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那珂市議会全員協議会記録 

開催日時 平成29年12月14日（木）午前10時 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席者  議 長 中﨑 政長   副議長 遠藤  実 

議  員 大和田和男   議 員 冨山  豪 

議  員 花島  進   議  員 筒井かよ子 

議  員 寺門  厚   議  員 小宅 清史 

議  員 綿引 孝光   議  員 木野 広宣 

議  員 古川 洋一   議  員 萩谷 俊行 

議  員 勝村 晃夫   議  員 笹島  猛 

議  員 助川 則夫   議  員 君嶋 寿男 

議  員 福田耕四郎 

欠席者  議 員 なし 

職務のため出席した者の職氏名 

     事務局長 寺山 修一  次 長 清水  貴 

     次長補佐 横山 明子  書 記 小田部信人 

会議事件説明ため出席者の職氏名（総括補佐以上及び発言者） 

市 長 海野  徹   教育長 大縄 久雄 

副市長 宮本 俊美 

総務部長 川崎  薫  総務課長 川田 俊昭 

総務課長補佐 石井 宇史 財政課長 茅根 政雄 

会議に付した事件 

     （１）議会運営委員会委員長報告 

       ①議案の追加について 

       ②平成３０年第１回定例会会期日程（案）について 

…報告について了承 

     （２）追加議案について 

       ①人事院勧告に伴う条例改正及び各種会計補正予算について 

・議案第８４号 那珂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

・議案第８５号 那珂市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関 

する条例の一部を改正する条例 

・議案第８６号 平成２９年度那珂市一般会計補正予算（第６号） 

・議案第８７号 平成２９年度那珂市下水道事業特別会計補正予算(第 

２号) 
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・議案第８８号 平成２９年度那珂市農業集落排水整備事業特別会計補 

正予算(第３号)  

・議案第８９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３号) 

…執行部より説明あり 

②議案第９０号 那珂市教育委員会委員の任命について 

…執行部より説明あり 

③議案第９１号 人権擁護委員の推薦について 

       …執行部より説明あり 

       ④発議第 ２号 菅谷地内旧歯科ビル及び土地の寄附に関する調査特別委員会

の設置について 

  …提案者より説明、その後協議する 

（３）委員長報告 

①総務生活常任委員会 

②産業建設常任委員会 

③教育厚生常任委員会 

       ④原子力安全対策常任委員会 

       …報告について了承 

     （４）議会運営委員会委員長報告 

       …報告について了承 

議事の経過概要 （出席者の発言は以下のとおり） 

     開会（午前 10 時 07 分） 

事務局長 おはようございます。 

   ただいまから全員協議会を開会いたします。 

   初めに、議長からご挨拶をお願いいたします。 

議長 おはようございます。 

   第４回の定例会もあしたが最終日でございます。前日の全員協議会、ご苦労さまです。 

   追加議案、その他委員長報告等、もろもろの会議事件があります。慎重なるご審議をお

願いしまして、挨拶といたします。ご苦労さまでございます。 

事務局長 それでは、この後の進行は議長にお願いいたします。 

議長 ご連絡をいたします。 

   会議は公開しており、傍聴可能となっております。 

   また、会議の映像を庁舎内のテレビに放映しております。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ご配慮をお願いします。 
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   ただいまの出席議員は 17 名であります。欠席議員はおりません。定足数に達しており

ますので、これより全員協議会を開催いたします。 

   会議事件説明のため、市長、副市長、教育長外関係職員の出席を求めております。 

   職務のため、議会事務局職員が出席しております。 

   議事に先立ちまして、市長が出席しておりますので、挨拶をお願いします。 

市長 皆さん、おはようございます。 

   先ほど議長からお話がありましたように、あしたが議会の閉会日となりました。連日の

ご審議、本当にご苦労さまでございました。 

   さて、本日の協議会では、追加議案８件についてご説明をいたします。 

   慎重なる審議をお願いいたしまして、簡単ですが、ご挨拶とさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

議長 それでは、これより議事に入ります。 

   議会運営委員会委員長報告、君嶋委員長より報告を願います。 

君嶋議員 おはようございます。 

   議会運営委員会の開催及び結果につきましてご報告いたします。 

   先ほど議会運営委員会を開催いたしました。 

   会議事件は、議案の追加について、平成 30 年第１回定例会についてであります。 

   執行部から議案８件が追加提出されました。あす最終日の定例会本会議において日程に

追加し、委員会付託を省略し採決を行うことに決定をいたしました。 

   この後、執行部より追加議案の説明がございます。 

   また、遠藤副議長から委員提出議案１件が提出されました。こちらにつきましては、あ

すの本会議において日程に追加し、採決を行うことに決定をいたしました。 

   この後、提案理由の説明がございます。 

   平成 30 年第１回定例会の会期日程（案）は別紙のとおり決定をいたしました。内容は、

後ほど事務局から説明をさせます。 

   なお、執行部により、来年１月 17 日水曜日に臨時会を開催したい旨の報告がありまし

たので、あわせてご連絡をいたします。 

   内容は、平成 31 年４月に開園する統合幼稚園の工事請負契約の締結についてです。 

   以上、報告いたします。よろしくお願いいたします。 

議長 続いて、事務局より補足説明を行います。 

次長補佐 それでは、私のほうから平成 30 年第１回定例会会期日程（案）について、補足で

ご説明いたします。 

   会期日程（案）のほうは、お手元にお配りしております。 

   来年３月の定例会でございますが、ちょうど２年の折り返しに当たりまして、議会構成

がある関係上、通常より１日多い日程となっております。 
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   会期が３月５日から 23 日の 19 日間、１日目、３月５日月曜日、本会議で開会、それ

から議会構成についてまでを行います。 

   ２日目、６日火曜日、本会議で、施政方針説明、議案の上程、説明がございます。 

   ３日目の３月７日は休会、３月８日、本会議で一般質問、９日も続けて本会議、一般質

問、議案質疑、議案、請願・陳情の委員会付託となっております。 

   ３月 10 日から 12 日までが休会、３月 13 日から４日間、16 日までが常任委員会でござ

います。 

   ３月 17 日から 21 日までが休会、３月 22 日、議会運営委員会、全員協議会でございま

す。 

   23 日、最終日が本会議で、委員長報告、質疑、討論、採決、閉会の予定でございます。 

   その下でございますが、２月 23 日金曜日、一般質問の通告締め切り、２月 26 日月曜

日が議会運営委員会、全員協議会、議案説明会を予定しております。 

   以上です。 

議長 事務局からの補足説明が終わりました。 

   ご意見、ご質疑がありましたらお願いします。 

     （なし） 

議長 ないようですので、この件につきましては、委員長報告のとおりと決定いたします。よ

ろしくお願いをいたします。 

   次に、追加議案についてを議題といたします。 

   人事院勧告に伴う関係条例の改正について、議案第 84 号から第 89 号まで、一括して

説明を求めます。 

   執行部、お願いします。 

総務課長 総務課長の川田でございます。以下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。 

   まず初めに、今回の追加議案についてご説明をさせていただきます。 

   人事院勧告に関係する条例及びそれに関連します補正予算につきましては、一時金の支

給の基準が 12 月１日ということで、例年 11 月末定例会の初日に議案を提出し、同日議

決をいただいているところでございます。しかしながら、今年度につきましては、衆議

院の解散によりまして国会の審議がおくれた関係で、先週の 12 月８日に国家公務員の給

与法がようやく参議院の本会議で可決になったという状況でございます。 

   以上のことから、今年度につきましては、追加で人勧関連の条例２議案及び補正予算４

議案を提出させていただくことになりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。 

   それでは、全員協議会資料の１ページをお開きください。あわせまして、議案書のほう

もごらんいただければと思います。 

   それではまず、１番の趣旨でございます。ただいま国家公務員の給与法案が国会で可
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決・成立した旨ご説明いたしましたが、国家公務員におきましては、人事院勧告どおり

の内容で改正がなされたようでございます。 

   それを受けまして、那珂市におきましても本年８月に出されました人事院勧告に準拠し

まして、市職員の給与に関する条例及び市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に

関する条例につきまして、所要の改正をするものでございます。 

   ここで、今年度の人事院勧告の内容を若干ご説明したいと思います。 

   ４ページをお開きいただきたいと思います。 

   こちらが平成 29 年人事院勧告、給与勧告の骨子でございます。要点だけご説明させて

いただきます。 

   本年度の勧告につきましては、民間の賃金状況を反映しまして、４年連続で引き上げる

勧告となりました。四角で囲まれた部分ですけれども、本年の給与勧告のポイントです

が、月例給、ボーナスともに引き上げということで、①民間との格差 0.15％、額にしま

して月額 631 円の差がありますことから、俸給表の水準を引き上げるというものでござ

います。 

   また、民間の初任給との間に差があることを踏まえまして、一般職採用職員の初任給の

引き上げ、若年層の俸給について、厚く改正をするというものでございます。 

   それから、②のところでございますけれども、ボーナスの引き上げということで、こち

らは 0.1 月分引き上げるというものでございます。民間の支給割合が 4.42 月、国家公務

員が 4.3 月ということで、おおよそ 0.1 月分の差がありますことから、支給割合を引き

上げるというものでございます。こちらを勤勉手当に配分をするというものでございま

す。 

   その他詳細につきましては、お読み取りをいただければというふうに思います。 

   それでは、もう一度、１ページにお戻りいただきたいと思います。 

   ２番の改正概要でございます。 

   （１）那珂市職員の給与に関する条例関係、こちらは議案第 84 号となります。本年度

の人事院勧告におきまして、官民格差が 0.15％、額にしまして月 631 円を解消するため

に若年層を重点に改正を行うものでございます。内容といたしましては、一般職採用職

員の初任給を 1,000 円引き上げ、若年層についても 1,000 円程度の改定を実施します。

若年層以外につきましては、それぞれ 400 円の引き上げを基本に改定を実施する勧告が

なされたことを受けまして、それに伴いまして、給与条例の別表に行政職給料表及び別

表３の消防職給料表を改正しようとするものでございます。 

   こちらは議案書の３ページから 11 ページに給料表が載ってございますので、ご確認を

いただければと思います。 

   また、雇用職につきましても、行政職との均衡を図る観点から、就業規則におきまして

改正をいたします。 
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   続きまして、（イ）一時金支給月数の増でございます。こちらも官民の格差を踏まえま

