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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９月 14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） 

     教 育 長 大縄 久雄       

財政課長 茅根 政雄      財政課長補佐 会沢  実 

会計管理者 小澤 祐一     保健福祉部長 加藤 裕一 

社会福祉課長 菊池 正明    社会福祉課長補佐 生田目 奈若子 

生活福祉Ｇ長 山田  明    障がい者支援Ｇ長 秋山 雄一郎 

こども課長 大森 晃子     こども課長補佐 片野 弘道 

菅谷保育所長 永井 裕美    地域子育て支援センター長 助川 淳子 

介護長寿課長 池﨑 みち子   介護長寿課長補佐 大内 正輝 

保険課長 先﨑 民夫      保険課長補佐 高畠 浩一 

健康推進課長 片岡 祐二    健康推進課長補佐 藤咲 富士子 

教育部長 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 

国体推進室長 綿引 勝也    スポーツ推進室長 鈴木 良一 

体育Ｇ長 坂本 博之      図書館長 萩野谷 智通 

中央公民館長 会沢  直    歴史民俗資料館副館長 木内  忠 

会議に付した事件と結果概要 

付託案件 

   １ 議案第 55 号 那珂市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例 

            結果：原案のとおり可決すべきものとする 
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   ２ 議案第 56号 平成 29年度那珂市一般会計補正予算（第２号） 

            結果：原案のとおり可決すべきものとする 

   ３ 議案第 57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２号） 

            結果：原案のとおり可決すべきものとする 

   ４ 議案第 60号 平成 29年度那珂市介護保険特別会計（保険事業勘定）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 63号 平成 28年度那珂市各種会計歳入歳出決算の認定について 

            結果：原案のとおり可決すべきものとする 

   ６ 請願第３号  教育予算の拡充を求める請願 

            結果：原案のとおり採択すべきものとする 

   ７ 調査事項「教育環境に対する支援」について 

結果：視察研修について協議 

   ８ 茨城県市議会議長会議員研修会の出席者について 

            結果：君嶋委員に決定 

開会（午前 10時 00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、まことにありがとうご

ざいます。 

   今、大和田委員のほうから、きょうインターンシップで大和田委員のところでお世話になって

いる大学の学生さんが後ろで傍聴されていますので、そういったこともございますので、執行部

の皆様におかれましては、明瞭かつ簡潔に、将来市役所職員、もしくは議員になりたいというよ

うな方かもしれませんので、ぜひその辺踏まえまして、よろしくお願い申しあげたいと思います。 

   簡単ですが、ご挨拶に代えたいと思います。きょうは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ください。 

   携帯電話をお持ちの方は、必ず電源をお切りいただくか、マナーモードでお願いいたします。 

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

で、これより教育厚生常任委員会を開会いたします。 

   会議事件説明のため、教育長外関係職員の出席を求めております。 

   なお、副市長におかれましては、身内の方のご不幸があったということで、欠席したいという

ご連絡を頂戴しておりますので、ご報告をさせていただきます。 

   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。 
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議長 おはようございます。 

   古川委員長のもと、教育厚生常任委員会、ご苦労さまでございます。補正の審議、それから決

算の認定と、たくさんの議案がございます。委員長のお話にありましたように、説明にはページ

数、それから、もちろん質問者もそうですけれども、的確な質問とちゃんとしたお答えをいただ

ければありがたいかな、そういうふうに思います。 

   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。 

   それでは、続きまして、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。 

   本日の審議、お世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。 

   １日に２学期がスタートいたしました。充実の２学期となるよう、今、各学園、学校ともに取

り組んでいるところでございます。ご案内のように先週の土曜日には中学校の体育祭が開催され

ました。すばらしい天気のもと、子どもたちの頼もしい姿を議員の皆様もごらんになったことと

思います。この後、中学校は今月末に新人戦、それから 10 月下旬には各学校の文化祭が予定さ

れております。小学校におきましては、校外学習、いわゆる遠足等を含めた各行事に取り組んで、

子どもたちの健全な健やかな成長に取り組んでいきたいなというふうに思っております。 

   なお、11 月２日には、ばらの学園、一中、それから菅谷西小、五台小の研究発表会が予定さ

れております。ご承知おきいただければというふうに思います。 

   市内の小中学校の状況の報告をもって、挨拶に代えさせていただきます。 

   きょうは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、会議に入ります。 

   本委員会の会議事件は別紙会議次第のとおりであります。 

   審議をスムーズに進行するため、担当課ごとに審議をいたします。 

   これより議事に入ります。 

   議案第 56号 平成 29年度那珂市一般会計補正予算（第２号）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受け、その後で各担当課の質疑を行うことと

いたします。 

   では、初めに財政課より一括して説明を求めます。 

財政課長 財政課長の茅根です。外関係職員が出席しております。どうぞよろしくお願いいたします。 

   それでは、一般会計補正予算の１ページをごらんください。 

   議案第 56号 平成 29年度那珂市一般会計補正予算（第２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。 

   第３表、債務負担行為補正になります。３行目になります。 

   生活保護レセプト管理システム、期間、平成 29 年度から平成 34 年度まで。限度額 485 万
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8,000円。 

   13ページをお願いいたします。下段になります。 

   ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費 301万 6,000円の減。 

   14ページをお願いいたします。 

   ３目障害福祉費 162万円。８目介護保険費 166万 4,000円。 

   ３款民生費、２項児童福祉費、２目児童措置費６万 8,000円。 

   15ページをお願いいたします。 

   ３款民生費、３項生活保護費、１目生活保護総務費 54万円。 

   ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費 4,840万 4,000円。 

   ２目予防費３万円の減。 

   18ページをお願いいたします。下段になります。 

   ９款教育費、１項教育総務費、２目事務局費 34万円。 

   19ページをお願いいたします。 

   ９款教育費、２項小学校費、１目学校管理費 380万円。 

   ９款教育費、３項中学校費、１目学校管理費 698万 4,000円。 

   20ページをお願いいたします。 

   ９款教育費、４項幼稚園費、１目幼稚園費 750万円の減、２目幼稚園建築費 11万 2,000円。 

   ９款教育費、５項社会教育費、１目社会教育総務費 33 万 7,000 円、４目歴史民俗資料館費 13

万 4,000円。 

   21ページになります。 

   ９款教育費、６項保健体育費、１目保健体育総務費 91 万 8,000 円、２目学校給食共同調理場

費 100万円の減。 

   22ページをお願いいたします。中段になります。 

   12款諸支出金、３項償還金、１目償還金 7,000円。このうち 3,000円が介護長寿課の所管とな

ります。 

   以上でございます。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。 

   それでは、これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

   大和田委員、ございませんか。 

大和田委員 じゃ、あえてというわけですけれども、19 ページの教育費、小学校費の学校管理費の

社会科副読本編集ということで、どういった本をつくるのでしょうか。 

学校教育課長 学校教育課です。お答えいたします。 

   こちらの副読本は、小学校３年生、４年生の２年間で使用いたします「わたしたちの那珂市」

という副読本になります。来年の４月に新たに３年生になる児童に配布する分の外、今回 32 年

度までの３カ年分として 1,500冊の作成費を計上いたしました。 
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   以上です。 

大和田委員 その本というのは何ていうんですか、学校に置いておいておくのか、それとも家庭用に

するのか、あと、どういった授業の、どこの授業で取り扱うかというのをお願いします。 

学校教育課長 こちらは社会科の副読本ということで、小学校３年生に新しく上がる子たちに配布い

たします。社会科の授業の中で、単元の中で、那珂市の郷土を知る授業として活用いたしており

ます。 

委員長 よろしいですか。 

   外にございませんか。 

君嶋委員 ２点お伺いいたします。 

   まず 14 ページ、介護保険費の中の地域介護・福祉空間整備補助事業ということで、先進的整

備支援事業ということで補正されていますが、この事業はどういう事業なのかということと、も

う一つが 19 ページの教育費、小学校、中学校の修繕費、これはどちらもどこの中学校、小学校

で何を行うのか、その２点をお伺いいたします。 

委員長 まずは、じゃ、介護長寿課ですか。 

介護長寿課長 お答えします。 

   先進的整備支援事業とはどういうことかということですが、これについては、地域包括ケアシ

ステム構築に向けて、高齢者が住みなれた地域で生活を継続するための居住環境の整備を目的と

した事業になっておりまして、国の補助金になっております。 

   以上でございます。 

委員長 １点目はそれでよろしいですか。 

君嶋委員 高齢者が住みよい環境をつくっていく、どういう事業なのか、まず、ただその内容はわか

りますけれども、国からの補助はね。内容的にどういうことをやるのかというのをちょっとお伺

いしたいんですが。 

介護長寿課長 今回の補助にしましては、既存の小規模施設のスプリンクラーの設置事業でございま

す。 

   以上です。 

君嶋委員 それは了解しました。 

委員長 じゃ、２点目、学校教育課。 

学校教育課長 お答えいたします。 

   小学校、中学校で補修事業として予定しているもの、主なものを申しあげます。まず小学校で

は菅谷小学校の放送室の音響機器や非常放送用アンプの修繕、中学校では二中、四中の放送設備

関係の更新、あとは二中、三中の給食用昇降機の修繕、また、４つの中学校で消火栓ホースの交

換ということで、主なものは予定をしております。 

   以上です。 

君嶋委員 わかりました。了解しました。 
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委員長 外にございますか。 

   じゃ、すみません、余り委員長は発言するなと言われているんですが、私からちょっと何点か

お聞きします。 

   今の君嶋委員からの小中学校の修繕もそうなんですが、15 ページの保健衛生総務費の総合保

健福祉センター管理事業の工事請負費、空調設備改修工事 4,827万 6,000円ですか。これと、そ

の小中学校の修繕なんですが、いつも私、必ずこういう補正のときにお話をするんですけれども、

なぜこれだけの大規模修繕がこの補正で行われてしまうのかということがいつも疑問なんですね。   

当初予算でそういう計画がなかったのか。であれば、多分緊急性があるということなんですが、

緊急性があるのであれば、もうちょっとそういう修繕関係の計画をきちんと、年度計画を立てて

やっていただきたいなというふうに思うんですけれども、その辺いかがでしょうか。それぞれ伺

います。 

健康推進課長 健康推進課になります。 

   総合保健福祉センターの管理事業の中の工事請負費なんですが、まず経過について説明します

と、こちらのほうは内容的なものとしましては、高齢者福祉センター、平成４年に開設されまし

た、そちらのほうの空調設備が 25 年を経過しまして、既に老朽化等できかない部屋とかがでて

きていますので、そこの修繕をするというような内容でございます。 

   それで、なぜ今回補正に上がっておりますかという経過につきましては、こちらの部分につい

ては、もう二、三年前から空調の設備が悪くて、当初、実施計画の予算のほうに計上を行ってお

りましたが、昨年に計上した中におきましても、実施計画の査定の中で、予算枠がないというこ

とで削られました。それで、事業手法等についても昨年から検討を行ってまいりまして、その中

で、昨年の 12 月ぐらいに既存設備の改修について調査等を行っておりまして、改修の方法等に

ついて最終的な方針が決まったのが本年の２月ぐらいになります。それで、空調設備を現在、こ

こ二、三年、既存の設備をお金をかけて改修しながら使っておりますので、次年度に向けまして、

現段階で補正をとって行わないと、平成 30 年度の来年の夏の対応に間に合わないということで、

今回補正のほうで上げさせていただきました。 

   以上になります。 

委員長 わかりました。 

   じゃ、学校教育課、お願いします。 

学校教育課長 学校教育課です。 

   本来、修繕というのは耐用年数や点検の結果で、修繕の必要なものからやっていくものと思っ

ています。私どもも当初予算を計上する際には、計画的にそういうもの、優先順位を決めて定め

ております。 

   ただ、なにぶん市内の小中学校、校舎や設備が非常に老朽化しております。なので、計画的な

ものを順次進めていく前に、突発的なものが、常時修繕が必要な状況が出てきております。その

ため先ほど委員長がおっしゃったように補正の予算を毎回お願いしているような状況になってお
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ります。 

   本年度につきましても、緊急に対応しなければならないものがもう既に発生しております。予

算の執行が前倒しになっているということで、本来、私どもがやろうとしていたものが今後予算

不足になる、その懸念が出てきましたので、今回補正を上げさせていただきました。 

   以上です。 

委員長 わかりました。 

   それぞれの理由は了解なんですけれども、財政課の見解をちょっと伺いたいんです。その辺は

どうなんでしょうか。いわゆる予算、実施計画も含めた予算措置については。 

財政課長 先ほどの総合保健福祉センターの件なんですけれども、こちらにつきましては、当初、実

際に上がってきたのが１億円以上の修繕費が上がってきまして、それにつきましては、それだけ

のお金をかけるものなのかどうか。今回 4,800万という数字になりましたが、再度工法等を含め

てもう一度見直してほしいということで、一度そこで戻していただきまして、再度調査とか、そ

の工法の検討とかもいろいろ、昨年度から今年度にかけてやりまして、そしてその工法によって、

やっと有効な方法で金額が安くなるということで、この今回 4,800万という数字が上がってきた

次第でございます。 

   あと、小学校につきましては、確かに今、学校教育課長が言いましたように、施設が多くござ

いますので、当然その施設、小学校、中学校も多いものですから、当然順次計画的にやっていく

ものもありますが、やはり施設が多いものですから、突発性というものは多くございまして、そ

ういうものについては、計画というか予想外のものが出てくるということで、そういう場合には

補正で対応していくということになると思います。 

   以上でございます。 

委員長 わかりました。 

   最初の高齢者福祉センターの空調設備の件については、当初１億余りの予算だったのが、それ

を見直しさせたら約半額になってしまったというところが、何かその、査定する側はそれは当然

だと思いますけれども、原課のほうでどうなんですか、それ。それで 4,800万円で今回の件は十

分足りちゃう工事になるんですか、満足できる。 

健康推進課長 工事内容についてなんですが、当初予算１億の見積もりにつきましては、既存の、現

在、開館の当時にありました冷温水発生設備を使いまして、配管等の改修を行うような予定での

事業費の見積もりでございました。その内容につきまして、財政課、市長等より指摘を受けまし

て、技法等について再検討をするようにという話がありましたので、建築課のほうと業者を交え

まして、工法等についていくつか検討した中で、既存の設備の改修ではなく、パッケージエアコ

ンのほうの導入というような別の手法での対応で空調設備等を整備するような方向に見直しまし

たので、金額的なものとしてそういう金額になります。 

   なぜ安くなりましたかにつきましては、高齢者福祉センターにつきましては、既存のこども発

達相談センター部分につきましては、開設時点から空調の効きが悪くて事業が営めないというこ
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とで、既存の空調以外にパッケージエアコンを既に導入済みでございますので、残った部分の高

齢者福祉センターの機能を回復するために、パッケージエアコンの導入で対応するような形で今

回手法を見直して、事業費について半減というような形で上げさせていただきました。 

   以上になります。 

委員長 ありがとうございました。 

   その手法、工法を見直しただけで、満足いく結果は出ているわけですね。そこをもう一回確認

したい。 

健康推進課長 空調につきましては、業者を交えまして、その空調設備等の能力、部屋の広さ等に応

じまして、空調の機器とかを確認した上で、既存のパッケージエアコン、大型のものなんですが、

そちらのほうの導入でも冷暖房等が可能だということで、工法のほうを見直しております。 

   以上です。 

委員長 わかりました。 

   そういった関係で、これ私毎年というか、聞いていると思うんですけれども、次回も必ず補正

で出てきたときはそういうことを聞きますので、なぜ今必要なのかといった部分を必ず聞きます

ので、よろしくお願いいたします。 

   外にございませんか。 

冨山委員 21 ページ、国民体育大会準備事業 91 万 8,000 円。臨時雇用の賃金とありますが、何人ぐ

らいの方でどんな仕事をしていただくためにお雇いになられたのかお聞きします。 

生涯学習課長 生涯学習課長の髙安です。よろしくお願いいたします。 

   こちら国民体育大会準備事業、こちらにつきましては、１名の臨時職員さんになります。半年

間、既存の人数で行ってきたんですが、国体の準備のほうが随分と忙しくなってまいりましたも

のですから、業務のほうが滞るようになりましたので、臨時職員の雇用という形になっておりま

す。１名で週５日、７時間 45分の勤務という形になっております。 

   業務内容といたしましては、ＰＲであったりとか、ＰＲの方法、そういったものの立案であっ

たりとか、その他細かいＰＲ用品、グッズ等の作成であったりとか、そういったものを行ってい

ただくような形になっております。 

   以上です。 

冨山委員 わかりました。 

   国体の準備事業に特化している方をお一人お雇いになられたということで、わかりました。 

委員長 外にございますか。 

     （なし） 

委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結いたします。 
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   これより議案第 56号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしと認め、議案第 56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。生涯学習課以外はご退出をお願いいたします。 

