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市民協働課長 桧山 達男    市民協働課長補佐 田口 裕二 
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     市民課長補佐 堀口 才二 
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     環境課長 飛田 良則      環境課長補佐 関  雄二 
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消防本部予防課長 山田 三雄  消防本部警防課長 野口 英雄 

     消防本部東消防署長 寺門 博文 消防本部西消防署長 宮田 好男 

会議事件と概要 
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     （１）議案第 56 号 平成 29 年度那珂市一般会計補正予算（第２号） 

        結果概要：全会一致で可決すべきものとする 

     （２）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 

        結果概要：全会一致で原案のとおり認定すべきものとする 

     （３）第２次那珂市総合計画基本計画（素案）について 

        結果概要：執行部より報告あり 

     （４）本米崎小学校跡地利活用に係る事業提案公募の選定について 

        結果概要：最優先活用候補者の選定について報告あり 

     （５）那珂市高齢者等運転免許自主返納支援実証事業について 

        結果概要：執行部より報告あり 

     （６）陳情第３号 菅谷地内旧歯科医院の解体に関する陳情 

        結果概要：継続審査とする 

     （７）その他 

        結果概要：委員会内の協議事項について検討する 

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。総務生活常任委員会がきょうは 10 時からですが、ちょっと早

いんですが、始めます。 

   そうですね、今年も稲刈りが始まりまして、価格も去年よりは今のところいいようです。

今年も大分平年作であろうと言われておりますんで、期待をしております。 

   それでは、総務生活常任委員会を開会いたします。 

   開会前にご連絡をいたします。 

   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。欠席委員はございません。定足数に達しており

ますので、これより総務生活常任委員会を開会いたします。 

   会議事件説明のため、副市長ほか関係職員の出席を求めております。 

   職務のため、議長及び議会事務局職員が出席しております。 

   ここで、議長よりご挨拶をお願いいたします。 

議長 改めまして、おはようございます。 

   勝村委員長のもと、総務生活常任委員会でございます。16 件の付託案件がございます。

平成 28 年度の決算の認定、平成 29 年度の補正予算といろいろございます。慎重なるご
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審議をお願いし、また、執行部には、丁寧で的を射た回答をよろしくどうぞお願いしま

す。 

   ご苦労さまでございます。 

委員長 ありがとうございました。 

   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、総務生活常任委員会、ご出席お疲れさまでございます。 

   本日の案件は、補正予算、それと決算の認定という議案２本、そのほか３件の協議案件

がございますんで、よろしくご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 それでは、本委員会の会議事件は、別紙のとおりであります。 

   審議をスムーズに進行するため、担当課ごとに審議をいたします。 

   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。 

   財政課より一括して説明をお願いいたします。 

   財政課、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、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。追加になります。 

   固定資産税課税台帳整備事業、限度額 7,280 万 3,000 円、固定資産税事務支援システ

ム運用事業 938 万 1,000 円、どちらも期間は平成 29 年度から 32 年度までになります。 

   ９ページをお願いいたします。 

   歳入になります。 

  款項目、補正額の順に読みあげてまいります。 

   14 款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金 619 万円、２目民生費国庫

補助金 141 万 7,000 円。 

   18 款繰入金、１項繰入金、２目他会計繰入金 1,044 万 4,000 円。 

   19 款繰越金、１項繰越金、１目繰越金１億 6,497 万 8,000 円。 

   20 款諸収入、４項雑入、４目雑入 4,000 円。 

   10 ページをお願いいたします。 

   歳出になります。 
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   １款議会費、１項議会費、１目議会費 387 万 6,000 円。 

   ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費 510 万 7,000 円の減、２目秘書広報広

聴費 88 万 2,000 円、６目企画費 67 万円。 

   11 ページをお願いいたします。 

   12 目支所費 426 万 1,000 円、14 目諸費 500 万円。 

   ２款総務費、２項徴税費、１目税務総務費 626 万 8,000 円の減、２目賦課徴収費 30 万

4,000 円。 

   12 ページをお願いいたします。 

   中段になります。 

   ２目総務費、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費 348 万 7,000 円。 

   ２款総務費、４項選挙費、１目選挙管理委員会費４万 8,000 円。 

   13 ページになります。 

   中段になります。 

   ２款総務費、５項統計調査費、１目統計調査総務費 202 万円の減。 

   ２款総務費、６項監査委員費、１目監査委員費 70 万 5,000 円。 

   16 ページをお願いいたします。 

   中段になります。 

   ４款衛生費、２項清掃費、１目清掃総務費 30 万円。 

   18 ページをお願いいたします。 

   中段になります。 

   ８款消防費、１項消防費、１目常備消防費 350 万円の減。 

   21 ページをお願いいたします。 

   下段になります。 

   11 款公債費、１項公債費、１目元金１億 1,000 万 2,000 円。 

   22 ページをお願いいたします。 

   ３目公債諸費 6,000 円。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 それでは、これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

助川委員 ちょっと確認させていただきたいんですが、12 ページですね。２款総務費、３項

戸籍住民基本台帳ということで、コンビニさんの交付事業の委託料等々が掲載されてお

りますけれども、現在何店舗のコンビニさんに委託されているのか。そしてまた、29 年

度は何店舗ぐらいふえたのか、あわせてお伺いします。 

市民課長 コンビニの店舗数でございますけれども、現在５万件ほどあるというふうに伺って

おります。ふえた分についてはちょっと把握しておりません。 
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助川委員 那珂市内は何店舗になっているんですか。 

市民課長 二十数店舗というふうに考えております。 

助川委員 那珂市内の全店舗のコンビニさんではないんですか、何％ぐらいなんですか。 

市民課長 パーセントについては把握はしておらないんですけれども、セブン－イレブンとか

ローソンさんとかファミリーマートさんとか、そういう大きなところは全部入っており

ます。 

助川委員 セイコーマートさんは入っていないんですか。 

市民課長 セイコーマートさんも入っております。 

委員長 よろしいですか。 

笹島委員 21 ページなんですけれども、この公債費ですね。約 15 億が補正前だったんですけ

れども、これは１億 1,200 万、これは利子なのかな。 

財政課長 元金になります。 

笹島委員 そうすると何にあれしたのかな、ふえたのかな、これは。 

財政課長 元金にいたしましては、当初の予定よりも償還の期間を短くした分と繰り上げ償還

をした部分になります。 

笹島委員 そうすると、繰り上げ償還した分、何年間のものを何年に短くしたのかな、それは。 

財政課長 残り２年から３年の償還の残った起債の５本の件数を全部繰り上げ償還いたしまし

た。 

笹島委員 そうすると、繰り上げ償還したことによってのメリットというのは何でしたか。 

財政課長 今後払われる利息が払われなくなります。 

笹島委員 利息はいくらだったんですか、大体。 

財政課長 この利率ですと２％台です。２％弱、1.2 ぐらいから 1.9 ぐらいまでの間の利息に

なっています。 

笹島委員 じゃ、決して高くない利息だよね。別に何かその繰り上げ償還しなくてもいいと思

うんだけれども。 

財政課長 繰り上げ償還を２年から３年早くしますと、その２年間、３年間の分の利息を払わ

なくて済むということになります。 

笹島委員 何が言いたいかというと、せっかく 1.2％切っている、いい金利をもらっているん

で、それが逆にそのままにしておいても問題ないんじゃないかということなんですけれ

ども。 

財政課長 28 年度で申しますと、起債の借入利率が 0.3％台になっております。今回繰り上

げ償還したのが２％、1.9％という、全体の利率としては低いと思いますが、今現在借り

ている率としましては高利率ですので、それにつきまして返させていただきました。 

笹島委員 そうすると、要するに役所からしてみれば、２％切ったくらいは結構高いものと。

要するにこれからは１％切った、結構有利な、我々一般にはとてもそういう条件は示し
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てもらえないものも簡単に手に入れられるから、そういうものに対して繰り上げしてい

って、これから新たに１％切るようなものを借り入れしておこうと、そういう趣旨でい

いんですか。 

財政課長 はい、そのとおりでございます。 

委員長 よろしいですか。 

   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 討論を終結いたします。 

   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 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。 

     休憩（午前 10 時 12 分） 

     再開（午前 10 時 13 分） 

委員長 再開いたします。 

   委員の皆様に申しあげます。 

   ここからは担当課ごとに所管の議案等の審議を行います。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が終了した後に行います。 

   それでは、順次審議いたします。 

   最初に、消防本部の所管です。 

   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。所管部分について説明を願います。 

消防本部総務課長 おはようございます。消防本部総務課の飛田でございます。ほか７名が出

席しております。着座にて失礼いたします。 

   お手元の決算書の 180 ページをお開き願います。 

   では、説明いたします。款項目、決算額の順にご説明いたします。 

   ８款消防費、１項消防費、１目常備消防費、決算額８億 2,047 万 9,128 円、執行率

99.2％でございます。 

   次に、184 ページをお開き願います。 
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   ２目非常備消防費、決算額 3,407 万 8,671 円、執行率 94.2％でございます。不用額で

ございますが、主に団員の費用弁償でございます。 

   次に、186 ページをお開き願います。 

   ３目消防施設費、決算額１億 2,208 万 2,634 円、執行率 99％でございます。 

   次に、同ページ、４目水防費、決算額 13 万 6,868 円、執行率 95％でございます。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

中﨑委員 すみません、185 ページ、非常勤消防費で不用額が 200 万から残っちゃったんです

か。 

消防本部総務課長 お答えいたします。 

   目としては 200 万強残っております。その中でも９節旅費、消防団員の費用弁償にな

りますが、これが主たる不用額でございまして、昨年度、建物火災の出場が少なかった

のが原因でございます。 

   以上でございます。 

委員長 よろしいですか。 

   そのほか質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   以上で消防本部所管の審議を終了いたします。 

   暫時休憩いたします。 

     休憩（午前 10 時 17 分） 

     再開（午前 10 時 18 分） 

委員長 再開いたします。 

   税務課と収納課が出席しました。 

   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。 

   歳入の所管部分について、一括して説明を願います。 

   税務課、お願いします。 

税務課長 税務課長大内ほか３名が出席しております。 

収納課長 収納課長の柴田です。ほか２名が出席しています。よろしくお願いします。 

税務課長 それでは、決算書の 16、17 ページをお開きください。 

   款項、収入済額の順にご説明いたします。 

   １款市税、１項市民税、収入済額 29 億 7,633 万 924 円、収納率は 95.7％でございます。

前年と比較いたしまして 1.1 ポイントの増でございます。市民税は、個人市民税と法人
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市民税の合計になっております。 

   ２項固定資産税、収入済額 31 億 458 万 3,615 円、収納率は 95.0％でございます。前年

度と比較いたしまして 1.2 ポイントの増でございます。固定資産税は、固定資産税と国

有資産等所在市町村交付金及び納付金の合計額になっております。 

   続いて、３項軽自動車税、収入済額１億 5,744 万 702 円、収納率は 90.7％でございま

す。前年度と比較いたしまして 1.2 ポイントの増でございます。 

   続きまして、４項市たばこ税、収入済額３億 9,331 万 6,311 円、収納率は 100％でござ

います。収入済額は前年と比較いたしまして 1,233 万 4,283 円の減でございます。 

   続きまして、５項都市計画税、収入済額３億 1,227 万 6,287 円、収納率は 94.9％でご

ざいます。前年度と比較いたしまして 1.1 ポイントの増でございます。 

   以上で歳入の説明を終わります。 

委員長 それでは、これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

副委員長 たばこ税についてお聞きしたいんですけれども、今、火を使わないたばこが大分出

ているみたいなんですけれども、それも税金というのは課税対象になるんですか。 

税務課長 俗に言う電子たばこと言われるものでございますが、通常の紙巻きたばこより若干

税率が低くなっておりますが、たばこを使ったニコチンを含んでいるものについては課

税対象になっております。 

   以上です。 

副委員長 わかりました。 

笹島委員 これはあれですか、全体的に１.何％、これ収入額がふえているのかな、それ要因

というのは何ですか。 

収納課長 収納率の 1.1 ポイントの増につきましては、法令に基づきます効果的、効率的な

滞納の整理、具体的にいいますと差し押さえ等、さらには執行の停止等、資産調査等を

詳細に実施してまいりました効果と考えております。 

   以上でございます。 

笹島委員 そうすると、１点は、差し押さえが厳しくなったのかとか、２点目は、茨城県租税

債権機構に頼んでいる回数がふえているのかとかと。 

収納課長 厳しくといいますか、預金調査、生命保険、資産の調査を適正に詳細に行いまして、

必要なものについては差し押さえを実施し、さらに悪質、さらに高額な滞納者につきま

しては債権機構等に移管し、そのノウハウで滞納整理を実施してきた結果のあらわれと

考えております。 

   以上でございます。 

笹島委員 じゃ、サラリーマンの給料差し押さえもやっているのかな。 

収納課長 昨年、28 年度、全部で 234 件の差し押さえを実施いたしまして、その中には給与
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差し押さえもございます。給与差し押さえにつきましては、そのうち 15 件実施してござ

います。どうしても給与差し押さえにつきましては、手続的な煩雑さもございますので、

効果的な部分としましては、預金、生命保険の差し押さえを重点的に実施しているとこ

ろでございます。 

委員長 よろしいですか。 

   ほかに質疑ございませんか。よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 では、質疑を終結いたします。 

   次に、歳出の所管部分について一括して説明をお願いをいたします。 

税務課長 決算書の 92、93 ページをごらんください。 

   市税等過誤納還付金でございます。諸費について説明を申しあげます。右側の備考欄、

丸印、上から２番目に記載されております。 

   市税等過誤納還付金 1,682 万 5,994 円、主な過誤納還付金の内訳でございますが、法

人市民税の確定申告による還付及び個人市税の課税更正による市税の還付でございます。 

   続きまして、92、93 ページをごらんください。 

   款項目、支出済額の順にご説明申しあげます。 

   ２款総務費、２項徴税費、支出済額２億 8,303 万 2,371 円、１目税務総務費、支出済

額１億 7,378 万 6,984 円。税務総務費は職員人件費、税務総務事務費、固定資産評価審

査委員会設置事業の３事業でございます。税務総務費の不用額 401 万 6,016 円でござい

ますが、主なものといたしましては職員人件費、税務総務事務費の執行残でございます。 

   続きまして、94、95 ページ中段をごらんください。 

   ２目賦課徴収費、支出済額１億 924 万 5,387 円。賦課徴収費は、賦課事務費、徴収事

務費、固定資産税課税台帳整備事業の３事業でございます。賦課徴収費の不用額は 459

万 6,613 円でございます。主なものですが、役務費と委託料の執行残でございます。 

   以上で説明を終わります。 

委員長 これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。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。 

   暫時休憩いたします。 

   お疲れさまでした。 

     休憩（午前 10 時 27 分） 

     再開（午前 10 時 29 分） 

委員長 再開いたします。 

   財政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を議題といた

します。 

   まず、歳入の所管部分について一括して説明をお願いいたします。 

財政課長 財政課長の茅根です。ほか３名の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。 

委員長 財政課、説明をお願いいたします。 

財政課長 決算書 16 ページをお願いいたします。一番下になります。 

   款項、収入済額の順にご説明してまいります。 

   ２款地方譲与税、１項地方揮発油譲与税 7,773 万 4,000 円。 

   18 ページをお願いいたします。 

   ２項自動車重量譲与税１億 8,839 万 1,000 円。 

   ３款利子割交付金、１項利子割交付金 536 万 4,000 円。 

   ４款配当割交付金、１項配当割交付金 2,113 万 5,000 円。 

   ５款株式等譲渡所得割交付金、１項株式等譲渡所得割交付金 1,238 万 9,000 円。 

   ６款地方消費税交付金、20 ページをお願いいたします。１項地方消費税交付金７億

8,675 万 7,000 円。 

   ７款ゴルフ場利用交付金、１項ゴルフ場利用税交付金 156 万 5,813 円。 

   ８款自動車取得税交付金、１項自動車取得税交付金 4,933 万円。 

   ９款地方特例交付金、１項地方特例交付金 3,439 万 5,000 円。 

   10 款地方交付税、１項地方交付税 39 億 9,179 万 3,000 円。 

   11 款交通安全対策特別交付金、22 ページをお願いいたします。１項交通安全対策特別

交付金 747 万 8,000 円。 

   12 款分担金及び負担金、１項負担金２億 8,132 万 4,339 円。このうち収入未済額につ

きましては、保育所の保育料となっております。 

   24 ページをお願いいたします。 

   13 款使用料及び手数料、１項使用料１億 7,960 万 6,535 円。収入未済額につきまして

は、市営住宅の家賃収入となっております。 

   26 ページをお願いいたします。 

   ２項手数料 3,482 万 9,960 円。 

   14 款国庫支出金、１項国庫負担金 17 億 5,811 万 564 円。 

   28 ページをお願いいたします。 

   ２項国庫補助金５億 2,244 万 4,432 円。 

   34 ページをお願いいたします。 

   ３項委託金 1,382 万 3,374 円。 

   15 款県支出金、１項県負担金７億 8,226 万 9,405 円。 
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   36 ページをお願いいたします。 

   ２項県補助金４億 225 万 9,395 円。 

   42 ページをお願いいたします。 

   ３項委託金１億 898 万 645 円。 

   44 ページをお願いいたします。 

   16 款財産収入、１項財産運用収入 1,448 万 9,003 円、２項財産売り払い収入 1,870 万

5,975 円。 

   46 ページをお願いいたします。 

   17 款寄附金、１項寄附金 3,417 万 4,195 円。 

   18 款繰入金、１項繰入金 1,436 万 3,554 円。 

   19 款繰越金、１項繰越金９億 7,679 万 630 円。 

   48 ページをお願いいたします。 

   20 款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料 3,719 万 8,776 円、２項市預金利子２万

9,281 円、３項貸付金元利収入 1,155 万 1,718 円。 

   50 ページをお願いいたします。 

   ４項雑入３億 8,816 万 4,612 円。収入未済額につきましては、学校給食費、生活保護

費返還金となっております。 

   52 ページをお願いいたします。一番下になります。 

   21 款市債、54 ページをお願いいたします。１項市債 16 億 1,126 万 3,000 円。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 それでは、これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

笹島委員 消費税交付金は、これは当初見込みよりも減ったのかな。この要因は何ですか。 

財政課長 去年、前年度よりも決算的に９％弱減額しておりますので、多分消費の落ち込みだ

と思われます。 

   以上です。 

笹島委員 あれ、今まではどうだったんですか、それ。いきなり落ち込むことはないと思うん

ですけれども。 

財政課長 今までにつきましては、近年２年間、26、27 は増額になっておりますが、その以

前については減になっております。その年によって増額になったり減額が続いたりして

おります。 

笹島委員 じゃ、余り当てにならない交付金なのかな。 

財政課長 消費税の有無によりまして振り分けられる交付金でございますので、多分ですが、

その消費の割合が大きく左右されるものだと思われます。 

委員長 よろしいですか。 
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   ほかに質疑ございませんか。 

助川委員 23 ページです、分担金及び負担金のところでの先ほど収入未済額 445 万 970 円と

いうことなんですけれども、これは何件というか、何名ぐらいの方の積算金額なんです

か。 

財政課長 件数といたしましては、延べで 60 件となっております。 

助川委員 60 人ということは、違う方が 60 人いるということですか。 

財政課長補佐 こちらのほう、市立保育所、公立ですね。あと私立と学童とありまして、それ

ぞれ先ほどの 60 人の内訳としては、公立が４人、私立が 42 人、学童が 14 人となってお

りまして、その実人数で言うと 60 人なんですけれども、何月分という延べ月数になると

もうちょっとふえるかなと思うんですけれども。この場では延べ何月というところまで

は把握してございません。申しわけございません。 

   以上です。 

助川委員 これ未納額の要因は生活困窮ですか。 

財政課長補佐 近年この未納の分につきましては、保護者の規範意識の低下が見られるという

ような部分ですとか、あるいは失業、離婚等によりまして収入自体が低下しているとい

うようなケースもあろうかというふうに考えてございます。 

   以上でございます。 

助川委員 前年対比、これふえているんですか、それともどうなんですか、傾向としては。 

財政課長補佐 前年対比としましては、率にしますと 39.8％ほど減っている状況でございま

す。 

   以上でございます。 

委員長 よろしいですか。 

   ほかにございませんか。 

副委員長 45 ページなんですけれども、財産売り払い収入で１億 5,600 万の土地を売却して

いるんですが、１億 5,000 万、違うな。1,500 万か。これどこの土地ですか。 

財政課長補佐 こちらのほうにつきましては、筆でいうと 16 筆ございまして、公用財産の用

途廃止に伴う部分の払い下げ、あとは上菅谷の中の宅地の売り払い部分などを合計して

おりまして、16 筆分となってございます。 

   以上でございます。 

副委員長 わかりました。 

   物品売り払いというのは何を売って 300 万なんですか。 

財政課長補佐 こちらのほうは主に公用車のほうを廃車する部分について、オークション等で

売り払いをしておりまして、28 年度につきましては車両のほう７件の売り払いをしてご

ざいまして、その合計となってございます。 

   以上でございます。 
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副委員長 わかりました。 

委員長 よろしいですか。 

   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。 

   次に、歳出の所管部分について説明をお願いします。 

   ２款総務費について説明を願います。 

財政課長 66 ページをお願いいたします。 

   款項目、支出済額の順に読みあげてまいります。 

   ２款総務費、１項総務管理費、３目財産管理費 1,210 万 7,518 円。 

   68 ページをお願いいたします。 

   ５目財産管理費１億 1,506 万 401 円。 

   90 ページをお願いいたします。下段になります。 

   13 目財産調整基金３億 8,444 万 3,000 円、14 目諸費 3,956 万 703 円、このうち、次の

ページをお願いいたします。93 ページ備考欄の中段にふるさと寄附金「ふるさとの便

り」事業 1,411 万 3,404 円になります。 

   以上でございます。 

   失礼しました。 

   242 ページをお願いいたします。中段になります。 

   14 款公債費、１項公債費、１目元金 15 億 7,239 万 6,774 円、２目利子１億 5,865 万

2,719 円、３目公債諸費ゼロ。 

   244 ページをお願いいたします。 

   12 款諸支出金、１項普通財産取得費、１目土地取得費ゼロ、２目土地開発基金繰出金、

１目土地開発基金繰出金ゼロ。 

   13 款予備費、１項予備費、１目予備費ゼロ。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 それでは、質疑ございませんか。 