して、0.1 月分の支給月数の増が勧告をされております。一般職にあっては、業務成績を

反映する勤勉手当に配分するというものでございます。29 年度については 12 月分の勤勉

手当で措置しまして、30 年度以降につきましては６月、12 月の勤勉手当で均等に配分す

るということでございます。 

   また、再任用につきましては、増月分を 0.05 月といたします。 

   続いて、ウ、減額支給措置の終了でございます。こちらは平成 22 年の人事院勧告を受

けまして、現在 55 歳を超える職員、給料表６級相当以上の職員に対しまして、俸給表の

1.5％カット、減額措置をしているところでございますが、本年の勧告によりまして、そ

の措置を平成 30 年３月 31 日で廃止をするということでございます。 

   続きまして、２ページをお開きいただきたいと思います。 

   ２番、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例関係でございます。 

   こちらは議案第 85 号になります。議案書でいいますと、24 ページから 28 ページでご

ざいます。 

   ア、一時金支給月数の増です。国の特別職の職員の給与に関する法律の改正に倣い改正

するものでありまして、一般職においては勤勉手当に配分するところを特別職につきま

しては勤勉手当がございませんので、期末手当で配分をするというものでございます。 

   なお、一時金の増の月数につきましては、内閣総理大臣等国の特別職と同様に 0.05 月

分の引き上げとなっております。 

   改正内容といたしましては、一般職と同様に、平成 29 年度については 12 月に、30 年

度以降につきましては６月、12 月に均等に配分をするということでございます。 

   それから、※印にもございますとおり、議員の皆様につきましては、議員報酬及び費用

弁償等に関する条例の中に期末手当の規定がございますが、特別職に準ずる定めとなっ

ておりますので、特別職同様、支給月額が 0.05 月分増というふうになります。 

   特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例につきましては以上でございま

す。 

   その他関係資料がございますので、お読み取りをいただきたいと思います。 

   また、今回のその人事院勧告に伴います条例改正での人件費の影響額につきまして申し

あげますと、一般会計で約 2,500 万、水道事業会計を含む特別会計合計で 230 万の増と

なっております。 

   これから補正予算につきましては財政課長から説明をいたしますが、補正予算の額につ

きましては、執行残額との兼ね合いで計上しておりますことを申し添えたいと思います。 

財政課長 財政課長の茅根です。よろしくお願いいたします。 

   私のほうから、人事院勧告に伴う補正予算についてご説明させていただきます。 

   議案書 28 ページの次のページをお願いいたします。 
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   議案第 86 号 平成 29 年度那珂市一般会計補正予算（第６号）についてご説明いたし

ます。 

   歳入歳出予算の補正。 

   第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 762 万 2,000 円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 192 億 896 万 5,000 円とするものです。 

   一般会計補正予算の最終ページ、17 ページの次のページをお願いいたします。 

   議案第 87 号 平成 29 年度那珂市下水道事業特別会計補正予算（第２号）についてご

説明いたします。 

   歳入歳出予算の補正。 

   第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 23 万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ 20 億 6,197 万 2,000 円とするものです。 

   下水道事業特別会計補正予算の最終６ページの次のページをお願いいたします。 

   議案第 88 号 平成 29 年度那珂市農業集落排水整備事業特別会計補正予算（第３号）

についてご説明いたします。 

   歳入歳出の補正。 

   第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ 11 億 6,251 万 3,000 円とするものです。 

   農業集落排水事業特別会計補正予算の最終６ページの次のページをお願いいたします。 

   議案第 89 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３

号）についてご説明いたします。 

   歳入歳出予算の補正。 

   第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 102 万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ 47 万 5,690 万 6,000 円とするものです。 

   以上、議案第 86 号から議案第 89 号まで、人事院勧告に伴う人件費の補正になります。

よろしくお願いいたします。 

議長 執行部からの説明が終わりました。 

   この件に関して何か確認したいことはございませんか。 

古川議員 すみません、ちょっと素朴な疑問なんですけれども、一時金の支給とか、それを

12 月の期末手当で対処したんでしたか、ということですよね。それは専決なんですか。 

総務課長 12 月の手当では、現在のところは前の率で支給をしているということで、今回こ

の条例を提出しまして、それが可決になったらば、その差額分、先ほど説明した、議員

の皆様であれば 0.05 月分の差額分を 12 月 28 日に支給をするということでございます。

まだ、今議案を提出した段階ですので、この間の 12 月８日に一時金が支払われたと思い

ますけれども、それは前の率で支払われているということでございます。本来であれば、

国会のほうが早く、通常どおり通っていれば 12 月１日基準で、それを今年で言えば 12
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月８日にそれも合わせて支給できたわけなんですが、今年の場合にはその分の差額をち

ょっと時期がずれますけれども、おくれるということでございます。 

古川議員 わかりました。 

議長 外にありませんか。 

花島議員 確認したい点が１つあります。普通４月に遡及してやりますよね。それは今回も同

じですか。 

総務課長 そのとおりでございます。基本的には給料については４月１日に遡及しまして計算

をして、差額を支給すると。一時金につきましては、12 月、今度の 28 日に差額を支給す

るということでございます。 

花島議員 もう１つ質問があります。国家公務員の人勧を見ればわかることだと思うんですけ

れども、平均で 0.15％アップということなんですが、若年層と定年間近の方とどのぐら

いアップ率が違いますでしょうか、大体の数値でも結構です。 

総務課長 先ほどの全協資料をちょっと見ていただくとわかるんですが、３ページをお開きく

ださい。 

   ３ページのところに給料表の改正ということで、上段が行政職で、次のところが消防職

の給料表になっておりまして、行政職の１級が若年層、若い方、それで７級のほうが高

年齢層ということで、こちらで、下のところの改定率を見ますと、１級、若い方は

0.48％、部長クラス、７級ですと 0.1％ということで、若年層に厚く改定がなされている

ということでございます。平均では 0.15％ですね。 

議長 よろしいですか。 

   外にありませんか。 

     （なし） 

議長 なければ、以上で終結をたします。 

   暫時休憩をします。執行部は入れかえをお願いします。 

     休憩（午前 10 時 30 分） 

     再開（午前 10 時 31 分） 

議長 再開をいたします。 

   次に、議案第 90 号 那珂市教育委員会委員の任命について、執行部より説明を求めま

す。 

市長 29 ページになります。 

   議案第 90 号 那珂市教育委員会委員の任命について。 

   下記の者を那珂市教育委員会委員に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

   住所は那珂市西木倉 410 番地の６、佐藤哲夫さん。昭和 21 年７月３日生まれ。 

   平成 29 年 12 月 15 日提出、那珂市長。 
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   提案理由でございます。那珂市教育委員会の佐藤哲夫委員が平成 30 年１月４日をもっ

て任期満了となることから、後任者について、議会の同意を得て任命するものでござい

ます。 

   なお、後任者については再任とし、任期については、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律附則第４条により、平成 33 年３月 31 日までとするものでございます。 

   なお、佐藤哲夫委員の略歴については、全員協議会資料の７ページに記載しております。

ごらんをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

議長 人事案件については、質疑等は省略させていただきます。ご了承をお願いいたします。 

   次に、議案第 91 号 人権擁護委員の推薦について、執行部より説明を求めます。 

市長 議案書の 30 ページになります。 

   議案第 91 号 人権擁護委員の推薦について。 

   下記の者を人権擁護委員として法務大臣に推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。 

   住所、那珂市瓜連 1692 番地の２、氏名、萩野谷光正さん。生年月日、昭和 26 年 10 月

４日生まれ。 

   平成 29 年 12 月 15 日提出、那珂市長。 

   提案理由でございます。平成 29 年７月 31 日をもって人権擁護委員１人が辞任したた

め、水戸地方法務局長から候補者の推薦について依頼があったことから、萩野谷光正氏

を新たに推薦しようとするものでございます。 

   なお、萩野谷光正氏の略歴等については、全員協議会資料の８ページに記載しておりま

すので、ごらんいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

議長 これも人事案件については質疑等は省略させていただきます。ご了承をお願いします。 

   暫時休憩をいたします。執行部は退席を願います。 

     休憩（午前 10 時 34 分） 

     再開（午前 10 時 36 分） 

議長 再開いたします。 

   発議第２号 菅谷地内旧歯科ビル及び土地の寄附に関する調査特別委員会の設置につい

て、遠藤議員の外６名より提出がありました。 

   この件について、遠藤議員より説明を求めます。 

遠藤議員 お手元の資料、発議第２号ということで、資料がございます。一応まず朗読をさせ

ていただきます。 

   菅谷地区旧歯科ビル及び土地の寄附に関する調査特別委員会の設置について。 

   上記の発議を別紙のとおり提出するということで、次のページをめくっていただきまし

て、菅谷地内旧歯科ビル及び土地の寄附に関する調査特別委員会の設置について。 

   次のとおり菅谷地内旧歯科ビル及び土地の寄附に関する調査特別委員会の設置を求める。 
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   記といたしまして、１、特別委員会の設置。本議会に菅谷地内旧歯科ビル及び土地の寄