     休憩（午前 10時 22分） 

     再開（午前 10時 24分） 

委員長 再開いたします。 

   生涯学習課が出席しております。 

   議案第 63号 平成 28年度那珂市各種会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

   委員の皆様に申しあげます。決算認定の質疑は、説明のあった科目ごとに行い、質疑を終結い

たします。また、総括質疑は行いません。 

   議案第 63 号、決算認定についての討論及び採決は、全ての該当項目への質疑、答弁が終了し

た後に行います。 

   それでは、順次審議いたしますので、よろしくお願いいたします。 

   はじめに、一般会計歳出のうち生涯学習課から審議いたします。 

   生涯学習課所管の部分について説明を求めます。 

生涯学習課長 おはようございます。 

   生涯学習課長の髙安です。外 10名が出席しております。 

   今回、国体を２年後に控えまして、機運を高めるため、国体ポロシャツにて出席させていただ

いております。どうかよろしくお願いいたします。 

   では、着席して説明させていただきます。 

   それでは、194ページをお開きください。 

   ９款教育費、１項教育総務費、３目教育指導費、コミュニティスクール推進事業につきまして

は、生涯学習課所管になっております。こちら支出済額 15万 1,306円となっております。 

   続きまして、220ページをお開きください。 

   ５項社会教育費、１目社会教育総務費、支出済額１億 5,332万 7,513円。不用額で大きいもの

につきましては、職員人件費関連になっております。 

   続きまして、224ページをお開きください。 

   ２目公民館費、支出済額 3,918万 8,244円。不用額で大きいものにつきましては、公民館施設

管理事業の需用費で、電気料の残金になっております。 

   続きまして、226ページをお開き願います。 

   ３目青少年対策費、支出済額 667万 6,621円。不用額で大きいものは、青少年相談員設置事業

及び青少年育成事業の貸し切りバス借り上げの残金になります。 

   続きまして、228ページをお開きください。 
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   ４目歴史民俗資料館費、支出済額 2,995万 3,078円になります。不用額で大きいものにつきま

しては、歴史民俗資料館運営事業の工事請負費による入札差金になります。 

   続きまして、230ページをお開き願います。 

   ５目文化財保護費、支出済額 1,197万 3,912円。こちらにつきましても不用額で大きいものは、

文化財保護事業の埋蔵文化財発掘調査の委託料になります。こちらは昨年度、個人住宅建築に係

る発掘がなかったことによるものが大きいものになっております。 

   同じく 230ページになります。 

   ６市史編纂費、支出済額 103万 4,240円になります。こちらで不用額で大きいものにつきまし

ては、市史編纂費の印刷製本費で、「発掘調査で甦る古代の那珂市」という刊行物の入札差金に

なっております。 

   続きまして、232ページをお開きください。 

   ７目図書館費、支出済額 9,546万 9,692円。不用額で大きいものにつきましては、図書館管理

事業の電気料の残金になっております。 

   続きまして、234ページをお開き願います。 

   ６項保健体育費、１目保健体育総務費、支出済額 2,934万 6,120円。不用額で大きいものは、

スポーツ教室開設事業の委託料の入札差金になります。 

   続きまして、238ページをお開きください。 

   ３目体育施設費、支出済額 3,269万 2,135円。不用額で大きいものにつきましては、各体育施

設の電気料金の残金や施設管理などの委託料の入札差金になっております。 

   最後になります。240ページになります。 

   ４目総合公園費、支出済額１億 6,558万 9,052円。不用額で大きいものにつきましては、総合

公園の各種点検手数料、燃料費、電気料、緑化管理委託料などの残金によるものです。 

   以上でございます。 

委員長 ありがとうございます。 

   それでは、質疑に移ります。質疑ございませんか。 

大和田委員 224 ページの公民館費ということなんですけれども、先ほど 378 万円の不用額の主なも

のとしては、公民館の電気料ということなんですけれども、実際どのぐらいですか。 

中央公民館長 お答えいたします。 

   電気料としての残額といたしましては、49万 8,989円となっております。 

   以上です。 

大和田委員 決算とはちょっと話が違うのかもしれないですけれども、公民館が暗いということで、

よく市民から話があるものですから、そういった電気料を節約してというので公民館運営してい

るのかなと思いまして、ちょっと質問させていただいたんですけれども、そういった意見は聞い

ていないでしょうか。 

委員長 暗いというような意見は市民からございませんかということだと思うんですけれども。 
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中央公民館長 お答えいたします。 

   館内につきましては、施設の予約状況によりまして、使わないフロア等については消灯するな

どの節電対策をしております。一番電気を使うところといたしまして、集会ホールがございます。

こちらにつきましては、現在いろいろな催し物等で利用されておりますけれども、やはり利用者

のほうからは、暗いというような声はいただいているところでございます。 

   こちらについて、将来的に館内のほうをＬＥＤのほうにかえていきたいというふうに考えてお

りまして、それによりまして、照度不足の改善、あるいは電気料のほうの節減にもつながるとい

うふうに考えております。 

   以上でございます。 

委員長 よろしいですか。 

大和田委員 不用額が多かったものですから、そういったのも今後検討していただけたらなと思いま

して、ちょっと質問させていただきました。よろしくお願いします。 

委員長 外にございませんか。 

副委員長 227 ページの青少年相談設置事業というのがございますね。こちらは、相談員というのは

市内で何名いらっしゃって、受け持っている対象というのは中学生、高校生と考えてよろしいの

でしょうか。 

委員長 どなたが答弁されますか。 

生涯学習課長補佐 お答えいたします。 

   青少年相談員につきましては、各地区より、こちらから依頼を差し上げまして、今現在 48 名

の相談員がおります。それで、先ほど副委員長のほうからは中学校、高校生というお話がありま

したけれども、中学校、高校生ばかりではなく、青少年ですから、小学生も入った、小中高校生

という方が対象になりまして、各家庭に出向いていったり、小学校、中学校に出向いていって、

いろんな事業をおこしているということでございます。 

   以上でございます。 

副委員長 私の勉強不足で申しわけないんですが、相談員という名前がついている以上、なんらかの

困ったこととか、いろんなことについて対処されていると思いますが、目立った相談というのは

どのようなものがありますでしょうか。 

生涯学習課長補佐 それぞれの地区の事情がございますが、例えば瓜連地区であれば、今、白ポスト

というものがありまして、いろんな雑誌ですね、子どもに見せてはならない雑誌とかがあります

ので、そういった問題が起きているということでお話はあります。それから、例えば菅谷地区に

おかれましては、やはりいろんな方が集まるといったら失礼ですけれども、一番人口が多いとい

うこともありまして、外の地区よりもちょっと特異な部分で、例えばいろんなお店に深夜までい

たりする方が、那珂市の方かどうかはわかりませんけれども、そういった方が見られるというお

話は聞いております。 

   以上でございます。 
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委員長 具体的に相談がありますかという質問だと思うんですけれども。 

生涯学習課長補佐 生涯学習課のほうでは特別ないんですけれども、その相談員の会の中でいろんな

意見がございまして、意見交換はしております。すみません、まことに申しわけないんですけれ

ども、そこの詳細部分までは把握はしていないということで、お願いしたいと思います。 

   ただ、担当から聞いた話によりますと、先ほど私が申しあげたようなことは聞いております。 

副委員長 この相談員の中で、例えばこういう相談があったとか、ああいう相談があったという話し

合いの中で、困ったねという形で市のほうに上がってくるようなシステムはあるのでしょうけれ

ども、その中では、今ちょっとお話になれませんということだったので、それはそれでいいとし

ますが、そのようなシステムにはなっているんですね。その相談員の中で困った場合は、市のほ

うに上がってくるというシステムにはなっていると理解してよろしいのでしょうか。 

生涯学習課長 そちらにつきましては、そのようなシステムになっております。毎回、昨年度、平成

28 年度につきましても、月に２回ぐらいの割合で会議のほうは開かれておりまして、その都度

に問題等、自分たちのほうで処理できない等の話がありましたときには、こちらに連絡がいただ

けるというような状況にはなっておりますので。それにつきましては、そのシステムについて、

相談員さんがどこにも話ができないというようなことにはなっておりません。 

副委員長 了解いたしました。ありがとうございます。 

委員長 外にございませんか。 

君嶋委員 231 ページ、その中に歴史民俗資料館の関係で、特別展開催事業ということがありますけ

れども、その下に各種団体補助事業ということで 13 万計上してありますね。これどういう事業

だったのか、その点ちょっとお伺いをいたします。 

生涯学習課長 お答えいたします。 

   補助事業につきましては、那珂市文化財愛護協会、そちらについてと、それから郷土芸能保存

会、菅谷の大助ばやし保存会と門部ひょっとこ踊り保存会のほうに補助金を支出しております。

補助金につきましては、那珂市文化財保護愛護協会のほうが６万 3,000円になっております。郷

土芸能保存会として、菅谷大助ばやし保存会につきましては４万 5,000円、門部ひょっとこ踊り

保存会につきましては２万 2,000円という形で補助金を支出しております。 

   以上になります。 

君嶋委員 これ補助事業で、文化財愛護保存会、これ何をやっている団体なんですか。 

民俗資料館副館長 お答えします。 

   文化財愛護協会、これは有志の方が募集いたしまして、現在 64 名の方が文化財に関していろ

いろな、無形文化財とか有形文化財、これ部会ごとに３つの部会がありまして、毎年研修などを

行っております。あと、自主的に講演会なども実施しております。 

   以上です。 

君嶋委員 その団体というのは、自主的に自分たちで団体をつくって、いろいろ調査しているわけで

はないんですか。 
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民俗資料館副館長 これはもともと昭和 40 年代にできた団体でして、大もとは町のほうで組織をし

まして、だんだん団体が自主的に活動を行っている状況であります。 

   以上です。 

君嶋委員 そうするとね、その団体の活動費というのは、この歴史民俗資料館のほうからの補助事業

だけで行っているのか、それとも市からも補助金をもらって行っているのか、その点ちょっとお

伺いします。 

民俗資料館副館長 この補助金の外に、やっぱり負担金を取りまして、団体自体は活動を行っており

ます。 

   以上です。 

君嶋委員 外の芸能部会とか、さっきのひょっとことかありますよね。そういう団体は、早く言えば    

外の団体にも所属しながら多少補助金もらっていると思うんですけれども、団体については、そ

ういう所属はしていない、単独でその事業を行って、それは市からは一切、外からはもらってい

ない。この民俗資料館、この中からの運営費でいただいてやっているということだけでよろしい

んですか。 

民俗資料館副館長 実際は、この補助金６万 3,000円の外に講演会なども実施しておりまして、その

ときなどには、一応講師の方には謝礼という形でお支払いはしております。だから、講師謝礼の

分の謝金、それは市のほうから出ている部分もあります。 

   以上です。 

君嶋委員 そういう団体で活動しているのはわかりました。 

   あと、せっかくこの決算の主要施策調書の中でも、特別展開催事業というのを結構行っている

んですけれども、すばらしい事業をやっていると思うんですね。ただ、これを今後ですよ、民俗

資料館だけではなく、できればこの庁舎とか何かにそういう展示する場所を設けて、もっと一般

の市民にもわかってもらうような方向を今後組んでいくのか、その辺はちょっとお伺いしたいと

思います。 

民俗資料館副館長 実際今の段階では、その外の会場を使って展示を行うかどうかということは、検

討はしておりません。 

君嶋委員 展示が大変ならば、放映だけでもいいと思うんですよね。そういうものを１階のロビーで

ちょっと放送してみると。那珂市の歴史とか、今も下大賀遺跡とかいろいろ発掘していいものが

出ているものを、やはり一般市民に、皆さんに知ってもらう。そのためには、今コマーシャルか

何かでいろんな病院なんかの放送をしていますけれども、その中でも那珂市の歴史とか、そうい

うものをちょっと放送するぐらいだったらば、誰もそこに立ち会う人もいなくてすむと思うんで、

そういうものをちょっと取り入れて、市民にもっとＰＲできればいいかなと思うんで、それは検

討していただければということで、お願いいたします。 

委員長 課長、よろしいですか。検討してくださいということで。 

生涯学習課長 わかりました。ちょうど市民課の窓口のところにモニター等がありますので、そうい



－14－ 

った中でのＰＲ等もできますし、あと、ロビーにポスター、自前でもできるかとは思いますので、

そういったものでのＰＲというようなことは行っていきたいかと思います。 

委員長 ありがとうございます。よろしいですか。 

   外にございますか。 

冨山委員 233 ページ、図書館協議会設置事業、これ委員さんおりますが、どんな協議会なのか、一

体何人ぐらいの委員さんがおられるのかお伺いします。 

図書館長 図書館協議会につきましては、委員さん 10 名で構成をされております。構成の内訳につ

きましては、決算書のほうに記載しておりますが、10 名のうち学校教育関係者が２名、社会教

育関係者が２名、家庭教育の関係者が２名、学識経験者２名、一般公募の方が２名ということで

の 10名で構成をされております。 

   以上です。 

冨山委員 主にどんなことを話し合ったりなされているのか、お願いします。 

図書館長 こちらにつきましては、地域に開かれた図書館ということを目指しておりますので、図書

館の職員だけ、図書館の司書だけで運営していくことによって、偏った図書館になってしまう可

能性もありますので、一般の方、それから学識経験者、いろいろな方からご意見を頂戴しながら

図書館を運営していくということで設置をしております。 

   以上です。 

冨山委員 例えばこんな本を入れたらいいよとか、こんなふうに開かれた図書館にしましょうよとか、

そういういろいろ図書館の館長さんを交えて話し合っている協議会だということでよろしいです

か。 

図書館長 冨山委員おっしゃるとおり、そういうことも含めまして、さまざまなご意見を頂戴してお

ります。また、図書館としてどういうふうに運営していったほうがいいのかという、館長の諮問

に応ずる機関としてもなっておりますので、いろいろなご意見をいただきながら、よりよい方向

に進むように運営に努めております。 

   以上です。 

冨山委員 ありがとうございます。 

委員長  外にございますか。 

大和田委員 237 ページ、この質問は平成 28 年度決算で行ったのか、平成 29 年予算の話だったのか

ちょっとわからないんですけれども、先ほど、いばラッキーを買ったという話が出ましたので、

いばラッキーをいつ手に入れたのかというのをお聞きしたいなと。 

生涯学習課長 いばラッキーにつきましては、本年度予算の中で購入させていただきました。昨年度

までは、県のほうから借りた形でＰＲのほうをさせていただいていたんですけれども、県のほう

でも５体だったかな、数が余りありませんで、県内の各市町村のほうでＰＲをすることにだぶつ

きがございまして、なかなかこちらで思ったとおりにＰＲができない。本年度につきましても、

各小学校であったりとか、そういったところに行くに当たっても、なかなか他の市町村とかぶっ
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てしまう部分がございまして、自由にＰＲ活動ができないということがございましたものですか

ら、今年度の予算の中でいばラッキーのマスコットのほうをつくらせていただきました。 

   おかげさまをもちまして、本年度につきましてはかなりの割合でＰＲのほうができております

し、また、県のほうから１体借りまして、市のほうで行事がだぶついてしまったようなときなん

かにつきましても、県から借りて、うちのものも使いながらということで、２班に分かれてそれ

ぞれに行ってＰＲをするというような活動もできるようになってまいりましたので、２年後に控

えておりますので、より一層機運を高める上でもそういった事業に貢献できているかなというふ

うに考えております。 

   以上です。 

大和田委員 ちょっと予算なんですけれども、ずばりいくらでというのを、大体でいいです。参考ま

でに。 

国体推進室長 約 69万ぐらいになっております。 

   以上です。 

大和田委員 管理費もかかるんでしょうか。 

国体推進室長 クリーニング代がかかる状況になります。まだクリーニングにはかけておりません。 

   以上です。 

大和田委員 ありがとうございます。 

   先ほどの補正の人員は、その人員ではないですよね。 

委員長 先ほどの臨時雇いの方が活躍されているのかという話。 

生涯学習課長 たまに入っていただくことは考えております。 

大和田委員 ありがとうございます。 

委員長 外にございますか。 

副委員長 235 ページのスポーツ教室開設事業というところですが、これかなりいくつもの教室が開

催されていると思いますけれども、人数に満たない教室というのはございますでしょうか。 

スポーツ推進室長補佐 いくつかの教室につきましては、人数に満たない、例えば物によっては 30

人のところを 15 人とかそういうのもありますが、そうですね、８割以上の教室についてはほぼ

初日の申込日ですか、そちらのほうでいっぱいになって抽せんになっているとか、そういう状況

でございます。 

副委員長 皆さん大変喜んでこの教室のほうに通っていらっしゃる方もいると思いますので、今後と

もよろしくどうぞ頑張ってください。 

委員長 外にございますか。 

   じゃ、すみません、私から１点。 

   241 ページの総合公園管理事業の中の需用費、不用額が 235 万 3,000 円ほど出ておりますけれ

ども、ここには修繕費なんかも入っているんだと思うんですが、総合公園の多目的グラウンドと

ターゲットバードゴルフ場の間に、ちょっと高いところに時計があると思うんですね。あれ以前
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から壊れているということで、利用者から何度もお話がいっていると思うんです。この前、日曜