笹島委員 93 ページ、ふるさと寄附金、ふるさと事業便りというのは、これは何でしたか。 

財政課長 ふるさと納税をしていただいた方に金額によりまして返礼品を送っている事業でご

ざいます。 

笹島委員 そうすると、これは何割くらいの返礼金額になっているのかな。やっぱり４割以上

とか何かになっているのかな。 

財政課長 全ての諸経費を含みまして４割になっております。 

笹島委員 わかりました。 

今問題になっているお金にかえられるとかですね、そういうものは、内容のものはな
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いんですか、それは。換金できるようなものの商品等はないんですか。 

財政課長 当市におきましては、換金制のものは今のところございません。 

笹島委員 どのような商品類をやっているんですか、大体。 

財政課長 まず一番、木内酒造のビールの返礼とかですね、乾燥芋、その他野菜類、それから

水戸農業高校のお米とか、ＪＡのお米とかというのがございます。 

   以上でございます。 

笹島委員 どうですか、伸び率というのは。そのふるさと納税の伸び率というのはどうですか、

最近は。 

財政課長 当初、27 年に導入いたしたときよりは、28 年度につきましては収入が落ちてござ

います。減になっております。 

笹島委員 減になっているという原因は何ですか。マンネリ化したという意味ですか。商品自

体がマンネリ化したという意味ですか。 

財政課長 いろいろな原因はあると思うんですが、一番の原因としましては、当市よりも他の

市町村のほうが還元率が高いことが一番の原因だと考えられます。 

笹島委員 ありがとうございました。 

委員長 ほかにございませんか。よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

   お疲れさまでした。 

     休憩（午前 10 時 50 分） 

     再開（午前 10 時 51 分） 

委員長 再開をいたします。 

   総務課と瓜連支所が出席いたしました。 

   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。 

   まず、１款議会費について説明をお願いいたします。 

総務課長 総務課長の川田でございます。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。 

瓜連支所長 瓜連支所長の寺門です。よろしくお願いいたします。 

総務課長 それでは、決算書の 58 ページをお開きいただきたいと思います。 

   款項目、支出済額の順にご説明をさせていただきます。 

   １款議会費、１項議会費、１目議会費、支出済額２億 319 万 8,407 円でございます。

議会費の不用額のうち主なものを説明申しあげますと、９節の旅費 155 万 4,000 円余り、

それから 14 節の使用料及び賃借料、こちらが 77 万余りございます。こちらにつきまし
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ては、当初予算におきまして視察研修の視察場所、視察の行程が確定ができないという

ことから、公共交通機関の料金とバス借り上げの料金を両方計上しておるということで

ございます。ということから不用額が生じたということでございます。それから、19 節

の負担金、補助及び交付金、こちらが 88 万 6,000 円余りの不用額が生じております。こ

ちらにつきましては、政務活動費の精算によるものでございます。 

   議会費につきましては以上でございます。 

委員長 それでは、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 それでは、続いて総務課と瓜連支所の所管を一括して説明をお願いいたします。 

   執行部、お願いいたします。 

総務課長 それでは、60 ページをお開きいただきたいと思います。上段のところです。 

   ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、支出済額 11 億 1,302 万 4,112 円でご

ざいます。こちらの一般管理費のうち、不用額の主なものをご説明いたしますと、１節

報酬でございます。こちらは嘱託員の報酬を計上しておりましたけれども、その予備分、

２名分を執行せずに済んだというものでございます。それから、７節の賃金でございま

す。こちらが 809 万 4,000 円余りございます。こちらにつきましては、正職員の産休代

替、臨時職員等の賃金を計上しておりましたが、一部執行せずに残として残ったもので

ございます。 

   続きまして、65 ページをお開きいただきたいと思います。 

   一般管理費の中で、65 ページの右上のところの事業です。行政不服審査会事業、こち

らが平成 28 年度の新規事業となっております。行政不服審査法が 50 年ぶりに抜本的な

見直し、大きな改正があったということで、市町村のほうに第三者機関である行政不服

審査会を設けなければいけないということで設けたものでございます。 

   続きまして、90 ページをお開きいただきたいと思います。 

   90 ページの一番下のところ、14 目諸費、支出済額 3,956 万 703 円でございます。この

うち総務課所管の事業につきましては、その右のところの諸費事務費、それから次のペ

ージ、93 ページになりますが、93 ページの右上のところの自衛官募集事業、こちらの２

事業が総務課所管でございます。 

   続きまして、92 ページの下のところをごらんいただきたいと思います。 

   ２項徴税費、１目税務総務費、支出済額１億 7,378 万 6,984 円でございます。こちら

の税務総務費のうち総務課所管の事業につきましては、次のページの 95 ページの右上の

２番目の事業のところで、固定資産評価審査委員会設置事業、こちらが総務課の所管と

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。中段のところです。 
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   ４項選挙費、１目選挙管理委員会費、支出済額 855 万 4,348 円でございます。２目選

挙啓発費 19 万 7,860 円でございます。３目有ケ池土地改良区総代総選挙費、支出済額５

万 3,954 円でございます。 

   続いて、次のページをお開きいただきたいと思います。100 ページです。 

   上段のところ、４目参議院議員通常選挙費、支出済額 1,941 万 2,649 円でございます。

こちらの参議院議員通常選挙費の不用額のうち主なものについてご説明いたします。13

節の委託料、こちらにつきましては 97 万 3,000 円余りございます。こちらがポスター掲

示場設置及び撤去業務委託での入札差金となっております。 

   総務課所管につきましては、以上でございます。 

瓜連支所長 続きまして、瓜連支所の決算についてご説明いたします。 

   決算書の 90 ページをお開き願います。 

   ２款総務費、１項総務管理費、12 目支所費、支出済額 4,051 万 9,470 円でございます。

不用額につきましては 195 万 1,530 円で、主なものといたしましては、需用費の光熱費

でございます。 

   以上でございます。 

委員長 それでは、これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

副委員長 65 ページの行政不服審査会事業というのは、これは庁内に設置されたのですか。 

総務課長 先ほど申しあげましたとおり、26 年に行政不服審査法が大幅に改正されたという

ことで、法律のほうでも各市町村というか、地方公共団体の執行機関の附属機関として、

その事務を処理するためにその機関を置きなさいということですので、当然市町村、あ

とは県もそうだと思いますけれども、必ず置いているということでございます。 

副委員長 どこにあるんですか。 

総務課長 常時設置しているということではなくて、通常のなんとか委員会とかいうような形

で、委員さんを５名、一応、５名見つけまして、まず有識者ということで弁護士さん、

それから大学教授、あとは税理士さん、民間の代表、市民の代表ということでお集りを

いただきまして、通常何もなければ当然集まって、最近の状況を研修のような形でやり

ますけれども、一旦何かしら行政不服、審査請求が出た場合に、それがどうなのか、法

律に照らしてどうなのかと。役所でした処分がどうなのかというところを公平中立な立

場で、それで判断していただくということになっております。現在のところ、去年初め

て設置しましたけれども、行政不服の審査請求につきましては、特に上がってきていな

いという状況でございます。 

副委員長 わかりました。 

笹島委員 瓜連支所のことについて聞きたいんですけれども、支所費として人件費約 2,000

万、管理費で約 2,000 万、大体 4,000 万で運営していると思うんですけれども、今回光
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熱費で浮いたということで、不用額が出ているのかな、それがね。これは何で 200 万近

くかな、浮いたのかと、同時にあと、窓口業務の利用度はどうなのかという２点ちょっ

と伺います。 

瓜連支所長 不用額の 195 万 1,530 円でございますが、先ほど申しあげましたけれども、需

用費の光熱費、これは電気料になっております、主なものとしまして。 

   それから、窓口の業務、件数とかでよろしいんでしょうか。 

笹島委員 利用度ですね。 

瓜連支所長 28 年度の窓口の件数でございますが、証明書等の発行件数が 4,797 件、大体月

400 件でございますか。そのほかに納税等で窓口に来られる市民の方もいらっしゃいます。

ですから、これに若干プラスになる数字でございます。 

   以上でございます。 

笹島委員 200 万近くの電気料というのは、これはあれですか、電気料金の今競争があります

よね、そのシステムを利用したのかな。それで安くなったの、去年からというのは。 

瓜連支所長 契約につきましては、市のほう全体で、財政課のほうの管財担当のほうで、従来

の東京電力と契約したほうがいいのか、あとは新しい電気会社と契約したほうがいいか

ということを検討していただきまして、それに従ってこちらで契約しているところでご

ざいます。 

   以上です。 

委員長 よろしいですか。 

笹島委員 私今、わかったようでわからなかったので。電力会社をかえたんですか。それとも

ほら、東電の中で新電電がありますよね、新しい電力会社と東電とのありますよね。そ

の、だけれども、東電のほうのパッケージみたいななっているのかな、あれがね。２年

間これだけ安いとか。ただし、ほかの他社には移行できませんという、そういうパッケ

ージのものに変えたのかと、ちょっとはっきり教えてほしいんですけれども。それは本

庁も含めてですか。瓜連支所だけなんですか、それは。 

瓜連支所長 電気会社の契約先といたしましては、全庁としてどちらが有利かということを考

えて、従来の東京電力が有利か、または新しい電力会社が有利かということを検討いた

しまして、瓜連支所につきましては、従来の東京電力で契約しております。 

   以上です。 

笹島委員 要するに、そのパッケージで安くなったという意味ですよね。昨年度からそのパッ

ケージ類というの、今、私が先ほど説明したような形で、そういう大口ですか、法人関

係とかですね。そういうのがあるんですよね。ただし、何月までに契約しないとという

ことがあると思うんですけれども、それをご利用なさったんですか。それをちょっと聞

きたいんですけれども。 

瓜連支所長 委員さんのお話もあったと思いますけれども、あとは、ある程度余裕というか、
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予算を計上する段階で見ていますので、それで残が出ているということでございます。 

   以上でございます。 

副市長 ちょっとつけ加えますけれども、さっき全庁的なという話が出ました。それで、それ

ぞれの施設ごとに東電さんとそれ以外の新しい電力会社、それぞれ見積もりとりまして、

安いほうと契約しておりまして、今この施設も東電ではなくて新しい会社で、もうこれ

は数年前からそれはやっております。東京電力のパッケージ云々の話が出ましたけれど

も、そういう有効なやつは、もう前々からその辺は取り入れてやっています。 

   ただ、昨年減ったのは、これはご家庭の電気料を見てもらうとわかるんですが、多分全

体的に去年は電気料が下がっていると思います。おそらくこれは石油の値段の関係で上

乗せ、それが多分下がっているという関係で。多分、皆さんのご家庭でもおそらく昨年

の電気料は下がっていると思います。そういった関係かと思います。 

   以上です。 

委員長 よろしいですか。 

   ほかに質疑はありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。お疲れさまでした。 

   休憩します。再開を 11 時 20 分といたします。よろしくお願いします。 

     休憩（午前 11 時 08 分） 

     再開（午前 11 時 20 分） 

委員長 再開いたします。 

   行財政改革推進室が出席いたしました。 

   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。 

   所管部分の説明を願います。 

行財政改革推進室長 行財政改革推進室でございます。室長の平松でございます。よろしくお

願いいたします。ほかに２名の職員が出席しております。よろしくお願いいたします。 

   座って失礼をさせていただきます。 

   それでは、決算書の 52、53 ページをお開きください。 

   収入の部になります。 

   款項、収入済額の順に説明をさせていただきます。 

   20 款諸収入、４項雑入、４目雑入、備考欄の下から７番目になります広告掲載料 119

万円、動画広告放映料 33 万 6,960 円、１項目飛ばしまして、広告マット設置料 31 万

4,928 円、広告つき市内案内看板設置料 24 万円、これが行財政改革推進室の所管でござ

います。 
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   説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

笹島委員 これ広告収入はふえているの、これ年々。倍々ゲームかな。 

行財政改革推進室長 歳入につきましては、昨年に比べて約７万円ほどふえてございます。 

笹島委員 どのやつがふえているの、これはこの中で。動画とか広告掲載料、これはあれかな、

広報紙か何かかな。マットとかさ、案内板とかさ。 

行財政改革推進室長 ふえておりますのは、広報なかへの掲載になってございます。 

委員長 よろしいですか。 

   ほかに質疑ありませんか。よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 それでは、今は歳入でしたので、歳出の説明をお願いいたします。 

行財政改革推進室長 それでは、70、71 ページをお開きください。 

   こちらが歳出になります。 

   款項目、支出済額の順に説明をさせていただきます。 

   ２款総務費、１項総務管理費、６目企画費、支出済額２億 8,031 万 1,542 円。 

   次のページををお開きください。72、73 ページになります。 

   備考欄の下から丸が２つ目になります、行政改革推進事業６万 6,900 円、こちらは行

政改革懇談会委員の報償費になります。 

   続きまして、その下になります。 

   行政評価システム推進事業 58 万 5,969 円、こちらは外部評価と市民アンケート等に要

した経費でございます。 

   続きまして、102 ページ、103 ページをお開き願います。 

   ２款総務費、６項監査委員費、１目監査委員費、支出済額 929 万 467 円でございます。

職員人件費 868 万 2,666 円、こちらが監査委員事務局の職員１名分の人件費になってご

ざいます。 

   その下になります。 

   監査委員設置事業 60 万 7,801 円、こちらは監査委員への報酬が主な経費になってござ

います。 

   説明は以上でございます。 

委員長 それでは、質疑に入ります。 

   質疑ありませんか。 

笹島委員 行革で、これは主に成果が出ているのは何なんですか。 

行財政改革推進室長 額田保育所の民営化とか、あとは自治体クラウドの推進とか、あとは、

そういった職員の定数の管理というところと、あとは未利用財産の活用と処分というと
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ころで１億 3,900 万円弱ぐらいの金額は、そういったところではちょっと上がっている

というのはございます。 

笹島委員 今、民営化していくというのはわかります。あと、職員とかそういうその他の行革

の中で。その未利用地を推進していくという、これはどんなものが具体的にあるんです

か。 

行財政改革推進室長 未利用地につきましては、先ほどの財政課の中で説明があったかと思う

んですけれども、利用されていないもので、多分処分される可能性のあるものは、極力

公売とかで処分していくというようなものに沿った私ども、考え方を持ってございます。 

笹島委員 公売をやる。要するに上菅谷駅前とかそういうところを熱心にやっているの、なか

なか買い手がつかないのもわかっています。そうすると、これやはり今ね、地価が下が

っている部分があるんで、臨機応変にそういうのも対応しているのどうかと、それから

公売をしているというのは、那珂市としては、いらぬものも自分のほうに、その土地の

購入をしている部分はないと思うんですけれどもね。そういうものはどうですか。土地

開発公社というのは中間部分であると思うんですけれども。それを利用していって、い

らぬものを得ているという、我々一般人から見てはね、そういうものは何もないという

ことですか、それは。 

行財政改革推進室長 市の考え方としましては、先ほどお話がありましたように、その活用目

的のないものは極力取得しないという、当然考え方がございますので。また、その利用

されていないもので、先ほど駅前の話がございましたが、そういった中で生み出された

ものを極力還元いたしまして、財政のほうに入れるというところの努力は当然、財政課

も含めてやってございますので、そういったところにつきましては、行革としてもご支

援をしていきたいというふうに考えてございます。 

笹島委員 そうすると、公共性があるものを優先するわけですよね。今どうですか、この公共

性のあるものの施設を売却する場合もあるし、購入する場合もあるし。一番今問題なの

は道路ですよね。道路を拡幅するための、広げるためのそういう購入とかですね。主に

具体的にどのようなものをメーンに考えていらっしゃるのかな、それは。 

行財政改革推進室長 例えばですね、これからあと幼稚園のほうが５園が１園になるというこ

とがございます。そうしますと、そこの敷地というものも、当然借地もございますし市

有地もございます。そこは当然その計画の中で、また公共的なものに使うのかとか、多

分いろんなものは検討はされると思います。された後になおかつ利用目的がないものと

いうことになったものにつきましては、市内の内部の中で話し合いをしていただいて、

処分という話が出てくる可能性もございますので、そういったところにつきましては、

一緒に支援をしていきたいというふうに考えてございます。 

笹島委員 最後に、利用目的がないものを購入しているとか、そういうものを受け取るという

ことはやっていないんですか、そういうのは。 
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行財政改革推進室長 今お話がございました利用目的のないものを受け取るというふうにはや

っていないというふうに私どもは聞いてございます。 

委員長 よろしいですか。 

   ほかにございませんか。 

副委員長 先ほどの市民アンケート、23 ページですかね、という話があったんですけれども、

それは行革としての市民アンケートなんですか。 

行財政改革推進室長 こちらは市全体として行うもののアンケートになってございまして、こ

れは各課が事業などを行ってございます、総合計画もそうなんですけれども。そういっ

たものの進行管理を行っていく中で、市民の皆様に問いかけて、そのお答をいただく、

例えば実施状況だったり、どんなふうに思っていらっしゃるかというところの数値を把

握して、それを各課にフィードバックするために窓口として行革のほうで担当をさせて

いただいております。 

副委員長 先日、一般質問で市長が原発再稼働についての那珂市のアンケート結果が 65％

「反対」だったと言っていたんですけれども、それはこのアンケートに基づいた結果な

んですか。 

行財政改革推進室長 今お話がございました。これにつきましては、平成 28 年度に行いまし

た市民アンケートの調査の結果でございます。 

副委員長 これとは違うんですか。 

     （「これです」と呼ぶ声あり） 

委員長 よろしいですか。 

副委員長 わかりました。 

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。 

   暫時休憩いたします。 

   お疲れさまでした。 

     休憩（午前 11 時 31 分） 

     再開（午前 11 時 32 分） 

委員長 再開いたします。 

   秘書広聴課が出席しました。 

   議案第 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。 

   所管部分の説明をお願いいたします。 

秘書広聴課長 秘書広聴課の渡辺でございます。ほか４名が出席しております。 

   それでは、決算書の 64 ページをお開きください。 
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   ２款総務費、１項総務管理費、２目秘書広報広聴費でございます。支出済額 2,664 万

7,578 円でございます。不用額 316 万 3,422 円でございます。こちらの不用額でございま

すけれども、不用額の主なものは、その不用額の下のほうにある 11 の需用費がございま

して、190 万円ございます。このうち 150 万円が広報印刷製本費の残となっております。

それ以外につきましては、そこに表示してあります不用額でございます。 

   それから、賃金、報償費、公債費はそれぞれ 20 万円の不用額となっておりますが、こ

れは例年並みの不用額ということでなっております。 

   それから、秘書広聴課の事業でございますが、その次の 67 ページのいじめ再調査委員

会の設置事業までが秘書広聴課の事業でございます。 

   説明は以上でございます。 

委員長 これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

笹島委員 200 万近くあれですか、需用費として、印刷代とか云々というのが使わなかったと

いうことで、どういうものですか、具体的に。 

秘書広聴課長 需用費の不用額でございますが、198 万 583 円ございます。このうちの印刷製

本、先ほどお話ししましたように印刷製本費のほうの残額が 155 万 110 円でございます。

そのほかにつきましては、消耗品の残額が 17 万、燃料費の残額が 8,000 円、あとは食料

費の残額が 12 万円、修繕の残額が３万円ということで、合計 198 万となっているもので

ございます。 

笹島委員 先ほど言ったように印刷製本費が 150 万しか使われなかった。例年は何か使って

いたんだけれども、今回は何か使われなかったという、そういうあれですか。 

秘書広聴課長 この 150 万円は広報の印刷製本費でございまして、ページ数にしますと若干

27 年度よりも広報のページ数が少なかったということがございまして、残となっていま

す。 

   以上でございます。 

委員長 よろしいですか。 

   ほかに。 

副委員長 67 ページの情報発信力強化事業なんですけれども、名前は何かいいんですけれど

も、委託料、これ丸投げですか。 

秘書広聴課長 こちらの委託料につきましては、これは映像の撮影業務と、あとはホームペー

ジの読みあげソフトの管理委託料ということでございます。この 180 万のうちの約 30 万

円がホームページの読みあげ用のソフトの管理の委託、あと残りの 150 万が映像の撮影

の業務を委託しているものでございます。この映像業務の撮影の内容は、那珂市のＰＲ

の動画といたしまして、菅谷まつりとひまわりフェスティバルを撮影して、ホームペー

ジ等の動画として登録しているものでございます。 
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   以上でございます。 