附に関する調査特別委員会を設置し、議長を除く全議員をもって組織する。 

   本議会は、上記調査特別委員会に対し、地方自治法第百条第１項の規定により、次の事

項の調査を付託する。 

   （１）菅谷地内旧歯科ビル及び土地の寄附に関する事項。 

   ２、調査権限。 

   （１）本議会は、１の事項の調査のため地方自治法第百条第１項の規定により、選挙人

その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求する権限を上記調査特別委員会

に委任する。 

   （２）本議会は、１の事項の調査のため、地方自治法第 98 条第１項の規定により、調

査事項に関係のある書類及び計算書を検閲し、市長その他の執行機関の報告を請求して、

当該事務の管理、議決の執行及び出納の検査する権限を上記調査特別委員会に委任する。 

   ３、調査権限。 

   上記調査特別委員会は、議会の閉会中も調査を行うことができるものとし、議会が調査

終了を議決するまで継続して調査することができる。 

   ４、調査経費。 

   本調査に要する経費は、本年度は 100 万円以内とする。 

   ５、提案理由。 

   本調査については、これまで当議会において全員協議会で調査してきた。しかし、関係

人が出席要請に応じていただけないので、寄附に関する当時の交渉の概要がわからない

ため、上記調査特別委員会から出頭要求できるようにするため。また、当該建物の客観

的な危険度がいまだに不明であり、引き続き調査する必要があるためということでござ

います。 

   補足をいたしますと、ご承知のとおり、この１年以上、主にこの全員協議会において、

場合によっては関連して陳情が出てきたときは担当、所管している総務生活常任委員会

で協議もいただいておりましたけれども、そもそもこの寄附に関しての調査、本筋の調

査自体がまだまだ途中であるというふうに感じております。 

   というのは、この提案理由にも書きましたけれども、この全員協議会において、その概

要をしっかり把握すると、事実関係を確認するという意味で、必要があるということで

決議をして、関係人５人の方をお呼びしたということですが、元職員の方はおいでいた

だきました、お二人はおいでいただきましたが、もとの所有者の方、お三方はまだおい

でいただいておりません。そういった意味では、まだ調査を進めていかなければならな

い、この過程の段階であるというふうに思っております。 

   しかし、全員協議会からの要請ですと、いわゆる協力を求めるというふうな形の要請で

しかございませんので、これですとまた同じような結果になる可能性が高いというふう
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に思われますので、もう少し強制力を持った、この調査特別委員会という形からお呼び

をするというふうな必要性があるというふうに感じております。 

   まず、事実関係を確認するという意味で、そういった調査委員会の設置が必要だという

ふうに思っております。また、そういった意味で、引き続きの調査の中で、一方であの

建物に関しては、現実問題として、本当に危険なのかどうか。全協で我々が何遍も執行

部の方にお聞きしていたのは、何であの寄附を受けてしまったんですかと。それは、ど

う見ても危険なので、応急避難的に、危機回避するために寄附をもらったんだというこ

とでありますけれども、本当にどれぐらい危険かというのは、専門家の調査をまだ入れ

ていないということがこの間の質疑でも判明をいたしました。本当にどれぐらい危険な

のかは、やはり我々が市民の代表として、きちっとした専門の機関に調査するような働

きかけもきちっとすべきであろうと。これをこの調査委員会の中でもしっかり議論をし

ながら進めたいというふうに思いました。 

   また、そもそもこの寄附自体、しっかりとした寄附に関する取り決めというか、内規と

いうかですね、そういったものが今、市にはないということで発生してしまったもので

もありますから、二度とこういった不明瞭な寄附が行われないための今後の施策なども

この委員会の中で調査をして、前向きな提案が最終的にはできればいいかなというふう

にも思っております。 

   そういった意味で、今までの全員協議会による調査よりももっと質を上げて、こういっ

た形の特別委員会を設置して、皆さんで執行部の事務事業をきちっとチェックするとい

う機能を高めるために設置したいというふうに思っております。 

   以上でございます。 

議長 説明が終わりました。 

   ご意見を出していただければと思います。 

助川議員 今議会において、所管の総務生活常任委員会におきまして、陳情案件が提出されま

したんで、その審議をさせていただいたところでありますけれども、その結果、結果は、

委員会のほうは採択というような方向で、全会一致で採択という結果が出ておりますけ

れども、それとのこれ整合性というか、これまた結果が出ているものを本会議にかけて

採決されるわけでしょうけれども、その辺のところは、特別委員会設置に当たって議論

はされましたでしょうか。 

遠藤議員 今回の陳情の内容が、あの内容、ちょっといろいろと書いてありますけれども、私

の理解では、まず建物自体が、やはり外壁などがいろいろと落下して危険なので、最低

限、その壁のところを工事をしてしまって、壁が剥がれ落ちるとかいうことがないよう

にしてほしいと。なおかつ市のものに今なっているので、早く売りに出してほしいと、

そういうふうな趣旨の陳情だったのだろうと思いますが、まず１点、そういうことでよ

ろしいんですか、あれは。 
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助川議員 陳情の内容は、取り壊しの案件と、それから売却をしていただきたいというのと、

内容が、文面におきましてはそういうことが盛り込まれている内容だったと思いますけ

れども。 

遠藤議員 取り壊し、いわゆる解体までは、多分私の理解ではいかなくてですね、今のやって

いる養生と同じような、その延長線上で、もう少し安全性を、当面の安全性を確保して

くれよというものだったと私は思っていますので。今回提出している、主に柱はここに

書いてあるとおり、二通りでありまして、まずそもそもあの寄附自体がどうだったのか

という事実関係を確認するという調査が１つ。だから、これは今回の陳情に関しては、

全く差しさわりのない、並行でできる内容だと思っていますね。 

   もう１点は、解体をするに当たっても、本当にどれだけ危険なのかの専門的な調査を入

れるということですから、それとも別に整合性はとれるというふうに私は理解をしてお

ります。 

助川議員 今、所管の総務生活常任委員会では既に採択という形で今回の陳情案件に関しては

処理をさせていただいておるところでございますけれども、一部にですね、取り壊しは、

この文面では盛り込まれていないんじゃないかというようなご意見も出ました。ただ、

推察された文章の中身を見ますと、そういうものも盛り込まれているような文章の書き

方でありますんで、それも含めて売却を早く進めるべきだというようなことも盛り込ま

れていたと思いますけれども。ニュアンスとして、文章の捉え方でありますので、その

辺のところは、一部にそういうものが盛り込まれていないだろうというご意見もござい

ました。ただ、全体的には今のままでいつまでも放置しておくことは、とにかく危険を

放置するに値しない場所であるんで、なんとか議会のほうでも進めていただきたいとい

うような陳情の内容だと理解しております。 

遠藤議員 すみません、陳情の、今手元にあります。そもそも陳情要旨の中で、この先般の歯

科ビルの不適切な寄附受け入れ事件に関して、原因究明のための市議会での調査が継続

中ですが、それとは別にそもそもの問題を解決する必要がある云々とございます。なの

で、この陳情者そのものは、議会で今やっている調査は調査としてやってください、構

いません。ただ、当面の部分でこれだけお願いしますというふうな趣旨だと、私はこの

文面からしても思っております。 

助川議員 捉え方ですから、それはそれぞれの捉え方になってしまうと思いますけれども、そ

もそもこの案件に関してのみだけの調査ということに関しての特別委員会設置というこ

とになりますと、またこれ新たに本会議でどういうふうに決まるかわかりませんけれど

も、それが仮に採択という形になった場合に、これをまた一から調査するということに

なるだろうと思いますんで。そういうことで、議会というのはそういう動きをして整合

性とれるんですかね。 

   それから、今差し当たって、そういった同じような案件が市のほうに持ち込まれている
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というような状況は今のところないように聞いておりますんで、ただ、今後このような