日、そこをちょっと確認しましたら、何かカバーがかけてあった。ということは、今修理中とい

うことなんですか、それともまだやっていないんですか。 

スポーツ推進室長補佐 そちらのほうですね、今現在、何回か修理を行う形で検討したんですけれど

も、修理ではなかなか難しいと。新しいものを入れると１基につき 40 万とかぐらいかかるのか

な。そちらで、今現在、利用者の方とかも含めて携帯電話とかも含めて各自で時計を持っている

方がほぼ多いと。もちろん一部持っていない方もいらっしゃるんですが。逆に言うと、狂ってい

る時計で時間が間違ってしまうのであれば、各自で確認できる形なので、ちょっとそちらのほう

を考えているところで、今カバーかけてありますが、値段も先ほど言った値段にするかどうかと

いう部分も含めまして、今検討している段階でございます。 

委員長 じゃ、やらないというわけではない、検討中ということですか。 

スポーツ推進室長補佐 そうですね。やらないと決めているわけではなくて、先ほど言った値段まで

かける必要があるのかどうかをちょっと検討している段階でございます。 

委員長 わかりました。 

   外にございますか。 

君嶋委員 223 ページ、成人式開催事業、これは毎年のことで行っていると思うんですけれども、一

昨年はちょっといろいろ会場で元気のある成人者が多かったみたいですけれども、今回はスムー

ズにいったかなと思うんですけれども。ただ、実行委員のメンバーが 15名とか 12名と、これ人

数、総合的には成人者はそんなに変らないと思うんですけれども、今回少なかったという理由は

何なんですかね。 

生涯学習課長補佐 ホームページ等で応募はしていまして、昨年度実行委員として参加してきた方も

２名、３名ほど、その中には入っております。ただ、強制も何もできませんので、あくまでも応

募待ち状態ということで、実際にはそのような人数になって、毎年人数的には相違は出てしまう

んですけれども、それからあと、１回目、例えば実行委員会の１回目を終わった後に、人が足り

ないのでもっと誘ってくださいということで、メンバーのほうにはお願いはしている状況でござ

います。 

   以上でございます。 

君嶋委員 多分、今年と来年とその実行委員に、多少、先輩後輩じゃなくても入ってもらって、流れ

を見てもらうというような方向で進めていると思うんですよね。あと、問題は、来年の成人者、

じゃ、何名ぐらいの実行委員、ふえていますか、それとも前回と同じ 12 名ぐらいで協力いただ

けるのか。あと何名ぐらいの成人者、来年は受けるのか。その点ちょっとお伺いします。 

委員長 課長でよろしいですか。 

生涯学習課長 恐れ入ります。実行委員につきましては、資料のほうをちょっと持ってきていないの

であれなんですが、８名と記憶しております。次年度の平成 30 年の人数につきましては、一応、

該当者については 514 名、男性が 252 人の女性が 262人という形になっております。514 人のう
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ちの約８割ぐらいが出席していただけるのではないかというような形で考えております。 

   以上です。 

君嶋委員 514 名対象になって、その中で式典を運営する実行委員の人、強制はできないですけれど

もね。８名というと大変かなと思うんで、大変でも、職員の方も協力しながらスムーズな成人式

になることを期待しています。多分元気のよすぎる子は少ないかと思うんですけれども、前々回

がちょっと式典の中で余りひどかったんで。今年は少なかったかなと思うね、そういうことがな

かったし、スムーズにいったと思うんですけれども。よろしくお願いします。 

委員長 じゃ、すみません。今の件でちょっと私から。今の件というか、成人式実行委員会。 

   実行委員会の中で開催日については、実行委員会が決定しているというふうに伺っております。

ですから、当事者が自分たちでこの日にやりたいということですから、いいんですけれども、以

前、今土曜日ですよね。金曜日に、例えば東京とかいわゆる遠いところから帰ってくるのが大変

だと。特に女性なんかは着つけとかそういうのもあるでしょうし、例えば東京とかで仕事をして

いて、その日に帰ってこられればいいんですけれども、次の日の朝帰ってきて着つけをやって式

典に参加するとかというと、なかなか大変だと。これ東京だったらまだいいんですけれども、東

北だの関西だというところに行っている方もいらっしゃるようで。 

   ですから、開催日については、教育委員会のほうからこの日ですよとかね、この日に今までも

やっていますよとかという、ある意味誘導するようなことはされずに、あくまでも実行委員さん

みずからが決めると。ですから、日曜日にやってほしいという意見が以前はあったんです。今は

ないのかもしれませんけれども、以前かなりそういう声は聞いたので、実行委員会の当事者に決

めていただきたいと。ただ、その実行委員さんが地元の方ですよね、ほとんどね。ですから、余

りそこまでちゃんと考えられているのかどうかわからないんで、そういったこともあるので、よ

く検討して決定してくださいということでお伝えいただきたいということをお願いしておきたい

と思います。 

   外にございますか。 

     （なし） 

委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

   以上で生涯学習課の所管部分を終了いたします。 

   暫時休憩いたします。再開を 11時 10分からといたします。 

   学校教育課の入室をお願いいたします。 

     休憩（午前 11時 00分） 

     再開（午前 11時 10分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

   学校教育課が出席いたしました。 

   引き続き議案第 63号の審議を行います。 

   学校教育課所管の部分について、執行部より説明を求めます。 



－18－ 

学校教育課長 学校教育課長の小橋と申します。外６名が出席しております。よろしくお願いいたし

ます。 

   決算書は 190ページになります。款項目、支出済額の順に読みあげます。 

   ９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費 202万 873円。教育委員の報酬が主な支出で

す。 

   同じく２目事務局費１億 1,259万 4,780円。教育長、事務局職員の人件費が主な支出です。 

   192ページになります。 

   ３目教育指導費１億 4,425万 9,872円。主な事業としましては、小中学校英語指導助手設置事

業、障害児学習活動支援事業、教育支援センター設置事業があります。 

   196ページをお開きください。 

   ２項小学校費、１目学校管理費１億 5,865 万 717 円。不用額の主なものとしましては、11 節

需用費の光熱水費で、電気料金が下がったことと上下水道の使用量が減少したことにより残額が

生じております。また、14 節の使用料及び賃借料は、プール授業の送迎用のバスの借り上げ料

の入札差金になっております。また、15 節の工事請負費では、瓜連小学校プール解体工事に係

る入札差金です。 

   続きまして、204ページです。 

   ２目教育振興費 7,762 万 1,866 円。不用額は 20 節の扶助費で、就学奨励事業で要保護・準要

保護児童の就学奨励費の残額になっております。 

   206ページです。 

   ３目学校建築費 3,948 万 4,800 円。平成 27 年度からの繰越事業として、瓜連小学校体育館の

天井の耐震化を実施いたしました。 

   続きまして、３項中学校費です。１目学校管理費 9,708 万 8,967 円。不用額の主なものは、11

節需用費の光熱水費で、これも電気料金が下がったこと、上下水道の使用量が下がったことによ

る残額になっております。 

   続きましては、212ページです。 

   ２目教育振興費です、5,372 万 4,681 円。不用額の主なものは、14 節使用料及び賃借料で、各

学校のバス借り上げ料の残額と 20節扶助費で就学奨励事業の残額になっています。 

   214ページです。 

   ３目学校建築費 5,904 万 3,600 円。中学校柔剣道場のつり天井の耐震化工事で、平成 27 年度

からの繰越事業です。実施しましたのは二中、三中、四中、瓜中になっております。不用額は工

事の入札差金です。 

   続きまして、４項幼稚園費になります。１目幼稚園費１億 7,705万 3,426円。不用額としては、

ページをめくっていただいて 217 ページの一番上にあります 11 節需用費、暖房用の灯油が単価、

使用量ともに落ちたこと、修繕料で特に緊急を要するものが発生しなかったことにより残額が生

じております。 
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   次、220ページです。 

   ３目幼稚園建築費 561万 6,000円です。支出の内容は、新設幼稚園建設の委託料として、用地

測量、不動産鑑定などを行いました。 

   最後に、236ページになります。 

   ２目学校給食共同調理場費４億 3,550万 722円。不用額の主なものは需用費で、電気料金と上

下水道料金の残額、食器等を一括購入した消耗品の入札差金、また、燃料費の重油の価格が下が

ったことにより残額が生じています。 

   説明は以上です。 

委員長 ありがとうございました。 

   それでは、質疑ございませんか。 

   じゃ、質問を考えていただいている間に、私から質問させていただきます。 

   私、一般質問で小中学校の用務員を配置したらどうだというご提案させていただきましたけれ

ども、仮にこれが配置されたとなると、どの科目になりますか、小学校の施設管理費か何かです

かね。 

学校教育課長 科目としては、小学校管理事務費、中学校管理事務費になると思います。 

委員長 管理事務費…… 

学校教育課長 ただ、私どもとしては、学園に１人という想定もございますので、それによって款項

がまた変わってくるかもしれませんが、管理費のほうで計上すると思います。 

委員長 施設管理費ではなくて管理事務費。 

学校教育課長 そうです、施設ではなく。 

委員長 わかりました。 

   それを聞いたのは、その科目で今どのぐらい不用額が出ているんだろうというところにちょっ

といっちゃうんですね。毎年毎年こんなに不用額が出るんだったら、少し当初予算で考えたらど

うだということを例年言わせていただいています。不用額が出る理由もわかりますし、それがい

けないとも言うつもりもありませんけれども、先ほどから出ているような、例えば需用費の灯油

代が安かったとかというようなことがありますでしょうけれども、それは費目が違うんでしょう

けれども。であるならば、そういった用務員の配置も学園に１人ぐらいは可能なのではないのか

なというふうに私は考えてしまうんですね。 

   ですから、今後、市長答弁でも、教育委員会がそんなに必要ならば要求したらいいじゃないか

というようなご答弁もいただいておりますので、ぜひ必要であるならばね。先日、校長会の先生

方ともお話をして、そういう要望もしているというような私も伺っておりますので、ぜひご検討

いただきたいと思います。 

   外にございますか。 

大和田委員 不用額が多かったということで、207 ページの学校管理費ですか。私の年代なので、ち

ょうど中学校ですとかそういったところで各机ですとか椅子ですとか、そういったのをかえてほ
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しいという要望があるかと思うんですけれども、ぜひこれだけ不用額があるということなので、

来年度予算で考えていただきたいと思うのですが、どうでしょう。 

学校教育課長 お答えします。 

   私どももその必要性は十分認識しております。先ほど用務員のお話もそうなんですけれども、

校長会からも要望を受けております。来年度の実施計画の策定ということで今進めている中で、

どちらも要求しています。机、椅子に関しては、実際に学校に今どの程度傷みがあるものが何台

あるのかと、机、椅子それぞれもう 10 年以上たって、もう本当に損傷の激しいもの、10 年未満

だけれども激しいもの、まだ使えるもの、４つのランクで分類して、調査票を上げてもらい、ま

た、私どもも現地にて実際目で確認してきました。その中で、今回小学校、中学校それぞれ、次

年度これだけは必要だというのを出しまして、実施計画に計上しているところです。なので、今

後の予算査定に向けて、私どもも必要性をきちんと訴えていきたいと考えております。 

   以上です。 

委員長 よろしいですか。 

   外にございませんか。 

冨山委員 小学校費でしたか、先ほどバス借り上げでプールに行くという、小学校管理費の中でした

か。小学校にプールがないという学校というのは今何校ぐらいありますか。 

学校教育課長 今、自校プールでやっているのは菅谷小と菅谷東小のみなんです。実際プールの授業

のために送迎しているのが、横堀と額田小学校が笠松のところへ、菅谷西、芳野、木崎が総合公

園で授業を行っています。そのためのプール送迎です。 

冨山委員 私たちの子どものころというのは、プールの時間というのは結構とれたんですよね、自分

のところにありましたから。ない子どもたちというのは何回ぐらい年に、その期間中に実施して

いるのかお願いします。 

学校教育課長 プール授業は年３回です。 

冨山委員 わかりました。 

委員長 外にございませんか。 

君嶋委員 207 ページの中で、中学校柔剣道場の耐震化という工事を行ったという説明ですけれども、

瓜連中学校の体育館というのはまだ新しくて、震災のときには、実際は避難所に使われた施設な

んですけれども、やはりそこでも工事等が必要だったのかということと、あと、柔剣道室という

ことで、ちょっと私も全部が全部わかっているわけではないですけれども、一中なんかだと柔道

場、剣道、建物がありますけれども、外は体育館の中にそういう施設があって、その中が傷んで

いたために耐震化の工事をしたということでよろしいんですか。その辺確認させていただきます。 

学校教育課長補佐 お答えいたします。 

   中学校柔剣道場につきましては、震災以後基準が変わりまして、瓜連中学校の体育館につきま

しては、新しい学校なんですが、当時の新しくできた基準には合致していなかったということで、

今回耐震補強という形の工事を実施いたしました。 
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   なお、一中につきましては、天井が張っていない柔剣道場ですので、こちらについては該当し

ていないという状態でございます。 

   以上です。 

君嶋委員 わかりました。了解しました。 

   ただ、そうすると、そこで瓜中の場合は、スピーカーも埋め込み式を改修したということなん

ですか、これ。 

学校教育課長補佐 お答えいたします。 

   天井材を重いものから重量の軽いものに変えました。その都合によりまして、スピーカー等も

変更しなければならなかったということで、今回改修をいたしました。 

   以上です。 

君嶋委員 了解しました。 

委員長 外にございませんか。 

冨山委員 もう一度、あと、中学校費の関東大会出場派遣…… 

委員長 何ページになりますか。 

冨山委員 211 ページです。関東大会に出場したというのはどの中学校の何の種目が出場したのか教

えていただきたい。 

学校教育課長 お答えします。 

   平成 28 年度は６件ございました。まず二中で陸上、卓球の２つ。四中で卓球で３つの大会に

出ています。もう一つ、瓜連中学校で野球。以上の６件になります。 

冨山委員 率直な感想ですけれども、結構スポーツ、那珂市すごいですね。もっともっと頑張ってい

ただけるようにたくさん補助が出ればいいなと。ありがとうございます。 

委員長 外にございませんか。 

萩谷委員 ちょっとした疑問というか、ちょっとよくわからないので、１点、２点くらいちょっと聞

きたいんですが、まず 193ページの障害児学習活動支援事業とありますけれども、生活指導員、

また幼稚園講師の方々は 5.5 時間勤務となっていますけれども、障害児学習指導員の方は週 29

時間という勤務となっているんですよね。これどういうことで 29 時間となっているんですかね。 

委員長 ごめんなさい、決算主要施策調書のほうですよね。何ページになりますか。 

萩谷委員 108ページ、決算書は 193ページ。 

委員長 施策調書の 108ページ。ご答弁は。 

学校教育課長 申しわけありません、最後、もう一回聞かせてもらってもいいですか。 

萩谷委員 障害児学習指導員の人と生活指導員、幼稚園講師とここの調書にありますけれども、生活

指導員と幼稚園講師は１日 5.5時間勤務と、こうなっていますよね。しかし、障害児学習指導員

は週 29 時間勤務となっているんですよね。どういうことでこれ、特別かもしれませんけれども、

どういうふうなのかちょっと。 

指導室長 お答えします。 
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   週 29 時間という縛り、それから１日の勤務時間が 5.5 時間という、そういう縛りにつきまし