副委員長 その映像はわかったんですけれども、映像を使用するのに、これ賃借料、使用料と

いうのを払っているんですか。 

秘書広聴課長 先ほどの映像のほうは、委託料のほうでございまして、こちらに書いてある使

用料につきましては、これはホームページのサーバーの使用料ということで 104 万 4,000

円が計上してございます。那珂市のホームページを設置してあるところのサーバーの利

用とか、その部分ですね、それが使用料として 104 万でございます。 

副委員長 先ほどの読みあげソフトというのはなんですか。 

秘書広聴課長 この読みあげソフトというのは、やはり障がい者等に対して優しいサービスと

いうことでございまして、那珂市のホームページを開くと、多分右上のほうに読み上げ

というボタンがありまして、各ページを開くと、その読み上げボタンを押すと、そのホ

ームページの内容を自動的に音声で読みあげてくれるというようなソフトでございます。

どちらかというと弱視の方ですか、それに対するホームページの内容を周知するために

設けたものでございます。 

副委員長 それは、使われる方は結構いらっしゃるんですか。単純に考えて、次のページへク

リックできないんじゃないかと思うんですけれども。 

秘書広聴課長 全然目の見えない方ではなくて、結構弱視の方で、ちょっと見えづらいとか、

あとは字が小さくて見えないという場合に、そこのページまでたどりつくのもちょっと

あれなんですけれども、ページを開いたときに、そこのボタンを押すと、そのページの

内容を全部読みあげてくれるということでございまして、その利用件数でございますが、

平成 28 年度は年間で 1,800 件ございました。利用のカウントもできますので、それをト

ータルすると、28 年度は 1,800 件利用があったということでございます。 

副委員長 わかりました。 

委員長 ほかに。 

助川委員 67 ページの最後のいじめの再調査委員会設置の４万 8,000 円ぐらいの事業ですけ

れども、これに関しては、教育委員会が担当されているような事業のような感じを受け

るんですが、秘書広聴でこの事業、設置事業ということで再調査が必要と認められた場

合に調査を行うということなんですけれども、どういった内容の調査をする事業なんで

すか、これは。 

秘書広聴課長 こちらのいじめ再調査委員会でございますけれども、そもそも教育委員会のほ

うに那珂市いじめ問題対策連絡協議会というのがございます。それからもう一つ、那珂

市いじめ調査委員会というのも教育委員会のほうに設置してございます。そちらで、例

えばいじめがございまして、教育委員会のほうで、いじめ調査委員会のほうで、そのい

じめに対していろいろ調査を行った結果、その結果でも不服とか、それに対してもっと

調べる必要があるといった場合に、最終的に秘書広聴課で設置しております那珂市いじ
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め再調査委員会というのに諮問をして、そちらで最終的な、どうしてもおかしいとか、

重大事故があって、このような形では結果がまだ明らかになっていないんじゃないかと

か、そういう場合に再調査委員会のほうで、一番、最終的に調査するということになっ

ています。 

   28 年度については、特にそういう事例がありませんでしたので、委員の皆さんに一度

集まっていただいて、教育委員会の話を聞いたりとか、そういう形で会議を開催したと

いうものでございます。 

助川委員 教育委員会で判定ができないというような案件というのは、具体的にどういったこ

とが想定されるんですかね。 

秘書広聴課長 最近ですと、ちょっと話題になったものですと、取手市で何か自殺された方が

いて、いじめの教育委員会の調査をして、さらに再調査委員会でも調査をしたんだけれ

ども、それでも不十分だということで、最終的には何か茨城県のほうでもそういう調査

委員会を設置してほしいというような被害者というか、ご家族の意向がございまして、

新聞とかにも掲載があったわけでございますけれども、こちらで、その調査委員会のほ

うで調査する事例といたしましては、重大な事態が発生した場合ですね。というのは、

重大な事態というのは、自殺になったりとか、あとは不登校で長期間登校できなくなっ

てしまったとか、そういった場合に、まず教育委員会のほうでいじめ調査委員会が開か

れて、そちらで内容について詳細に調査するということになっております。 

助川委員 そうすると、重大なというような事態は、命にかかわるような事態に発生する可能

性を秘めているというようなことが想定される場合には、庁内全体で情報を共有してお

くというような意味合いも込めた形の事業なんですかね。 

秘書広聴課長 このいじめの問題につきましては、まずはそもそも教育委員会のほうで連携協

力いたしまして、そういう実態とか状況をまず調査している、毎年やっていると思いま

す。それで、そういう事態が出てきまして、それでなおかつそれが不登校になるとかそ

ういう部分で、身体に影響があるような形になるといった場合には、教育委員会のほう

でいじめ調査委員会というのを立ち上げまして、そちらでもう１回詳細に調査する。そ

の調査の結果につきましても、どうしても納得いかないという場合には、秘書広聴課で

ある、最終的にはいじめ再調査委員会というのは、こっちは市長が中心になりまして開

催する委員会でございます。 

   連絡調整につきましては、一番最初、前段で言いましたように、那珂市いじめ問題対策

連絡協議会というのがそのいじめ調査委員会の前に、教育委員会に設置してございます

ので、そちらでいろんな情報は、いろんな方々とですね、いろんな団体の方々と関係機

関の方々と情報提供というか、情報の共有はしているというようなのが現状でございま

す。 

助川委員 ちなみにこれ５名の委員さんがおられますが、どういった方々なんですかね。 
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秘書広聴課長 こちらの委員につきましては、うちのほうに那珂市いじめ問題対策連絡協議会

の条例というのがございまして、その調査委員会に設置するべき委員さんのですね、学

識者とかの区分が書いてありまして、教育、行政とか法律、医療、心理、福祉等につい

ての専門的な方々を選任するということになっております。それで、現在も５名委員さ

んを任命しておりますが、１人の方は常磐大学の教授、もう１人は法律事務所の弁護士、

あとは医療関係では、これは栗田病院の院長さん、あとは臨床心理士のほうからも１人

おります。児童心理学関係の大学の教授が１人おりまして、一応５名の委員を任命して

いるような状況でございます。 

助川委員 年間何回ぐらいこういった会議はあるんですか。 

秘書広聴課長 これも先ほど申しましたように、うちの再調査委員会のほうは、事例とか案件

がなければ基本的には開催することがないんですけれども、一応毎年１回、連絡調整と

か学校の様子を教育委員会のほうからお伺いするというような形で、年に１回顔合せ的

な会議を実施しております。 

副委員長 そのいじめ再調査委員会についてもうちょっとお聞きしたいんですけれども、教育

委員会が情報を出してきますか、不登校な生徒の情報ですとか、いじめが原因でどうも

学校に出てきていないようだというような情報を再調査委員会のほうに情報を出してき

ていますか。 

秘書広聴課長 現在、昨年度等もその会議の内容についてちょっとお伺いしたところ、やっぱ

り学校でも、最近いじめ問題等が結構クローズアップされてきているものですから、い

じめについての児童からの通報とか、アンケートか何か多分とっているんだと思います

けれども。それも昔よりは、最近はもう少し機微なというか、細かいいじめの部分につ

いても情報、子どもたちから集めているような形で、いじめの件数的には最近は何か若

干ふえているような話をお伺いしております。 

   そういうような現状についてもうちの再調査委員会のほうで学校の教育委員会の指導主

事さんのほうからお話を伺っておりますので、ある程度の現状はこっちの執行部のほう

でも現状は把握しているというふうに感じております。 

副委員長 死亡事故が起きてから再調査委員会が動くんだったら何の意味もないですよね。や

はりそこに至る過程において、再調査が必要だと思える案件を積極的にこっちから入っ

ていかないと、教育委員会から出てくるのを待っていたんでは、やはりこれ再調査委員

会の意味というのがないと思うんです。僕は、いじめで命を落とすような、そういう若

者が那珂市にはいちゃいけないと思いますので、積極的にこっちからかかわってほしい

と思います。向こうから出てくるのを待っているだけだったら、ただの形だけの調査委

員会ですので。ぜひよろしくお願いいたします。 

秘書広聴課長 その点につきましては、この那珂市いじめ問題対策連絡協議会等条例というの

がございまして、まずはその前段として、那珂市いじめ問題対策連絡協議会というのが
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ございます。こちらでは、いじめ防止の対策であるとか、そういう部分についてを推進

するための協議会でございますので、まずはそちらでどんどんいじめ防止の対策とか施

策を展開していただいて、まずはそちらでいじめとかが起きないように指導とか学校の

教育をしていただくのがまずは前段だと思います。 

   最終的にはその結果ですね、いろいろ体がもう傷つけたりとか不登校になってしまった、

それでもなってしまったのが多分この調査委員会のところに上がってくるということに

なりますので、対策とかについては、まずはいじめ問題の対策連絡協議会、教育委員会

が中心なんですけれども、そちらのほうで十分に対応していただくというふうな形にな

ると思います。 

副委員長 そうしたら、そのいじめ問題連絡協議会で 100％解決できていると私は思わないの

で、ここの再調査委員会に積極的にいってくださいと言っているんですね。那珂市内で

いじめが原因で不登校、学校へ行っていないという生徒がゼロだと言い切れるならそれ

でも構わないですけれども、私はそうは思えないんですね。何かしらのいじめは起きて

いるんじゃないかと。実は解決できていないいじめがあるんじゃないかと。そういうの

は、やはりこういう機関があるんであれば、積極的にそこに入っていて、どうなんだと。

向こうから情報が上がってくるのを待っていたんでは、やはり設置の意味というのが余

りないと思うんです。死亡事故が起きてから初めて動きでは何の意味もないと思うんで

すけれども、どうですか。 

秘書広聴課長 その辺については、委員さんのご意見十分に理解できるところでございます。

本当に執行部と教育委員会と一緒になって、そういう点はどんどん前向きに改善とかを

していかなくちゃならないと思います。あとは、教育総合会議というのも、法律が変り

まして、市長と教育委員会との懇談する場もございますので、そういう場も含めて、い

じめとかが起きないようにどんどんそういう教育とか指導とかを推進していければと思

います。 

委員長 ほかにありませんか。質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

   お疲れさまでした。 

   それでは、休憩をします。都合により、再開を 13 時、午後１時といたします。よろし

くお願いします。 

     休憩（午前 11 時 52 分） 

     再開（午後１時 00 分） 

委員長 再開いたします。 

   政策企画課が出席しました。 
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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を議題といた

します。 

   所管部分の説明を願います。 

   ちょっとごめんなさい。副市長から発言の申し出がありました。 

副市長 先ほどの笹島委員からの電力事業者の件なんですが、私、ここの本庁舎、東京電力以

外という話をしましたけれども、ここの本庁舎は東京電力との契約でございます。 

   なお、各小中学校、あとはふれあいセンター、総合公園、保育所、那珂聖苑等につきま

しては、現在、日立造船との契約でございます。それ以外については、瓜連支所もそう

ですけれども、あとは保健センター、消防本部等については東京電力との契約というこ

とでございます。すみません、訂正させていただきます。 

委員長 よろしくお願いします。 

   それでは、政策企画課について、所管部分の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４名が出席しております。よろし

くお願いいたします。 

   着座のまま失礼させていただきます。 

   決算書の 70 ページをお開きください。 

   １款総務費、１項総務管理費、６目企画費、支出済額２億 8,031 万 1,542 円、このう

ち 73 ページ右下になります、行革室のほうで説明をしました行政改革推進事業及び行政

評価システム推進事業、この２事業以外が政策企画課の所管になります。 

   それでは、主な事業についてご説明いたします。 

   71 ページにお戻りください。中段より下になります。 

   総合計画策定事業 654 万 5,724 円。第２次那珂市総合計画基本構想を策定した経費に

なります。 

   73 ページになります。上段になります。 

   業務系システム管理事業 8,595 万 152 円、同じく平成 27 年度からの繰越明許分 1,493

万 3,160 円。こちら住民の情報管理や窓口業務を担う基幹系と呼ばれる業務システムの

維持管理を行う経費になります。 

   75 ページになります。 

   情報系システム管理事業１億 262 万 599 円。こちら庁内や施設間のネットワークシス

テムの維持管理を行う経費になります。 

   次の次になりますが、コミュニティバス運行事業 1,272 万 7,340 円。２コース運行し

ているひまわりバスの運行経費になります。 

   続いて公共交通利用促進施設管理事業 571 万 7,632 円。水郡線利用促進のため、ＪＲ

各駅の駐輪場、駐車場等の維持管理を行う経費になります。 

   続いて 77 ページになります。 
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   デマンド交通運行事業 1,892 万 3,415 円。ひまわりタクシーを運行する経費になりま

す。 

   社会保障・税番号制度対策事業 1,427 万 800 円。マイナンバー関連のシステム改修や

連携テストを行った経費になります。 

   額田駅駐輪場整備事業 235 万 6,000 円。額田駅に駐輪場を整備した経費になります。 

   次以降がまち・ひと・しごと総合戦略関連になりますが、まず情報発信事業、こちらが

187 万 3,630 円。総合戦略管理事業が 24 万 1,420 円。子育て世帯住宅取得助成事業が

190 万円になっております。 

   企画費は以上でございます。 

   続いて、ページが飛びまして、100 ページをお開きください。 

   １款総務費、５項統計調査費、１目統計調査総務費、支出済額 466 万 1,372 円。担当

職員の人件費及び統計調査委員会の補助金等が経費となっております。 

   続いて 102 ページになります。 

   同じく２目各種統計調査費、支出済額 191 万 7,497 円。学校基本調査、常住人口調査、

工業統計調査、経済センサス活動調査の経費となります。 

   次に、また飛びまして 156 ページをお開きください。 

   ６款商工費、１項商工費、２目商工振興費、支出済額 4,961 万 9,936 円、うち一番下

になります、企業立地促進事業が政策企画課所管となります。決算額 116 万 3,853 円。

こちら内容は、県工業団地企業立地推進協議会の負担金や企業誘致情報収集業務の委託

料が主な経費となっております。 

   説明は以上でございます。 

委員長 それでは、これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

副委員長 157 ページ、企業立地促進事業ですが、去年からこの委託先を変えているかと思う

んですが、成果はどうでしょうか。 

政策企画課長 業務委託をして、例えば年間売上額 20 億円以上、取引先が全国に所在してい

る等々の基準でアンケート調査を実施しました。その結果として、「施設の具体的な計

画があり」ですとか「そういった計画を検討中である」という企業調査結果をいただい

ております。その業者を対象に市からの案内電話、訪問希望等というのを抽出したとこ

ろ、１件から希望がありましたが、実際にはそういった企業を対象にそういった調査に

出向きたいというような相談を持ちかけたところ、実現にならなかったということで、

実際にはこの委託業務において具体化したという状況はございませんでした。 

副委員長 わかりました。 

笹島委員 75 と 77 なんですけれども、コミュニティバスね、ひまわりバスが 1,300 万弱かな、

デマンド交通が 1,900 万弱ですね。六、七百万くらいしか差がないんですが、これ利用
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度とか使用度、人気度ですか、どういうふうになっておりますか、これは。 

政策企画課長 まずコミュニティバスのほうの利用度でございますが、例えば平成 27 年度と

平成 28 年度の実績を言いますと、年間利用者、平成 27 年度は１万 2,416 人、平成 28 年

度は１万 401 人となっておりまして、減少傾向にございます。 

   次に、デマンド交通の利用者でございますが、こちらも平成 27 年度と平成 28 年度の

数字で申しあげますと、平成 27 年度が１万 4,897 人、平成 28 年度は１万 3,932 人、こ

ちらこれまで増加傾向にあったんですが、この１年間では減少傾向に転じたということ

でございます。なかなかこの辺の部分を分析する、原因を探すのは難しいことでござい

ますが、全体的な傾向としては、バスのほうは減少傾向と。今回デマンドタクシーのほ

うは初めて、これまで増加傾向であったけれども、今回だけ初めて減少傾向になったと

いう状況でございますので、そちらの部分の状況を踏まえた上、実は公共交通連携計画

の見直しの時期というのが 31 年度に迫っておりますので、こういった状況を見据えて、

まだ１年ちょっとありますので、そういったことも含めて、どういった形で見直しをし

ていくのかというのは検討していく時期に来ているのかなというふうに考えているとこ

ろでございます。 

笹島委員 今言っていたバスのほうはね、これはもう全体的に使い勝手が悪いから減少、あと

は、デマンドは横ばいということで、費用的にそんなに差はないんですけれども、ご利

用する方の声とか人気ですね、やっぱり使い勝手がいいのか悪いのかと。一応ヒアリン

グはしているんでしょう。これから将来的にバスは減少ぎみでいって、もう１万を切る

かもしれませんよね。そうすると、同じように 1,200 万もぶっこまなければいけない。

もう一方は、やはりデマンド交通、横ばいですけれども、これからどういう予測かわか

りませんけれども、そういうふうなところにある程度の 31 年まで待つ結果よりも、今の

うちから試行錯誤していかないと、予想も立てるでしょう、高齢者の方はふえてきます

から。今言っていた、車に乗る方もまだまだ、乗れる方ですか、手放さない方もふえて

いますよね。そういうものをいろいろ加味しながら将来像を描いていかなければいけな

いんですけれども、どういうふうに考えているのかな。 

政策企画長 現時点で明確に何をどうするという方針までは決まってございませんけれども、

まだ１年半あるということではなくて、早目早目に状況判断をし、利用者の声を把握し、

また、業者等々の声も把握しながら、早い時期に方向性を見出していきたいというふう

に考えております。 

笹島委員 よく住民からね、ひまわりバスは空気乗っけているというふうにしてやゆされるん

ですけれども、そういうふうに言われないようにちょっとシステムを考えていってほし

いと思います。よろしくお願いします。 

助川委員 デマンド交通に対してのちょっともう少し聞きたいんですが、利用者の層ですね、

これは大人が１回 300 円、障がい者・小学生 100 円、未就学児は無料ということなんだ
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けれども、ほとんどがこれ大人の、主要施策調書には障がい者からの括弧になっている

けれども、その方々じゃなくて、普通の大人の方々が多いんでしょう、高齢者の方々が、

利用率は。 

政策企画課長 登録者数の割合でいいますと、2,052 人のうち大人が 1,749 人でございますの

で、圧倒的に大人の利用者ということになります。 

助川委員 これ多分一番利用度アップにつながるのは、自治体間を超えて利用ができるという

ようなことを自治体間の話し合いにおいてできれば、そういう利用方法が可能ならば、

多分利用度はもっと上がるんじゃないかというふうに私自身は考えるんだけれども、そ

の辺の声は聞いておられるでしょう。 

政策企画課長 その辺の声は、十分に市民の方々、利用者の方々からいただいているところで

ございます。これに関しての検討は、水戸市を中心とした定住自立圏の中での検討項目

に上がっていまして、検討中でございます。なかなかうちの見直しのタイミングとそち

らの検討のタイミングが合うかどうかというのは微妙ではございますけれども、検討は

しているところということでございます。 

助川委員 一番その辺のところが解消できて利用ができれば、利用度アップにつながると思い

ますんで、今後その見直しの時期であれば、そういうことが可能になるような施策を打

ち出していただければというふうに感じておりますので、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。ありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   続きまして、常任委員会の協議・報告案件であります。第２次那珂市総合計画基本計画

（素案）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。 

   お願いします。 

政策企画課長 常任委員会資料の１ページをお開きください。 

   第２次那珂市総合計画基本計画（素案）について。 

   こちら昨年度基本構想を策定しまして、それに基づいて今回は施策ごとの取り組み方針

を明らかにする基本計画の策定に取り組んでいるところでございます。 

   このたび前期基本計画、平成 30 年度から平成 34 年度の５年間の素案がまとまりまし

たので、中間報告をするものでございます。こちらの案は、総合計画策定委員会及び同

ワーキング委員会、総合開発審議会等々の議論を経て策定に至ったものでございます。 

   今後は、そのページにありますようにパブリックコメントを９月４日から 10 月３日ま

で、現在進行中でございます。こちらで寄せられた意見や本日の常任委員会でいただい

た意見、また、10 月 18 日に予定しております第７回の総合計画策定委員会での意見、11
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月１日に予定しております第５回の総合開発審議会での意見等々を踏まえて、加除修正