案件が持ち込まれた場合に、どういった形で進めていくか、対応するかという、執行部

に対しての規則とか、あるいはそういった件に関しての条例等もおつくりいただいて、

執行部は進めるという形は、それはこれからの作業になると思うんですけれども。それ

と、この歯科ビルの今までのやり方を問うことは別に切り離して、議会としては進めて

いったほうが混乱しないんじゃないかというふうに思うんですけれども。 

小宅議員 今回の発議、私も賛成者に名前を連ねさせていただきましたが、私の理解というか

思いとしては、決着に向けて動き出したというふうに理解しております。これだけもう

１年半も引っ張りまして、どっちも言い分が平行線のまま、このままどっちかがなあな

あで折れればいいやというふうには終わらないと思うんですね。ですんで、ここで、先

ほど遠藤議員からありましたけれども、建物自体の客観的な調査と、それから寄附に至

った客観的な調査と、そこを調べるということで、そこにもし何かの手続上のトラブル

といいますか、違法性も何もなければ、素直にそれで了承するという形ですし、間違っ

ていれば間違っているということで、執行部にそれを責任を問いただすというところで

の決着のつけ方だと思っております。 

   それで、先ほどの総務生活常任委員会での陳情、どんな整合性というところですが、あ

れはいわゆる解体条件つきの売却ということで理解しておりますので、いわゆるあのま

まにしておくんではなく、もう売り主を募集してしまって、売れた場合には解体を市の

ほうでするというようなことでの陳情だというふうでございますので、解体する前に調

査を入れて、それで壊してしまうという分には問題ないと思いますので、その辺の陳情

との整合性はとれていなくはないと私は理解しております。 

   以上です。 

議長 ちょっと助川議員、外にもいるんで。 

花島議員 この件に関してはいくつか意見があるんですが、まず、当該のビルの危険性と、そ

れからどういう対処が適切かということがあるんですね。私、市のほうに頼んで見せて

もらいました。ヘルメットをかぶって中も入り、全部上のほうまで上がったり、中の部

屋まで見ました。それを見ますと、正直いって、骨格の鉄骨構造の部分が健全かどうか

はわかりません、中をたたいたわけでもなし、削ったわけでもないんですけれどもね。

ですけれども、中は天井が落ちているところもあるし、非常に荒れている。それから外

側は、皆さんも既に気づいているように、前に張り出している部分が完全に剥がれてい

る部分があって、まだこれからも剥がれそうなところがある。さらにベランダの上には

手すりがあるわけですけれども、何カ所か。手すりのつくりが何ていうんですかね、コ

ンクリートのブロック、モルタル加工のブロックの上に乗っかっているようなやつがぐ

るっとこうあって、隅っこだけとめてあったやつが地震のせいか、もう外れているとこ

ろがあったりして、それをロープで縛ってあるんですよ。屋上もそんなふうなもんです
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ね。チラーという、要するに空調機の水を冷却する装置、それからタンクがやっぱりこ

けていて、もう縛ってあるだけという状態です。 

   ですから、正直いって、今の養生だけでは、僕は安全だと思わない。それは前回の総務

生活常任委員会の報告と違いますけれどもね。私の判断はそうです。 

   それで、陳情がありました。あの件に沿って外壁など、壊れそうなやつを削り落として、

それで安全が担保できるかもしれませんね。それはさっき私が言った手すりなんかは全

部撤去し、上のやつを撤去し、それでさあ売るというときに、基本的に今の商習慣では

更地にして売るというのが基本ですよね。それであの陳情者にも、基本はそれで提示す

るというふうになっていて、もし相手がこのままでいいよみたいな部分があったら得だ

ねみたいな話でしたよね。 

   だから、じゃそれで今のビルがある程度骨格がしっかりしているかもしれないというこ

とで、そのように今のあるものを生かす形で売れるかと考えたときに、中へ入ってみま

すと、結構特殊なつくりなんですよ。そうするとね、僕は買い手がつくとは思えない、

あのままでいいよという人が。それを考えてみると、結局は全部取り壊すことになるか

なと。それに相当する費用がかかると思っているんです。 

   だから、ある意味で言えば、全くあり得ないわけじゃないですよね、そのままでいいよ

という人があらわれるということが。だけれども、それにかけて、逆に言えば、２回に

分けて作業をやれば、その分余計にお金がまたかかると私は思います。ですから、あの

まま壊すのが私は一番妥当だと思いますね。 

   それで、請願の件に関しては、私も請願書を読みましたし、総務生活常任委員会の議論

も傍聴させていただきました。その議論についてとやかく言うつもりはないんですが、

私自身としては、あの請願そのものは、細かいことを指示し過ぎだと思います。とにか

く早く直してくれというのと、できるだけお金がかからないようにやってくれという内

容だけだったらね、私は喜んで賛成するんですけれども。あそこまで細かくああしろ、

こうしろというのは、妥当とは思えませんというのがまず基本ですね。 

   それで、今回の調査に関してですが、基本骨格がしっかりしているかどうかを見たいと

いうんであれば、それは別にね、何十万かのお金をかけて調査をしても、私はいいと思

います。ただ、市の責任問題を絡めていつまでも引き延ばすのには反対です。やるなら

ば早急に、今ここで決めて、やるならですよ、予算の範囲ですぐに専門家を我々が、議

会が雇って、それで調査して結論を出すと。結論を聞くですね。そのぐらいだったらや

ってもいいし、寄附に至る経緯についてもう少し詳しく知りたい。例えば相続者の財政

状況がどうなのかとかね。そういうのをもっと数値的に知りたいということであれば、

調査継続してもいいと思いますけれども、基本にあるのは、市は既にこういうことはも

うやらないと言っています。そうですよね、空き家措置法もできたんだし、今後はそれ

に沿ってやると言っている。今回の件は、空き家措置法ができた後とはいえ、実際には
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ですね、できたばかりで、その運用の事例だの何だのない時代ですね、我々にも条例が

ない時代だった。だから、別のやり方で市がやったのは、私は責める気は全くないです。

ただ、できれば議会に報告しながらやってほしかったということだけですね。 

   ですので、１つ言えば、この調査をやるのはいいとしても、百条委員会を設置してまで

やることかなというのは私は疑問です。もうちょっと突っ込んで市に詳しいデータを出

せとかいって、出ないんだったらやるというのはありです。ただ、もし本当にそういう 1

百条委員会でやるんだったら、まず真っ先にやってほしいのは、さっき言いました、危

険度がどのくらいか確認したいというのは直ちに専門家を雇用して調査してやってほし

いと思います。私は率直にいって賛成はできませんが、やるならそうしてほしいという

ことです。 

   以上です。 

大和田議員 すみません、私もこの問題に関しては、ちょっとこの間も一般質問をしてしまっ

たんですけれども、責任問題と危険状況はちょっと切り離して考えて、花島議員からも

話があったと思うんですけれども。ただ、ちょっと一つ疑問に思うのは、当初この議会

でも仮囲いを危険ならしろというわけで、議会で予算を通したと思うんですけれども、

それは議会としても危険性があると認めて、先ほどね、整合性の話だと思うんですけれ

ども、認めたことにもなるのかなというのと、あと、総務生活常任委員会でもそういっ

たわけで、全会一致ということで、危険だから何か一部壊すとかそういう話があって、

危険であるという、委員会のほうでもそういう認識があったのでは、議会としても危険

性は高いんであろうと認識しているのかなとは思うんですよね、皆さんがこういろいろ

言うことに関しても。そこら辺はどうなのかなというのが、整合性のことでは思うんで

すけれども、どうでしょうか。 

議長 確かに大和田議員が言うとおり、要するに出てきた予算を修正して、ただ、あの建物は

危険だよというみんなの意識の合意があって、それでは、通行人にけがを負わせたり何

かしたんでは大変だから、議会の責任でもって急いで仮囲いをして、その危害が及ばな

いようにしたというのが現実だと思います。 

   だから、今危険だの、危険じゃないのと言われても、それはちょっと私としても何とも

答えようがないんですけれども。みんな補正予算で仮囲いをしたわけですから、私とし

てはそういう考えです。 

     （「私に聞かれているんで、私ちょっと答えていいですか。」と呼ぶ声あり） 

議長 聞いているの。 

     （「答弁したほうがいいと思うんだけれども、ちょっとまとめちゃうとわからなく

なっちゃうんで、すみません。」と呼ぶ声あり） 

遠藤議員 それでは、私の提案に対してのご意見なのでお答えしたいと思いますが、まず、花

島議員の話、本当にご自身で建物に入られた、すばらしいなというふうに思ってござい
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ます。 

   その危険度調査に関しては、そうだなということで一定のご理解いただいたのかなと思

いますが、執行部の責任を問うつもりはないという話でございますが、ただ、これ私も

当初から言っているとおり、調べた結果、これが合法であれば問題ないんですよ。ただ、

調べていないんですよね、また契約行為というのは、寄附行為というのは法律行為です

から、当事者が２人いるわけですよね、市と所有者と。我々は当初から市のほうからし

か話を聞いていません。一方の話は全然聞いていません。もしかしたら、これは可能性

の話ですよ。市の話はちょっと違う部分があるのかもしれません。それをまず聞いてみ

ないとわからないので、聞いてみましょうということをやっているわけでして、もしか

したらですね、聞いてみたらば違う事実が出てくる可能性だってあるかもしれないんで

すよ。 

   というのは、それを感じたのは、この間、元職員の方の話で私も初めて知りましたけれ

ども、元職員の方というか、それまで執行部の方は３人とちゃんと話をしていたという

ことでしたが、元職員の方、この間お話しされたのは、３人のうち１人とはずうっと話

を直接していなかったと。その代理の方としか話をしていなかったという話をしていま

したね。これは私もちょっとびっくりしました。となると、当人がどれだけこれに関し

て責任を持った意思能力を持って寄附をしたのかは、ちょっと聞いてみないとわからな

いなというふうに感じた次第なんです。 

   いろんなことをまず事実を確認した上で、もし私が当初から言っているような負担つき

寄附だとすれば、これは法律上ひっくり返りますので、市が解体する責任がなくなりま

す。そうすると、これはまた別の展開になるので、まずこれは調べないとわからないと

いう意味で、おいでいただくには百条しかないという話でございまして。 

   あともう一つ、大和田議員の話は、おっしゃるとおり仮囲いを議会のほうで要請をむし

ろした。あれは壁がぽろぽろ落下して危ないから仮囲いをしましょうという話でして、

我々はあれが倒壊をするから仮囲いをしろという意向ではなかったと思います。おそら

く倒壊を事前になくするのであれば、あの仮囲いなんぞではとても無理でございまして、

倒壊をするおそれがあるから仮囲いをしたのではなく、壁がぽろぽろ落ちてきて、それ

が通行人、もしくは隣家に危ないので、せめて仮囲いをしてやってくださいという趣旨

だったと私は思っていますし、おそらく議会の皆さんも、あれが倒壊をするのを防ぐた

めの仮囲いではないというふうに思っております。 

議長 外にご意見。 

福田議員 まず最初に、この百条委員会、いかにこの百条委員会の重みがあるかないか、これ

をまず各議員ね、検討していただきたいと思いますよ。それはなぜかというと、百条委

員会というのは、いわゆる犯罪、例えば法的な犯罪を起こしたというようなときにこう

いうこの百条委員会というのが設置される、これが基本じゃないですか。今回の場合、
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話を聞いていますと、いわゆるこの寄附を受ける場合の過程で問題があったということ。