ては、社会保険等の上限が規定されておりまして、その規定をそもそもつくったときの基準に沿

って週 29時間、１日 5.5時間というのが決められたという経緯として聞いております。 

萩谷委員 これ国で決めたということですか。 

指導室長 もともと労基法か何かのところで、決まっていたということなんですけれども、今、総務

課のほうとちょっと話し合いを持ちまして、社会保険のその基準についても変更が今徐々にされ

ているというところなので、少しずつその辺の勤務時間については検討しているところでござい

ます。 

萩谷委員 29 時間というと、５日と考えると 5.8 時間くらいになると思います。それだけを毎日大

体やっているということですか。 

指導室長 週 29 時間のほうは学習指導員のほうがその規定になっていたかと思います。それから、

１日 5.5 時間、週 27.5 時間のほうは生活指導員のほうがその規定になっていたかと思うんです

が、こちらの 5.5時間というものについては、もともと社会保険適用がされていなかったという

ことで、5.5 時間のところで押さえていたというのは１つあります。それから、週 29 時間のほ

うは、市のほうで社会保険のほうにたしか適用されていたかと思いますので、そもそもこの障害

児学習指導員の取り入れた中では、県のほうで週 29 時間という、非常勤講師の任用規定があり

まして、それに準じて行ったという経緯でございます。 

萩谷委員 あくまで県のほうのあれで、那珂市独自じゃなく、それでやったということ。特別意味は

ないということですね、そうすると。どっちかというと、指導のほうに対しては。 

指導室長 その中身の運用につきましては、市独自でもって行っている、それは人数とか、運用のた

めの資格とか。そういったものについては市独自で規定を決めてやっているところでございます。 

萩谷委員 よくわからないけれども、わかりました。 

委員長 よろしいですか。 

   もう１点ですか。 

萩谷委員 主要調書の 111ページです。スクールバスですけれども、横堀小学校のスクールバスのほ

うが少し割高なんですよね。距離的にこれ、戸多と本米崎から行く人らでは距離が違うんですか

ね。 

学校教育課長 ルートにつきまして、距離のほうを申しあげます。旧戸多小で芳野小に通うのに、実

は今２ルートで運行しています。１つが 10 キロのルート、１つが６キロのルートなんです。も

う一つ、旧本米崎小の学区から横堀小に通う、こちらも２ルートあるんですけれども、１ルート

が 5.6キロ、もう一つが 3.2キロということで、旧戸多小のほうがルートが長くなっています。 

萩谷委員 それで長いのがもともと戸多小のほうですよね。それで短いのが本米崎小のほうなんです

けれども、何でこれ金額が高いんでしょう。 

学校教育課長補佐 バスの契約に関してなんですけれども、運行ルートは先ほど課長が申しました距

離なんですが、算出にあたりましては、営業所からその運行ルートまでの移動距離も入ってまい
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りますので、どうしても本米崎小学校のほうが営業所からの距離が遠いという形になります。 

   以上です。 

萩谷委員 私も本米崎のほうは見たりするので、何であんな近いのにこっちが高いのかなとか思った

んです、これを見て。そういう営業所から。了解しました。 

委員長 外にございませんか。 

     （なし） 

委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

   続いて、統合後の瓜連学校給食センターについてを議題といたします。 

   執行部より説明を求めます。 

学校教育課長 ご説明申しあげます。資料は 11ページになります。 

委員長 常任委員会資料ですかね。 

学校教育課長 常任委員会資料です。後ろから３枚目ぐらいです。11ページです。 

   では、統合後の瓜連学校給食センターについて、資料に沿って説明いたします。 

   平成 29年７月 20日をもって稼働を停止し、統合された瓜連学校給食センターについて、常陸

農業協同組合から、加工所として活用するため無償譲渡の要望が提出されていることを踏まえ、

今後の方針について報告するものです。 

   １番として、まずこれまでの経緯を整理しております。 

   平成 28年７月５日付でＪＡ常陸から要望書が提出されました。これを受けて、平成 28年第３

回定例会及び本年第１回定例会のこの教育厚生常任委員会におきまして、要望書を踏まえ、ＪＡ

常陸への無償譲渡について検討していきますと、口頭ですが、報告させていただいております。 

   新年度になりまして、４月 26 日、ＪＡ常陸に対し譲渡後の活用内容等について確認するため、

関係課である学校教育課、学校給食センター、産業部農政課とともに協議をいたしました。この

協議の内容を踏まえまして、５月 26 日付でＪＡ常陸から瓜連加工所からの移設計画が提出され

ております。 

   この瓜連加工所からの移設につきましては、この後３番のところで詳しく説明いたします。 

   ８月 21 日、庁議におきまして、無償譲渡について承認されました。市の方針となりましたの

で、本日この委員会でご報告、承認いただいた上で、今後の手続を進めていきたいと考えており

ます。 

   次に２番、借地契約についてです。 

   地権者は２名おります。賃貸借期間は平成 10年６月１日から平成 30年３月 31日までの 20年

間です。期間が満了した場合は、直ちに土地を原状に回復し返還する契約となっておりますが、

お二人とも期間満了後にＪＡ常陸に引き継ぐことに同意をいただいております。 

   本年８月に最終確認とありますが、地権者の方とはこれまでも２回、この件についてお話をさ

せていただいております。今回はＪＡの方も同行してもらいまして、ＪＡの譲渡を進める上で地

権者のご意向が一番重要だと考えておりますので、ご挨拶も兼ねてもう一度お話をさせてもらい
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ました。いずれの方もＪＡさんなら安心ですと、引き続き貸していきたいと言ってくださってお

ります。 

   続きまして、３番、施設を無償譲渡することによる市のメリットです。 

   こちら口頭でちょっと補足説明させていただきます。今回の瓜連センターの譲渡の条件である

無償という点につきましては、ＪＡ常陸からの要望書の中に条件として明記されておりました。

しかしながら、無償となりますと、那珂市が相手方に一方的に便宜を図っているように解釈され

てしまうということが危惧されます。無償イコール便宜供与ではないということをご説明申しあ

げるために、４つ、那珂市としてのメリットとして整理しました。 

   資料のほうに戻ります。 

   資料をごらんいただきまして、まず１つ目として、施設解体の費用が節減できます。建屋の解

体や施設内の備品の処分には約 3,000万円の経費がかかると見積もっております。まずはこの負

担がなくなります。 

   ２つ目として、固定資産税の収入が見込めます。譲渡をしましてＪＡ常陸の所有となれば、年

間約 43万円の新たな税収が確保できます。 

   ３点目は、加工所機能の拡充により那珂市の地場産業の振興が図れるという点です。口頭で補

足説明いたしますが、ＪＡ常陸では現在瓜連で食品の加工所を運営しております。漬物の加工や

お弁当の製造などをしておりますが、狭い上に老朽化しており、瓜連センターに移転したいとい

うのがＪＡさんのご意向です。 

   加工所としてどのように活用していくか、収支の見通しも含めて計画書を出してもらいました

ところ、移転して加工所機能が拡大、拡充することで、本日の資料に記載しているような地産地

消等による農家所得の増加や米ゲルの活用など６次産業の推進、規模や販路の拡大による雇用拡

大など、こういったことを通して那珂市の産業の振興に寄与していただけるものと考えておりま

す。 

   メリットの最後、４つ目です。譲渡契約の中に、災害時の応援に関する条項を盛り込む考えで

おります。例えば瓜連センターを譲渡しないで、非常時に使うために那珂市が所有し続けるとし

た場合、いつ災害が起こるかわからないまま多額の維持費だけがかかっていくということになっ

てしまいます。また、いざ災害が起きて稼働しようとしても、やはり日常的に動かしていないと、

調理器具など設備にふぐあいが出ることが想定されます。非常時の利用を想定するのであれば、

ＪＡさんに使っていてもらって、必要なときに必要な協力をいただけるほうが現実的であると考

えております。 

   以上申しあげた４点が無償譲渡は一方的な便宜ではなく、那珂市としても十分なメリットがあ

るということをご理解いただく根拠となるのではないかと考えております。 

   最後、資料の４番、今後のスケジュールです。 

   次回の平成 29 年第４回市議会定例会で、那珂市立学校給食センターの設置及び運営に関する

条例の一部を改正する条例、これを上程しまして、平成 30年３月 31日で瓜連センターを廃止と
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いたします。また、ＪＡ常陸への財産の無償譲渡に係る議案を上程いたしまして、議決いただけ

ましたら、翌年３月以降、ここに記載のとおり譲渡の手続を進めてまいります。 

   説明は以上です。 

委員長 ありがとうございます。説明は終わりました。 

   それでは、質疑ございませんか。 

君嶋委員 ＪＡさんに無償譲渡ということで決まったということなんですけれども、ちょっと確認で、

以前も話があった施設の中の機材、結構古くなってきてふぐあいが出てきているというのも報告

ありましたよね。そういう面で、その点についてはＪＡさんは了解していますよね、大丈夫です

ね。 

学校教育課長 失礼しました。備品につきましては、今回統合で那珂センターで使うものは全て移動

しております。その上でＪＡさんに来ていただいて、欲しいものをピックアップして、これは譲

るということで、もう既に相談はしております。ただ、その外の、ＪＡさんにとっても使う必要

のない備品もあります。また、古くなって使えないものもあります。それはそのまま置いておく

ということでＪＡさんにはご了解いただいております。 

君嶋委員 じゃ、了解済みということで。 

   あともう一点が災害時のときにＪＡさんのほうでも協力していただいて、食事なんかの対応し

てくるということなんですけれども、その点はきちんとね、結んでいただいて、災害時、起きた

場合にはみんな混乱すると思うんで、そういうときにもやはり協力していただけるように、その

点はきちんとお願いします。 

委員長 課長、すみません。今の件で、どのような形で協力をいただけるというお話になっているん

ですか。つまり避難所として使わせてくれるとか、あとは何か調理する、炊き出しとかそういう

ところという場所を提供してくれるとか、何かそういう具体的な形はお話出ていますか。 

学校教育課長 やはり調理場なので、食事等の炊き出しの拠点になるものと思っております。 

委員長 ありがとうございます。 

   外にございますか。 

     （なし） 

委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

   以上で学校教育課の所管部分を終了いたします。 

   暫時休憩いたします。 

   健康推進課の入室をお願いいたします。 

   教育委員会の方、ありがとうございました。お疲れさまでした。 

     休憩（午前 11時 39分） 

     再開（午前 11時 41分） 

委員長 再開いたします。 

   健康推進課が出席いたしました。 
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   議案第 63号 平成 28年度那珂市各種会計歳入歳出決算の認定について、健康推進課の所管の

部分について、執行部より説明を求めます。 

健康推進課長 健康推進課になります。課長の片岡です。外３名が出席しております。よろしくお願

いいたします。 

   座って説明させていただきます。 

   決算書 128ページをお開きください。款項目、支出済額の順に説明いたします。 

   ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費２億 3,844万 9,570円でございます。新規

事業としましては、水戸市医師会看護専門学院校舎建設補助事業において、校舎建てかえに係る

補助金としまして、100 万円の支出をしました。不用額の主なものにつきましては、職員人件費

の時間外勤務手当などの職員手当等、職員共済組合負担金等の共済費になります。また、総合保

健福祉センター管理事業におきまして、指定管理に係る委託料に不用額が生じております。その

不用額につきましては、昨年度に対しまして、指定管理委託料の中で消耗機材備品費や事務消耗

品、賃借料の支出が減ったことによりまして、昨年度末の精算によりまして不用額が生じました。 

   続きまして、決算書 130ページをお開きください。 

   ２目予防費１億 7,177 万 25 円でございます。不用額の主なものにつきましては、予防接種事

業等におきまして、当初予算の見込みより出生数が少なかったことによりまして、委託料の不用

額が生じました。また、不妊治療助成事業におきましては、不妊治療助成の申請件数が昨年度に

比べまして少なかったことによって扶助費の不用額が生じております。 

   続きまして、決算書 134ページをお開きください。 

   ３目健康増進事業費 4,781万 4,479円でございます。不用額の主なものにつきましては、各種

健診事業、がん検診推進事業におきまして、委託料の不用額が出ております。 

   続きまして、決算書 244ページをお開きください。 

   12款諸支出金、３項償還金、１目償還金 2,517万 1,619円になります。この中で健康推進課分

につきましては、３万 6,000 円が計上されております。その中身としましては、平成 27 年度に

感染症予防事業費等国庫補助金 126 万 7,000 円を歳入額として受け入れましたが、事業費が 123

万 1,000円と確定しましたので、３万 6,000円の超過額が出ております。こちらのほうを平成 28

年度に返還金として償還したものでございます。感染症予防事業費と国庫補助金の中身につきま

しては、がん検診推進事業に係る補助金となっております。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 執行部の説明は終わりました。 

   これより質疑に移ります。質疑ございませんか。 

   じゃ、すみません、また私から失礼しまして、決算書 135ページのがん検診推進事業なんです

が、先ほど委託料で不用が出たというお話がありましたけれども、このがん検診の中での、いわ

ゆる委託料というのは何でしたか、総合健診協会でしたか、といったところへの委託料が減った

ということですか。 
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健康推進課長 がん検診のほうにつきましては、茨城県総合健診協会のほうに委託しておりますので、

そこへの委託料が減ったということでございます。 

委員長 その減った理由というのは何かあるんですか。 

健康推進課長 健診を受けた方の人数が少なかったということでございます。 

委員長 わかりました。 

   以前から、これは私だけじゃなくていろんな議員の方が一般質問等されていますけれども、例

えば施策調書、69 ページになりますけれども、子宮がん検診については 20 歳からですか、これ

受けられるのがね。乳がん検診が 40 歳ということになっていますけれども、テレビ等でも報道

されているように、乳がんは 40 歳からというわけではないわけですよね、20 代でもあるという

ようなことが報道されておりますけれども、市独自でこの年齢を前倒しするとか、もしくは国・

県でそういう動きがあるとか、そういったお話はございますか。 

健康推進課長 がん検診事業等につきましては、国・県の指針に従いまして、基本的に事業を進めて

おります。国・県等の指針に改正等がありました場合には対応いたしますが、現状におきまして

は指針どおりに推進を行っているところでございます。 

委員長 市独自では特に考えていないということですね。 

健康推進課長 現時点では考えてございません。 

委員長 わかりました。 

   じゃ、引き続き予防という形になっちゃうんですけれども、よろしくお願いします。 

   外にございませんか。 

副委員長 すみません、135 ページなんですが、今がん検診の質問をされた、その下なんですが、地

域自殺対策緊急強化事業というのがございますね。これ金額的には本当に少ないんですが、自殺

対策緊急強化事業というのは、具体的にどのようなことをされるのでしょうか。 

健康推進課長 こちらの事業につきましては、以前は、県のほうで基金をつくりまして、補助金を受

けて講師等を呼びまして、講演会等を実施しておりました。しかし、現時点では補助金等も少な

くなってきておりますので、昨年度の事業内容につきましては、心の健康づくり講演会というこ

とで自殺予防に係る講演会、講師に栗田病院より精神保健福祉士の方を２名招きまして、市民の

方に向けまして講演会を開催いたしました。 

   また、ゲートキーパー養成としまして、市の研修等の中で、市職員に対してゲートキーパーの

養成講座のほうを開設しております。 

   以上になります。 

副委員長 こんなことを聞いてはちょっと語弊があるかもしれません。実際に自殺者というのは那珂

市では出ているのでしょうか。 

健康推進課長 平成 28年度で申しますと 11名の方が亡くなっておられます。 

委員長 市内で。 

健康推進課長 那珂市の方でです。 
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委員長 子どもじゃないよね。 

健康推進課長 発見地と居住地ベースなので、細かいデータは、警察のほうから来ているものですの

で。 

副委員長 今ちょっと、11 名というのはちょっと私にとって衝撃だったんですが、年齢的には結構

若い方から年齢の高い方までいらっしゃるのでしょうか。 

健康推進課長 年齢につきましてはばらつきがありまして、20 歳未満の方がお一人、それから 30 歳

から 50 歳までの方が５人、50 歳から 79 歳までの方が３人、80 歳以上の方が２人となっており

ます。 

副委員長 わかりました。 

委員長 外にございませんか。 

君嶋委員 131 ページ、水戸市医師会看護専門学院の校舎補助金ということで 100 万上がっています

けれども、これどこの施設ですか。 

健康推進課長 こちらのほうは水戸市医師会のほうで運営しております看護専門学院でありまして、

所在地につきましては水戸市河和田町のほうにございます。 

君嶋委員 わかりました。 

   それでですね、今度、水戸の常磐大学でも看護専門学校、何かその部門をつくるという話は聞

いているんですけれども、以前に県北で看護専門学校がなくて、茨城キリストで看護のそれをつ

くるということで、そのときにも各市町村で 100万とか、１人当たり 100万とか何か生徒さんを

その何ていうの、希望者がいれば生徒さんを送って 100万円を補助出すとか、そういう話があっ

たんですけれども、そういう話は常磐大学からは一切ないですか。 

健康推進課長 現時点では、常磐大からの看護学校新設に関しましての補助金要望等は来てございま

せん。 

委員長 よろしいですか。 

君嶋委員 そうすると、今後もそういう話はないということでいるんですかね。 

健康推進課長 その点については、今後要望等があれば検討等の対応になると思っております。 

君嶋委員 できれば看護師さん、不足しているという話もあるし、そういう希望者がいれば、市のほ

うで市民の中でそういう方がいれば、推薦出してあげるとか、そういう面では茨城キリストさん

がやっていたように話があればお願いをしたいと思います。 

健康推進課長 わかりました。 

委員長 外にございますか。 

冨山委員 決算主要施策調書の 66 ページの定期予防接種なんですけれども、これ圧倒的に子宮頸が

ん予防ワクチンが少ないんですが、国ではまだ推奨していないから、やっぱりこの回数になっち

ゃっているんですかね。 

健康推進課長 こちらにつきましては、現時点でも国の接種差しとめというか、勧奨が出ておりませ

んので、本来被害状況とかを確認、認識した上での希望者の接種となっておりますので、少ない
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人数となっております。 