等を加えた上で、11 月には庁議にて決定をしてまいりたいというスケジュールを考えて

おります。 

   その庁議で決定したものをまた次回の常任委員会のほうで報告させていただきたいと考

えているところでございます。 

   それでは、資料を２枚おめくりください。 

   基本計画の目次があるかと思います。 

   こちら基本構想の体系に基づき、全６章立て、31 の施策で整理をさせていただいてお

ります。 

   もう１枚おめくりください。 

   まず基本計画の構成についてご説明いたします。 

   施策ごとに、まず前計画の取組ということで、こちらは平成 25 年度から平成 29 年度

の５年間の第１次那珂市総合計画後期基本計画時の取り組みを中心に整理をさせていた

だいております。 

   続いて現状、その次が課題ですね。右のページになりますが、施策の目的と成果指標と

いうことで、施策の目的を対象と意図に分けて整理をし、施策の指標を設定し、最後に、

行うべきことを基本事業ごとの方針として整理をしていくという体裁をとっております。 

   また、２ページの一番右側にコメントと書いてある四角い枠組みがございます。こちら

の欄では、成果指標の過去の推移、また、方針のほうでは、参考にさせていただいた意

見の出所、出どころ等々を掲載をさせていただいているところでございます。 

   こういった構成で整理をしてございます。 

   それでは、施策ごとに、主な施策だけになってしまいますが、説明をさせていただきま

す。 

   まずこのページをごらんください。 

   第１章、『みんなで進める住みよいまちづくり。』 

   施策の１番、「地域コミュニティの充実を図る。」 

   前計画の取組では、自治会や地区まちづくり委員会との協働によるまちづくりを推進し

てきたこと。また、自治活動施設の建設・整備・補修などを支援してきたこと。自治活

動の拠点となる地区交流センターを額田・木崎・戸多と整備をしてきたことを整理して

ございます。 

   現状では、69 の自治会と８つのまちづくり委員会があること。自治会加入率が年々低

下しており、平成 28 年度の 72.1％となっていること。また、市のホームページに地区ま

ちづくり委員会の情報掲示板と自治会の情報掲示板を設置したこと。また、一番下にな

りますが、地区まちづくり委員会の委員長の連絡会議を開催してきたことを整理してお

ります。 
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   課題としましては、市民自治組織に関する情報を広く市民に発信する必要性、また、自

治会の加入を促進する必要性、菅谷地区へのコミュニティセンターの建設等々を上げて

ございます。 

   これに対して、右のページになりますけれども、施策の目的としましては、対象は市民

や市民自治組織としておりまして、意図としましては、地域の課題解決に取り組むとい

うことで、成果指標を自治会加入率と設定させていただいております。現状値、平成 28

年度 72.1％を中間、最終、どちらも 70％としまして、下げどまりを図っていきたいとい

う視点での目標値に設定をしてございます。 

   これを受けまして、何をやっていくかというのが基本事業ごとの方針①自治活動への参

加意識の形成では、市民一人一人が地域に関心を持ち、意識が育つような啓発を行って

いく。自治会の新たな加入促進策を検討する。②自治活動への支援と連携では、たまり

場の設置、菅谷地区のコミュニティセンターの整備等々を掲げてございます。 

   ページが飛びまして 14 ページをお開きください。 

   第２章、『安全で快適に暮らせるまちづくり。』 

   ここの１番の施策でございます、「災害に強いまちをつくる。」 

   前計画の取組では、出前講座の実施や備蓄の充実、自主防災組織の結成促進を図ったこ

と。防災無線などの多様な情報伝達媒体を活用し、災害情報の確実な提供に努めたこと。

避難行動要支援者名簿を策定したこと。災害時行動初動マニュアルを作成したこと等を

整理してございます。 

   現状としましては、避難行動要支援者名簿を自治会及び民生委員・児童委員などに提供

し、平常時の見守り活動を行ってきたこと。広域避難計画の策定及び避難ガイドマップ

の作成に取り組んできたこと。市有公共施設の耐震化に取り組んできたこと等を整理し

てございます。 

   課題としましては、各方面・分野にわたって災害協定を締結する必要性、救急車の正し

い利用方法についての市民の理解、周知等の必要性を整理してございます。 

   15 ページになりますが、成果指標としましては、市有公共施設の耐震化率、自主防災

組織の組織数、火災の件数、救急件数で整理をしてございます。火災件数につきまして

は、減らしていくというような指標設定をしてございます。 

   基本事業ごとの方針が次のページになります。 

   ①防災・減災対策の強化では、防災訓練を定期的・継続的に実施をしていくこと。日ご

ろの防災対策について、呼びかけや自助の意識を市民に向けて高めていくこと。原子力

災害関連ですけれども、避難先、避難ルートを示した避難ガイドマップを配布すること、

市の広域避難計画の周知徹底を図ること。 

   ②災害時対応の体制の確立の部分では、ＩＰ無線機の導入など、情報の収集及び伝達体

制の充実を図ること。自主防災組織の活動を支援し、育成を図ること。 
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   ③の消防体制の強化では、消防職員の資質の向上を図ること。 

   ④の救急体制の強化では、認定救急救命士の育成を図ること等々を整理してございます。 

   また飛びまして、39 ページになります。 

   第３章、『やさしさにあふれ生きがいの持てるまちづくり。』 

   施策の１番が「安心して子どもを産み育てられる環境を整えるでございます。」 

   前計画の取組としましては、保育施設などの増床などを行い、利用定数をふやしたこと。

平成 25 年４月に子ども発達相談センターを設置したこと等を掲載してございます。 

   現状としましては、ゼロ歳から 14 歳までの人口が減少傾向であること。不妊治療費の

助成対象と助成額を拡充したこと。保育料の算定について多子世帯の負担を軽減してき

たこと。医療福祉費支給制度、マル福について、小学校６年生までだった外来対象を中

学３年生までに引き上げたこと。県の所得制限緩和に上乗せし、小児及び妊産婦マル福

の所得制限を撤廃したこと等々を整理しています。 

   課題としましては、保護者ニーズに対応した利用しやすい保育サービスを提供する必要

性。子ども子育てに関する包括的支援体制の構築の必要性等々を整理してございます。 

   41 ページになります。 

   こちらの施策の指標としましては、安心して子どもを育てられていると感じている市民

の割合、市民アンケートの結果の指標を設定してございます。あと、年間出生数ですね、

こちらは下がり幅を減少させるという視点での設定になってございます。地域子育て支

援センターの利用者数を増加させるというものが指標設定しております。 

   そのページの一番下、基本事業ごとの方針、①妊産婦支援の充実では、不妊治療費用の

一部の助成。 

   次のページになります。 

   ②子育てと就労の両立支援では、利用者ニーズに合せた保育施設などの拡充、整備。ワ

ークライフバランスの普及啓発。 

   ③の子育て支援体制の充実では、病児・病後児保育の実施。包括的支援体制の整備。 

   ④の子育ての経済的負担の軽減では、２人以上の子を養育する多子世帯に対しての保育

料の軽減等々を掲げてございます。 

   また飛びまして、61 ページになります。 

   第４章、未来を担う人と文化を育むまちづくり。 

   施策の１番、豊かな心を育む学校教育の充実を図るでございます。 

   前計画の取組では、義務教育９間の学びの連続性・系統性を明確にした学びのデザイン

を設定し、各教科領域の教育課程を見直したこと。「那珂市道徳郷土資料集」を活用し

てきたこと。市教育支援センターのセンター機能を生かし、悩みを持つ児童生徒を支援

してきたこと。 

   現状としましては、幼稚園の数、私立幼稚園の数、市立小中学校の数を記載してござい
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ます。また、心の教育相談員、教育相談員、カウンセラーを配置していること。教育支

援センターでの相談件数等々を整理してございます。 

   課題としましては、義務教育９間の学習や生活をつなぐカリキュラムの検討の必要性。

増加傾向にある不登校など、長期欠席児童生徒の割合を解消していくために、折れない

心を育成する支援プログラムを学校教育の中に取り入れていくことの必要性等々を掲げ

てございます。 

   次のページになります。 

   また、学校だけでは対応し切れない事案が増加していることから、学校・福祉・医療の

連携体制の充実を図る必要性等々を課題として整理してございます。 

   63 ページ、こちらに成果指標としましては、まず１点目、小中一貫教育による新たな

取組件数、次に、体力テストの県平均を上回った児童生徒の割合、不登校の長期欠席児

童生徒の割合、こちらの割合は減らすという方向で設定をしてございます。 

   基本事業ごとの方針としましては、そのページの下のほうになりますが、①学習指導体

制の充実、こちらでは、多様な学習指導方法の活用により、教育指導体制の充実を図る。 

   次のページになります。 

   小中学校９年間を通した小中一貫教育を推進する。 

   ②心を育む教育の充実では、社会的規範を身につけられるよう、各種教育や体験学習に

よる指導の充実を図る。学校図書機能の充実を図る。 

   ③相談支援体制の充実では、教育支援センターの機能強化、いじめ・不登校などの問題

に早期に対応し、学校、家庭、地域をはじめとする関係機関と情報を共有するなど、連

携・協力体制の充実。 

   ④教育環境の整備と運営体制の充実では、学校施設・設備の点検整備を行う等々で整理

をさせていただいております。 

   また飛びまして、81 ページになります。 

   第５章、『活力あふれる交流と賑わいのまちづくり。』 

   施策１、「活力ある農業の振興を図る。」 

   前計画の取組では、農産物の地域ブランド化や６次産業化を推進してきたこと。６次産

業化や販売戦略などを構築して販売拡大を図る食と農のマッチングフェアに取り組んで

きたこと。認定農業者や後継者、新規就農者に対する支援を行てきたこと等を整理して

おります。 

   現状としましては、農業・食品産業技術総合研究機構と協働で米ゲル技術の導入を進め

ていること。28 年度から農地利用最適化推進委員を新設し、農業委員と連携した現場活

動を行っていること等々を掲載しております。 

   課題としましては、次のページになりますが、有害鳥獣による農作物被害を防ぐために、

捕獲隊員の高齢化が進んでいるため、新たな隊員を確保をする必要性。農地の遊休化に
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対応するため、農地中間管理事業を活用し担い手へ集約化を進めること等々を整理させ

ていただいております。 

   これを踏まえた上で、83 ページになりますが、こちらに成果指標としましては、農地

の利用率、認定農業者数を設定してございます。 

   基本事業ごとの方針としまして、①農業経営の発展では、地域ブランド商品の普及や新

たな産品の開発。農業の６次産業化を進め、所得向上と新規就労者数の拡大を図ること。

直売所の利用者への増加を図り、地産地消を進めること。 

   次のページになりますが、市特産野菜等々を学校給食への利用拡大を図ること。 

   ②安全な食料の安定供給では、有害鳥獣対策について、市猟友会と情報を共有し連携を

図ること。 

   ③農地の有効活用では、パトロールによる調査及び指導を実施すること。 

   ④の担い手による農業の展開では、認定農業者などへの支援、育成及び確保を図ること。

農地中間管理事業による農地流動化を促進すること。 

   ⑤の生産基盤の整備と保全では、地域リーダーや新規就農者への育成を進めること等々

で整理をしてございます。 

   また飛びまして、最後の６章は 91 ページになります。 

   第６章、『行財政改革の推進による自立したまちづくり。』 

   施策１、「効果的・効率的な行政運営を推進する。」 

   前計画の取組では、第３次市の行財政改革大綱実施計画に基づき、48 項目から成る行

政改革に着手したこと。行政評価システムにより透明性の高い行政運営を推進してきた

こと。外部評価を実施してきたこと。日本大学文理学部と官学連携協定を締結したこと。

28 年７月に県央地域定住自立圏形成協定を締結し取り組んできたこと等を整理してござ

います。 

   現状としましては、２ポチ目、平成 28 年度の施策評価の結果、また、指定管理者制度

の導入の状況。 

   右のページになりますが、課題としましては、行財政改革の継続実施の必要性。産官学

の連携の強化。指定管理者制度のさらなる導入。職員資質の向上を図る必要性等々を整

理してございます。 

   93 ページになりますが、ここの施策での成果指標は、行政サービスに対する市民の満

足度、市民アンケートの結果を掲げてございます。 

   基本事業ごとの方針としましては、①行財政改革・行政評価の推進では、行政評価シス

テムを活用し、透明性の高い行政運営を引き続き進めること。外部委員の登用や外部評

価の活用を含めて行政運営に反映させること。 

   ②の地方分権化への対応では、産学官連携による企画立案に活用していくこと。職員の

資質向上を引き続き図っていくこと。 
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   ③の広域行政の推進では、次のページになりますが、茨城県県央地域定住自立圏におい

て、各政策分野において、各市町村と連携・協力し、広域的な取り組みを進めること。 

   ④の計画行政の推進では、実施計画を策定し、計画的に行政運営を進めること。 

   ⑤効果的な行政運営では、民間委託や指定管理者制度などの民間活力の導入を進めるこ

と。職員研修の充実を図ること。人事評価制度の活用をしていくこと等々で整理をさせ

ていただいております。 

   以上、取り急ぎで主だった施策のみしか説明させていただけませんでしたけれども、繰

り返しになりますが、本日の皆様からの意見や策定委員、総合開発審議会からの意見を

参考に 11 月末を目途に策定を完了し、さらにこの場で報告をさせていただきたいと考え

ております。 

   説明は以上でございます。 

委員長 それでは、説明が終わりました。 

   ご意見、ご質疑ございませんか。 

笹島委員 これは以前の総合計画と、今回 11 月に取りまとめて発行される、つくる、できる、

どこが違うのこれは。あと、その今言っていた、今回特徴的に、あれから何年たってい

るか知りませんけれども、どのようなものを記載していくのかな。 

政策企画課長 なかなか細かい部分でどこがどう違うという説明は難しいですけれども…… 

笹島委員 すみません、細かい部分じゃなく、大きな部分でいいです。 

政策企画課長 まず大きな部分では、昨年度策定した基本構想の部分での体系というのを若干

見直しをしています。細かい言い回しの見直しは当然なんですが、要は施策の順番等々、

例えば子育ての支援に関する施策というのを重要度があるということで、その章立ての

一番上に持ってきたとか、あとは市民協働の部分での移住・定住というのがまち・ひ

と・しごと関連で重要視をさせていただいたので、施策を分けて独立して、体系の中に

新たに組み入れたとかというような工夫をさせていただいておりますので、そういった

見直しをした体系に基づいて今回の基本計画を整理しているという部分は一番の違いか

もしれません。 

委員長 よろしいですか。 

助川委員 第２次の那珂市総合計画の基本計画ですから、これはごもっともで、全てが課題も

このとおりだと思うんですが、これによってパブリックコメントを９月４日から 10 月３

日までいただいていくわけで、もう既に始まっておりますけれども、市民の皆さんに対

して、ただこの基本計画をお示しした上で、どういったご意見をいただきたいかという

ことをお示しいただかないと、これだけで市民の皆さんに、市民の皆さんに丸投げとい

うような感じを受けざるを得ないんですよ。だから、そのパブリックコメントの意見の

とり方、これはどういうふうに考えておりますか。 

政策企画課長 これはもう既に実施しておりますので、ほかの計画とやり方が相違あるもので
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はございません。例えば市役所、うちの課の窓口ですとか図書館ですとか、支所等々に

この基本計画を置かせていただいて、自由に閲覧できる状態にしておいて、それを興味

を持って見ていただいた方に意見をいただくというやり方でございます。 

   なかなか最近ですね、パブリックコメント、いろんな計画で実施をしても、さほど見て

くれる方や具体的に意見を提出していただける方の件数が少ないという状況ではござい

ますが、市の最上位計画ということでございますので、その周知の仕方が特に変わった

やり方をしているわけではございませんが、関心を持っていただけることを期待はして

おります。 

   今までと違うところは、配置をする場所にコミュニティセンターを追加させていただい

た部分というのが若干違います。あとは、市民の皆様の視点でご意見をいろいろいただ

くという部分では、このパブリックコメントという手法も重要ではございますが、策定

委員会の委員さんにさまざまなジャンルの市民の代表の方々に加わっていただいており

ますし、公募の委員さんも加わっていただいておりますので、現時点でもいろいろな意

見をいただいておりますし、今後この素案をたたき台にして、さらにいろんな意見がい

ただけるものと思っておりますので、そういった部分でいうと、二本構え、さらには那

珂市総合開発審議会という機関もありますので、三段構えで広く市民の方々から意見が

いただけるものと考えているところでございます。 

助川委員 少なくともこれ第１章から６章まで課題が全ての章であるわけですから、ここの部

分に対しては、市民の皆さんどういったご意見をいただきたいなという、市民の皆さん

に強くこう、何ていうんだろう、自分たちがこの問題に対してはこういったことをして

もらいたいなという意見を取り上げるためにも、何かその羅列した形でこう見ていただ

いて全てのご意見をいただくというのは、私はちょっとやってもそんなに効果的なご意

見というのは、全てに関してはいただけないんじゃないかと思うんだけれども、その辺

のところどういうふうに考えていますか。 

政策企画課長 総合計画というのは、この資料を見ていただいても、かなりのページ数になり

ます。確かにこれを例えばホームページにアップしたり、図書館に置いてあったりとい

うことでも、ページ数でなかなか見るのが嫌になってしまうということはもしかしたら

あるのかもしれません。そうとはいえ、今、委員さんがおっしゃったような部分でいう

と、なかなか市として、こことここの部分が大事だから見てくださいというのはなかな

か言いづらいと。つまり市としてはやらなければならない分野の全てのことがここに掲

載してございます。ですから、どこが重要でどこが重要でないというのは、なかなかこ

ちら側からは言いづらい部分もありますので、そういった部分で意見をもらうときに、

特にここの部分については重要なので、意見をいただきたいという、その意思表示がし

にくいという部分につきましては、ちょっとご理解をいただければと思っておるところ

でございます。 
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助川委員 そこのところが難しいんだよね。 

業種によって、やっぱり関心を持っていただける方、あるいは生活していく上で、こ

の部分は自分に関係、直接、目の前に迫っていることだというようなことに関しては関

心をお示しいただいて、感じて言っていただける方は、あるいは意見を投じていただけ

る方と、思っただけで済まされる方と、そういう方が大部分なんじゃないかなと思うん

だけれども、そこのところを、行政側はこれね、どれを大事だからということは言いづ

らいかもしれないんだけれども。その辺のところ、何ていうんだろう。色ででもですね、

区別するような形で、ここの部分に関してはぜひともご意見いただきたいなというとこ

ろぐらいのご提示はなかなかできないのかな、これは。 

政策企画課長 パブリックコメントにつきましては、既に開始をしておりまして、資料も、当

然まだ途中、始まったばかりなので、資料の見せ方をもう一回、資料を差しかえて置き

直すという手はとれるとは思いますけれども、そうとはいえ、なかなかここの部分だけ

は意見がたくさん欲しいから色づけをするという判断がなかなか難しいということでご

理解いただきたいと思います。 

   これまでと若干違うところは、策定の段階で、策定委員さんとかいろいろご意見いただ

いて若い人、これから那珂市を背負う若い人からの意見を多く聴取すべきだというご意

見をいただいて、いろいろな若い世代の方々からアンケートや聞き取り調査をして、こ

の策定に反映をさせております。例えば中学生ですとか、子育て世代ですとか、そうい

う方々ですね。そういった方々から今まで以上に広くアンケート調査を実施して反映さ

せたということからすると、もしかするとそういった方々が、協力をしていただいた

方々が興味を持って、今までにはない、この案について見ていただいて意見をいただく

というような波及効果がもしかしたら出るんではないかというような部分も期待してい

るようなところでございます。 

委員長 よろしいですか。 

中﨑委員 すみません、39 ページ、第３章のやさしさにあふれた生きがいの持てるまちづく

りということで、私も孫を持ってみて、保育所へ送り迎えをしています。そうすると、

第２子が誕生すると、今度は第１子を預ける時間が短縮されると、そういう話を聞きま

した。要するに今までは８時のころから預けられたのが、第２子ができると、今度は育

休でいるから、９時過ぎに連れてきてくださいと。そして、お迎えも早くと。ところが、

こうやって、私は核家族じゃないんで同居なんでね、それでも構わないんですが、とこ

ろが、これ核家族のお母さんにとっては、連れてくるのに、小さい乳飲み子を抱っこし

て、２歳児にならない子どもを連れてくるわけですよね。そうすると、そのお母さんに

とっては、やっぱり上の子は少しでも長く預かっていただきたいと。そういうふうな意

見が私に聞こえるんですよね。あそうだよな。確かに家にいて育休になっているかもし

れないけれども、小さい赤ちゃんを抱えて家事をしたり育児をしたり、それから家事を
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したりというのは、そのお母さんにとっては大変なことなんだ。それが上のお子さんを