これがこの法律的に違反か違反でないかということ。それで、またこう話が戻りますけ

れども、前に議長がおっしゃったように、双方から、いわゆる執行部、それから議会側

から、法律的な見解を出してくださいよと、これは提示しましたね。それでその後出て

いますか。法律的な、法律家側からこの見解の相違は双方から出ていますか。まずそれ

が１点。 

   それから、今回のこの負担つき寄附を受けた過程で、これにもこの提案理由が書かれて

いますけれども、建物の客観的な危険度が、これいまだ不明であると。これ見解の相違

があると思いますよ。人の見る目によって判断は違うわけですから。こういうことも早

急にね、専門的な、そういうこの調査が必要だろうということは理解しております。た

だ、これにはうたわれていないんですが、中にはアスベストがあった。いかにアスベス

トというのがこの人体にどれだけ影響するか、こういうことが全然うたわれていない。

これ執行部からも出ていない。ただアスベストがあるよというだけ。あるものはどうす

ればいいのかというのは、これはもう考える余地はないと思います。もう当然だと思う。 

   そういうことを踏まえた場合に、これはやはりこの寄附、負担つき寄附を受けたことが

問題があるということが１点でしょう。それからこの建物について、いわゆる取り壊し、

あるいは一部取り壊しということで議論をされて、今回も一部取り壊しは、これから委

員長の報告があると思いますけれども、聞くところによると採択ということも聞いてお

ります。 

   ですけれども、これをいわゆる２つに切り離した考え方というのは、議会というのは持

てないんですか、これ。なぜかというと、年間 200 万という、この養生費用がかかって

いる。これ血税ですよ。しかもいつになるかというのが不透明、そういう負担をね、市

民にかけていいんですか。そしてまた今回のこの調査経費、これも 100 万円ぐらい計上

するというようなこと。その前にすることというのが議会にないんですかね。そんなに

甘くはないと思いますよ、この百条委員会というのは。 

議長 暫時休憩をしたいと思います。再開を 15 分といたします。 

     休憩（午前 11 時 05 分） 

     再開（午前 11 時 16 分） 

議長 再開をします。 

遠藤議員 今、先ほど福田議員からご指摘をいただきました、何点かございます。 

   まずこの百条の重みの話でございます。これはまさしくおっしゃるとおりでございまし

て、非常に重いと私も思っております。そういった意味で今回ご提案を、これはやむな

くしているわけですが、させていただくに当たりまして、各方面に確認をしましたが、

特にやっぱり議会の運営に関して聞きたかったのが、茨城県議長会事務局であります。

茨城県議長会事務局の方とお話をさせていただきまして、全県の例、またその意味合い、
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そしてその段取りといったこともきちっとヒアリングをしてまいりました。 

   その方がおっしゃったのは、やっぱりこれは世間に大いなる勘違いがあるのだけれども

という話で、百条委員会というのは、別に犯罪を問うものではないと。逆にそれは問え

ないと。それは警察、司法の手に委ねるべきものであって、議会が設置する百条委員会

はそれが主ではない。そもそも議会は、執行部をチェックするのが最大の目的でありま

すから、執行部が適正な事務事業を執行しているかどうかを市民の目線でチェックする

のが議会の役割ですので、果たして執行部がやっていることが適正なのかどうか。これ

を百条で調査、今まで何かしらの方法でやってきても、どうしても手が届かない部分が

あって、初めて調査ということで設置されるのが百条だということなので、それを聞き

まして、私もどちらかというと、マスコミなどのこの取り上げ方を見ると、犯罪性があ

って、それを追求するみたいなイメージが私もあったんですが、それを聞きまして、勘

違いだったんだなと。きちっと行政がちゃんとやれているかどうかのチェックさえすれ

ばいいという話でございましたので、私もそういった意味で、先ほどから申しあげてい

るように、まずここでやるのは事実確認でございます。その寄附行為が果たして適正だ

ったかどうかの事実確認をするのにどうしても今までの任意的な呼び出しではおいでい

ただけないので、やむを得ず百条で設置するしかないと。私は逆にこれしかもうないと

いうふうな思いでございまして、ご提案でございます。 

   あと、アスベストの件も出ました。これもちょっと確かにご指摘のとおりでして、我々

確かに考えてみますと、この１年ちょっとの調査の中で、例えば市のものになってから

職員が入って調べたらアスベストが出てきちゃって、それで 1,550 万という話を聞いて

いますけれども、そもそも 1,550 万の根拠を聞いていませんでした。積算根拠ですね。

どれぐらいの解体をして、どれぐらいのものでなぜ 1,550 万円なのかを全然調査してい

ませんでした。そういった意味でも、これはそういう必要があるのかなというふうにも

思っております。 

   毎月、やはり足場をかけて、養生費用がかかっております。これも確かにそのとおりで

す。ですから、これが適正だとは当然我々議員誰一人思っていないわけでございますが、

そもそも果たして本当に倒壊する危険があるかないかわからない建物を 1,550 万かけて

壊そうとしているものに対して今ストップをかけて調査しているところなので、これは

これでなかなか難しい判断ではありますけれども、なんとか調査を早く進めて、それな

りの結論を、だから導き出さなければいけないのかなというふうに思っております。 

   今、議会としてなんとか早くやることはないのかというのは、もうとにかく今までのよ

うな、全員協議会のような形での調査ではなく、もう早く関係者の方の話をちゃんと聞

いて、事実関係を確認して、法的にどうだったかも決着も早くつけて、建物も本当に危

険であれば、どうかというのはちゃんと調査を入れて、もうそれ次第で、本当に危険性

がある、すぐにでも倒壊しそうだというんだったら、逆に我々から要求してでも解体す
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べきだというふうに私はむしろ今思います。 

   ただ、今解体するための一千何がしかのお金を何で議会はその額で納得したんだと市民

に言われたときに、今のままでは説明が誰ひとりできないんだと思うんです。なので調

査をやっぱりきちっと早急にして、早急に行動するということが今必要なのではないか

なということで、改めて、今手法としては、この手法を私はむしろとらざるを得なかっ

たというふうに思っております。 

議長 外ご意見。 

萩谷議員 まずですね、遠藤議員がこれを出されたんですけれども、これ出頭要請と、こうな

っていますよね、関係人。例えば寄附した方３名ですよね。その方がもし出頭要請に応

じなかった場合はどうお考えですか。 

遠藤議員 当然そういう可能性もあります。ただ、これというのは、そもそもこの条文、議案

そのものの内容は、地方自治法第百条の第１項、そのまま書いてございます。これは、

百条を設置すれば、その委員会として出頭を求めることができるということがまず１つ。

それから、第９項に、それをまずですね、出頭を求めることができまして、その関係人

は正当な理由がないのに出席してこなければ、６カ月以内の禁錮、もしくは 10 万円以内

の罰金というふうな罰則が科されます。そういった意味ではかなりハードルが上がると

いうことにもなりますので、今までの任意的な要請よりは、やはり拘束力があるのだろ

うというふうに思うので、必要性を感じております。 

   ただし、正当な理由がない場合は出てこなければいけないけれども、やっぱり正当な理

由というのは、我々も日常生活を送っていて、例えば病気です、入院になりました何の

かんの、そういったものがあるかもしれません。それはそれで私はいたし方ないんかな

というふうに思っております。ただ、それはなぜですかというのをきちっと、これは罰

則もかかる規定になりますから、なぜかというのはきちっと追及することは、議会とし

てできます。それぐらいハードルを上げてでもお呼びをして、事実関係を確認するとい

うことが必要なのですけれども、もしそこでどうしても正当な理由があってですよ、正

当な理由があって出てこられなければ、これはこれでいたし方ないのではないかなと思

っています。 

   ただ、あと我々が、これはもうこうなると市民に対してどう説明責任がとれるかという

話だと思いますけれども、今の状況は、今まで全員協議会で決議はしたけれども、任意

的な要請をしても出てこなかった、おいでいただけなかった。じゃ、そこで議会は調査

終わりにしちゃうんですかという話です。終わりにしちゃって、これでいいんですかと。

じゃ、それ調べたら、百条委員会を設置すれば、そういうもっとハードルを上げて呼べ

るんじゃないかと。何で百条をつくってでも呼ばなかったんだと聞かれたときにどう答

えますか。 

萩谷議員 確かにいろんな話はあると思いますが、例えば罰金刑とか、何か罰が下されると、
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今お話しになりました。それでももし出席しないという可能性もあるわけですよね、拒