冨山委員 国のほうではまだ接種をやめなさいとかというのは来ていないと、事実関係がまだ明らか

になっていないと、ニュース報道でやったままの状態なんでしょうね、そうしたら。 

健康推進課長 正式な文書としまして、国のほうから通知が来ておりませんので、現状は様子見の対

応となっております。 

委員長 よろしいですか。 

   外にございますか。 

     （なし） 

委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

   以上で健康推進課の所管部分を終了いたします。 

   暫時休憩いたします。 

   再開を午後１時といたします。お疲れさまでした。 

     休憩（午前 11時 53分） 

     再開（午後 12時 57分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

   社会福祉課が出席いたしました。 

   引き続き議案第 63号の審議を行います。 

   社会福祉課所管の部分について、執行部より説明を求めます。 

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

くお願いいたします。 

   それでは、決算書の 104ページをお開きいただきたいと思います。中段でございます。 

   ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、支出済額７億 8,678万 7,931円です。こ

のうち国民健康保険特別会計繰出金４億 5,838万 2,901円については、保険課の所管となってお

ります。 

   続きまして、108ページをお開きいただきたいと思います。 

   ３目障害福祉費、支出済額 11億 2,916万 6,432円です。20節扶助費の不用額が 2,917万 1,456

円出ていますが、この扶助費は、障害のある方に対する各種サービス費等の経費でございます。

扶助費の決算額は、予算額 10億 3,625万円に対しまして、支出済額 10億 707万 8,544円となっ

ており、執行率は 97.2％となっております。 

   続きまして、116ページをお願いします。 

   10目臨時福祉給付金支給費、支出済額１億 9,534万 6,182円でございます。臨時福祉給付金の

支給につきましては、消費税が５％から８％に引き上げられたことに伴い、国の 10分の 10の補

助事業として平成 26年度から実施をしております。平成 28年度には、この外に年金生活者等支

援臨時福祉給付金として、賃金引き上げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支援として、１人

３万円の支給についても実施をしたところでございます。支給率につきましては、臨時福祉給付
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金が 86.2％、年金生活者等支援臨時福祉給付金が 94％であり、不用額の 1,125 万円につきまし

ては、給付金の受給対象者が申請をしなかったことによるものでございます。 

   なお、決算書の中に繰越明許費１億 5,000万円の記載がありますが、これについては今年度、

臨時福祉給付金として１人当たり１万 5,000 円、平成 29 年４月１日から平成 31 年９月 30 日ま

での２年６カ月分として現在支給を継続しているところでございます。 

   続きまして、126ページをお開きいただきたいと思います。 

   ３項生活保護費、１目生活保護総務費、支出済額 5,639万 1,956円です。 

   続きまして、128ページをお開きいただきたいと思います。 

   ２目扶助費、支出済額４億 8,278万 8,994円でございます。 

   説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 ありがとうございます。執行部の説明は終わりました。 

   これより質疑に移ります。質疑ございませんか。 

君嶋委員 決算の調書の中の 45 ページ、各種団体補助事業ということで、昨年の予算から今回の決

算に出ているので約 150万ぐらい上がっていますよね。多分、那珂市の民生委員・児童委員協議

会費ということで、その上がった理由をちょっとお伺いします。 

社会福祉課長 民生委員、児童委員につきましては、３年に１回研修を行っております。平成 28 年

度に研修を実施したということで、その分の経費がのっているものでございます。 

君嶋委員 了解しました。 

委員長 外にございますか。 

萩谷委員 生活保護費なんですけれども、これ那珂市で何名くらい、人数にして。 

社会福祉課長 一般的に生活保護の場合に、人数というよりも世帯でカウントする場合が多いもので

すから、平成 29 年４月１日現在で 232 世帯でございます。ちなみにずうっと増加傾向にあると

いうことは申し添えておきたいと思います。 

萩谷委員 了解。 

委員長 外にございますか。 

   じゃ、すみません、私から。 

   決算施策調書の 48 ページ、障害者差別解消推進事業ということで、社会福祉協議会に委託を、

相談室ですか、設置するということで委託料をお支払いしておりますけれども、具体的にどんな

こと、どんなことというのは、相談を受けているということなんでしょうけれども、どんな相談

があったかという報告はありますか。 

障がい者支援Ｇ長 障がい者の方がお勤め先とか、それからお店とか、そういった先でこういう対応

を受けたけれども、これは差別じゃないか、差別に当たるのではないかというようなご質問に対

しまして、差別解消法の内容に沿って相談員がお話をお聞きし、場合によっては相手先の事業所

のほうに事実確認をしながらご相談に乗るというような形をとっております。 

   以上でございます。 
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委員長 わかりました。 

   ちなみにこれ 500万からの委託料ですけれども、これはほとんどが多分人件費だと思うんです

が、この相談室を設置するためにどなたかを何名か採用されたとかいうことでしょうか。じゃな

いと、今いる既存の職員であれば人件費はそんなにふえないと思うんですが、その辺の何人採用

されて、委託しているのかということと、それと今、差別を受けたというような相談があったと

いうようなご報告ですけれども、逆に、例えば事業所から、こういうことしちゃったら差別にな

っちゃうんですかねと、そのためにどういうふうな対処したらいいでしょうかと、事業所側から

の相談といいますか、対応についてのご相談とかというのはあったかどうか、ちょっと確認した

いんですが、お願いします。 

障がい者支援Ｇ長 まず、１点目の雇用されている人数でございますけれども、２名を相談員として

配置しております。内容につきましては、社会福祉協議会の職員さん、正規の職員さんをお一人、

それから嘱託の職員さんをお一人ということで２名でございます。 

委員長 ごめんなさい、それは採用したということですか。それとも既存の正職員が１名、臨時の方

が１名、既存の、いた方がやっているのか。であれば人件費がふえないと思うんですけれども、

新たな採用をしたということなのか。 

障がい者支援Ｇ長 既存の職員でございます。 

委員長 ということは、この事業に当たっているから、その方の予算としていくらという、そういう

意味ですか。 

障がい者支援Ｇ長 そのとおりでございます。 

委員長 わかりました。 

   じゃ、２点目、すみません。 

障がい者支援Ｇ長 ２点目のですね、先ほど差別があったというふうな障がい者の方からというふう

にありましたけれども、障がい者自身の捉えですので、結果としましては、平成 28 年度は相談

件数２件ございましたけれども、差別に該当するものはございませんでした。 

それで、事業所のほうからの相談でございますけれども、具体的に件数何件というふうには把

握してございませんが、事業所のほうから相談があったときには、差別解消法の趣旨などをご説

明しながら、まずは障がい者の方からよくお話を聞いていただくとか、努力義務ではございます

けれども、理解の上で対応していただくようにお話、お願いをしているところでございます。 

   以上でございます。 

委員長 わかりました。 

   外にございますか。 

大和田委員 先ほど萩谷委員の引き続きの生活保護なんですけれども、生活保護で不正受給みたいな

ものというのはなかったですか。 

生活福祉Ｇ長 生活保護として、不正受給という形で把握した場合には、その分を返還するという形

をとっております。本人が報告がおくれたとか、そういった形の場合が多いんですけれども、そ
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ういった場合も不正受給と捉えられないので、そういった形で返還を求める形の措置をこちらの

ほうでとっております。 

   以上です。 

大和田委員 じゃ、実際には、そういった何かこう問題的なものはなかったという形ですか。 

生活福祉Ｇ長 こちらのほうで不正受給というか、報告がおくれているという形のほうの判断をとっ

て、生活保護法でいうと第 78 条という項目に該当するんですが、そちらを適用した場合には、

当然本人に説明した上で、納得するような形で説明した上で返還を求める形をとっております。 

   以上でございます。 

大和田委員 で、実際はなかったという。 

生活支援Ｇ長 法 78 条を適用した件数で言いましたら、実際にはあります。ただ、不正受給といっ

た場合には、通常だと刑法に該当する詐欺罪とか、そういったものに関して、うちが告発するよ

うなことはなかったという形になります。 

委員長 よろしいですか。 

大和田委員 何かね、保護をもらって、悠々自適で暮らしているなんていう報道を聞いたことがある

ものですから、なるべくそういったものがないような形で今後も続けてもらいたいなと思うんで

すけれども。 

生活支援Ｇ長 法に基づいた形で、こちらのほうも事務をしっかり邁進してまいりたいと思います。 

委員長 外にございますか。 

副委員長 同じく生活保護の件なんですが、この主要調書 51 ページを見てみますと、その文言の最

後に、その能力に応じた各種支援を実施し、生活保護からの脱却を図ると、こう書いてあるんで

すが、実際にこれは支援をされて生活保護を脱却されている方はどのくらいのパーセントでいら

っしゃるのか、もしくは全くいないのか教えてください。 

生活支援Ｇ長 すみません、実際に昨年、その能力に応じということで、稼働能力、働く能力なんで

すが、そちらのほうで働き始めたのが２名おります。ただ、うちのほうの最低生活費、生活保護

費を上回る収入がなければ生活保護がそのまま継続という形になりますので、すみません、その

稼働能力を活用して廃止になったケースがあるのはこちらも存じているんですが、何件廃止にな

ったというのは、今ちょっと手元に資料がありませんので、後日提出という形でもよろしいでし

ょうか。 

副委員長 実際にそういうケースがあったということで確認できればよろしいですので、ただ、もし

今おっしゃった資料を出していただければ、後で出してください。 

生活支援Ｇ長 後日提出させていただきます。 

委員長 それでは、後日資料の提出を求めたいと思います。よろしくお願いします。 

   外にございますか。 

議長 117 ページ、それから調書では 49 ページ、臨時福祉給付金支給事業と年金生活者等支援臨時

福祉給付金支援事業ですか、私もクロッケーやっていて、中﨑さん、何か、金が３万円もらえる
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んだっていうんだけど、もらえるのかなと言うから、もらえるんじゃないですか、条件はあるみ

たいですよ、税金払っているとかなんとかと言ったらば、通知が行ったわけですよね。あなたは

給付金の対象になっているから、申請してくださいとかなんとか。それが来ないんだと。来ない

人は、きっと年金なり所得が多いから、このあれは申請できない、もらえないんだと思いますよ

と答えたんだけれども、それでいいんですよね。 

社会福祉課長 議長おっしゃるとおりなんですけれども、扶養者は対象に今回なっていないんですね。

非課税の本人ということですので、例えば長男さんがいて、その扶養に入っているという場合は、

いくら国民年金だけしかもらっていないということであっても対象になっていない、おそらくそ

ういったケースだと思います。通知は対象者全員に送っていますので、通知が行っていないとい

う方については、支給対象ではないということだと思います。 

   以上です。 

議長 その何ていうんですかね、コマーシャルと言ったんではおかしいけれども、通知というかな、

周知が徹底されていない。また、お年寄りだから、そういうのを見逃す。後でもって、その近所、

隣の人に聞いて、私もらってきたんだよなんていうと、あれ俺のところへ来ていないとか、そう

いう感じで我々に情報伝達があるもんだから。私らもやっぱり一生懸命そういうのを勉強して、

的確に答えられるようにしていないとかわいそうだと思ってあれしました。 

   それから、今、最後に１万 5,000円のあれが申請中だと言いましたけれども、もう少し詳しく

お願いします。 

社会福祉課長 先ほど申しあげましたとおり、消費税が５％から８％に引き上げられたことに伴う緩

和剤というようなことで、平成 26 年から１年分であったり、半年分であったりというようなこ

とで、前回は 3,000円、半年分ということで支給をしたんですが、今回消費税引き上げの期限で

ある平成 31年 10月分まで、２年６カ月分ということで１万 5,000円という金額になっておりま

す。金額が大きければ支給率が上がるというような、ちょっと変な傾向が出ているのは事実でご

ざいます。 

   以上です。 

議長 それは今も継続して、この前の２つと違って、こういう事業があるということですか。 

社会福祉課長 これは今年度の事業で、昨年からの繰り越しというような事業で実施しておりまして、

一応は期限は終了したということで、ホームページなり何なりではお知らせはしたんですが、ま

だ申請していない方もおりますので、継続して、来ている方には支給を続けております。 

委員長 よろしいですか。 

   外にございますか。 

   今、議長からお話があったお知らせというか、そういうのというのはもう随時、この担当課さ

んだけの事業じゃなくて、そういう給付がありますよというのはお知らせ版か何かにはされてい

るんでしょうか。 

社会福祉課長 これは一番当初にお知らせ版なり、ホームページには、これは当然なんですけれども、
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個人宛てに、個人通知でしているんですね。それで、ある程度の時期をもって未申請、まだ申請

していない方については、お済みですかというような通知も差し上げているんです。なおそれで

も来ないというような方、ただ、気がついて来た方については、とりあえず今の段階ではまだ継

続して支払いをしております。 

委員長 なるほど。 

   ただ、いつも思うんですけれども、特にこういうふうに高齢者とかそういう場合に、ホームペ

ージに載っていますというのでは絶対足りないと思うんでね。今言った、お済みですかとかとい

う追加の案内というか、そういったのもやはり必要だと思いますんで、引き続きよろしくお願い

します。 

   外にございますか。 

     （なし） 

委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

   以上で社会福祉課の所管部分を終了いたします。 

   暫時休憩いたします。ありがとうございました。 

   こども課の入室をお願いします。 

     休憩（午後１時 17分） 

     再開（午後１時 18分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

   こども課が出席いたしました。 

   引き続き議案第 63号の審議を行います。 

   こども課所管の部分について、執行部より説明を求めます。 

こども課長 こども課でございます。関係職員、私の外５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、決算書に基づきまして説明させていただきます。 

   款項目、決算額の順で読みあげさせていただきます。 

   決算書の 114ページをお開き願います。 

   ３款民生費、１項社会福祉費、６目医療福祉費、決算額でございますけれども、３億 3,377万

4,607円でございます。主な不用額は、医療福祉扶助費の残額でございます。 

   116ページをお願いいたします。 

   ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費でございます。決算額は１億 2,443万 2,428円です。 

   118ページ、お願いいたします。 

   18 節備品購入費の不用額 123 万 7,584 円の内容ですが、学童保育所で使用する備品代の残額

です。国の補助を使いまして、各学童保育所にパソコンとプリンターを新しく入れかえるために

購入しました。この不用額のほとんどは入札の差金によるものです。 

   19 節負担金補助及び交付金 101 万 1,430 円の不用額については、民間学童保育所に対する事
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業補助金で、年間運営等の実績に基づく精算後の残額でございます。 

   その下の 20 節扶助費の不用額 365 万 6,183 円でございますけれども、こちらにつきましては、

121 ページにある児童入所施設措置事業で、母子生活支援施設への入所にかかわる措置費の残額

でございます。もう１世帯入所することを予測しておりましたが、実際には入所しなかったため

の残額でございます。 

   120ページをお願いいたします。 

   ２目児童措置費でございます。中段ぐらいになります。決算額は 19 億 1,939 万 3,367 円でご

ざいます。不用額の主なものといたしましては、19 節負担金補助及び交付金で、不用額 1,934

万 2,127円ですが、民間保育所等の補助事業に係る補助金でございまして、実績に基づいて支出

した結果の残額でございます。 

   その下になりますけれども、20 節扶助費の不用額、こちらにつきましては、児童手当及び児

童扶養手当の実績に基づいて給付を行った残額でございます。 

   続きまして、122 ページ、３目保育所費でございます。決算額は２億 869 万 6,344 円でござい

ます。不用額の主なものは職員手当、保育所職員の時間外勤務手当の残、賃金につきましては、

月給制の臨時保育士の雇用に欠員があったための残額です。需用費につきましては光熱水費の残

額、15節工事費につきましては、空調設備改修工事の入札による差金です。 

   124ページをお願いいたします。 

   ４目発達相談センター費です。決算額は 2,094万 181円でございます。 

   飛びまして、130ページになります。 

   ４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費になります。決算額は１億 7,177 万 25 円でござい