預ける時間を短縮されちゃうと、これやっぱり大変かなと思って。その辺のところの市

の考え方、あるいは保育所、幼稚園の考え方が私には理解ができない。その辺どうなの

かなと。 

政策企画課長 個別の細かいご質問にはなかなかうちのほうで答えるべきものかという話はあ

りますが、その辺のご意見は、当然制度的にできないのか、市の裁量によってできるも

のなのかというのは、ここではお答えできない話でありますので、ただ、そういったご

意見をこの場でいただいたということを踏まえて、なかなかこの基本計画の中に書き込

める内容ではないにせよ、そういった部分の意見はいただいたということで、持ち帰ら

せていただきたいと思います。 

中﨑委員 ありがとうございます。 

   私もこども課にこれは聞いたほうがいいのかなと思って考えていたんですけれども、こ

こにやっぱりね、書いてあるんで、子どもを産み育てたいというような環境をつくって

やらないと、まずいのかなというようなことが課題として書いてあるんで。こども課の

ほうへ聞いたり、あるいはいろいろ考えてみます。ありがとうございます。 

委員長 ほかにありませんか。 

副委員長 91 ページなんですけれども、日本大学文理学部との官学連携協定という、これは

何のために協定、文理学部というのは多分何十学科もあると思うんですけれども、それ

全部の学科との協定になるんですか。 

政策企画課長 文理学部という学部、はたから、この辺の大学でいうと、かなり狭い学部で、

分野が狭いという印象を持つかもしれませんが、日本大学の文理学部、分野が広いです。

ただ、那珂ふるさと大使になっていただいた青山先生の専門というのがスポーツを通し

てのいろいろな指導ですとか、物理的な体のつくり方、いろいろ、そのスポーツに特化

したジャンルが得意だということがきっかけで、この協定の締結に向けて検討を始めた

ところでございます。当然、青山先生がたけている分野だけに制約をして交流をすると

いう考えはございませんが、せっかくの機会ですので、そういう幅広いジャンルでの専

門的な大学とおつき合いが発生したというメリットを生かして、文理学部の中でのさま

ざまな専門的な知識等というのを那珂市で役立てるものは何かないかということで、活

用できればこれはありがたいことだというふうに考えて、この大学と協定を結ぶに至っ

たということでございます。 

   現在具体化を進めている内容というのは、主には教育の分野、スポーツ推進の分野等々

での実現化を目指して、今検討を進めているところでございます。 

副委員長 それ何の意味があるんですか、それ。 

政策企画課長 当然スポーツの推進、狭い範囲でいうとスポーツの推進というジャンルという

のも市役所は担っている分野でございます。そこの部分というのは、広く浅く市民の
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方々にスポーツに親しんでもらえるというような考え方も当然ございますけれども、そ

ればかりではなく、専門的に掘り下げて、那珂市にとってメリットがあるものというの

は活用して、那珂市のスポーツ推進の一助としていくというようなことも、政策を進め

る方向性としてはあるということなので、この部分というのは活用に値するという判断

をしたところでございます。 

副委員長 官学連携でうたうのは、スポーツを推進することによるまちづくりを官学連携する

んですか。それともスポーツそのものを連携するんですか。それともそれ以外の分野も

含めての連携になるんですか。 

政策企画課長 当然本協定、別の協定も含めて、当然その分野、たけた分野の相手方と協定を

結びますが、それを狭い意味で活用するということだけではなくて、活用しながら地域

の活性化等々に結びつけると、結びつくという判断があってこその協定締結だというふ

うに考えております。 

副委員長 どういうふうに結びつくんですか、そのスポーツの分野と那珂市のまちづくりと。

今、常磐大学といろいろやっていますよね。何でここでまた日本大学が出てくるのかが

ちょっといま一、理解ができないんですよね。ですから、この日本大学で何を、今まで

常磐大学でできなかった何ができるのかというのを聞きたいんですけれども、そういっ

たスポーツの推進でどうのこうの、それは別に大学と連携しなくてもできることじゃな

いのかな。多分、スポーツ科学ですよね、この先生というのは。 

企画部長 とりあえずですね、今具体例、課長のほうから説明させていただきましたけれども、

まず、我々の今回の連携協定の窓口になっていただいた青山清英教授、この方がコーチ

ングの第一人者、日本の中でも第一人者。コーチングは何かというと、スポーツの指導

とか練習、それをどうやったらいいかということでの第一人者だということもあって、

まず青山教授を窓口に協議をすると、まずはその先生の、青山教授の得意分野でまずは

できるところから。その中で、例えば那珂市の子どもたちに対して走り方教室みたいな

ことをやりましょう。それも要はコツがある部分での話です。今、子どもたちの体力が

昔に比べて下がっているみたいな話、その中でも茨城県の子どもたちは比較的いいほう

だとは思いますけれども、それでもやっぱりそういうようなところ、これからどんどん

伸ばしていくべきだと思いますし、まずはそういうできるところから。 

   まちづくりという幅広い捉え方でいきますと、いろいろその可能性はあるんだと思いま

す。青山先生の範疇だけではなくて、文理学部という広い範囲で連携を結んでいるとい

うのはそこにございまして、今はまだその連携協定を結んだばかりなので、具体策とい

うのがまだちょっと見えてこないところはあります。そうはいっても、例えば那珂市へ

の人口還流みたいなことを推進するというのも一つ、当然あると思います。それこそ那

珂市から日大に進学された方、その方が就職先を探す際に、東京でそのまま探すのか、

それとも那珂市に戻ってくるというようなことなんかも、当然そこには視野に入れるよ
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うな働きかけとか取り組みというのも当然あるかと思います。それが後々那珂市のまち

づくりにもつながるものだろというふうに思っております。 

   いろいろ知恵というのは、お互いにメリットがあるから包括連携協定を結んでいるわけ

で、その中で今後も前向きにいろいろ、どういう連携が具体的にできるかというのはま

た掘り下げて考えていくべきところではないかなとは思っています。 

副委員長 お互いがウイン・ウインになるならいいんだと思うんですけれども、それは全然見

えないんですよ、私からすると。例えば日本大学が将来的に那珂市にキャンパスをつく

ってくれる、ある学部の学科だけが那珂市にキャンパスつくろうというんなら、それは

大歓迎ですけれども。結局、日本大学のほうでは那珂市に何が、そんなことして何がメ

リットあるんですかというときに、例えば子どもたちが走るときのデータが大学のほう

で欲しいとかというのなら、それはそれでいいんですけれども、そういう感じでもない

ですよね。結局何かただ形だけやっているように思えてしまうんです、具体的な話が全

然、僕らにも説明はもちろんなかったですしね。だから、その辺も含めて、果たしての

この官学連携という言葉だけが先行しているだけの話じゃないのかなと思わざるを得な

いんです。だから、意見を言いたくなっちゃうんですけれども。 

企画部長 ご意見は頂戴いたします。 

   その成果の部分とかいろいろご意見いただきました。当然今おっしゃられていることと

いうのは、もう本当にそのおっしゃるとおりだと思います。ただ、何かきっかけをつく

るということも我々は大事だと思っています。先ほど委員のほうからお話あった、例え

ばキャンパス移転みたいな話、例えばこういう話も、通常であれば我々全然聞き及ぶ話

ではない。本当に極秘事項みたいな話なんだと思います、日大にしてみれば。仮にそう

いうものがあった場合ですけれどもね。でも、それが何かしらの形で、我々が縁がある

というようなことで、もしくは優先的に場所探しの当てになるとかというような可能性

も、当然それはないわけではないでしょうし。例えばこの協定を結ぶに当たって、例え

ば市側が何かしらのリスクを背負うのであれば、そこは連携協定を結ぶに当たっても慎

重にならざるを得ないんだとは思いますけれども、特に経費がかかるわけでもない、お

互いウイン・ウインになるような取り組みをお互いにメリットがある中でやっていきま

しょうというようなことでいえば、基本的になるべくリスクを排除してメリットを得る

というような、そのコスパ的な考え方みたいなあれからいっても、決して悪いものでは

ないだろうと思っています。 

   ただ、その中で具体に何ができるんだ、そのメリットは何なんだというのはおっしゃる

とおりだと思いますので、そこはなるべく早急に、何ていうんですかね、目に見えるよ

うな形での成果、それこそ子どもたちに喜んでもらえるという観念的な部分じゃなくて、

もう少しそれが具体的にちょっと表現できるようなもの、成果としてこういうものがあ

りましたというようなことを我々も知恵を出して取り組んでいきたいとは思っておりま
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す。 

副委員長 私がそういうふうに言うのも、やっぱり最近のこの執行部のやり方が地元に根差し

ていないんですよ、空ばかり見ているように思えて。例えばこの間のひまわりフェステ

ィバルですね。メーンステージの前のテント、何かいろんな自治体のテントが来ていた

じゃないですか、那珂市となんとか提携しましたとか、なんとか連携しましたみたいな

自治体の関係で来たのがメーンステージの前をみんな占めているわけですよね。それは

果たして市民のためになるんですかと思っちゃうんです。しかもあれ商工会主催ですか

ら、市の都合でああいうことをやっちゃはいけないと思うんですよね。 

   そういうものの延長線に今回のこのほかとの連携とかというのも来ているように思えて

ならないんです。何かほかとこう、いや、悪くはないですよ、ほかといろいろやるとい

うのは。ただ、そこを重視しちゃうというのは、やっぱりちょっと足元を見ないともっ

とだめだと思うんです。意見として聞いてください。 

委員長 よろしいですか。 

   ほかにご意見ございませんか。よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 それでは、以上でこの件を終結いたします。 

   次に参ります。 

   本米崎小学校跡地利活用に係る事業提案公募の選定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 常任委員会の資料でのページ番号が２ページなんですが、総合基本計画をずう

っと最後までおめくりいただいた次のページになります。総合基本計画の 100 ページと

いうページ番号の次のページがまた２ページというページを振ってございますので、そ

ちらをごらんいただきたいと思います。 

   本米崎小学校跡地利活用に係る事業提案公募の選定についてということで、こちら最優

先の活用候補者を選定しましたので、本日報告するものでございます。 

   最優先活用候補者は、特定非営利活動法人、ＮＰＯ法人虹のポケット、水戸市北見町を

所在地としております。 

   提案の概要は、放課後児童健全育成事業、学童保育事業のことでございます。病後児保

育事業、絵本図書館整備事業、子育て相談支援事業、地域コミュニティサロン事業等々

が提案の概要となってございます。 

   次の丸ポチでございますが、こちらは附帯意見としてつけさせていただきまして、後ほ

ど細かく説明をします。 

   ページをおめくりいただいて、３ページをごらんください。 

   選定経過でございます。 

   ５月末までの受付期間を経まして、６月５日に庁内の検討委員会において、応募事業者
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の概要説明及び審査方法を検討しました。その結果に基づいて、６月 27 日にプレゼンテ

ーション及び質疑応答を実施、７月 24 日に最終の活用候補者の選定を同じく庁内の検討

委員会で行いまして、同日付で市長に、この庁内の検討委員会から答申書を手渡してご

ざいます。そして、８月 21 日に市の庁議のほうで決定をしたという経緯を挟んでござい

ます。 

   また、あわせて一番下のほうも説明してしまいますが、今後のスケジュールにつきまし

ては、本日の報告を経て、本米崎自治会等の地元説明、そして附帯意見等の内容につい

てを事業者や県、市関係課と調整に入っていきたいと考えてございます。 

   また前に戻りまして、選定結果における附帯意見ということで、こちら活用候補者を選

定し、実現に向けての課題を附帯意見として整理をさせていただいたものでございます。 

   まず、当該地が市街化調整区域内であることから、都市計画法や建築基準法に基づく開

発許可、建築確認申請等々が必要なため、関係部署との協議調整を図ることが必要であ

りますこと。また、同じく県の開発審査会への付議というのを見据えなければならない

ため、同様に関係部署と協議調整が必要ですよということを整理してあります。 

   次に、学童保育所及び病後児保育については、必要に応じてニーズ調査を行うこと。ま

た、計画内容からすると、財政面で補助金頼みの部分が多く、受け入れ基盤及び資金調

達等々の確実性が不安要素であるため、市が提出を求めた場合、財務諸表等々の提出を

すること。また、学校跡地の全体を利用するという提案でありますが、体育館とグラウ

ンドの部分が明確でないため、活用計画を提出すること。また、災害発生時の避難所と

しての活用を市として要望してありますので、協議調整を図ること。 

   一番下のほうにありますが、実施要項に記載の条件等を遵守すること。 

   次のページになります。 

   実現に向けての調整の過程において、市から取り下げることもあり得るということをご

理解いただきたい。また、場合によっては市議会の議決案件になり得るため、否決され

る場合もあり得ることを承知しておいていただきたいということを附帯意見として掲げ

させていただいた上で、この業者を選定させていただきました。 

   説明は以上でございます。 

委員長 それでは、本米崎小学校跡地についての説明は終わりました。 

   ご意見、ご質疑ございませんか。 

笹島委員 これは応募は何者くらい来たんですか、それ１点と、これＮＰＯ法人だよね、虹の

ポケットという。今これどこで事業をやっているのか。これあと、事業内容、非常にわ

かりづらいんですけれども、学童保育云々ですか、余りそういう学童保育というのだけ

やっているところというのがあるのかどうか、私は余り聞いたことないんですけれども、

一応３点、すみません。 

政策企画課長 提案は２者からありました。こちらの事業所は、今回の提案と同じような事業
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を常陸大宮市で実施をしております。実際に、例的には、学童保育を民間で行っている

例というのは多々ございます。学童保育という事業を民間で行っているケースは多々ご

ざいますので、さほど珍しいことではないということでございます。 

笹島委員 そうすると、これ自己所有のものとして借地は認めないということで、これは売却

する予定なんですか、この会社に、土地と建物というのは。 

政策企画課長 もう少しいろいろな法律等を調べていく必要はありますが、現時点では自己所

有が必要じゃないかと考えているので、附帯意見に掲げさせていただいております。今

後これも含めて自己所有が、向こうが認めてくれるかどうかも含めて、今後協議をして

いくということでございます。 

笹島委員 そうすると、もうちょっと進めていって、常陸大宮でやっているとか何かと言って

いましたよね。そうすると、社会福祉法人化か何かしていって、補助金を、ＮＰＯ法人

でやっているわけ、それとも社会福祉法人でやっていくかどうかわからないですけれど

も、ＮＰＯ法人か。県とか何かの補助というのが出てくる、何割くらい出るかわからな

いけれども、それ何、大宮のほうも同じようなことでやっていて、同じようなことをこ

ちらでやるということで。そうしたら、今言っていた敷地面積とか、それから経営状態

とかというのは見られますよね。売却する分には問題ないんでしょうけれども、問題は

借地となると負の遺産になっちゃいますよね。あの建物をそのままそっくり使うわけで

しょう、改装もせずにして。もしその所有がですね、向こうのほうの部分になったら、

避難所として使わせてくれということ、案を受け入れるかどうかは向こうの勝手かどう

かわかりませんけれども。そういう面でちょっと私もわからない部分があるんで教えて

ください、その辺のところ。 

政策企画課長 まず同様、この同じＮＰＯ法人が常陸大宮市の小場小学校跡で同様の事業を実

施しております。経営状況という話がありましたが、確かに初年度、始まりたてのころ

はなかなか子どもが集まらなかったということでございましたけれども、軌道に乗って、

現在は経営、赤字にならない程度ではございますけれども、子どもたちは集まっている

という状況報告を受けております。 

   あとは、借地、もしくは自己所有部分でございますけれども、有効に活用してもらえれ

ばということでございますので、当然高額で買ってくれるところがあればという話はあ

るのかもしれませんが、まずは、ここは活用してもらうことがというようなことでの点

数が高かったため、こちらを選定をしたということでございますし、そういった借用か

自己所有かのことも含めて、検討は進めていくと。 

   避難所の活用については、提案書の中にも明確に書いてありますので、これは協議を要

さなくてもご理解をいただいている部分だというふうに解釈をしているところでござい

ます。 

笹島委員 先ほど行財政改革推進室の室長に聞いたんですよね。そうしたら、利用目的がない
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ものはどんどん売却していくというふうに言っていたんですよね。ですから、余り市と

しては負の遺産というんですか、になり得るかどうかわからないんですけれども、廃校

になったわけですから、みんな廃校の跡地というのはここだけじゃなく、もっともっと、

もう周りの市町村がどんどんふえてきているわけですから、売却できるものは売却して

いかなければ、今言っていた自分の手元に置いておいたって何の価値もないわけですか

ら。それの、今言っていた収入得た部分でほかの福祉面とかの、増大している福祉面の

一部に使っていくような形していくような方向に持っていかないとというのは一般的な

行政としての経営なんですけれども、どうなんですか、そういう方向は。 

政策企画課長 当然募集時は、売却も可、賃貸も可だという形で募集をしていますけれども、

当然、市としては買ってくれるところがあればかつ地域活性化に結びつく利用内容で買

ってくれるところがあればありがたいと思って募集をしたところでございます。結果と

しては２者しか応募がなかったということなので、この２者でいえば、どちらが市にと

っていいのかという視点で審査をした結果、こちらになったということでございますの

で、現時点ではこの事業者と実現化に向けて協議を進めていくということでございます

ので、確かにその方向性がいいという話は当然でございますけれども、２者しかなかっ

たということから、結果としてこちらの１者を選ばせていただいたということでござい

ます。 

笹島委員 結果として買ってくれるの。 

政策企画課長 それは、少なくても建物、校舎の部分につきましては、一旦は自己所有という

条件等を踏まえて交渉はしていかなければならないと考えておりますが、まだ交渉は進

めておりませんので、現在のところ不確定要素だということでございます。 

笹島委員 でも、それが大事じゃない、市としての。そんなもの不確定要素なんかしていたら

とんでもない話じゃないですか。土地と建物をそのままそっくり売却することが市の役

目じゃない。それをどう利用、活用されようが、市には、売ったものに対しては責任と

か何かもあり得ないですよね、よほどの今言っていた非社会的な産業以外はですね。と

いうふうにしていかないと、これからもっともっと那珂市でもどこでも施設というのが

どんどん老朽化していって、必要じゃない施設もどんどん生まれてくるというものがど

うにかしていかなければいけない部分というのが出てくると思うんですけれども、そう

いうふうなもの、今言っていた負の遺産をどんどん解消していくというやり方をやって

いかないと、いくら、どんどん自分の体にコレステロールがたまるようになっちゃうと

思うよ、スリムな経営をしていかないとと。私は、それはちょっとその上層部でそうい

う考えないのかね、そういう。 

政策企画課長 ごもっともなご意見でございまして、そういうふうな提案が出てくることを期

待して募集をさせていただいたと。ただ、結果としては、この２者しか応募がなかった

ということでございますので、残念ながら、当然有効な利活用という視点もありますし、
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地域の活性化に結びつくかどうかという視点も持ち合せながら審査をした結果は、たま

たま借地で実施していきたいというほうの事業者が最優先という形で選定をされたとい

うことでございますので、これは募集を終えた現時点での最良と、最善ではないにせよ

最良という選択をさせていただいたということでご理解をいただければと思います。 

副委員長 まず、今回借地でも買い取りでもという条件での募集をされたと思うんですけれど

も、それ業者が応募してきてから、やっぱりこれ調整区域で都市計画法上買ってもらわ

ないとというのは、ちょっといかがなものかと、うちの市役所のほうで無知でしたと言

うということですよね、これ。募集をかけちゃってから、決まっちゃってから買ってち

ょうだいと言うということですもんね。それがまず１点ですね。それはいかがなものか

と思うのが１点。 

   それから、地元の方と私、何人かと、この案が出てから、応募があってから話をしまし

た。地元としては、売却はしてほしくない、総意かどうかはわからないです。あの辺の

人たちは言っていました。売却されて、例えばここが経営がおかしくなって、例えば迷

惑施設なんかに転売なんかされたらば、やはり普通の場所じゃなくて自分たちの母校で

あるから、それがそういう形になってしまうのはどうしても心情的に許せないと。だか

ら、賃貸で決まってくれれば、それが一番いいと地元の、僕は全員としゃべったわけじ

ゃないですけれども、地元の方々で何人かそうおっしゃっていましたので。なかなか売

っちゃったほうがいいとか、それはね、市としてはそうでしょうけれども、やはり学校

跡地なので、いろいろな住民感情交わると思いますので、これから地元の説明会に回る

ということですので、それもご配慮いただきながら決めていただければというふうに思

います。 

政策企画課長 建物の自己所有か、貸与かという部分でございますけれども、こちらの部分で

いうと、県内での廃校利用、有効活用がなされている市町村の例を見ますと、非線地域

ばかりであったと。結果として、那珂市は都市計画設定がされていて、市街化調整区域

でこういう形で募集をしたという例はおそらく県内初だろうという、これは県にも相談

したらば、そういったことを言われました。県としてもこの件でいろいろと相談に上げ

られたときにどういう判断をするかというのはなかなか初めてのケースなので難しいで

すなんていうことも言われているところでございます。都市計画法と建築基準法という

中身を読みあげてみると、なかなか自己所有という部分の抜け道というのは見つからな

い現状にありますけれども、いろいろ細々と調べていくと、別のほうの法律でもしかす

るとというようなことも、確かに委員さんがおっしゃるとおり、募集する前にそういっ

たところは全て調べた上でという話は、当然そうだったのかもしれません。その辺の部

分というのは、ちょっと募集を急ぎ過ぎたという部分は結果としてはあるのかもしれま

せんけれども、ただ、そうはいっても、こういった状況にまず現在来ておりますので、

並行してそういった法律の勉強もしながら、必ず自己所有じゃなければだめなのかどう



－47－ 

かも含めて、今勉強中でございますので、その結果を踏まえて今後調整をしていきたい

というふうに考えているところでございます。 

副委員長 少なくとも私がここの事業者だったらば、疑問をもちますよね。借りるつもりでい

ったのに買ってくれと言われたら、それはちょっとと思いますので、まだ説明されてい

ないということ、説明されたんですか。じゃ、向こうは検討しますということなんです

かね。 

政策企画課長 選定結果を通知し、この辺の話もさせていただいて、当然検討する余地がない

という反応ではございませんでしたので、検討させていただくということでございます。 

副委員長 わかりました。 

助川委員 ちなみにこれ選定に当たっての評定点数、最低点数というのはあったでしょうけれ

ども、それはクリアされて選定されたんでしょうから、評定点数というのは何点だった

んですか。 

政策企画課長 最低点を設定させていただいて、そちらをクリアして選定されたということで

ございます。 

助川委員 ぎりぎりクリアしたというところ、点数は。 

政策企画課長 さほど余裕を持った点数では、クリアしてございません。 

助川委員 提案の概要の中で、これきめ細かい計画書、どの程度の人員がその施設に利用が見

込めるのかというようなところまでの計画書等も提出された上での評定の点数なんです

か。 

政策企画課長 利用対象者や利用定員というのは提案書の中に盛り込まれてございます。 

助川委員 じゃ、それを見られて納得できる数値だったというようなことなんですか。 

政策企画課長 はい、そういう判断でございました。 

助川委員 当然、本米崎の地域も子どもさん方が戸多の地域と同じように減少の地域になって

おります関係上、果たしてこの本米崎の場所でそれだけの利用が見込めるのかと、安定

的な運営ができるのかということが今後懸念される一番の、始まったはいいが、余り続

けられないでだめになっちゃったというようなことが一番困るんで、そこのところを私

らはしっかりと判断しなければならない立場でありますんで、そこのところをしっかり

聞きたいんですが。自信を持って大丈夫ですというようなことが言えるんですか。 

政策企画課長 その事業者側から、その辺は大丈夫なんでしょうかという質問をしたところ、

大丈夫だという回答は得ておりますけれども、当然口頭でもらっているだけなので、そ

ういった部分でのご指摘はごもっともなので、今回のあの附帯意見にもそういったニー

ズ調査を行うことという附帯意見をつけさせていただいたという経緯がございます。 

助川委員 あわせて、こういった施設の了承は、地域の皆さん方、あるいは地域からはいただ

いておるということでの上で選定をしたということなんですか。これから得るというこ

となんですか、どちらですか。 
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政策企画課長 当然まだ現時点で、地域の皆さんのところへ出向いていってということはして

