかなと

いうふうに考えているところでございます。 

副委員長 その指定管理になっている６施設ということなんですけれども、おそらく、いわゆ

る火葬場というのは迷惑施設と言われるものになってしまうじゃないですか。それを建

てる条件として、地元の組合に施設の運営を委託しますよというパターンをいくつか私

は聞いたことがあるんですね。そういう事情での指定管理なんじゃないかな、全部とは

言わないですけれども。その辺ちょっと調べていただけましたかね。 

市民生活部長 ちなみに、今６施設と申しました、実際は７施設ございまして、具体例を申し

あげますと、日立市に４施設あるんですかね。そのうちの３施設が松光社、宮本工業所

のグループ、民間企業ですね。それから、もう一施設は社会福祉法人が経営しています。

あとは常陸大宮市の施設については茨城みどりですから、これは農協ですかね。あとは

常陸太田市にありますのは里美ふるさと振興公社、これが小宅委員ご指摘の地元のかな

というふうに思うんですが。あとは神栖市でやっていますのが有限会社かみす葬祭とい

いますか、これやはり民間企業ということで。確かに小宅委員おっしゃるように地元の

そういった団体がやっているところもございますが、多くは民間企業が請け負っている

というところでございます。 

副委員長 ぜひ、経費の削減と住民サービスの向上につながるように期待したいと思います。 

助川委員 これ職員さん、一切かかわりなくなるんでしょうから、その受け付けの時点から、

聖苑の使用の許可の段階、全ての事務作業も委託して指定管理者ということになるんで

すか。 

市民課長 受け付けから使用の許可から火葬まで、全部民間の業者になります。 

助川委員 一番民間業者に、指定管理者にお任せして民間の風が入ったなと感じるのは、きょ

うは満杯でこの日はできませんよといったような苦情がなくなる形が、回転率をよくし

て、効率を上げてということが一番はっきりわかることだと思うんだけれども、その辺

の聖苑の斎場の利用に関しては、民業を圧迫してもまずいだろうと思いますんで、適度

な利用できない日にちがあったほうが民間さんはいいのかなという感じもしますけれど

も。ただ、どうしてもこの日の時間、その指定された時間にはできないですけれども、

この時間になればその日でもあいていますよと、火葬にしても葬儀にしてもできますよ

と言われるようなサービス向上になれば、はっきりと指定管理者にしてよかったかなと

いうようなこともあると思うんですが、その辺のところの計算というのはされているん

ですかね。 

   火葬に関しては１日何体できるんでしたか、それから、葬儀は１日何件できるんでした

か。 
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市民課長 火葬につきましては１日６体でございます。式については、大小、普通１つずつな

んですけれども、ここら辺はもしかすると指定管理者の方が上手に時間配分して、午前

と午後とかいうふうにやっていただける可能性はあるかもしれません。 

   今は、ほとんど最近は、１つの大式場で午前と午後というのは余りない、時間の関係で

なかなか難しいということで。 

助川委員 これ指定管理者にお任せにあたっては、そういった制限はかけられないんでしょう。

指定管理者のやりやすいような効率を求められて運営する方向でいってもよろしいとい

うことなんでしょう。 

市民課長 式場についてはある程度できると思います。時間についても、先ほどの条例で決ま

っているんですけれども、こちらについては市長の承認を得れば時間を延ばすこともで

きますので、そうすれば、30 分ぐらい早くすれば２回、もしかするとできるような可能

性もあるかなというふうには思っております。 

助川委員 指定管理者にされるとすれば、効率よくやられて、サービスも落ちていないという

ようなことで、逆にサービスもよくなったよと言われるような形になっていただくこと

を市民の方は望むわけですから。それが１つでも欠けてしまうと、そういう制度にしな

いほうがよかったんじゃないのというようなことになってしまいますんで、それだけは

注意をしていただいてやっていただければと思います。 

   以上です。 

市民課長 わかりました。 

綿引委員 指定管理者の選定方法というのは決まっているんでしょうか。 

市民課長 こちらは指定管理者選定委員会というものがございまして、そちらで選定していた

だくようなことになります。 

綿引委員 そのメンバーはもう決まっているんでしょうか。 

市民課長 指定管理者選定委員会のメンバーなんですけれども、副市長が委員長で、聖苑を所

管する部長であります市民生活部長が副委員長で、その他企画部長とか総務部長とかが

委員になっております。あと、民間の方も１人入るということを聞いております。 

委員長 ほかにありませんか。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。 

   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 45 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。 
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     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第 45 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２時 05 分） 

     再開（午後２時 07 分） 

委員長 再開いたします。 

   議題にはございませんが、議会報告会に関連して１点ご連絡があります。 

   前回の議会報告会で行いましたとおり、議会報告会で参加者からいただいたご意見等の

うち、改めて詳しい回答、対応が必要なものについては、定例会閉会中に再度検討を行

うことになろうかと思います。 

   議会報告会での意見の内容は、追って提示されることになっておりますが、正副委員長

で検討内容の整理を行い、詳しい検討が必要な場合には、改めて委員会開催の通知をい

たしますので、よろしくお願いをいたします。 

   ということです。お願いいたします。 

   それでは、以上で総務生活常任委員会を閉会といたします。 

   お疲れさまでした。 

閉会（午後２時 09 分） 

      

   平成 29 年８月 29 日 

    那珂市議 総務生活常任委員会 委員長 勝村 晃夫 

 

 

 