ますが、このうちこども課が所管となりますのが 135ページの上から２つ目の未熟児養育医療給

付事業でございます。こちらの決算額が 225万 2,341円でございます。 

   続きまして、少し飛ぶんですけれども、244ページをお願いいたします。 

   12款諸支出金、３項償還金、１目償還金でございます。決算額 2,517万 1,619円です。こちら

は、前年度の事業の確定に伴い精算した国・県への返納金ですが、このうちこども課所管分とし

て支出した額は 1,017 万 7,766 円です。この内訳ですけれども、平成 27 年度子育て世帯臨時特

例給付金給付事務で 74万 3,000円、児童手当 30万 6,666円、教育・保育給付費、いわゆる民間

保育園等に支払う委託料の関係で国・県からの負担分ですけれども、この精算額ということで、

国に 71万 7,825円、県 63万 275円、それから、27年度子育て支援交付金の精算額で、国 778万

円という内訳になります。 

   こども課からの説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

委員長 ありがとうございました。執行部の説明は終わりました。 

   これより質疑に移ります。質疑ございませんか。 

   じゃ、また私からスタートいたします。 

   こども発達相談センター運営事業なんですが、決算書で言うと 125ページですけれども、施策
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調書のほうですと 59 ページなんですが、いわゆる専門職の方がいらっしゃいますよね、相談員

さん、言語聴覚士さんとか、あとは作業療法士さんとかいらっしゃいますけれども、開所当時は、

こういう要望もあり、私、実はこれ言語聴覚士さんの配置をぜひお願いしたいということで、開

所のときに私お願いした記憶があるんですが。その当時はこういう方だけいればよかったのかも

しれませんけれども、今はまたいろんな障がいとかがあって、新たにこういう専門職の方がいた

ほうがいいんじゃないかとかというような声、もしくは入れる、そういう方をお願いする予定等

はございますか。 

こども課長 今のところ、先ほど委員長さんおっしゃいましたように、言語聴覚士、作業療法士、お

医者さんなど、心理専門員とか、専門の職員を入れております。その外にも入れてほしいといっ

た声は、今のところないので、これからも新たにプラスして入れる予定は、今のところはござい

ません。 

委員長 わかりました。 

   そういう声が出てくれば検討するということですよね。 

こども課長 そうですね、そのときには入れることができるかどうか、改めまして検討させていただ

きたいと思います。 

委員長 わかりました。 

   外にございますか。 

君嶋委員 同じくその場所で、こども発達相談センターの中の今 18 歳までは預かっていますよとい

うことですよね。 

こども課長 はい、そうです。 

君嶋委員 そうするとその 18 歳以降の方は、その後どんなふうに進路というか、進んでいるか、そ

の辺ちょっとお聞きしたいんですけれども。 

委員長 進路ですか。就職とかそういった感じですか。 

こども課長 先ほど私ちょっと間違ったお答えを申しあげて申しわけございませんでした。原則お預

かりしたり、教室等に参加していただくのは就学前ですので、小学校に上がる前のお子さんをお

預かりしております。もちろん電話相談に関しましては、18 歳まで受けているような状況です。

また、小学校に上がるとき、また、18 歳以降は電話相談は受け付けませんけれども、その都度、

その相談の内容によりまして、では、次はこういった施設がありますよというようなご紹介は差

し上げて、なんとかそことうまくつながるように、そういったことはさせていただいております。 

君嶋委員 そうすると、就学前の子どもたちを預かるところであって、それ以降は電話相談なんかで

受け付けをして、あとはそれを紹介するということをやっているということですよね。 

こども課長 そうです。専門のところをご紹介するようにしております。 

君嶋委員 わかりました。いいです。 

委員長 外にございますか。 

     （なし） 
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委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

   以上でこども課の所管分を終了いたします。 

   暫時休憩いたします。ご苦労さまでした。 

   介護長寿課の入室をお願いいたします。 

     休憩（午後１時 28分） 

     再開（午後 1時 30分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

   介護長寿課が出席いたしました。 

   議案第 55 号 那珂市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

   執行部より説明を求めます。 

介護長寿課長 介護長寿課長の池﨑です。以下３名が出席しております。よろしくお願いいたします。 

   それでは、議案書の６ページをごらんください。 

   議案第 55 号 那珂市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例。 

   提案理由といたしましては、介護保険法施行規則の一部を改正する省令が平成 29年３月 31日

に公布され、同日施行されたことに伴い、那珂市地域包括支援センターにおける包括的支援事業

の実施に関する基準を定める条例の一部を改正するものです。 

   改正の内容については、14ページで説明いたしますので、お開きください。 

   中段の改正本文の右側、改正の概要をごらんください。 

   改正点は２点です。 

   １点目は、「準ずる」を「準じる」へ現代的な言葉遣いに改めます。 

   ２点目は、省令の改正に伴い、主任介護支援専門員の定義規定を５年ごとの更新研修修了者と

改めます。 

   附則として、更新研修受講期間について経過措置を規定しております。 

   ７ページから 13ページについては、改正本文及び新旧対照表となっております。 

   以上になります。よろしくお願いいたします。 

委員長 ありがとうございました。説明が終わりました。 

   これより質疑に移ります。質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結いたします。 

   これより議案第 55号を採決いたします。 
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   本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしと認め、議案第 55号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   続きまして、議案第 60 号 平成 29 年度那珂市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算

（第１号）についてを議題といたします。 

   執行部より説明を求めます。 

介護長寿課長 説明いたします。 

   介護保険特別会計補正予算書の１ページをごらんください。 

   議案第 60号 平成 29年度那珂市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第１号）にな

ります。 

   それでは、４ページをお開きください。 

   歳入になります。款項目、補正額の順にご説明いたします。 

   ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金 288万 2,000円、２目地域

支援事業交付金 107万 3,000円。 

   ７款繰入金、１項一般会計繰入金、２目その他一般会計繰入金 74万 8,000円。 

   下の段です。 

   ２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金繰入金 2,931万 5,000円の減です。これは、平成 28

年度繰越金の確定に伴う基金繰戻金です。 

   ８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金 8,568 万 1,000 円。これは、平成 28 年度繰越金確定に

より、その一部を財源として計上するものです。 

   それでは、５ページ、歳出になります。 

   １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費 74万 8,000円。 

   ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金 4,988万 7,000円。これは、実績確定

による国・県への返納金です。 

   ２項繰出金、１目一般会計繰出金 1,044万 4,000円。これは、事業確定による精算額です。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 ありがとうございました。説明は終わりました。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 質疑を終結いたします。 

   続いて討論に入ります。討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結いたします。 

   これより議案第 60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。 
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     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしと認め、議案第 60号は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 

   続きまして、議案第 63号 平成 28年度那珂市各種会計歳入歳出決算の認定について、まず介

護長寿課所管の一般会計の部分について説明を求めます。 

介護長寿課長 説明いたします。 

   それでは、決算書の 106ページをお開きください。 

   款、項、目、支出済額の順にご説明いたします。 

   ３款民生費、１項社会福祉費、２目高齢福祉費１億 474万 686円。主な不用額については、老

人保護措置事業の扶助費によるものです。 

   114ページをお開きください。中段になります。 

   ８目介護保険費６億 4,254万 7,040円。 

   繰越明許費 623万 4,000円。 

   244ページをお開きください。 

   12款諸支出金、３項償還金、１目償還金 2,517万 1,619円。このうち低所得者保険料軽減負担

金精算による返還金 9,360円が介護長寿課分になります。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 ありがとうございました。 

   ごめんなさい、今の決算の一般会計の説明の中で 113ページの後期高齢者医療費というのは説

明されましたか。 

介護長寿課長 それは説明はしておりません。113ページ、こちら所管ではございません。 

委員長 後期高齢者というのは何課でしたか。 

介護長寿課長 保険課になります。 

委員長 保険課、ごめんなさい。失礼しました。 

   説明は終わりました。 

   それでは、これより質疑に移ります。質疑ございませんか。 

冨山委員 107 ページ、老人保護措置事業というのはどのような事業かお教えいただければありがた

いです。 

介護長寿課長 説明いたします。 

   主に 65 歳以上の高齢者で、生活が苦しい、または世話をしてくれる人がいないとか、日常生

活に支障が起きているような方を養護老人ホームのナザレ園と提携しておりますので、そちらに

入所をさせまして、生活の基盤をきちんとさせるとか、生活で乱れているところを一緒に直して

いくような、そういう働きをするような業務になっております。 

冨山委員 ありがとうございます。 

   ちなみに去年とか今年の対象になった方々というのは何人ぐらいおられるのか。 

介護長寿課長 お答えします。 
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   平成 28年度の入所の方たちというのは 35名になっております。 

   以上でございます。 

委員長 冨山委員、よろしいですか。 

   外にございませんか。 

副委員長 同じく 107ページなんですが、ひとり暮らし高齢者緊急通報システム事業というのがござ

いますね。これは具体的にはどのような事業なんでしょう。 

介護長寿課長 お答えします。 

   ひとり暮らしの、まず 75 歳以上の高齢者が基本になりまして、身近に救いを求めるような方

がいらっしゃらない方が対象になっています。実績なんですが、平成 28 年度については導入し

た方というのが 119人累積でおります。 

   以上でございます。 

委員長 ごめんなさい、事業の内容も聞いています。 

介護長寿課長 申しわけありません。 

   まず急病とかになった場合、ご自宅のほうにあります消防署に通じる緊急ボタンを押します。

それで、押しましたらば、消防署のほうからどうされましたかというお問い合わせがありまして、

救急の必要があるときには救急隊が出動して病院に運ぶというような、そういうシステムになっ

ております。 

   以上です。 

副委員長 すみません、その緊急なときに押しますと消防署のほうにつながりますという、その機械

そのものは希望でもらえているんでしょうか、それとも 75 歳以上のひとり暮らしには全員それ

を配っているような形でしょうか。 

介護長寿課長 お答えいたします。 

   希望者全員ではございません。もらうためには、市民税非課税とか所得の区分がありますこと

と、それから身近に緊急なことをお知らせすることができない方が対象になっております。 

   以上です。 

委員長 所得に応じての料金というか、有料なんですよね。 

副委員長 有料なんですね、その機械をいただくためには。 

介護長寿課長 はい、有料となっておりますが、去年のちょうど今ごろです、９月の定例議会のとき

に、自己負担額が高いんではないかというようなご指摘を古川委員長のほうからいただいた記憶

があるんですけれども、その後すぐに検討しまして、今年４月に新たに自己負担区分を変更いた

しました。それで、この１台については６万 8,580円、全く自己負担ですとそれだけかかるんで

すが、所得が非課税の方については自己負担はゼロ円になっております。それで、間の区分につ

いても、ご指摘がありましたので、少しお安くなるような区分に変えております。 

   以上でございます。 

副委員長 了解いたしました。 
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   それで、さらにこのシステムを使われている方、例えば昨年でしょうかね、このシステムを使

って消防署のほうに連絡された方はどのくらいの人数いらっしゃるんでしょうか。 

介護長寿課長 お答えいたします。 

   それは、通報の件数と緊急出動の件数でよろしいでしょうか。 

副委員長 はい。 

介護長寿課長 平成 28年度については、通報の件数は 77件でございます。緊急出動をした件数はそ

のうち９件でございます。 

   以上です。 

副委員長 じゃ、ひとり暮らしで不安を抱えている方にとっては、かなり通報の件数もありますし、

何でしょう、心強いシステムになっていますね。わかりました。 

委員長 ごめんなさい、じゃ、ついでに。 

   七十何件、通報が。そのうち緊急出動したのが９件、つまり誤報も多かったということなんで

しょうか、というちょっと確認と、それともう一点、先ほどその費用を検討していただいて安く

なったということなんですが、それによってこの、これは購入でしたか、レンタルでしたか、そ

の数がふえましたか。 

介護長寿課長 お答えします。 

   まず１点目の誤報なんですが、この 77 件というのは誤報ではなくて、誤報は今回の報告から

は削除してあります。それで 77件は、もしやという、そういう緊急性があるものが 77件でござ

います。 

   それと、費用が４月の時点で変わったから、その後ふえたかどうかということなんですが、特

にそこは変わりはありません。自己負担が高い人、安くなったからふえたかといいますと、それ

については、平成 29年９月１日現在では申し込みはございません。 

委員長 わかりました。 

   多分もっと安くしてほしいということだと思うんですよね。引き続き財政の事情によってよろ

しくお願いします。 

   外にございますか。 

君嶋委員 敬老事業でお聞きしたいのは、参考に、今年の敬老会、各地で行われると思いますけれど

も、100歳以上の達成者、参考にちょっと教えていただきたいんですが。 

介護長寿課長 お答えします。 

   平成 29 年６月１日現在で一度抽出をかけてございますので、そのときの人数が、100 歳到達

者ということでよろしいでしょうか。 

君嶋委員 はい。 

介護長寿課長 14人でございます。 

   以上です。 

君嶋委員 では、その中で最高年齢者。 
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介護長寿課長 お答えします。 

   ９月１日現在で 106歳です。今年度 107歳になる方が最高齢となります。 

   以上です。 

君嶋委員 了解しました。 

   あとは 75歳以上、結局敬老会の対象者ですね。那珂市内で全部で何名ですか。 

介護長寿課長 お答えします。8,481名です。 

君嶋委員 大分対象者はふえていると思うんですけれども、参加率がだんだん下がってきていますよ

ね、今ね。ですから、その辺を今後どのように考えているかお伺いします。 

介護長寿課長 お答えします。 

   この件については、やはり今年１回目の定例会のときに、君嶋委員のほうからご指摘があった

と記憶しております。それで、君嶋委員さんからご指摘もあったこともあるんですが、それ以前

から、３割を出席者が切るような状態はどうしようと、内部で実は非常に悩んでいたところです。 

   それで、今年度になりまして、地区のまちづくり委員さんの代表の方と面接をしたり、それか

らまちづくりのところに出向きまして、いろいろ情報収集をしました。それでまちづくりの方た

ちがどんなふうに敬老会を考えているのかを聞き取りいたしまして、その結果、３通りありまし

た。やめたほうがいい、それから、このままいきたい、それから、何かもっと敬老会という形で

はなくて、違う形のものを考えたほうがいいんじゃないかという３通りの回答がありました。 

   それで、市としましては、まちづくり委員会の方々と今後、敬老事業をどんなふうにしていこ

うかということで、今年度末から話し合いをすることになっております。 

   以上でございます。 

君嶋委員 決してね、やるなということではないですからね。ただ、だんだん参加率が下がってきた

となると、大分負担もかかっていますから、その辺は、やはりまちづくり委員会と協議しながら

なんらかの方法をとっていくべきかなと思うんですよね。やはり周りでも若いんですよね、75

歳でまだまだ現役でやっている方たくさんいて、うちの近所でも敬老会に出席しないという方も

いるんで、どうしても対象者がね、75 歳以上でも参加が少ないのかなというのがあるんで、今

後よく検討してください。お願いいたします。 

委員長 先ほど課長から３つの回答があったということなんですけれども、今ちょっと君嶋委員から

も出ましたが、75 歳はまだまだけつが青いと言われちゃっているんですよね、九十何歳とかそ

ういう方からすると。だから、まだまだ敬老会に出るには早いよと本人も思っている方もいる。

その中でもう一つ、敬老会対象の年齢を引き上げるような案というのはなかったですか。 

介護長寿課長 そうですね。年齢を上げてはということではありましたが、ただ、強くそこまでは望

んでいなかったと。今後みんなで検討できるなら、そこも含めて検討していきましょうというよ

うなご意見は伺っております。 

   以上です。 

委員長 わかりました。 
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   ただ、それは、今、私は引き上げたほうがいいんではないかということではなくて、75 歳に