おりません。ただ、選定の過程でまちづくり委員会の委員長と自治会の会長を委員にな

っていただいて、その立場の視点で審査に加わっていただいておりますので、そういっ

た部分での配点には反映されていると。当然選定になって具体化する過程の中で、地域

でいろいろ説明をする場というのは設けていただくことを想定はしてございます。 

委員長 よろしいですか。 

   ほかにご意見ありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、以上でこの件を終結いたします。 

   次になります。 

   那珂市高齢者等運転免許自主返納支援実証事業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 資料をもう一枚おめくりいただいて、４ページをお開きください。 

   那珂市高齢者等運転免許自主返納支援実証事業についてというタイトルでございます。 

   事業の目的としましては、運転免許の自主返納を促し、交通事故の抑制を図る。さらに

は、運転免許を自主返納した高齢者等の移動手段を確保することとしております。 

   事業の概要としましては、支援対象者、平成 29 年４月１日から平成 31 年３月 31 日ま

でに運転免許を自主的に返納した那珂市内に住民登録をしている者でかつ市税の滞納が

ない方。 

   支援内容は、ひまわりバス及びひまわりタクシーの共通利用割引券１万円相当を交付す

ると。100 円券の 10 枚つづりを 10 冊という感じになるかと思います。交付可能回数は１

人１回限りで、割引券の有効期間は交付日から１年間、換金や再交付は不可という想定

をしてございます。 

   申請期間は、平成 30 年１月４日から平成 31 年３月 31 日までの１年と３カ月を実証期

間として行っていきたいということでございます。 

   ３の事業の本格実施、平成 31 年度以降の話ですね。それにつきましては、実証期間に

おける運転免許返納者数や申請者数、利用割引券の利用率並びに利用者やバス・タクシ

ー事業者の意見、また、定住自立圏で協議をしております、そういった中身の検証を行

いながら、本格実施に向けて制度設計の見直し、基本的には継続することを前提に制度

設計の見直しをして、本格実施に向かっていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

   今後のスケジュールは、きょうの説明を経て、10 月には実施要綱を制定、実証事業に

向けた周知や啓発を開始し、１月には申込書の受け付けや利用割引券の交付を開始して

いきたいというふうに考えております。 

   こちらは那珂警察署にも相談をして、協力をいただけるという回答も得ているところで
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ございます。 

   参考に、あくまでも案の段階ではございますけれども、その次のページに実施要綱

（案）を提示してございます。 

   説明は以上でございます。 

委員長 説明は終わりました。 

   それでは、ご意見、ご質疑ございませんか。 

副委員長 質問なんですけれども、例えば平成 29 年の 12 月の末で免許が切れてしまうとい

う方は対象にはならないんですか。 

政策企画課長 要するに更新をしないということですよね。 

副委員長 そうです。 

政策企画課長 これは、那珂警察署のほうにその返納したという証明をもらわなければならな

い、これが必須になってございます。ですので、自主的に期限が切れてもう更新をしな

いという方というのは、その証明がもらえないという状況になると思いますので、対象

にはならないということになりますので、自動的に切れるというのを待たずして警察署

に出向いていって、返納して証明を発行してもらうというのが条件になってくるという

ことでございます。 

副委員長 ですので、それが１月４日よりも前の方の場合です。免許の期限が 12 月末で切れ

ちゃうんだけれども、１月からのこれ施行じゃないですか。 

政策企画課長 申込期間は平成 30 年１月４日からですけれども、支援対象者にありますよう

に、平成 29 年４月から返納した方というのは証明がもらえれば対象になるということで

ございます。 

副委員長 わかりました。 

助川委員 これ要綱の規定の中に年齢の規定は設けていないですよね、これがほとんどなんで

すかね。 

政策企画課長 当然対象者というのは、高齢者を意識はしておりますけれども、年齢制限を設

けなかった理由は、例えば後期高齢者に達していなくても、本人の何がしかの事情によ

って、例えば障がい者になったとか、若年で認知症になったとかという特別な事情があ

って返納せざるを得なかった方もいるだろうと、そういった方も返納したことによって、

移動手段というのが失われるということは、それは高齢者だから対象にして、そういう

方は対象にしないのはということを考えた結果として、そういった年齢制限をこの制度

では設けてございません。 

助川委員 ほかの自治体さんでも既に自主返納事業等をやられておりますんで、ほかの自治体

さんなんかも参照にはされておられますか。 

政策企画課長 県内で実施している市町村の概要等は把握してございますので、当然参考にさ

せていただいて、実証でありますけれども、この制度を制度設計させていただいたとい
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うことでございます。 

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、以上でこの件を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。お疲れさまでした。 

   再開を２時 30 分といたします。 

     休憩（午後２時 20 分） 

     再開（午後２時 30 分） 

委員長 再開いたします。 

   市民協働課が出席いたしました。 

   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。 

   所管部分の説明をお願いいたします。 

市民協働課長 市民協働課長の桧山でございます。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。 

   着座にて失礼いたします。 

   決算書 76 ページをお開き願います。 

   款項目、決算額の順にご説明させていただきます。 

   ２款総務費、１項総務管理費、７目コミュニティ費、支出済額２億 6,812 万 1,272 円

でございます。不用額で主なものでございますが、市民協働課は所管する施設が多く、

需用費、役務費、委託料それぞれ、光熱水費、各種保守点検料、施設管理委託料のそれ

ぞれの節の残金の合計となっており、不用額が大きいとなっているところでございます。 

   84 ページをお開き願います。 

   ２款総務費、１項総務管理費、８目男女共同参画推進費、支出済額 234 万 1,793 円で

ございます。こちらは、男女共同参画社会実現のために事業を展開しておりまして、平

成 28 年度と平成 29 年度につきましては、第２次那珂市男女共同参画プランの策定期間

となっており、現在進めているところでございます。 

   86 ページをお願いいたします。 

   ２款総務費、１項総務管理費、９目国際市民交流費、支出済額 979 万 4,895 円になり

ます。不用額で主なものでございますが、委託料におきまして、国際交流推進事業の中

学生交換交流の経費が安く済んだことによるものでございます。 

   90 ページをお願いいたします。 

   ２款総務費、１項総務管理費、14 目諸費でございます。支出済額 3,956 万 703 円でご

ざいます。この目で市民協働課が所管するのは 93 ページ中段より下の空き家バンク運営

事業とふれあいパーティー開催支援事業、この２つの事業となります。 
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   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 コミュニティ費が３億近く計上していたけれども、2,000 万近くマイナスになって

いて、先ほどちょっと言った、ちょっともっと具体的に教えてくれますか。 

市民協働課長 コミュニティ費３億が２億 7,000 万ぐらいになったということでしょうか。

これはですね、先ほどちょっと申しあげましたが、需用費、役務費、委託料、この３点

で 400 万、1,000 万、250 万程度、これにつきましては、各コミュニティセンターの光熱

水費、あとは委託料ですと各施設の清掃、警備、管理等の委託、役務費に関しましては

電話、保険、設備・施設その他の保守点検、これらの合計になりますので、結構大きな

額になるかというところでございます。 

笹島委員 じゃ、結論として、市内各所のコミュニティセンターのそういう清掃とかその他も

ろもろの委託費ですか、これはシルバー人材センターへ委託しているんでしたか。 

市民協働課長 シルバーにお願いしている管理の部分もあります、清掃の部分もあります。ほ

かのいろんな業者にお願いしている部分もあります。結構シルバー人材センターが占め

る割合は多いところでございます。 

笹島委員 じゃ、そういうあれで、別に入札したわけでもなく、自然に安くなったというあれ

かな。事業が少なくなったとかと、ちょっとそこわかりづらい。 

市民協働課長 シルバーにお願いする部分は入札でございませんが、ほかの事業所と、あと、

この光熱水費の中には電気料が入っていますんで、結構この電気料がほかの施設、幾つ

か集まりますと、結構な額になるというところでございます。 

笹島委員 そうすると、今度からは、やはり３億近くじゃなく、２億六、七千万くらいででき

るという、コミュニティセンター類ですか、そういうあれは。そういうふうにして理解

してよろしいんですよね、次の予算計上の場合は。 

市民協働課長 光熱水費等、ある程度予算をとっておかないと、電気料に関しまして、一般的

な家庭の電気料とは違いまして、一時期大きな、例えば電気料を使いますと、その価格

が基本になっていって、１年間上がるということもございますので、ちょっとここら辺

の額は、大体執行率９割程度になっておりますので、そんなに過ぎた額ではないと思っ

ていますが、ただ委員おっしゃるように、ある程度、今後はこれよりは若干下げて、落

としていきたいと考えておりますので、その辺は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 ふれあいパーティーはこちらでしたか。そうだよね。 

   調書のほうに出ていますけれども、３回、第１回が平成 28 年 11 月 19 日から平成 29

年２月 25 日まで通算３回やられて、これ応募者数から、参加者数が８割ぐらいなんだよ
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ね、大体みんな人数が。これは応募の日時から実施日までの期間というのはどのぐらい

でやられているんですか。 

市民協働課長 約１カ月ほど見ております。 

助川委員 この２割に近い方の当日不参加の方というのはどういうことが理由なんですか。 

市民協働課長 これは定員によるもので、定員よりも多くの皆さんに応募いただいているとい

うところでございます。 

   以上でございます。 

助川委員 そうしますと、応募者数というのは定員ね。それで参加者数が後に記載されている

人数ということですね。 

市民協働課長 応募者数は文字どおり応募者数で、参加者数というのが定員まで落とした数と

いうことになります。参加者数が定員ということになります。 

助川委員 これ事業費 50 万ぐらいですけれども、それで大丈夫なんですか。 

市民協働課長 こちらの事業は、ちょっと話が出ていたかと思うんですが、商工会さんのほう

に委託でお願いしているところでございます。商工会さんのほう、結構献身的にやって

いただいておりますので、いっぱいいっぱいか、若干多分これよりも大きい額がかかっ

ているのかなとこちらで推測いたしますが、ただ、今のところ 50 万円の契約でやらせて

いただいているところでございます。 

助川委員 これお一人の参加料というのはいくらぐらいずつなんでしたか。書いていないよね。 

市民協働課長 3,000 円から 5,000 円ぐらいだと思うんですが、男子と女子で若干の差をつけ

ているというところでございます。 

助川委員 カップルの成立数は１割、２割…… 

     （「22％」と呼ぶ声あり） 

助川委員 22％というのは大体見込みの想定の数なんですか、これ、率は。 

市民協働課長 なかなか難しいところではございますが、大体想定した範囲内かなとはこちら

では思っております。なかなか１回の出会いで、ここですと大体５組から少ないときで

も２組できているということですので、ここら辺はちょっと仕方ない部分かなと、こち

らでは思っているところでございます。 

助川委員 これ、これだけの人数を確保して、これだけの事業ということで、商工会さんに

50 万円の委託料ということですけれども、商工会さんのほうからの不満というか、そう

いうものは出ていないんですか。 

市民協働課長 この 50 万円という金額でいろんな企画、運営をしていただいております。い

ろんな商工会の会員の方がやっていただいております。本当に人も多く張りついてやっ

ていただいているということで、本当にその人件費までが全部出ているのかなと、こち

らでも心配しているところではございますが、今のところはこのようなことでやらせて

いただいておるところでございます。 
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助川委員 商工会の役員さんあたりになるんですか、青年部さん。これはボランティアで携わ

っていただいているんですか。 

市民協働課長 そういう部分もあるのかなとこちらでは思っております。 

   以上でございます。 

助川委員 旅費ぐらいはお考えいただければというような、不用額も随分出ているようですか

ら、ほかのところからなんとか工面していただいてというような形をお願いできればい

いと思いますね。さらに成立もアップになる事業になるんじゃないかと思いますんで。

その辺のところお考えいただければと思います。 

委員長 要望ですか。よろしいですか。 

副委員長 いや、私も青年部なんで、本当お世話になります。そうなんです。 

   なので、もちろん手弁当で、ボランティアでみんな青年部員は参加しているわけですけ

れども、不満な点は、お金は商工会で持ち出し、確かにしています。だけれども、やっ

ぱりやっている青年部員たちが一番不満に思っているのは、新聞で市長がこのいいなか

パーティーを紹介したときに、青年部がやったということが一言もなかったと。執行部

で全部やったみたいな言い方をされたのが非常に納得いかないというのがこれ生の声で、

みんな怒っています。だから、ちゃんと青年部がやったんだということを認めていただ

くというところが一番望むところであります。 

   以上です。 

委員長 回答はいいですか。 

副委員長 はい、以上で。 

委員長 わかりました。 

   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。 

   暫時休憩いたします。 

   お疲れさまでした。 

     休憩（午後２時 45 分） 

     再開（午後２時 46 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 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。 

   所管部分の説明をお願いいたします。 

市民課長 市民課長の関です。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。 

   それでは、決算書の 96 ページをお開き願います。 
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   款項目、支出済額の順にご説明いたします。 

   ２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費１億 74 万 400 円。 

   98 ページをお開き願います。 

   ２目一般旅券発給費 247 万 4,770 円、こちらはパスポートの申請の受け付け交付にな

ります。 

   新規事業といたしましては、証明書のコンビニ交付事業になります。繰越明許費につき

ましては、負担金、補助及び交付金 423 万 5,000 円でございます。これは、国において

個人番号カード交付事業の国庫補助金が繰り越されたことに伴いまして、市の予算も繰

り越したものでございます。 

   また、不用額のうち主なものは、同じく負担金、補助及び交付金 527 万 360 円でござ

います。理由といたしましては、個人番号カード、いわゆるマイナンバーカードにつき

ましては、交付枚数が国の設定より少ないことから、繰り越し及び不用額となっており

ます。 

   続いて、136 ページをお開き願います。 

   ４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費 8,501 万 7,340 円でございます。 

   市民課の所管といたしましては、139 ページの備考欄の一番上の事業をごらんください。 

   聖苑管理事業 981 万 3,988 円、不用額のうち主なものといたしましては、役務費 81 万

2,254 円でございます。理由といたしましては、各種設備保守点検の入札差金でございま

す。 

   続きまして、聖苑運営事業 4,114 万 5,632 円、不用額のうち主なものといたしまして

は、需用費 205 万 4,815 円でございます。理由といたしましては、灯油及び電気料の値

下がりと修繕費の入札差金でございます。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。 

笹島委員 マイナンバーカードをやっていますけれども、なかなか普及しないと思うんですけ

れども、以前からやっている住基カードというのはどういうふうに、並行してやってい

るの、それは。 

市民課長 住基カードにつきましては、期限までは使えますけれども、新しい交付はしており

ません。 

笹島委員 そうすると、今度は住基カードが廃止になって、マイナンバーカード、それに移行

していくわけだけれども、これ全部その国からの支出金で賄っているんでしょう、国の

もんだからね。何も、そちらの事務作業量とか人件費とか、それで一部もある程度いた

だいているのかな、それはちょっと確認します。 

市民課長 個人番号カードの費用とかにつきましては、全額国のほうから補助金が出ておりま
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す。人件費については、一部足りないところは市町村で持っているところもございます

が、もちろんそれについても出ております。 

委員長 よろしいですか。 

   ほかにありませんか。質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑がないようでございますので、質疑を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

   お疲れさまでした。 

     休憩（午後２時 50 分） 

     再開（午後２時 51 分） 

委員長 再開いたします。 

   環境課が出席いたしました。 

   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。 

   まず一般会計について、所管部分の説明をお願いいたします。 

   環境課どうぞ、お願いします。 

環境課長 環境課長の飛田です。ほか２名の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、座って説明をさせていただきます。 

   決算書の 136 ページをお開き願います。 

   款項目、支出済額の順に読みあげてまいります。 

   ４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費 8,501 万 7,340 円。そのうち環境審議

会事業、衛生害虫等対策事業、狂犬病予防事業、環境保全対策事業、続きまして、139 ペ

ージをお願いします、真ん中よりやや下になります。環境活動啓発事業、ＰＣＢ汚染物

対策事業の以上６事業、総額 759 万 2,755 円が環境課で所管する事業となっております。 

   続きまして、左側の 138 ページにお戻りください。 

   ４款衛生費、２項清掃費、１目清掃総務費４億 7,805 万 8,683 円。 

   141 ページをお願いいたします。中段になります。 

   主な不用額といたしまして、負担金補助及び交付金が 311 万 500 円ございますが、こ

ちらにつきましては、大宮地方環境整備組合のし尿処理施設に対する国の交付金の決定

に伴いまして、那珂市の負担金分が 294 万 3,000 円が減額になったためでございます。 

   続きまして、また左側になります、140 ページをお願いいたします。 

   ４款衛生費、２項清掃費、２目一般廃棄物処理費１億 164 万 4,938 円。 

   続きまして、164 ページをお開き願います。 

   ６款商工費、１項商工費、４目消費者行政推進費 443 万 2,469 円。 
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   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。質疑ありませんか。 

笹島委員 環境に対するその審議会みたいな、環境会議みたいなものはいくつくらいありまし

たか。 

環境課長 環境審議会事業ということで、環境審議会というものは１つでございます。 

笹島委員 あとありませんでしたか、そういう。 

環境課長 審議会といわれるようなもの…… 

笹島委員 あとは、その似たような、類似したものはなかったですか。 

環境課長 環境市民会議というのがございますけれども、こちらは役所で所管しているもので

はなくて、市民団体が立ち上げた団体でございますので、環境課で所管をしているもの

ではございません。 

笹島委員 そういう人たちの、やはり同じような共通目的でしょうから、連携して云々という

のはあるんですか、そういう。 

環境課長 もちろん環境市民会議の皆さんの団体のほうで、アジェンダ 21 という政策をとっ

ておりまして、市の環境基本計画に沿ってゴミの減量とかそういったものを目指してく

れるということでございますので、市とも連携をとりまして、あくまで市の基本計画に

沿った事業がスムーズに行えるように、連携をとって事業を行ってまいりたいというふ

うに考えております。 

   以上です。 

委員長 ほかにございませんか。ありませんか。 

     （なし） 

委員長 ないようですので、これで質疑を終結いたします。 

   それでは、次に、平成 28 年度那珂市公園墓地事業特別会計決算について、まず歳入に

ついて説明をお願いいたします。 

環境課長 それでは、330 ページをお開き願います。 

   那珂市公園墓地事業特別会計の歳入の部でございます。 

   款項目、収入済額の順に読みあげてまいります。 

   １款使用料及び手数料、１項使用料、１目墓地使用料 325 万円、２項手数料、１目墓

地手数料 3,900 円。 

   ２款管理料、１項管理料、１目墓地管理料 477 万 900 円。 

   収入未済額が 5,400 円ございます。こちらにつきましては、28 年度分の管理料が２名

分未納となってございます。そのうち１名につきましては、先月、28 年度分及び 29 年度

分の納付をしていただきました。残り１名の方、まだ納付をいただいておりませんので、
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今後も引き続き連絡をして、納付をいただけるよう協力を求めていくつもりでございま

す。 

   続きまして、３款繰入金、１項繰入金、１目一般会計繰入金ゼロ円。 

   ４款繰越金、１項繰越金、１目繰越金 331 万 6,812 円。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。ありませんか。 