否すると、相手方が。そのときは全くこれ、この意味がなくなっちゃうんですよね、提

案理由が。そのときどうしますか。 

遠藤議員 たらればの話は、またここまでの話だとは思いますが、ただ、議会の調査の権限を

どう考えるかの話だと思っておりまして、法令に基づいて、議会としてですよ、執行部

の事務事業をちゃんと調査できる手法があるにもかかわらず、それを座して見ずしてや

らないということ自体の不作為はどうなるかという話だと思いますね。そこはどう考え

ますか。 

萩谷議員 確かにね、副議長が言うのは理路整然と、確かに話は通っていると思いますよ。し

かし、例えばこれをもしやったとしてですね、さっきも言ったようにこの３名が、実際

１人でも欠けた場合、欠けた場合ですよ、１人でも。先ほどちょっと出ましたけれども

ね。何か代理人が１人いたということをこの前も説明にありました。それを言いました

けれども、話がありましたけれども。その場合は、相当これ、確かにやっても全然意味

がなくなっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。その代理人を立てた方がもし欠席

だとなった場合。確かに理論としてはわかりますよ、その正当性をとってやるという意

味はわかりますが、特に代理人を立てた人が何かおかしいぞという話がさっきされまし

たよね、不当性がある、何かがあると、可能性があると。それをただすんだという話を

さっきされたと思うんですが、そのときその代理人を立てた方が欠席だとなった場合、

果たしてどうなのかなと、私はそれは疑問でしようがないですね、まず。言っているの

は正当性はあると思いますけれども。 

遠藤議員 では、萩谷議員はこの問題に対して、事実解明をしなくていいとお考えですか。 

萩谷議員 それは思いませんけれども、別な方法で、別に百条委員会をしなくても、例えば解

体費、言いましたよね、一千五百何がしの細かいことを知らなかったと。でも、それを

出してもらったりすれば、ある程度出ると思いますよ。 

遠藤議員 これは議論でございますので、議論をしますが、この提案理由、大きく２つ分けて

私の中では整理しているわけですね。まず１つは、今まで、申しわけない、私が話をし

てきたような違法性の部分というのは、そもそもの寄附がちゃんと成り立っているかど

うかという話ですね。これはこれで調査をしたいということで、当該関係人を呼ぶため

に、今のままではどうしてもおいでいただく可能性がかなり低いので、だから百条にレ

ベルを上げてでもお呼びする。それで出てこなかったらどうするんだという、その議論

はちょっとどちらかというと傍流の話でございまして、まずはそこでやることをやる。

わからないですよ、もしかしたらおいでいただいたらば、また新しい事実が出るかもし

れない。実際この間、元職員の方をお呼びしたら、そういう事実も出てきたんですから。

だから、これはお呼びしないとわからないです。わからないですが、調査というのはそ

もそもそういうもんじゃないんですか。何かわからないから調査をするんです。結果が
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わかっているんだったら調査する必要はありませんので、わからないので調査をするん

です。だから、それが出てこなければどうするかというのは、ちょっとね、亜流でござ

います、申しわけないですけれども。本筋ではございません。 

   また別、もう一方、建物のほうを調査する、これはそのとおりだと思いますので、それ

をあわせてやるのが我々の今回の調査特別委員会なのかなというふうに思ってございま

す。 

助川議員 この議案に関しては、寄附行為をいただいたことが負担つき寄附行為だったのかそ

うでなかったのかということの入り口なんだよね。そこのところの部分の捉え方が、執

行部は負担つき行為じゃないですよと、そういうことで寄附をいただいたんですよとい

う捉え方なんですよ。それは、当然執行部においては確認をしながら弁護士さん等通じ

てやりとりしながら進めたということを執行部の意見としていただいております。ただ、

解体費に金銭的負担がかかるんだから、寄附行為でしょうというのが遠藤議員の言い分

ではないの。 

遠藤議員 その負担つきというのはそういう意味じゃないです。 

助川議員 そういう意味じゃないの。ちょっとそこのところを、じゃ、条件が向こう側であっ

たから負担つき行為という捉え方なんですか。 

萩谷議員 私も同じこと聞きたいです、違うというんであれば、そのことちょっと聞きたいで

す。そこが入り口だったと思いますよ。それが違うというのであれば、ちょっと聞きた

いですよ。 

遠藤議員 これ全員協議会で配ってもらっていますよね、皆さんに。市が出してきたものと私

の回答書というは全協で配っていますよね。 

福田議員 先ほども言ったけれども、法的ないわゆる、法律家から出していただきましょうと

いうことだったんと違いますか。 

議長 そうですね。法的な根拠を示してくださいということ。 

福田議員 法的な根拠といっても、片や顧問弁護士から、執行部から出されている。遠藤議員

から出されている。これどっちも法的に認めるんですか。法的に認めるの。 

遠藤議員 それはむしろ皆さんで判断していただく。 

福田議員 そうですよ。 

議長 だから…… 

花島議員 私ちょっと理解できないのは、相続者に来てもらって何を聞くかなんですよね。私

はこの件に関して一番知りたいのは、実質的に負担能力がなかったのかどうかを聞きた

いんです。だけれども、遠藤さんはちょっと違う観点で捉えているみたいなんですよね。 

     （発言する者あり） 

花島議員 ちょっと待って、もう少し話させて。 

   要するに寄附を受けた結果として、善意の管理をしようと思ったら金銭的な負担が生じ
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る、これが今の状態ですよね、多分そうなるだろうと。それに対して負担つき寄附行為

ですか、その法律に言うやつに当るのかどうかというところが私はわからない。当たら

ないんじゃないかなと正直思っているんですよね。それは例えば前に執行部が言いまし

たが、この土地を寄附します。だけれども、そこに公民館をつくってくださいというの

を約束してやったら、それは負担つきですよね。それはわかる。だけれども、今度の場

合、もらって、結果として負担することにある意味でなっちゃったに近いんですよね。

プラス・マイナス・ゼロになるはずがならなくなりそうだという話なんですよ。それの

合法性というかを問うのか、一方、遠藤さんは、何か僕から言わせれば変なことを気に

していて、取り壊してやるから寄附しろと言ったのかみたいなことを聞きたがっている。

僕はそんなことに関心ない、ないです。むしろ関心があるとしたら、本当に相続者が自

分で取り壊す能力がないのか、それは程度の問題ですよね、自分の生活をどこまで守り

ながらやるか。自分の持っている財産をはたいてやるかとなると微妙なところなんで。

でも一方で、すごい資産持っているのに知らん顔されたら、ちょっと私は納得できない

というのはあります。 

   だから、その点を調べるんだったら、調べたらいいでしょうとは私は思いますね。ただ 

それで、百条でやるかどうかはまた別の話なんです。それから、直接本人じゃなくてと

いう話なんですけれどもね、そんなの普通の商習慣なり何なりでいくらでもあるんでね、

代理人があれですよ。あの陳情の件だって、僕は正直いってね、前の前の常任委員会で

はおかしな議論をしていたと思いますね。だってね、こういう趣旨で陳情を出すよとい

うのを誰かが書いて、それで、あなたの希望しているとおりでしょうと言って判こを押

しなさいと言って出すなんていくらでもあるんで、それを改めてばっと突きつけられた

ら、俺、書いていないなんていうのはいくらだってあり得るわけですよ。それをとやか

く言うのは変ですよ。率直に私は思います。変です。 

遠藤議員 実は、議長から、これは昨年の 10 月の全員協議会で、そういうふうな最初から負

担つきの話がありまして、市の見解と違う。だから、これに関しては議長から、双方か

らその理由を出しなさいよというふうに言われておりました。市からもそういう回答書

が出ておりまして、私もちょっとおくれてしまいまして申しわけなかったんですが、２

月には議長に回答書を出しております。その後おそらくたしか３月の全員協議会で皆さ

んにお配りをさせていただいて、ごらんいただいているというふうに私は思っておりま

したが、今の話でございますので、もう１回ちょっと時間をとらせてもらえれば。 

議長 いや、そこまでは……。 

遠藤議員 いや、でもね、そうしないとね、私がおかしなことを言われていると言われました

んで、違うんです。 

議長 だから、その部分だけを。 

遠藤議員 部分だけ言いますね。 
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   負担つき寄附、負担つき寄附の意味合いというのは、相手に金銭的なお金がかかるから