なったら敬老会にぜひ参加したいという方も中にはいらっしゃるかもしれませんけれども、上げ

たほうがいいと思っているわけじゃないです。ただ、75 歳、まだまだ若いよねと言われる年代

だということであります。失礼しました。 

   外にございますか。 

     （なし） 

委員長 なければ、一般会計については質疑を終結いたします。 

   続いて、介護保険特別会計（保険事業勘定）の審議を行います。 

   目次表ページ、歳入について一括して説明を求めます。 

介護長寿課長 説明いたします。 

   決算書の 362ページになります。 

   款項、収入済額の順でご説明いたします。 

   １款保険料、１項介護保険料 10億 154万 9,123円。 

   ２款使用料及び手数料、１項手数料 17万 720円。 

   ３款国庫支出金、１項国庫負担金７億 3,694 万 4,097 円、２項国庫補助金２億 1,275 万 70 円。 

   364ページをお開きください。 

   ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金 11億 3,032万 7,913円。 

   ５款県支出金、１項県負担金６億 1,398万 7,000円、２項財政安定化基金支出金ゼロ円、３項

県補助金 1,753万 4,535円。 

   366ページをお開きください。 

   ６款財産収入、１項財産運用収入５万 4,943円。 

   ７款繰入金、１項一般会計繰入金６億 1,441万 3,040円。 

   368ページをお開きください。 

   ２項基金繰入金ゼロ円。 

   ８款繰越金、１項繰越金１億 2,859万 6,475円。 

   ９款諸収入、１項延滞金加算金及び過料 43万 8,760円、２項預金利子ゼロ円。 

   370ページをお開きください。 

   ３項雑入ゼロ円。 

   歳入合計 44億 5,676万 6,676円。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 ありがとうございます。説明が終わりました。 

   それでは、歳入について質疑に移ります。質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

   続きまして、歳出について一括して説明を求めます。 
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介護長寿課長 それでは、372ページをお開きください。 

   款項目、支出済額の順にご説明いたします。 

   １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費 3,608 万 5,589 円、２項賦課費、１目賦課費

146万 8,094円、３項介護認定審査会費、１目介護認定審査会費 480万 1,795円。 

   374ページをお開きください。 

   ２目介護認定調査等費 3,478万 7,789円。 

   ４項趣旨普及費、１目趣旨普及費 55万 5,012円。 

   ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目介護サービス給付費 39 億 546 万 3,218 円。

この不用額につきましては、見込み減によるものです。 

   ２目審査支払手数料 325万 428円。 

   ２項、高額介護サービス等費、１目高額介護サービス等費 9,349万 9,162円、２目高額医療合

算介護サービス費 1,100万 4,806円。 

   376ページをお開きください。 

   ３款財政安定化基金拠出金、１項財政安定化基金拠出金、１目財政安定化基金拠出金ゼロ円。 

   ４款地域支援事業費、１項介護予防事業費、１目介護予防事業費 2,593万 6,687円。 

   ２項包括的支援事業・任意事業費、１目包括的支援事業費 4,998万 4,125円。この主な不用額

については、包括的支援事業の委託料によるものです。 

   378ページをお開きください。 

   ２目任意事業費 2,197万 9,727円。この主な不用額については、家族介護継続支援事業の扶助

費によるものです。 

   ５款基金積立金、１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金 5,140万 5,000円。 

   ６款諸支出金、380 ページをお開きください。１項償還金及び還付加算金、１目第１号被保険

者保険料還付金 39万 850円、２目償還金 5,317万 8,917円。 

   ２項繰出金、１目一般会計繰出金 858万 554円。 

   ４項利用者負担額軽減費、１目利用者負担額軽減費 28万 6,527円。 

   ７款予備費、１項予備費、１目予備費ゼロ円。 

   歳出合計 43億 265万 8,280円。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 ありがとうございました。 

   それでは、これより質疑に移ります。質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

   以上で介護保険特別会計（保険事業勘定）の質疑を終結いたします。 

      ご苦労さまでした。 

   暫時休憩いたしまして、２時 10分に再開いたします。保険課の入室をお願いいたします。 
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     休憩（午後２時 01分） 

     再開（午後２時 12分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

   保険課が出席いたしました。 

   議案第 57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２号）につ

いてを議題といたします。 

   執行部より説明を求めます。 

保険課長 保険課長の先﨑です。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、国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算書の１ページをごらんください。 

   議案第 57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２号）にな

ります。 

   ４ページをお開きください。 

   歳入になります。款項目、補正額の順にご説明いたします。 

   ３款国庫支出金、２項国庫補助金、１目財政調整交付金 187万 3,000円。 

   ９款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金 257万円の減でございます。 

   10款繰越金、１項繰越金、２目その他繰越金 2,037万 5,000円でございます。 

   ５ページをお開きください。 

   歳出になります。 

   １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費 367万 2,000円の減でございます。 

   ８款保健事業費、１項保健事業費、１目保健衛生普及費 367万 2,000円。こちらにつきまして

は、国保のほうでデータヘルス計画策定を予定しております。当初総務事務費のほうで予算措置

をしておいたんですが、事業のヒアリング等を受けまして、国庫補助事業の対象になるよという

ことで、歳出科目を総務管理費のほうから保健事業費のほうへ組み替えるものでございます。 

   10款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金 1,967万 8,000円。こちらにつきまし

ては、平成 28年度の療養給付費等負担金の返還金でございます。 

   以上であります。よろしくお願いします。 

委員長 ありがとうございます。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。 

大和田委員 補正に関係ないことでもいいですか。きょうの新聞を見てというので。後のほうでいい

ですか。委員長どうですか、きょうの新聞の、県の広域になるというので、来年度、那珂市では

回答したのかなと思って。 

保険課長 実は私どももけさ茨城新聞を見まして、ちょっと驚きました。こちらにありますのは、き

ょうの新聞と、これに対する取材記事が６月末に共同通信社のほうから来ました。これは全国の

各市町村へアンケートとして出しているんですが、それを共同通信社のほうからまとめまして、

各地方の新聞社に出して、きょう茨城新聞では掲載された中身になっています。 
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   中身につきまして、今、委員のほうからありましたように、これからの保険料どうなるんだと

いうことで、調査項目がありました。那珂市の状況としましては、概算の納付金が要するに上が

るのかどうなのかという話、保険料がそれに伴って上がるかどうかという話だとは思うんですが、

はっきりまだ額が明確にいくらだよということが示されているわけではございませんので、今の

ところわからないと。上がるのか下がるのかわからないというような内容で回答しております。 

   以上でございます。 

委員長 よろしいですか。 

   外にございますか。 

     （なし） 

委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

   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 57号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしと認め、議案第 57号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   続きまして、議案第 63号 平成 28年度那珂市各種会計歳入歳出決算の認定についてを議題と

いたします。 

   保険課所管の一般会計の部分について説明を求めます。 

保険課長 決算書の 104ページをごらんください。 

   款項目、支出済額の順にご説明いたします。 

   ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、７億 8,678万 7,931円のうち保険課所管

分につきましては、107 ページをごらんください。右側の中段になります。国民健康保険特別会

計繰出金４億 5,838万 2,901円でございます。 

   続きまして、112ページをお開きください。 

   ４目国民年金費 372万 3,223円、５目後期高齢者医療費６億 6,338万 4,903円。 

   次のページをお開きください。 

   ７目高額療養費貸付金 137万円、９目出産費資金貸付金ゼロ円でございます。 

   一般会計については以上でございます。よろしくお願いします。 

委員長 説明は終わりました。 

   これより質疑に移ります。質疑ございませんか。 

   すみません、１つお伺いしたいんですが、一般会計なのか特別会計なのか、ごめんなさい、勉

強不足でちょっとあれなんですけれども、課長ご承知のとおり、私、後期高齢者の広域連合のほ

うに行かせていただいておりますけれども、その中で、重複・頻回受診者訪問指導というものを
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広域連合で行っているんですが、各市町村でもそれぞれ独自にその事業を行っているはずだとい

う話が出たんです。なので、まずその重複・頻回受診者訪問指導というのは何ぞやと、知らない

方もいらっしゃるんで、どういう事業なのかということと、市では独自に行っているのかという

のをお聞きしたいんですけれども。 

保険課長 ただいまの委員長のお話の事業につきましては、県の後期高齢者医療広域連合の保健事業

として実施をしております。各市町村は後期高齢者の事務に関しては保健事業はやってございま

せん。資格の管理と保険料の徴収等です。 

   先ほどの重複・頻回事業ですか、こちらにつきまして、重複と言いますのは、例えば精神の病

気の人がいるよと。この人が例えばＡという精神科に行った、また同じ月のうちにＢという精神

科に行った。それを月のうちに３カ所も４カ所も同じ内容で受診を受けている、まさに重複して

いるよと。受診が重複しているよということでの事業になります。 

   頻回と申しますのは、一般的にわかりやすく言えば、接骨とかあんまとかマッサージですか。

これが例えば月に、多分基準としては 15 回以上受診されている、30 日ございますけれども、大

体営業は 25日ぐらいだと思うんですよね。そういうところで 15回以上受診しているような方。

果たしてこの受診の仕方が本当に適正なのか、例えば余りいい話ではないんですが、柔整の不正

請求とか、いろんな部分でありましたよね。本当にかかっているのか、そういうのを専門の知識

を持った保健師さんとか、そういう方がリストで絞り出しまして、訪問して、どういう状態で毎

月かかっているんですかと、適正なかかり方があるのかないのか。本当に必要があってそれだけ

頻回になってしまうとかいう場合はそれでやむを得ないんですけれども、時と場合によってはそ

ういうことでもない場合もあるわけですよね。あとは、その精神科の話で申せば、精神科の病院

を何カ所もはしごしてしまう、同じ内容なのに。これ精神とか目とか体とか、診療の中身が違え

ば重複にはならないんですが、同じ診療内容で同じような病院を何カ所も行ってしまう。そうい

うふうに何カ所も行ってしまえば、医療費も、本人も後期ですと１割とか、３割の人もいますけ

れども、負担するわけなんですが、県のほうも９割を出さなければならないわけですよね、同じ

内容に対して。そうすると、どうしても医療費がかさんでしまうということで、適正な受診の機

会を確保してもらって、医療費の利用を抑制するという意味での事業というふうに理解しており

ます。 

   市においては、国民健康保険のほうでこの事業を、県のほうからも長年やりなさいよというお

話はあったんですが、今年度、今、国保連の協力を得ながら対象者を絞りまして、国保の事業と

してやる予定がございます。 

   以上です。 

委員長 わかりました。 

   那珂市というのは、県の中では、広域連合の中では県北地域というところに那珂市というのは

入っていると。割合としては 25％の方しか訪問指導とかができていないということなんですね。

ですから、そういう指導をしたことによる成果というのが結構、１人当たりいくらの医療費が安
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くなったとかというのを試算して出しているんですけれども。ですから、那珂市もね、財政的な

ものもあるんでしょうけれども、やればやっただけね、効果というのはあるのかなというふうに

思うんですけれども。 

   例えば今のその病院にかかっているというだけではなくて、薬もそれぞれのところからもらっ

ているわけですよね、同じ薬をもらってきたり。そういうのもあれするために、そういう指導と

いうのも、可能であればね、やるべきなのかなと。県では市町村でもやっていると言っていたん

ですけれども、ちょっとそれは私の聞き間違いかもしれませんけれども、やっていないというこ

とで。 

保険課長 私の認識としましては、国保では当然市町村でやりますが、県の場合は、あくまでも県の

広域連合というのが保険者ですので、そこの保健事業として展開をしていますので、おそらく各

市町村でも、それは後期高齢者に対しては、各市町村としてはやっていないんでないかなという

ふうには思うんですが、今後機会がありましたらば、その辺確認をしていきたいと思います。 

委員長 わかりました。ありがとうございます。 

   外にございますか。 

     （なし） 

委員長 なければ、一般会計についての質疑を終結いたします。 

   続きまして、国民健康保険特別会計（事業勘定）の審議を行います。 

   まず、目次表の３ページになりますけれども、歳入について一括して説明を求めます。 

保険課長 決算書の 272ページをごらんください。 

   歳入でございます。款項、収入済額の順でご説明します。 

   １款国民健康保険税、１項国民健康保険税 13 億 2,344 万 7,356 円でございます。国保税の調

定額の大きな要素が医療分の現年分というのがございます。こちらの収納率で申しますと、平成

28 年度収納率 92.88％、昨年が 91.81％でした。平成 28 年度においては 1.07％ほど収納率が上

がっております。 

   次のページをお開きください。 

   ２款使用料及び手数料、１項手数料 106万 7,891円です。 

   ３款国庫支出金、１項国庫負担金 10 億 1,806 万 424 円です。２項、国庫補助金３億 2,026 万

4,000円です。 

   次のページをお開きください。 

   ４款療養給付費等交付金、１項療養給付費等交付金２億 5,016万 4,733円。 

   ５款前期高齢者交付金、１項前期高齢者交付金 15億 7,533万 9,160円。 

   ６款県支出金、１項県負担金 4,393万 7,079円です。 

   次のページをお開きください。 

   ２項県補助金３億 4,585万 9,000円です。 

   ７款共同事業交付金、１項共同事業交付金 13億 2,854万 9,096円。 
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   ８款財産収入、１項財産運用収入５万 6,388円。 

   ９款繰入金、１項他会計繰入金４億 5,838万 2,901円です。 

   次のページをお開きください。 

   ２項基金繰入金ゼロでございます。 

   10款繰越金、１項繰越金１億 3,004万 3,764円です。 

   11款諸収入、１項延滞金及び過料 3,939万 1,768円です。２項預金利子 176円です。３項雑入

658万 5,982円です。 

   次のページをお開きください。 

   歳入合計 68億 4,114万 9,718円でございます。 

   以上です。よろしくお願いします。 

委員長 説明が終わりました。 

   質疑に移ります。質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

   続いて歳出について一括して説明を求めます。 

保険課長 決算書 284ページをお開きください。 

   続いて歳出になります。 

   款項目、支出済額の順にご説明申しあげます。 

   １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費 4,773万 7,409円でございます。２目連合会負

担金 194万 5,560円です。 

   ２項徴税費、１目賦課費 71万 8,180円です。 

   ３項運営協議会費、１目運営協議会費 20万 8,616円です。 

   次のページをお開きください。 

   ４項趣旨普及費、１目趣旨普及費 47万 340円。 

   ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費 32 億 7,920 万 2,071 円でござ

います。不用額で１億 4,662万 1,929円ほど出ておりますが、支払額確定によります予算の残額

となっております。以下、保険給付においての不用額がございますが、額の確定によるものでご

ざいます。よろしくお願いします。 

   ２目退職被保険者等療養給付費１億 5,003万 6,114円です。３目一般被保険者療養費 2,353万

3,044 円です。４目退職被保険者等療養費 104 万 8,544 円です。５目審査支払手数料 1,229 万

4,773円です。 

   次のページをお開きください。 

   ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費４億 43 万 171 円です。２目退職被保険者等高

額療養費 2,726 万 4,660 円です。３目一般被保険者高額介護合算療養費 49 万 6,010 円でござい

ます。４目退職被保険者等高額介護合算療養費ゼロでございます。 
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   ３項移送費、１目一般被保険者移送費ゼロでございます。２目退職被保険者移送費ゼロです。 

   次のページをごらんください。 

   ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金 1,754万 9,260円です。２目支払手数料 8,610円。 

   ５項葬祭費、１目葬祭諸費 272万円。 

   ３款後期高齢者支援金等、１項後期高齢者支援金等、１目後期高齢者支援金８億 209 万 6,634

円です。２目後期高齢者関係事務費拠出金５万 6,492円。 

   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 53万 4,377円。 

   次のページをお開きください。 

   ２目前期高齢者関係事務費拠出金５万 4,818円。 

   ５款老人保健拠出金、１項老人保健拠出金、１目老人保健医療費拠出金ゼロです。２目老人保

健事務費拠出金２万 3,190円です。 

   ６款介護納付金、１項介護納付金、１目介護納付金３億 1,385万 8,365円。 

   ７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業医療費拠出金１億 4,394

万 4,318円です。 

   次のページをお開きください。 

   ２目高額医療費共同事業事務費拠出金ゼロです。３目その他共同事業拠出金 1,057円です。４

目保険財政共同安定化事業拠出金 12億 6,891万 428円。 

   ８款保健事業費、１項保健事業費、１目保健衛生普及費 231万 875円。 

   ２項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査等事業費 3,702万 1,804円でございます。 

   次のページをお開きください。 

   ９款基金積立金、１項基金積立金、１目支払準備基金積立金５万 6,388円。 

   10 款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険税還付金 257 万 7,700 円。

２目退職被保険者等保険税還付金ゼロです。３目償還金 608万 9,304円です。 

   次のページをお開きください。 

   ４目一般被保険者還付加算金３万 9,000円です。５目退職被保険者等還付加算金ゼロでござい

ます。 

   11款予備費、１項予備費、１目予備費ゼロでございます。 

   歳出合計 65億 4,323万 8,112円でございます。 

   以上でございます。よろしくお願いします。 

委員長 ありがとうございます。歳出についての説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

   以上で国民健康保険特別会計（事業勘定）の質疑を終結いたします。 

   続きまして、後期高齢者医療特別会計の審議に入ります。 
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   目次表ですと５ページになります。 