助川委員 福ケ平霊園と冨士霊園とありますけれども、これ今、残区画というのはどのぐらい

の数字になっているんですかね、それぞれ。 

環境課長 29 年３月末現在でございます。福ケ平霊園につきましては 166 区画に空きがござ

います。冨士霊園につきましては 118 区画、合計しまして、那珂市の公園墓地霊園とし

ましては 284 区画の空きがございます。 

   以上でございます。 

助川委員 総数で何区画でしたか、それぞれ。 

環境課長 それぞれの造成区画数でございます。福ケ平霊園につきましては 1,357 区画ござ

います。そのうち使用されているのが 1,191 区画で、空き区画としましては 166 区画と

なります。冨士霊園につきましては、総数で 458 区画ございます。そのうち使用されて

おりますのが 340 区画で、空き区画としましては 118 区画となります。 

   以上でございます。 

助川委員 過去５年ぐらい、あるいは 10 年ぐらいでもいいんですけれども、年間どのぐらい

の新規の区画に利用者が出ておりますかね。 

環境課長 過去３年間でございますが、25 年から言いますと、福ケ平霊園につきましては 25

年が 11 件、26 年が 18 件、27 年が９件でございます。冨士霊園につきましては、25 年が

９件、26 年度が５件、27 年度が２件の新規でございます。 

   以上です。 

助川委員 今の状況だと、ほぼ区画が完売ということになるのにはあと何年くらいかかると想

定されていますか。 

環境課長 大変難しいご質問になるとは思うんですけれども、この先新たに造成という予定は

ございませんので、残り 300 近くの空き区画が現在ございます。28 年度はたまたま 12 区

画しか販売はされませんでしたけれども、過去をさかのぼりますと、毎年 20 以上の区画

が販売されております。それで計算いたしますと、10 年から 15 年。ただ、毎年やはり返

却というのもございますので、それを考えると約 30 年ぐらいはかかるのではないかとい

うふうに考えております。 

   以上です。 

助川委員 了解。 
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委員長 よろしいですか。 

   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。 

   続いて、歳出について説明をお願いいたします。 

環境課長 332 ページをお開き願います。 

   歳出の部でございます。 

   款項目、支出済額の順に読みあげてまいります。 

   １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費 336 万 8,185 円。 

   ２款諸支出金、１項繰出金、１目一般会計繰出金 578 万 3,000 円。 

   ３款予備費、１項予備費、１目予備費ゼロ円。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 それでは、これより質疑に入ります。 

   質疑ありませんか。 

笹島委員 これ永代使用料とか、何でしたか、年間の使用料とかというので賄い切れないよね。

そうすると、市からの補塡というのもしているのかな、そういう。 

環境課長 市からの借り入れは一切ございません。永代使用料と年間の管理料で賄っておりま

す。 

笹島委員 そうすると、周りの管理とかですね、それも全部賄って、清掃とかね、そういうあ

と道路補修とか、近隣のね。そういうものをあれしていって、もう一点は、今なかなか

お墓は買ってあれしたけれども、お墓を見守ってきてくれていないような人たちも出て

いるのかなと。 

環境課長 まず１つ目なんですけれども、お墓の管理、あるいは修繕といったお金も歳入で得

た年間の永代使用料、あるいは管理料で全て賄っております。それ以外に墓地を造成し

たとき、市から借入金ということで借金をしております。その分も年間、一般会計への

繰出金ということでお返しをしております。 

   ２つ目なんですけれども、やはりなかなか高齢者がお墓を借りているという方もござい

ますので、お墓になかなか管理に来れないという方もいらっしゃると思います。そうい

ったお墓につきましては、極力、個人のものでございますので、うちのほうでシルバー

委託等をして除草等を行っておりますが、実際には、通路を基本には除草をしておりま

す。ただし、やはりどうしても管理をされていないのが目立って草ぼうぼうになってい

ると周りに迷惑をかけるというところもありますので、そういったところは極力シルバ

ーのほうでも除草をしてもらうようにお話をしております。 

   以上でございます。 

委員長 ほかにありませんか。 
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     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

   お疲れさまでした。 

     休憩（午後３時 05 分） 

     再開（午後３時 07 分） 

委員長 再開いたします。 

   防災課が出席いたしました。 

   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。 

   所管部分の説明をお願いいたします。 

   防災課、お願いします。 

防災課長 防災課長の小橋です。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。 

   座って説明をさせていただきます。 

   お手元の決算書 86 ページをお開き願います。 

   款項目、支出済額の順にご説明をいたします。 

   ２款総務費、１項総務管理費、10 目交通安全対策費、支出済額 453 万 5,010 円。 

   続きまして、88 ページをお開き願います。 

   ２款総務費、１項総務管理費、11 目原子力対策費、支出済額 340 万 4,592 円、不用額

154 万 1,408 円。この目での不用額の主なものは、原子力防災事務費の委託料、避難ガイ

ドマップ作成入札差金でございます。 

   次に、90 ページをお開き願います。 

   ２款総務費、１項総務管理費、14 目諸費、支出済額 3,956 万 703 円でございます。 

   なお、この目での防災課所管の事業は、93 ページをお開き願います。 

   中段上にございます防犯事業でございます。負担金、補助及び交付金での負担金でござ

いますが、執行率は 98％でございます。 

   続きまして、104 ページをお開き願います。 

   ２款総務費、７項災害復旧費、１目過年度災害復旧費、支出済額 847 万 3,877 円でご

ざいます。 

   続きまして、188 ページをお開き願います。 

   ８款消防費、１項消防費、５目災害対策費、支出済額 2,724 万 8,498 円、不用額が 346

万 6,502 円でございます。この目での不用額の主なものは、防災事務費における需用費、

その他修繕料の入札差金と防災無線管理事業における役務費の残でございます。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 それでは、これより質疑に入ります。 
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   質疑ございませんか。質疑ありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

   それでは、課長のほうで。 

防災課長 申しわけありません。ちょっとお時間をいただきます。 

   防災課よりご連絡をさせていただきたいと思います。 

   市の総合防災訓練の開催についてでございます。 

   既に各戸配布しました防災訓練チラシ等でご存じかとは思いますが、今年初めて全市民、

全地区を対象に、市民及び職員が協力して減災に向けた行動がとれるよう、実践に即し

た市の総合防災訓練を開催いたします。 

   期日は 11 月 19 日日曜日午前８時 30 分から正午を予定しております。 

   災害対策本部を実践に即し市役所の４階庁議室に設け行いたいと思っています。 

   また、詳細、スケジュール等につきましては、決定次第、改めてお知らせをさせていた

だければと思います。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 これ防災訓練、11 月だったよね。 

防災課長 11 月 19 日で。 

委員長 19 日だったね。 

   それでは、お疲れさまでした。 

   暫時休憩いたします。 

     休憩（午後３時 13 分） 

     再開（午後３時 14 分） 

委員長 再開いたします。 

   会計課が出席いたしました。 

   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。 

   それでは、所管部分の説明をお願いいたします。 

会計管理者 会計管理者の小澤です。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。 

   座って説明をさせていただきます。 

   それでは、決算書の 68 ページをお開き願います。 

   款項目、支出済額の順にご説明させていただきます。 

   ２款総務費、１項総務管理費、４目会計管理費、支出済額 340 万 4,653 円でございま

す。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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委員長 これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 ないようですので、これで質疑を終結いたします。 

   お疲れさまでした。 

   暫時休憩いたします。 

     休憩（午後３時 15 分） 

     再開（午後３時 16 分） 

委員長 再開いたします。 

   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、こ

れについての討論及び採決を行います。 

   まず、討論を行います。 

   討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結いたします。 

   これより議案第 63 号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり認定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 63 号は原案のとおり認定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。 

   お疲れさまでした。 

   再開を３時 30 分といたします。 

     休憩（午後３時 17 分） 

     再開（午後３時 30 分） 

委員長 再開いたします。 

   陳情第３号 菅谷地内旧歯科医院の解体に関する陳情を議題といたします。 

   この陳情については、菅谷の小沢雅幸様より提出されたものです。 

   陳情を事務局に朗読させます。 

   お願いします。 

書記 陳情の趣旨のほうを朗読させていただきます。 

   当該建物につきましては、昨年、市が取得した後仮囲いをし、応急対策はされているよ

うですが、本体は経年劣化が進み、外壁等の落下が見受けられます。強風や豪雨などに

より建物の傷みが激しくなり、危険性が高まることや管理されず放置されたままで近隣

の住環境が悪化することが心配されますので、早期に解体・撤去されますよう陳情いた

します。 
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委員長 それでは、次に、この菅谷地内の旧歯科医院の件について、これまでの経過を資料で

用意しましたので、皆さん、お手元にあると思うんですが、事務局に説明をさせます。 

書記 菅谷地内の旧歯科医院の問題についての経過となります。 

   まず、この件は平成 28 年第３回定例会期中に総務生活常任委員会で審議をしておりま

す。内容につきましては、一般会計補正予算に計上がありました、市で寄附を受けた菅

谷地内の旧歯科医院の解体工事に係る費用 1,550 万円についてとなります。 

   委員会での採決では可決すべきものとなりましたが、本会議においては、この補正予算

（案）を修正する動議があり、建物の解体工事費 1,550 万円を除いた修正案が可決され

ました。その際に、執行部へ早急に臨時の安全対策を行うよう申し入れを行っておりま

す。 

   次になります。 

   平成 28 年 10 月 11 日の全員協議会においては、その後の経過や臨時の安全対策につい

て、執行部に確認を行っております。執行部からは、建物の周りをネットで覆うことに

よる安全対策を検討中である旨の報告がありました。また、今回の土地建物の取得につ

いては負担つき寄附に該当し、違法性があるのではないかとの意見があり、執行部から

は、負担つき寄附には該当しない旨の回答がありました。そのため議長から、執行部と

副議長の見解に相違があるため、その妥当性について双方より議会へ文書での提出を求

めることになりました。 

   次に、平成 28 年第４回定例会期中の総務生活常任委員会での審議となります。内容に

ついては、臨時の安全対策を実施したことによる専決処分の報告となり、建物をネット

で覆うことによる外壁等の飛散防止や落下防止対策とのことでした。この専決処分につ

いては、委員会及び本会議とも全会一致で承認されております。 

   最後になります。平成 29 年３月 22 日の全員協議会となります。さきの全員協議会で

議長預かりとなっていた件について、執行部からは弁護士の見解の報告が、副議長から

は法律違反と発言した根拠の文書の提出があり、全議員に配付をいたしております。 

   以上となります。 

委員長 以上、この歯科医院についての経緯について説明がありました。 

   それでは、この陳情についてのご意見ございませんか。 

笹島委員 これ読んでみると、非常に漠然的なんですけれども、本体は経年劣化が進み、外壁

等の落下が見受けられますということですけれども、果たして具体的に隣地住民の方、

どのような被害を受けているのかということをまず聞きたいですね。 

   あと、なぜこのようなものを議会に陳情してきたのか。本来だったら執行部に相談すべ

きものなのが、相談があったのかどうか。このような陳情書は、本人が役所に持参した

のかどうかとかいうことですね。 

   あと、もしこの外壁が落下を見られる事象が発生するなら、多分あれ去年でしたよね、
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リース代として含まれて 200 万くらいかな、年間ですね。またその１年も満たないうち

に、そのリース料の中には保守点検代が含まれると聞いたと思います。それで、もしね、

今言っていた保守点検が入っている中で、そのような外壁落下が見受けられるんだった

ら、これは契約が履行されていないんじゃないかということ。そういうことをちょっと

聞きたいと思うんですけれども。 

委員長 執行部のほうとの確認をしたいということですね。 

   暫時休憩いたします。 

     休憩（午後３時 35 分） 

     再開（午後３時 39 分） 

委員長 再開いたします。 

   執行部の皆さん、お疲れさまです。ちょっと何件か確認したいことがあるということな

んで、よろしくお願いします。 

   じゃ、笹島委員のほうから。 

笹島委員 この陳情要旨というのは読ませていただきました。非常にちょっと漠然としている

んですけれども、本来でしたら、その陳情者という方、私も何回も一般質問で申しあげ

たとおり、陳情を受けているんですよね、道路関係とか云々でね。必ず具体的などこで

どのくらいのどのようなものがどのようにどうだということを非常に明確に、ちょっと

参考にお見せしますか、持っているんですけれども。これ陳情書ね、一般質問であれし

たでしょう、これね。このように陳情書というのはね、一般質問で読みあげましたよね、

皆さん聞いているとおりね。あれが陳情書なんですよ。これなぜこのたった４行か５行

で、劣化が進み、外壁等の落下が見受けられますと。これ隣に隣地している住民の方だ

と思うんですけれども、これどのような被害を受けているかということが一つも書いて

いない。まずそれを聞きたい。 

   これなぜこの陳情書というのは、我々議会には執行権も何もないのに、何でこの議会に

このような陳情書を持ってきたのかと。それで執行部のほうには相談があったのか。執

行部のほうにも陳情書が持ってきてあるのかどうか。 

   あともう一つですね、この落下防止云々というので仮囲いしましたね、去年の今ごろか

な。まだ１年もたっていないんですけれども、それであれリースですよね。多分 200 万

ちょっとくらいのリース代で年間払っていますよね。あれは保守点検代が入っていたと

思うんですよね、私の記憶でね。それなのになぜ１年も満たないのに落下がしてくるの

かということ、もしこれがそのようなものが落下するんだったら、契約が履行されてい

ないんじゃないかということ。どのような契約をしたんだかわかりませんけれども、こ

の３点ちょっと聞きたいんですよね。 

委員長 執行部から、まず、保守点検等ね、今３点言いましたんで、そちらからお願いします。 

財政課長 まず、順番ではないんですが、まず第１点としまして、市のほうに相談があったの
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かというお話ですけれども、市のほうには相談、同じようにですね、陳情書が出ており

ます。 

   それから、落下につきましては、あのものにつきましては、あの建物から外に落下しな

いように外を囲ってあるものでございまして、その囲いの外には出ておりません。 

   あと、仮囲いの契約なんですけれども、仮囲いについては保守点検もしておりますが、

先ほども申しましたように、囲いの中ではちりとか、内部のほうでは、大きなものでは

ないとは思うんですけれども、少しずつですね、いろいろ落ちているような感じになっ

ております。 

   以上です。 

笹島委員 今言っていた囲いの中で落ちているという、まず確認はされたのかどうかですよね。

その今言っていた落下物が見受けられるというふうにしてきているわけですから。この

方がそういう、小沢さんという方がですね、何でその落下していく、隣地で非常に危険

だからということは百歩譲って、中ではわからないから、内部でもやっぱり心配がある

んでしょうからね。外まで見受けられなくてもね。ということは、そうすると、何でこ

の方が、陳情者がですね、市に対して、建物解体まで請求するのかということ、それが

わからないんですけれども。それはどういうことですか。そういう相談をされています

か、それは。ここに書いてありますよね、早期に解体撤去されるよう陳情願いますとい

う。 

副市長 今のご質問でございますけれども、今の仮囲いは当然飛散防止、いわゆる隣までに影

響を及ぼさないような形での飛散防止での策でございますよね。小沢さんが今その陳情

書に書いてあるように、ネットの中では落ちている部分があると。これは財政課でも確

認しております。 

   そういうのを見ていると、小沢さん自体も、家の前に３階建てのビルがあって、それが

ぼろぼろ中にこぼれているということは、やはり穏やかではないなという、多分そうい

う気持ちだと思うんですよ。ですから、こういう陳情書を出して、早く目の前の大きな

建物を壊してほしいという、そういう意図ではないかと思っております。 

   ですから、直接財政課のほうに相談に来たわけではないと思います。ですから、議会の

ほうにも、執行部のほうにも、それぞれ同じような陳情書を出したのかなというふうに、

我々としてはそういうふうに想像はしておりますけれども。 

笹島委員 一般的に相談もなくして陳情書を持ってくる例というのはごく少ないんですよね。

必ずその陳情書を持ってきたときに、持ってくる前に相談を、解体したい、落下してい

るから、それの落下防止にいどうしたらいいか、解体してもらえないかどうかというこ

と。それは今、副市長が言っていたけれども、そう思います、ですよね。本人から直接

そのような話は聞かなければいけないですよね、執行部からしてみればね。陳情書もい

ただいているわけですから。いただいたときにね。そのときに聞かなかったんですか、
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それは。ただ受け取っただけですか、受け取って、はい、わかりましたというのはあり

得ないですよね、一般論でね。そこを聞きたいんです。 

副市長 私が直接受け取ったわけではないんでわかりませんけれども、一般的にですよ、一般

的に目の前にああいう大きな建物があったときに、中でぼろぼろこぼれているのが見え

れば、やはり自分の家も危険だなというふうに普通は考えると思うんですよ。ですから、

そこでなんとか、一度、予算化して解体するという話があったときに、これを議会のほ

うで承認していただけなかったというのは、多分、小沢さんもわかっているんだと思う

んですね。ですから、議会のほうにも、当然そこは議会のほうで承認しなかったから議

員さんのほうにもお願いして、なんとか壊してほしいということであって、これは執行

部に対してもそうですけれども、議会に対しても当然そこは陳情しないと、議会の承認

を得られなければ壊してもらえないんだからということで、両方に出したんだと思うん

ですよね。 

   ですから、持ってきたときに、私はわかりませんけれども、そういう小沢さんの心情が

あったのかなと、これは想像ですけれどもね。一般的に考えれば、誰もそう思うんです

よ。 

笹島委員 副市長ね、こう思うとかああ思うじゃないんですよ。事実関係をきちんと、こうい

う陳情というのはですね、事実関係を並べていって、どういうことでと、本当は本人に

確認したいんですけれども、実際に本人に確認しようと思って事務局に連絡してもらっ

てね、９月５日かな、多分そうでしたね。そうしたら断られたんですよ。この陳情書と

いうのはどこへ持ってきたんですか、これは。何課に持ってきましたか。 

財政課長補佐 直接持ってきたのは、秘書広聴課のほうに持参して、秘書広聴課のほうで預か

っておりまして、その後、予算主管が財政課ということで、うちのほうに回ってきたと

いうところでございまして、財政課としても直接はそのとき面接したわけではございま

せん。 

   以上です。 

笹島委員 そうすると、秘書広聴課で誰が、本人が持ってきたのか、誰が持ってきて誰が受け

取ったのかというのをちょっと聞きたいんですけれども。 

委員長 執行部のほうでわかりますか。 

財政課長補佐 申しわけございません。秘書広聴課で誰がというところまでは、私どもちょっ

とそこまでは把握しておりません。申しわけございません。 

笹島委員 本人が持ってきたんですか、これは。 

財政課長補佐長 そこもすみません。本人が持参かどうか、あとはうちのほうの対応も誰が出

たのかというところまでは、ごめんなさい、把握しておりませんでした。 

笹島委員 委員長、それちょっと今調べてもらえますか、誰が持ってきたかということをちょ

っと確認をお願いしたいんですけれども、誰ですか。 
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委員長 誰が持ってきたかの確認。これは秘書課のほうですね。 