という、その負担じゃないんです。法的には、その契約をするにあたって、こちらがこ

ういうことをするから、そっちもそういうことをしなさいよという、相手に何かしらセ

ットでさせるということを負担つきと法的には言うんです、民法上。そういう性質の契

約自体を負担つき契約と言うんですね。まずそこが基本です。だから、相手方に金銭的

な負担をさせてとか、その負担じゃないです。条件をつけることがセットになっている

ことが負担つき。 

福田議員 そうだよ。言葉を変えれば条件つきだよ。 

遠藤議員 そうなんです、おっしゃるとおりです。条件つきなんです。法律では負担つきと言

いますが、今、福田議員がおっしゃったように、一般用語で言うと条件つき契約、条件

つき寄附のことなんです。おっしゃるとおりです。 

   なので、私が最初から主張しているのは、これはただ単に一般市民が市に、これあげる

からもらってね、市が、はいわかりましたという何の条件もついていないんだったら、

こんなに主張しません。ただ、去年の９月の定例会最終日前の全協でちょっとこういう

話をして、そもそもの経緯を教えてくれということで、その夜に皆さんのお手元にファ

クスが届いてね、経緯を出したものが出てきました。それを見ると、一定程度、こう何

年か交渉してきた結果、なかなからちが明かないんで、市はこれを解体することを条件

に譲り受けることとする、これを方針として交渉を始めて成立したなんていう文章が書

いてあったんですね。ですから、じゃ、市がまさにこれは解体してやるから、だから寄

附しろよというふうに、もう最初からそういうふうにセットで申し込んでいるんじゃな

いかというふうに、だから思ったわけです。条件つきなんです、そもそも実態が。それ

を法律行為で言うと負担つき寄附ということになる。 

福田議員 それにつけ加えて何かあったんじゃないですか、その条件つきというのは。いわゆ

る、ここでいいのかな。 

遠藤議員 それはちょっとまた別の話。 

福田議員 いや、ここで公表しちゃっていいのかな。いろんな条件があったわけでしょう。そ

れに対して執行部側が誘導をした、こうやりますからこうしてくださいと。その辺を調

査したいんでしょう。そうでしょう。ちょっとこう濁した言い方で、ちょっと理解しが

たい点があるかもわからないけれども。いろんなそういう条件があって、それをいわゆ

る執行部側としてね、交渉に当たってそういう話をしていった。またこれはこれとして

も。いわゆる今回のこの一件については、じゃ寄附したらいいべと、そのかわりこうい

うことはこうしますからと、そういうことを調査したいんでしょう。 

遠藤議員 調査したい、私がお呼びしたいのは、それがまさに条件つきの寄附だったかどうか

を知りたいんですね。つまり、ただ既にもう市が経緯で書いていますけれども、いわゆ

る解体するから寄附しろよと本当に言ったのか、それを聞きたいんですよ。それがセッ
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トだ、それが不可分性があるんだったら、これはまさに負担つき寄附なので、そうする

と議決をしないとやっちゃいけない行為だったんです。だから、負担つき寄附は別にだ

めなことじゃないですよ、だめなことではありません。ただし、負担つき寄附をやるん

だったら、ちゃんと議会の議決をもらってからでないとやっちゃだめよと地方自治法に

書いてあるんで、そうすると…… 

福田議員 それが一番問題なんだ。 

遠藤議員 だから、３月議会で本当は上程して…… 

福田議員 それは俺でも理解してる。 

遠藤議員 上程してくれれば、別に問題はなかったことかわからないけれども、一応その点は

問題ないです。ただ、本当にこれが負担つき、いわゆる条件つき、わかりやすく言うと

条件つき寄附かどうかの事実関係を知りたくて、だから、２人と３人の５人をお呼びし

たくて聞いたらば、この間、元職員の方は、あれはセットですよと。セットと考えても

らって結構ですよというご答弁をいただきました、職員の方からは。そうなんだ、セッ

トなんだと、明言しましたね。じゃ、もう一片方いらっしゃるから、３人の方は本当に

このとおりに言われたのか。何だ、解体するからもらってやるよと本当に言われたのか

どうかをそこだけ私は知りたいんです。それだけです。 

花島議員 要するに何から始まっているかといったら、あれをなんとかしようということから

始まっているわけでしょう。それで基本的には安全に管理する状態にしろというのを持

ち主に要求して、それがなかなかできないという状況から始まっているんですよね。そ

れで、そのときは、じゃ、市が解体するから寄附しなさいよと言ったとしたって、それ

は本当の意味の、おっしゃる負担つき寄附になるんかというとね、私はまだ疑問に思い

ますね。仮にそう言ったってね、契約で必ず解体するものとするみたいなものがあるわ

けじゃないでしょう。多分、寄附の申込書か何か書いて、それで終わりですよ。だから、

例えば市が、陳情にあったように一部直して、それで誰かがそのままで使いたいと言っ

て、そのままで使うから安くというふうになって、市の負担が軽くなったときに、寄附

した人が約束が違うじゃないかと文句を言うかという話なんですよ、例えばの話が。 

   そういう意味では、いくら文言で市が解体するからと言ったって、それは法的に負担つ

き行為かといったら、僕はそうですねとは言えない。 

遠藤議員 そういう意見も当然あると思います、あると思うんですよ。ただ、それというのは、

まだ当事者の話を全然聞いていないですから、聞いてからその議論をしましょう。だっ

て、当事者全員の話を聞いていないんですもん。事実はもしかしたらそうじゃないのか

もしれないんですよ。その可能性は否定できないですから。 

   だから、まずちゃんと全部証言が出た上で、議会は事実に基づいてきちんと議論をすべ

きです。ただ、今条件がまだ整っていないんですよ。当事者の片方から一切聞いていな

いんですから。だから、その証言を得た上で、それからこういう議論をしましょうとい
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うことでいいんだと思うので、まずはそのスタートラインすら実は立っていないと思う

ので、今回は立つためにも百条を設置するしかないんじゃないかなと思っているんです。 

助川議員 議会としてはですね、見苦しい状況を一日も早く解決をしていただきたいというの

が、いろいろな情報を得られて関心を持たれている方は、特にそういうお気持ちが強い

と思うんですよ。私、この事案に関しては、捉え方の問題、負担つき寄附行為だったの

か、そうでなかったのか。それに関しては、これは二分されると思うんですよ、見方、

捉え方ですから。だから、専門家の弁護士さん等に相談しながら執行部は進めたという

ことでありますんで、これを疑義がありということになりますと、今までの事案、そう

いったことまでも否定しかねない状況も考えられるということになりますんで、この執

行に関しては、市長は当然、最終的には市長の責任になるわけでありますから、審判は、

当然４年に一度のそういう審判の機会があるんで、それに委ねると。そして、この件に

関しては一日も早い解決を議会としては、私としてはとりたいという思いでおります。 

   さらに加えて、今後こういった同様の案件が持ち込まれる可能性があることに関しては、

それはそれで今後混乱を生じないように、さまざまな議会の中で審議する場を設けると

いうことに、そういうふうに区切って方向性をつけていただきたいというふうに思いま

す。 

   以上です。 

小宅議員 執行権は市長ですけれども、議決権というのは議会ですね。ですので、予算を執行、

前回しなかったというのは、議会がそこで議会のあれが働いたということになるんだと

思うんです。今、市長が執行権があるんで、執行部の責任をとって、私たちは問うてい

ますけれども、これは議会が議決した時点で、今度は議会が市民から、あれは何でそれ

は認められたんだということが追及されるわけです。議会の権能である百条委員会の設

置に対して、どうして反対する理由があるのかというのがまず疑問であります。当然の、

これは議会としての権能でありますので、これをやることによって調査が一段階進む、

最終的にやるだけやったという結果に持っていくための百条委員会であると思いますの

で。このままいろんな皆さん考え、ここはわからないけれどもとか、ここが疑義がある

けれどもというまま議決するということが逆に私はできないと思うんですけれども。花

島議員にしても、それだけの疑問を持ちながら百条には反対だという理由もちょっと私

にはわからないんで。これはもう議会としての権能なんで、当然やっていいことだと思

うんですね。それによって即責任追及とかそういう話ではないので。やるだけやったと

いうことの、要は終わらせるための特別委員会というふうに思っております。 

議長 今、小宅議員から意見が出ました。この議案はあしたの本会議で上程されます。そこで

もって決をとって、結論を出したいと思います。何時までやっても、おそらく意見の合

意は、ここでは見られない。あしたの本会議であれをしましょう。 

   それから、次の予定もありますので、なんとか頑張ってやりますので、ひとつよろしく
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お願いします。 

     （「１人手が挙がっていますので……」と呼ぶ声あり） 

古川議員 今、小宅議員からもお話がございましたけれども、そもそも昨年の９月議会で解体

費用を否決したのは、解体をさせないよという否決ではないんですね。ちょっと待って

よと、今これを議決してしまったら、我々は住民にどう説明したらいいのと。いわゆる

説明責任とかですね。というのがあったんで、ちょっと待ってくださいよと。でも、実

際に見た目では、見た目ではちょっとね、ぱらぱら落ちているようなところもあるから、

これは最低でも養生はしてくださいよということであって。その危険度、例えば先ほど

花島議員がね、行ったらどうのこうのありましたけれども、これは専門家ではないわけ

ですよね。ですから、専門家にきちんと見てもらいましょう。それで危なかった、本当

に危険、ＡＢＣＤ、例えばＤランクでも、本当にすぐにでも倒壊の危険があるよという

のであれば、解体すればいいし。その辺の、危険だと言いながらも、でも３月に寄附を

受けてですよ、９月まで執行部は何もしていないんですからね。 

   そういうところがあるから、きちんと調べて、きちんとご本人、その当時のかかわった

方から話を聞きましょう。それから解体をするなら、必要ならしましょうということを

我々は言っただけですから、その辺が明らかになっていない現状で、先ほど小宅議員が

言った、百条に反対する理由がわからない、私もわからないです。だから、調査しまし

ょうと、議会事務として、市民の代表として調査しましょう。それでもし違法性もない、

負担つき寄附ではない、そういうことであれば、じゃ即解体しましょうとすればいいだ

けなんじゃないかなというふうに私は思うんですね。 

   あわせて、例えば当時の交渉のメモが残っていないとか、そういう文書管理的なもの、

それから寄附の基準、こういうものは、これは土地建物だけじゃないですよ、いろんな

寄附を受ける方も、そういった寄附の基準。そういったものもきちんとあわせてね、こ

の調査特別委員会の中でやるかどうかはあれですけれども、そういうのも必要だろうと

いうことで、私は、疑義がある以上、だから皆さんに、今もしこれに反対される方がい

たら、住民の方に、こういうことで決着しましたということで説明ができる方いらっし

ゃいますか、もしこういうふうに俺は説明するよという方がいたら教えていただきたい

んですが。 

議長 いや、意見だけで。 

   それでは、この議案については、あすの本会議に上程をいたします。 

   続きまして、各常任委員会の委員長報告となります。 

   総務生活常任委員会、勝村委員長より報告を願います。 

勝村議員 それでは、総務生活常任委員会から報告いたします。 

   定例会期中の執行部からの報告案件につきまして、ご報告いたします。 

   12 月５日の総務生活常任委員会にて、市民協働課及び政策企画から合計で５件の報告
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を受けております。 