   歳入について一括して説明を求めます。 

保険課長 決算書の 404ページをお開き願います。 

   歳入でございます。款項、収入済額の順でご説明いたします。 

   １款保険料、１項後期高齢者医療保険料４億 2,466万 2,070円。 

   ２款使用料及び手数料、１項手数料６万 6,500円。 

   ３款繰入金、１項他会計繰入金１億 1,885万 7,014円です。 

   ４款諸収入、１項延滞金及び過料９万 6,300円です。 

   ２項償還金及び還付加算金 61万 4,000円でございます。 

   ３項雑入 15万 4,160円です。 

   ５款繰越金、１項繰越金 92万 1,440円です。 

   歳入合計５億 4,537万 1,484円です。 

   以上です。 

委員長 歳入についての説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。質疑はございますか。 

     （なし） 

委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

   続きまして、目次表で言いますと５ページ、歳出について一括して説明を求めます。 

保険課長 決算書 408ページをごらんいただきます。 

   続きまして、歳出に入ります。 

   款項目、支出済額の順にご説明申しあげます。 

   １款分担金及び負担金、１項広域連合負担金、１目広域連合納付金５億 4,316万 3,984円です。 

   ２款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金 58 万 2,100 円です。２目還付

加算金３万 1,900円。 

   ２項繰出金、１目一般会計繰出金ゼロでございます。 

   ３款予備費、１項予備費、１目予備費ゼロでございます。 

   歳出合計５億 4,377万 7,984円でございます。 

   以上です。よろしくお願いします。 

委員長 ありがとうございます。歳出についての説明は終わりました。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

   以上で後期高齢者医療特別会計の質疑を終結いたします。 

   以上をもちまして、議案第 63号 平成 28年度那珂市各種会計歳入歳出決算の質疑を全て終結

いたします。 
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   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。 

   保険課の皆様お疲れさまでした。 

     休憩（午後２時 38分） 

     再開（午後２時 39分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

   執行部関係者が出席いたしました。 

   これより議案第 63号 平成 28年度那珂市各種会計歳入歳出決算の認定について、討論、採決

を行います。 

   討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結いたします。 

   議案第 63号の採決を行います。 

   議案第 63号は原案のとおり認定すべきものと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 ご異議なしと認めます。 

   よって、議案第 63号は原案のとおり認定すべきものとすることに決定いたしました。 

   暫時休憩いたします。 

   執行部の皆様お疲れさまでございました。 

     休憩（午後２時 40分） 

     再開（午後２時 41分） 

委員長 再開いたします。 

   続きまして、請願第３号 教育予算の拡充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。お願いします。 

次長補佐 それでは、朗読いたします。 

   請願第３号。紹介議員、那珂市議会議員、笹島猛。 

   教育予算の拡充を求める請願。 

   請願趣旨。 

   学校現場における課題が複雑化・困難化する中で子どもたちのゆたかな学びを実現するために

は、教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが不可欠です。そのためには教職員定数改

善などの施策が最重要課題となっています。 

   （公財）連合総合生活開発研究所の教職員の働き方・労働時間に関する報告書では、７～８割

の教員が一月の時間外労働が 80 時間（過労死ライン）となっていること、１割がすでに精神疾

患に罹患している可能性が極めて高いことなどが明らかにされました。明日の日本を担う子ども

たちを育む学校現場において、教職員が人間らしい働き方ができるための長時間労働是正が必要
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であり、そのための教職員定数改善も欠かせません。 

   義務教育費国庫負担制度については、小泉政権下の「三位一体改革」の中で国庫負担率が２分

の１から３分の１に引き下げられました。いくつかの自治体においては、厳しい財政状況の中、

独自財源による定数措置が行われていますが、地方自治体の財政を圧迫しています。国の施策と

して定数改善にむけた財源保障をし、子どもたちが全国どこに住んでいても、一定水準の教育を

受けられることが憲法上の要請です。 

   ゆたかな子どもの学びを保障するための条件整備は不可欠です。こうした観点から、2018 年

度政府予算編成において次の事項が実現されるよう、地方自治法第 99 条の規定にもとづき国の

関係機関への意見書提出を請願いたします。 

   請願事項。 

   １、きめ細かな教育の実現のために少人数学級を推進すること。 

   ２、教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担制度を堅持すること。 

   平成 29年８月 24日。 

   請願者、茨城県教職員組合、吉田豊外 234名。 

   以上です。 

委員長 ありがとうございました。 

   本件につきましては、毎年教育予算の拡充を求める請願というものが提出されております。提

出者は同じだったと記憶しております。 

   事務局のほうで、前回の請願との違いとか何か把握されていますでしょうか。 

次長補佐 前回と変わった点なんですけれども、請願趣旨につきましては、ある程度この文章は変わ

っておりまして、教員の時間外労働がふえているという部分が、かなり趣旨として書かれており

ます。 

   それと、請願事項につきましては、１番と２番は昨年と同じでございます。昨年は、これに３

番といたしまして、震災後の復旧という文言があったんですが、それが今年は削除されておりま

す。 

   以上です。 

委員長 ありがとうございます。 

   ただいまのご説明のとおり、請願事項、昨年は３番というのがあって、その震災後の復興の予

算をつけてくれという文言がございましたが、今年はそれが削除されていると。 

   それから、１番の少人数学級については、今回のこの請願趣旨からしますと、先生方の負担を

軽減するために少人数学級を推進してほしいというふうにも読み取れなくもないんですが、その

辺も含めて皆様のほうからご意見を頂戴したいと思います。 

   ご意見ございませんか。 

     （なし） 

委員長 なければ、終結いたします。 
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   では、これより討論に入ります。討論ございますか。 

ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結いたします。 

   これより請願第３号を採決いたします。 

   採決は挙手により行います。 

   請願第３号を採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

     （賛成者挙手） 

委員長 ありがとうございました。 

   全員賛成と認め、請願第３号は採択すべきものと決定いたしました。 

   なお、本会議で採択された場合は、意見書を提出いたします。 

   ただいま請願第３号 教育予算の拡充を求める請願が採択されましたので、これより意見書の

案文の検討を行います。 

   それでは、最初に、事務局に請願第３号の意見書（案）を朗読させます。 

   お願いします。 

次長補佐 それでは、ただいまお配りいたしました意見書（案）を朗読いたします。 

   教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書（案）。 

   学校現場における課題が複雑化・困難化する中で子どもたちのゆたかな学びを実現するために

は、教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが不可欠です。そのためには教職員定数改

善などの施策が最重要課題となっています。 

   （公財）連合総合生活開発研究所の教職員の働き方・労働時間に関する報告書によると、７～

８割の教員が一月の時間外労働が 80 時間（過労死ライン相当）となっていること、１割がすで

に精神疾患に罹患している可能性が極めて高いことなどが明らかにされました。明日の日本を担

う子どもたちを育む学校現場において、教職員が人間らしい働き方ができるための長時間労働是

正が必要であり、そのための教職員定数改善も欠かせません。 

   義務教育費国庫負担制度については、「三位一体改革」の中で国庫負担率が２分の１から３分

の１に引き下げられました。いくつかの自治体においては、厳しい財政状況の中、独自財源によ

る定数措置が行われていますが、地方自治体の財政を圧迫しています。国の施策として財源保障

をし、子どもたちが全国どこに住んでいても、一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請

です。 

   ゆたかな子どもの学びを保障するための条件整備は不可欠です。よって、国会及び政府におか

れては、地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自治体が計画的に教育行政を進めることが

できるようにするために下記の措置を講じられるよう強く要請します。 

   記。 

   １、きめ細かな教育の実現のために少人数学級を推進すること。 
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   ２、教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担制度を堅持すること。 

   以上、地方自治法第 99条の規定により、意見書を提出いたします。 

   提出先は以下のとおりです。 

   以上です。 

委員長 ありがとうございました。 

   ただいま朗読のございました意見書（案）について、皆様からご意見を頂戴したいと思います

が、ご意見ございませんか。よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 なければ、以上のように決定いたします。 

   以上で意見書の案文の検討を終了いたします。 

   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。 

   視察研修について、正副委員長で検討いたしまして、視察内容等、視察場所及び日程を決めま

したので、ご報告をさせていただきます。 

   前回の校長会の役員の先生方からのご意見にもありましたＩＣＴ教育について、滋賀県草津市、

東京都荒川区の視察を 10月 30日月曜日、31日火曜日の日程で行います。 

   詳細は事務局から説明いただきますが、視察の前に委員会を開いて、那珂市のＩＣＴ教育の現

状について教育委員会から事前説明を受けることにいたしました。日程は 10 月４日水曜日、ま

たは６日金曜日の 10時からとしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

   そもそも視察の日程をこのぐらい、10 月４日とか５日とか６日とか、その辺にしたいという

ふうに考えていたんですが、視察そのものが 10月 30、31日に、先方の都合もありずれ込みまし

たので、もともと視察を予定していた日あたりに事前に教育委員会から説明を求めたいというふ

うに考えております。 

   皆様のご都合はいかがでしょうか、10月４日か６日の午前中で考えたいと思いますが。 

副委員長 ４日は広報委員会があるんです。１時半からですけれどもね。 

委員長 暫時休憩いたします。 

     休憩（午後２時 51分） 

     再開（午後２時 53分） 

委員長 再開いたします。 

   それでは、事前の教育委員会からのご説明の日程につきましては、10 月４日、もしくは６日

という案がございますが、10月４日水曜日の午前 10時からということでよろしいでしょうか。 

     （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは、10月４日水曜日午前 10時からといたしますので、ご出席をお願いいたします。 

   それから、前回お話しいたしました「みんなの学校」の映画上映会でございますが、11 月 25

日土曜日午前 10 時から１回目のチケットを手配いたしましたので、委員会で全員で参加、上映

会で映画を見たいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。11月 25日土曜日 10
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時からです。 

     （「直接行けばいいんですか」と呼ぶ声あり） 

委員長 場所はかしま台保育園で、駐車場が狭いといいますか、１回の上映につき 50 名だったでし

ょうかね、募集が。なので、場合によってはとめられないなんていうこともあるかもしれません

ので、事前にどこどこに集合してという話を次の委員会とかのときにまたお話しさせていただき

ますので。大和田邸にとめて歩いていってもいいし、その辺は後日また検討させていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

   それでは、視察の日程について、事務局から説明をお願いいたします。 

次長補佐 まだ具体的な時間ですとか日程表のほうはできていないんですけれども、荒川区のほうが

視察場所の学校のほうですね、今調整していただいているところですので、決まり次第、日程表

をおつくりしてお配りしたいと考えております。 

   今回の視察地が２カ所なんですが、滋賀県の草津市のほうにまず 30 日の月曜日、向かって、

そちらで大体目安として１時 30 分ぐらいからになる予定なんですが、学校のほうで授業を見学、

小学校の６年生の授業を見学する予定でおります。５時間目の授業を見学した後に、市役所のほ

うで教育委員会のほうからお話を聞く予定になっております。 

   こちらの草津市なんですけれども、那珂市で学校のＩＣＴ教育のほうでアドバイスをいただい

ている茨城大学の小林先生という方がいるんですけれども、小林先生のご紹介で、草津市が先進

地ということでご紹介いただきましたので、こちらの日程を調整いたしまして、30 日に草津市

のほうに行きたいと思います。 

   特徴といたしましては、文部科学省のほうから推奨されているアクティブラーニングという、

先生から一方的に教わるのではなく、子どもたちが自分で調べたり考えたり、話し合ったり、そ

ういうことがこれからの教育としてうたわれているということでございますけれども、それをい

ち早く草津型のアクティブラーニングということで推進していて、それにＩＣＴを積極的に活用

している事例ということでございます。 

   それから、２日目なんですが、荒川区、こちらも大体目安として１時半ぐらいから学校の見学

を含めて説明をいただく予定になっております。荒川区のほうは、これからの国の方針として、

タブレットを生徒１人１台配置するということになっているということでございますけれども、

それをいち早く取り入れて、１人１台の環境での教育を実践しているという事例でございます。 

   こちらも荒川区で見学と説明を受けた後、帰ってくる形なんですが、交通手段といたしまして

は、主に新幹線での移動でございます。１日目、京都まで新幹線で行きまして、少し戻るような

形になりますが、そのまま草津市のほうに宿泊して、２日目は東京、荒川区のほうから帰ってく

るという日程でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 ありがとうございます。 

   少し補足をさせていただきますけれども、視察地も含めて、視察内容につきましては、いろい

ろ正副でも検討させていただきました。いろんな教育環境の整備ということで、皆様からもいろ
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いろなご提案とかご要望がございましたが、なかなか例えばクラブ活動の指導者の問題だとか、

その他、例えば学校用務員の配置だとかいったものについては、予算があればね、つまり那珂市

に財政的な余裕があればできるのかなということで、特にどこを視察しても、視察できるような

場所もなかったんですけれども、そういったこともありました。 

   そして、今回ＩＣＴにちょっと特化して視察地を選ばせていただきましたが、そのＩＣＴサポ

ーターの配置という要望が出ているのはご承知のことだと思いますが、私から言わせれば、ＩＣ

Ｔのサポーターを配置して何をしたいんだというところが大事だと思うんですよね。ですから、

何をしたいんだというところですばらしい事業、取り組みをされている今回この滋賀県の草津市

と東京都の荒川区のほうを、同じことをやっているんだったら見てもしようがないんですが、そ

れぞれ違った特色のあることをされているということで、同じＩＣＴの関連ではございますけれ

ども、２カ所視察をさせていただきたいということで。先方に視察をぜひお願いしたいというこ

とで、振りましたところ、もう１カ月ぐらい先まで予約がびっしり入っているというようなこと

で、それだけすばらしいことをやっていらっしゃるんだと思うんですが、ということで、10 月

の上旬を予定したものが 10月 30、31日になってしまったということで、ご了解をいただきたい

と思います。 

   説明は以上でございます。 

   皆様から何かご意見等ございますでしょうか。よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 それでは、以上のように決定をしたいと思います。 

   では、次回の委員会の際に、那珂市の現状をまず把握したほうがよろしいかと思いますので、

教育委員会からの説明を求め、現状を把握した上で視察地で特に見てみたいこと、質問したいこ

となどがございましたら、そのときに意見など取りまとめたいというふうに思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

   視察の件については以上とさせていただきます。 

   それでは、最後になりますが、茨城県市議会議長会議員研修会の出席者を決定したいと思いま

す。 

   内容は、お手元に配付されている資料のとおり、11 月６日、７日の１泊２日で、場所は土浦

市のホテルマロウド筑波というところになります。教育厚生常任委員会から１名出席者を出した

いと思いますので、どなたにいたしましょうかということでございます。 

   なお、来年の２月に、やはり教育厚生常任委員会から１名、秋田県横手市に視察研修といいま

すか、委員会から派遣をすることになっておりまして、昨年は委員長である私のほうで行かせて

いただきましたが、今年は筒井副委員長に行っていただく、外の委員会さんも同じような感じな

ので、副委員長にお願いをしたいというふうに思っておりますので、筒井副委員長を除いて、除

く必要は本来ないんですが、そういった予定もありますので、できましたら委員長、副委員長以

外でお一人、どなたかにこの 11 月６日、７日の議長会の研修会に出席をしていただきたいと思
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いますが、いかがでしょうか。 

   ちなみに昨年は冨山委員でしたか、行かれたの。２名で行かれた。 

事務局長 委員長、あと一つですね、２月２日に議員研修会があります。これは日帰りで。 

委員長 ごめんなさい、来年の２月２日に、これは日帰りですけれども、こちらのほうも１名出す予

定になっておりますので、あわせてそれも決めちゃってもよろしいかと思うんですけれども、１

泊２日がよろしいか、日帰りのほうがよろしいかということで、２名お願いしたいと。 

   ですから、昨年行った、お二人行ったというのは、同じものに行ったんじゃなくて、それぞれ

別々に行ったということですか。同じ１泊のやつ。 

     （発言する者あり） 

事務局長 冨山委員さんは多分原子力でほうで行かれました。 

委員長 なるほどね。原子力のほうからと教育厚生のほうから行ったということですね。 

    いかがでしょうか、どなたか行きたい方を優先に決めたいと思いますが。積極的に挙手をお

願いできれば。 

     （発言する者あり） 

委員長 では、１泊２日は君嶋委員、２月の日帰りのほうは萩谷委員にご出席をお願いしたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

     （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 じゃ、そのようにお願いいたします。萩谷委員は２月の日帰りのほうにお願いいたしたいと

思います。 

   それでは、本日の審議は全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３時 05分） 

 

平成２９年１１月３０日 

    那珂市議会 教育厚生常任委員長  古川 洋一 

 