   それでは、暫時休憩をします。 

     休憩（午後３時 47 分） 

     再開（午後３時 50 分） 

委員長 再開いたします。 

   秘書課が来ましたんで。 

   じゃ、副市長。 

副市長 ただいまの質問でございます。 

   秘書広聴課に確認をいたしました。本人じゃなくて、代理の方が直接秘書広聴課に持っ

てきたということでございます。名前は、公開になっておりませんので、ちょっと今の

段階では申しあげないほうがいいかと思います。 

笹島委員 まず、差し支えなければ教えていただければ。 

副市長 差し支えがあるかないかは、私ちょっと判断ができません。 

笹島委員 別に悪いものを持ってきたわけじゃないんで、陳情書なんで。堂々と名前は出して

しかるべきだと思うんですけれども、どうですか。 

副市長 よろしいんでしょうか。 

笹島委員 どうぞ。 

副市長 木野議員でございます。 

笹島委員 そうすると、この文書は木野議員がつくったのかな。 

副市長 それに関しては、私はわかりません。 

笹島委員 先ほど９月５日に事務局を通じてですね、小沢さんを呼んでもらうようにといって、

結局事務局通じたりしたらお断りされまして、それで９月８日ですか、実際どのような

ものかということで、実際、私聞きに行きました、小沢さんに会って。そうしたら、小

沢さんが何かとんでもないことを言ったんですけれどもね、事実かどうかわからないん

ですけれども。この文章の陳情書は、役所の人が持ってきたと。私はこの文章を書いた

覚えはないけれども、日付と、この 24 日ね、24 日とこの印鑑を押したということを言っ

ているんですけれども。これ定かじゃないんですよ。ただ、本人が言うんでね。ですか

ら、これはもしや役所でつくった文書じゃないですよね。 

副市長 それは絶対ないと思います。 

笹島委員 そうするとですね、このようにして我々も丁寧な審議を行うために陳情者の出席に

対して断られてですね、実際に落下しているところも精通していなくて、出席してもら

えないということで。今言っていた非常に事実関係が、本人がね、本当に参加してくれ

れば、私らもよくわかるんですけれども。なぜそういうことをあれするかというと、本

当にどのようにお困りなさっているかというのは、やはり陳情を受けた者に対して、詳

しく文章に書かれていないものに対して、我々も聞く義務があると思うんですよね。こ



－67－ 

れだけの我々常任委員会で決断を出すためにはですね。 

   ですから、その参考資料、材料がなければ決断できないんですよね。ですから、どのよ

うにお困りですかと、この文書の中でね。じゃ、わかる範囲というのは限られているん

でね、それで本人にしたけれども、なかなか出てもらえないんで、仕方がなく、本人が

といったら、私この文書は見ていないと。それで、日付と印鑑を押したんだよと。この

文書、役所の人が持ってきたんだよと言うんですよ。いや、どうなってんのかなと思い

まして、今ちょっと私も困惑しているんですけれどもね。この取り扱いをどうするかと

いうのを委員の人たちも非常に困っている今は状況だと思うんですよね。 

   ですから、何かおわかりなさることがあるんだったら、ちょっとそちらでわかる範囲で

教えてもらいたいんですけれども。木野議員が持ってきたというのはわかりましたけれ

ども。木野議員から聞いていないんですか。 

副市長 それ以外に我々がこの事実をどうかというのは、我々は基本的にはあそこを早く壊し

たいというのは、我々としても日々、お金がかかっているわけですから、昨年の補正予

算でやったようにあそこを解体する費用を補正予算で上げたわけですから。我々として

は、一日でも早く壊したいというのが我々の希望であります。あそこの周りの人からす

れば、あの３階建ての中で飛散防止はしておきますけれども、中でぼろぼろこぼれてい

る状態を考えますと、やっぱり小沢さんの心情からすれば、やっぱり危険だなという気

持ちはあると思うんですね。それからすれば、そこの判断は、委員さんがどう判断され

るかわかりませんけれども、我々としては、もう一日でも早く壊してもらいたいという

のが、我々はそれ以上は言えませんね。 

笹島委員 小沢さんに聞いたところ、震災後かな、やはりちょうど境界のところですか、ブロ

ック塀のところですか。あれが非常に、あと、上の何ですかな、あれ、エアコンかな、

給水塔かな、何かそういうものが一つ向こうの隣地のほうに飛んでいったのかな。それ

で自分のほうにも飛んでくるんじゃないかというんで。あれはもう全部ね、この前の保

守で全部取り払ったと思うんですけれども。 

   それに関しては、心配はないようなことを言っていました。その前が、仮囲いをやって

もらう前が非常に心配だったというふうにして、今はもう安心しているということで。

だから、小沢さん自身が今言っていた、取り壊してもらえば取り壊してくれたほうがい

いんだけれどもねなんて言っていましたけれども、心を込めて、自分の思いでですねぜ

ひとも取り壊してという話はしていないんですよね。自分の作業上、先ほど何回も言う

んですけれども、私これを書いた覚えもないし、私は印鑑と日付を書いたんで、私知ら

ないと言っているんですよ。これも本当かどうかわからないですけれども、本人が言う

んでね、間違いないなと思うんですけれども。 

   それはどういうふうに、そういうふうに、市役所、役所のほうは急いでね、負の遺産だ

から取り壊して云々としてもらいたいという気持ちはわかるけれども、やはりそれも税
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金をかけてやるもんですからね。皆さんのポケットマネーでやるわけじゃないですよね。

ですから、住民の、全市民からの税金を集めていって、それを取り壊すわけですから。

私らは、申しわけない、目ざわりなもんだから、早く取り壊さないといけない云々とい

うのは、それはあなたたちの論理であって、市民から、全体の論理から言えば、いや、

どういうものかと。こういう、今言っていた寄附行為を受けていて、それに対してなぜ

我々が税金で取り壊さなければいけないのかと。売却しようと考えている、その手続は

やっているのかどうかと。いろんな面で、あの部分の、あの近くの人以外の方はそうい

う考えを持っていますよね。非常に周りの方、なんとかさんとかなんとかさんと、囲ま

れたエリアの、本当のエリアの人たちですよね。 

   それに対してどういう方法であれを、寄附行為を受けたかわかりませんけれども、非常

に手続等踏まないでね、我々に一方的に知らせなくして、承認得なくして、結果的には

それがトラブルが始まりですから。それで改めて今度はこの陳情書を議会という形のと

ころに持ってきて、それでこれだけの４行か５行くらいで、さあ議員さん、なんとかし

てくれと。早く採択して取り壊してくれと。それはあなたたち執行部の論理であるよう

な気がするんですけれども、その真相究明というのは我々議会もやらなければいけない

部分というのがあると思うんですよね。 

   そういうことなんですけれども。執行部ですから、その部分。 

委員長 今のことについては、これは執行部のほうも答えようがないというところでしょうか

ね。 

副市長 その陳情書が、果たしてこれが本人の意にそぐわなくて、誰かが書いて出したもので

あれば、これは無効であるとかいう話だとすれば、それはまた別問題ですけれども。

我々としては、先ほどから言っているように、一日でも早く壊して売却したいというの

が本音ですんで。それしか我々としては言いようがない。その判断は、最終的には議員

さんのほうで判断してもらうしか方法はないのかなというふうには私は思っていますけ

れども。 

笹島委員 １つ間違っている部分があるんですよね。あれを取り壊して売却じゃないんですよ

ね。あのままにして売却の手続はできるんですね、それは知っていますよね。要するに

取り壊すという条件で売却するという、その手続は、今まだやっていないということじ

ゃないですよね。もう去年のあたりからやらなければいけない部分ですよね。それは私

らに責任を押しつけないで、あなたたちがやる仕事は売却手続をすぐさまやらなければ

いけない。ああいうふうな形、建物が残っていても売却はできるんです。取り壊すとい

う前提で売却なんですから。取り壊してから、この土地をあれして、それは不動産とい

うのはどこでもやっていることですから。 

副市長 その話はですね、以前にもお話ししました。建物つきで壊してもらうという話は、関

係者にはお話ししたことあります。だけれども、それではどこの解体業者も不動産も、
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いや、もうそれではやらないよと手を引いたわけですんで、当然普通に考えれば、あの

建物を壊して、あの建物つきで売却で買う人はおそらくいないと思うんですよ。ですか

ら、そこは壊した上で土地を売却するというのが普通の筋かと思いますよ。ですから、

そこは一度お話ししていますから、不動産屋には。 

笹島委員 私も不動産のプロだからね、要するに売却する場合は、建て壊すという条件で契約

条件をしておいて売るんです、一般的には。そういう形もできるんです、それは。だか

ら、なんでしないのかということですよ。我々に早く取り壊そう云々、危険だからとい

う、そのやる前に、売却手続をしなければいけないでしょうということです。何社の不

動産と折衝したかわからないですけれども、何社と折衝したの、そこ。どこの会社とは

言わないけれども。俺に言ってみて、今ここで。ちゃんと答えてあげるよ。 

副市長 何社にやったかはわかりませんけれども、普通に考えれば、そういう不動産屋も中に

はまれにあるかもしれませんけれども、それは、建物つきではそう簡単に買う業者はい

ないと思いますよ。 

笹島委員 紹介してやるよ、本当にそれね。 

副市長 それであれば、紹介していただくほうが我々としてもいいですよ。 

助川委員 今、委員会の中で話をされておりますけれども、我々第三者から考えた場合に、あ

の状況で置くのは大変危険な状況で、最近また地震等も国内においても出てきておりま

す。そういうことから、この思いが、この陳情の文書に全然かかわりないという、かか

わりたくないということならば、小沢さんのところにこれ印鑑をいただきに行っておら

れるんでしょうから、その時点で多分押さなかったと思うんだよね、そういう思いがな

ければ。そういう思いがされたんで、この文書を持って、今のお話だと、行かれたとき

に一定の同意をされたんで押されたというふうに思うんですけれども。 

   ただ、現状のままで置いた場合に、不特定多数の方々、あの付近だけの方じゃなくて、

いろいろな方に危険を及ぼす状況が現況であるということから、委員会としては、結論

をなんとか出さなくてはならない形でありますけれども、ただ、今、笹島委員がお話し

されたような、何かそのご本人じゃなくて執行部がかかわった上で小沢さんにお願い、

陳情書を出していただけるような形をお願いしたいということで行かれたというような

ことのお話が、笹島委員のお話だとそういうことのようですけれども、ただ、その確認

も私どもしていないんで、わからないんだけれども。ただ、現況を見た場合には、あの

ままで置くということは非常に危険なんで、私としては、これは一日も早く取り壊す形

をしていただいたほうが、そういう災害、人命、災害の危険性が除去できるという観点

の思いからですね。現時点でこれ昨年とりあえず負の形をとった契約で寄附をいただい

てしまったということから、委員会では、それでも安全を優先すべきだろうということ

から、とりあえずは委員会では採択をされた経緯が今ここに経過の文書でいただいてお

りますけれども、ただ、本会議におきましては、その最初の時点の取り組み方が間違っ
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ているから、議会としては認められないよということで否決されたわけであります。 

   そういうことでありますけれども、からですね、最大限、付近の方々、あるいは不特定

多数の方々の安全に関しては、市としては責任を持たなければならないということから、

仮囲いの形をとっていただいているわけでありますけれども、これはいつからいつまで

の契約で、現時点で補正予算を組まれましたけれども、その補正予算の額以上に現時点

でかかっているんですか、これ金額は。仮囲いをした年月というのは１年にまだならな

いよね、契約。 

副市長 昨年の９月でしたか、補正予算約 200 万組んでやりました。それで、今年はそれを

３月に増額しまして、400 万増額しまして繰り越しという手続を今はとっています。です

から、なぜそこで 400 万かというと、最悪ですよ、繰り越しというのは、繰越明許費は

１回はできます。その後、あと１年は事故繰越という方法もなくはないんで、とりあえ

ずそこまでを見込んで繰り越しの予算を組んだというところです。ですけれども、それ

が期限が切れますと、もう一度あれを、養生したものを取り払って、もう一度つくる、

仮囲いをするようになりますんで、さらにまたそこで金がかかるということにはなりま

す。 

助川委員 そうすると、契約としては２年分の契約ということですか。 

副市長 まずは１年分ですね。まずは１年間の繰越明許費の変更契約をしています。 

助川委員 400 万というのはどういう意味ですか。 

副市長 ですから、まずは１年間の繰り越ししかしていませんけれども、契約は変更していま

せんけれども、とりあえず来年の３月までで、そこからもう一度繰り越しするときには、

事故繰越という方法が万が一のためにあるんですね。そのために、その 200 万をそこで

事故繰越したときにもう１年間使える分の予算はとってあるということです。ですから、

今のあれからいくと、予算からいくと平成 31 年３月までのとりあえずの予算は最悪ある

ということですね。じゃないと、今年度中に壊さないと、繰越明許費がそれで終わっち

ゃいますので、200 万だけの繰り越しだと、そこで終わっちゃうんですね。ですから、も

う最悪 12 月の補正でぎりぎり間に合うかどうかというところです、繰越明許費だけであ

ればね。 

助川委員 そういうお金がかかっているという実態は、これは市民の皆さんの心情からいって

も、回避しなければならないという思いは、契約のそういう経過があることを知らない

方々は、どうしてあのままにしておくのかというふうに思われている方もあると思うん

ですけれども、ただ、議会としては、最初の契約の仕方が負の形を知りながら寄附行為

をいただいたということでもって、否決された経緯があるわけですんで。ただ、私自身

としてみれば、このままあの状況で置きますと、さらにずうっとですね、危険な状況を

そのまま、安全を確保するために、年数がふえるたびにいろいろな策を講じなければな

らないということも想定されますんで。減額よりは金額がふえていくというようなこと
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も考えられるわけでありますので。 

   ただ、これを心情としてはっきりお隣の方からの申し出ということで陳情が上がってき

たことだと私自身は思ってこの委員会に臨んだんですが、今の笹島委員のお話だと、ご

本人は余りそういう危険の感じを受けていないんだけれども、執行部のほうでお持ちい

ただいたんで判こだけ押したんだというようなお話なんで。その辺のところをしっかり

見定める上で、ちょっとここのところがはっきりご本人の意味合いもお伺いしないと、

１回議会で否決していますんで、これを採択という形はなかなか難しいかなということ

なんですよね。 

   ですので、委員会としては、この辺のところを確認する意味でも、とりあえず継続とい

うことでこの問題を審議をするというようなことが、今求められる我々の委員会の選択

する方向なのかなという感じはします。 

副委員長 副市長はじめ執行部の皆さんがですね、一つ勘違いされているのは、議会が拒否し

たからとかですね、早く壊さないのは議会が悪いと思っていらっしゃるのは大きな間違

いですね。どうして議会が昨年そこを補正をかけたかといいますと、そこに公共性が見

受けられないからです。公共性、公平性がわからないからですよ。何回も何回も委員会

だの全協だのでやりましたけれども、最後まで公平性が見えなかったし、そこに壊して

売却する公共性が見受けられなかったです。 

   例えば自治体が土地を収用する、建物を収用する、あると思うんです。でも、それはそ

こに道をつくるとか、そこに何か公共のものをつくるとか、そういう目的があって初め

てのことだと思うんですよ。ただ危ない建物があったから寄附を受けて、1,500 万で解体

して 800 万で売ります、誰が聞いたって、それ、はい、わかりましたと言えるわけない

じゃないですか。それを議会で承認しないのが悪いんだというのはおかしな話だと思い

ませんか、公共性がないんですから。 

   じゃ、公共性がないものをこれから不動産屋さんみたいにですよ、解体して売却して、

じゃ、その損益は誰が持つんですかということです。その損益を、じゃ、わかりました、

市長が減給してその分弁済します、それならわかりますよ。わかります。それはプラマ

イゼロになりますからね。でもないのに、そのマイナスは市民に押しつけて終わりにし

ましょうとできるわけないじゃないですか。 

   さっき副市長もおっしゃいましたけれども、あんな土地、建物つきで受け入れる業者な

いですよとおっしゃっていましたけれども、まさにそうなんですよ。何でそんなものを

市で受け入れるんですかということですよ。私たち、先日ね、さっき笹島委員からあり

ましたけれども、今回の現状も見ておかなければというのもありましたので、この小沢

さんのところへ伺いました。そうしたば、陳情というのは何の話だと。私は、ここに印

鑑を押してくれと言われたから押したんだと。それはびっくりしましたよ。陳情書が偽

造されたという、まずこの事実ですよ。 
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   さっき副市長は、誰がつくったかわからないし、執行部でやったということはあり得な

いとおっしゃいましたけれども、私たちは、小沢さんから、私は書いていないと聞いち

ゃった以上は、これは追及しなければいけないですよ。ここの委員会で、ここで採択し

て、誰が書いたかわからない陳情書をここで採択して、採択にしろ不採択にしろですよ、

それで終わらせるわけにいかないじゃないですか、これ。聞いちゃった以上。じゃ、誰

が書いたんだと、誰がつくったんだと、誰がこれ出したんだと、誰の意思でやったんで

すかということです。去年からこれ１年間、ずうっとくすぶっていた火種ですよ。誰も

知っています。小沢さんがどのくらい知っていたかわからないですけれども。少なくと

も執行部と議員はみんな知っています。そこに１本のわらを誰かが投げ込んだんですよ、

いたずらに。これ小沢さん本人の意思だったらば、そういう意見もあるなとこっちも聞

きますよ。じゃなくて、誰か第三者がわらを投げ込んだんです。これこのまま終わらす

わけにいくわけがないじゃないですか。 

   陳情書の偽造というんだか捏造というんだかわからないですけれども、それが出された

というのも、僕は議会への冒瀆だとも思うんです。そんなことって今までもあるもんな

んですか。本人がわからないうちに陳情書が出ていましたとか。逆にですよ、執行部の

ほうも、これ私たちは執行部がやったと思わざるを得ないですからね、これじゃ。疑わ

れたままなのも嫌じゃないですか。だったら最後まで追求しなければいけないと思いま

せんか。どうでしょう。 

副市長 私が答えるべきものではないと思いますけれども、私は、執行部に回された陳情書、

議会に出された陳情書、それぞれ見ただけの話で、これが本当に偽造されたのか、捏造

されたのかも、そこは承知していませんので。その判断を私にしろといっても、これは

無理な話だと思いますよ。 

副委員長 いや、判断しろとは言っていません。とりあえずここで私の意見としては、採択、

不採択ではなく、前回ですね、議運でも、全協でこれはやろうという話も出ていたと思

うんですね。ですので、継続にするのがいいんじゃないかと思います。 

委員長 ほかありませんか。 

   助川委員、副委員長から継続審査という意見がありました。 

   それでは、お諮りいたします。 

   陳情第３号を継続審査と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 ４名継続審査とすべきものとするということで、賛成多数で継続審査とすべきものと

決定をいたしました。 

   以上で陳情第３号の審議を終わります。 

   執行部の皆さんにはお疲れさまでございました。 

   ご退席お願いします。 
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     （執行部退席） 

委員長 それでは、その他について。 

   まず１件目、茨城県市議会議長会平成 29 年度第１回議員研修会については、お配りし

た資料のとおりでございます。皆さん、各自行っていると思います。 

   当委員会より研修会への参加者１名を選出する必要がございます。 

   協議及び選出をお願いいたします。 

   昨年、私が行きました。小宅副委員長でよろしいでしょうか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは、小宅副委員長が 11 月６日、７日の日程で、これに参加をするということ

になりましたので、よろしくお願いいたします。 

   次になります。 

   議会報告会での意見等の対応についてでございますが、お配りしてあります議会報告会

で出された意見で当委員会所管のもの、正副委員長で検討して対応いたしました。その

結果について報告をいたします。 

   対応内容についてまとめた資料をお配りしてありますので、ご確認ください。 

   まず、空き家問題について、ゴミ袋の記名について、職員の時間外労働について、この

３点、対応いたしました。 

   空き家問題については、亡くなったときとか戸籍から除籍するときに、窓口の聞き取り

調査で対応できないかというような話がありましたが、執行部からの窓口での聞き取り

調査については、いい提案だとは思いますが、死亡の手続時に窓口に来られる方が喪主

や親族とは限らないため、個人情報等の扱いについて問題が考えられるということがご

ざいまして、今後の参考とさせていただきたいと。 

   それと、空き家対策で、877 件の空き家があるということで、この対策はどうなってい

るのかということですが、これはこれからそういった対策チーム、これをつくって、環

境課で対応していくということでございました。 

   また、ゴミ袋の記名については、環境課のほうで話しましたが、現在、氏名ということ

になっていますが、原則氏名を書いていただきたいということです、原則です。原則氏

名をという。 

     （「名字だけ」と呼ぶ声あり） 

委員長 いや、氏名ですから、氏名。 

原則氏名と。 

     （「変っていない、前と」と呼ぶ声あり） 

委員長 ということで、前回の議会報告会の議会だよりにも掲載をさせていただきました。 

   それと、職員の時間外労働についてということで、ざっと、あのときの意見なされた方

も、質問なされた方も、わからなければいいよというような感じだったんですが、大体
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時間外労働を行った職員数については、平成 26 年度が 333 人、27 年度が 358 人、28 年

度 358 人という人数です。１人当たり月平均の時間外労働というのは、26 年度は約 11 時

間、27 年度は９時間、28 年度は 10 時間というようなことであります。 

   これ時間外労働で平均というのよりも、一番あのときに言いたかったんじゃないかなと

いうのは、最近問題になっております 100 時間を超える時間外労働というのを念頭に置

いたんじゃないかなと考えますが、なるべく時間外労働はしないようにというようなこ

とを念頭に置いて、役所のほうも対応しているということですので、よろしくお願いい

たします。 

   この件については以上になります。 

   最後ですが、本委員会の調査事項であります廃校の利活用について、先ほど執行部より、

旧本米崎小学校の利活用について、最優先活用候補者の選定がされた旨の報告を受けま

した。そのため、那珂市の廃校利用については、旧戸多小学校については地区交流セン

ター、教育支援センター、旧本米崎小学校についてはＮＰＯ法人による放課後児童健全

育成事業、病後児保育事業など、確定ではありませんが、おおむね利活用の方向性が見

えてまいりました。 

   以上のようなことから、調査事項である廃校の利活用については、一旦調査終了という

ことで、今後の当委員会の調査事項を決めていきたいと思います。 

   前回の調査事項を決定する際に、次に意見として多かったのがソーラー発電設置条例の

研究という声がありました。そのため次の調査事項については、ソーラー発電設置条例

を調査事項としたいと思いますが、皆様のご意見を伺いたいと思います。どうでしょう

か。 

   ご意見等ありませんか。よろしいですか。 

   ソーラー発電の設置条例の研究、那珂市には条例ありません。茨城県は突出してソーラ

ー事業が多いということがあります。また、那珂市もかなりのソーラー発電をやってお

りますので、そういったものを条例の研究をやっていきたいと思います。 

   そのソーラー発電設置条例についての研究でよろしいでしょうか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは、異議なしとの声がございましたので、ソーラー発電設置条例について調査

研究をしていきたいと思います。 

   それでは、本日の議題は全部終了いたしました。 

   以上で総務生活常任委員会を閉会いたします。 

   お疲れさまでした。 

閉会（午後４時 31 分） 

 

     平成 29 年 11 月 30 日 
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      那珂市議会 総務生活常任委員会委員長 勝村 晃夫 