   はじめに、那珂市空き家バンク制度の運用開始についてです。 

   この制度は、市街化区域に所在する空き家の売却もしくは賃貸、区域指定の区域に所在

する空き家の売却を希望する所有者から申し込みを受けた空き家の情報を公開し、利用

を希望する者に対して情報を提供する仕組みであるとのことでした。また、登録者と利

用者が行う交渉や契約については、公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会の会員業者

に媒介を依頼して行うとのことでした。 

   登録の要件として、所有者は、市街化区域内、または区域指定内に所在し、居住を目的

として建築をした戸建ての空き家であることや民間業者による賃貸、分譲、または宅地

建物取引業者としての媒介等を目的とする建物でないこと、外に大規模な修繕が必要で

ないことなどの要件があるとのことでした。また、利用希望者については、空き家に定

住し、地域住民と協調し生活しようとする者であることや市税等を滞納していない者で

あることなどの要件があるとのことでした。 

   次に、那珂市空き家バンクリフォーム補助金交付要綱の制定について。 

   この要綱は、市内の空き家の有効活用や空き家バンクの利用促進などを図るために、空

き家バンクに登録された空き家のリフォーム工事、または家財処分を行う費用の一部を

助成するために制定するとのことでした。 

   補助対象経費については、リフォーム工事に係る経費や家財処分に係る経費で、補助対

象額の２分の１までとなり、リフォーム工事の上限額は 30 万円、家財処分の上限は 10

万円とのことでした。 

   今後は、平成 30 年４月１日に要綱を施行し補助金申請受付を開始するとのことでした。 

   次に、第２次那珂市総合計画基本計画についてです。 

   第２次総合計画については、平成 30 年度から 34 年度までの前期基本計画で、前回の

定例会期中において、基本計画についての中間報告がありましたが、今回、修正等を経

て、第２次総合計画がまとまったことによる報告とのことでした。 

   中間報告後の主な変更点については、本文中の文言に対して注釈を設けたこと、指標の

差しかえや指標値の修正、グラフによるデータの表示、文言の移動や修正、各所に平成

28 年度小中学生まちづくり絵画展の作品 19 点を挿入したことなどとのことでした。 

   また、パブリックコメントの実施結果については、ホームページ閲覧件数が 46 件、意

見については１人から３件の意見の提出があったとのことでした。 

   なお、提出のあった意見については、具体的に基本計画を修正に至るまでのものではな

かったとのことでした。 

   次に、戸多小学校跡地の利活用についてです。 

   この件については、旧戸多小学校跡地を教育支援センターとして利活用することについ

て、戸多小学校跡地利用委員会で承認を受けたことにより、平成 30 年１月以降に具体的
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な実施設計について地元や関係課との協議を行い、平成 31 年度には改修工事、平成 32

年度にセンターの開所を予定しているとのことでした。 

   また、戸多小学校跡地利用委員会より、跡地の利活用について地区住民へ周知の要望が

あり、今回の当委員会への報告後に広報チラシによる周知をする予定であるとのことで

した。 

   最後に、売却した瓜連駅北側市有地の地中埋設物についてです。 

   瓜連駅北側市有地については、社会福祉法人誠慈会、医療法人藤慈会藤井病院、株式会

社クオンの三者に売却を行ったが、その後、誠慈会より地中に埋設物が見つかったとの

指摘があり、現在協議中であるとのことでした。 

   経過については、お配りした資料に記載のとおりで、８月９日に土地の引き渡し、８月

31 日に埋設物についての誠慈会からの連絡、９月４日に当該地の掘削地点でのコンクリ

ート片の確認、その後は、誠慈会との協議や関係課との打ち合せ、弁護士との相談など

を複数回行っているが、現時点ではどのように対応していくか明確になっていないため、

引き続き協議を行うとの報告がありました。 

   また、今後は、市側の瑕疵担保責任として、どういったことができるのか、できないの

かということと、誠慈会側がどのようなことを望んでいるのかについて確認を行いなが

ら、調整を続ける作業が残っているとのことでした。 

   委員からは、発見されたコンクリート片は建物の解体中に埋められたのか、量はどれく

らいあるのか、産廃が埋められているのではなく解体時の残存コンクリート片が残って

いるということか、値引きをしてほしいということなのかなどの質疑があり、執行部か

らは、現時点では、何が原因のものか確認は難しい、建物解体工事の際の書類を確認し

た限りでは、適切に撤去できていると認められるため、現時点では明確にどういうもの

というのは難しい。量については、大きなものでいうと四、五十センチのコンクリート

片のようなものが複数見つかっており、小さなものは、結構な数見つかっているとのこ

とでした。現状を見る限りでは、そういう程度だと判断をしている。 

   また、値引きをしてほしいことなのかという質疑については、一義的には、工事に影響

があるものを除去する作業については、市として責任があると感じているが、それだけ

でよいのか、また、保障するという方式がいいのかどうかということも法的に研究して

みないとわからないので、安易にそこに解決を見出すのではなく、協議で合意ができれ

ばとの考えであるとのことでした。 

   以上でございます。 

議長 勝村委員長の報告が終わりました。 

   ただいま委員長報告について何か確認したいことがありますか。 

     （なし） 

議長 ないようですので、総務生活常任委員会の報告については以上といたします。 
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   続いて、産業建設常任委員会、寺門委員長より報告をお願いします。 

寺門議員 それでは、産業建設常任委員会より報告いたします。 

   定例会期中の執行部からの報告案件につきまして、ご報告いたします。12 月６日の産

業建設常任委員会にて、下水道課から報告を受けました。 

   また、10 月 27 日に視察研修を実施し、11 月２日に調査内容の集約を行いましたので、

あわせて経過を報告いたします。 

   最初に、生活排水に関するアンケート集計結果の概要についてでございます。 

   このアンケートは、９月 11 日から 29 日にかけて、公共下水道整備優先地区に位置づ

けられていない、未計画地区にお住まいの方を対象として実施されたものです。アンケ

ートは 4,735 人を対象に送付され、うち 2,061 人から回答があったとのことです。 

   報告があったアンケートの分析結果は次のとおりです。 

   未計画地区の約 68％の世帯が既に合併処理浄化槽を使用しており、くみ取り槽及び単

独処理浄化槽を使用している世帯は約 25％と考えられます。また、公共下水道の接続に

ついては「供用開始後数年以内に接続する」という方が約 69％を占めており、さらには

合併浄化槽への転換をふやす取り組みとしても、維持管理費の負担軽減、側溝などの排

水先の整備を求める回答以上に、「合併浄化槽ではなく公共下水道の整備を続けるべき」

という回答も多く、依然として公共下水道の整備を求める方は多いようです。 

   しかし、未計画地区に公共下水道を整備する場合、概成までに約 20 年を要すると考え

られる上に、世帯数の減少や今後の経済状況から収益の見通しも不確定な状況であるこ

とを鑑みれば、特に単独処理浄化槽及びくみ取り槽の合併浄化槽への転換の推進が求め

られます。一方で、現在でも単独処理浄化槽、くみ取り槽を使用している方が合併処理

浄化槽への転換をしない理由としては、「公共下水道が整備された際にすぐに接続した

い」、「生活排水の排出先に困っていない」という回答が、合せて８割以上にのぼり、

今後新たに合併浄化槽に転換する方は限定されると考えられます。 

   以上の分析結果から、未計画地区につきましては、浄化槽の管理者・設置場所等の届出

情報の外、法定点検の結果まで一括して管理する浄化槽台帳を速やかに整備し、維持管

理費の負担軽減、必要に応じた側溝等の整備の検討も続けていくべきである。ただし、

人口密度が高いなど、比較的短期間で概成可能であり、十分な収益が見込める地区につ

きましては、公共下水道の整備も、管渠整備の費用や使用世帯数等を踏まえつつ引き続

き検討すべきである。 

   このため、単独処理浄化槽、くみ取り槽の合併処理浄化槽への転換を速やかに進めると

ともに、公共下水道を整備する際は区域をさらに細分化し、下水道事業の持続可能性に

基づいて個別に判断することが適当であるという方向性が、下水道審議会にて示された

ということでございます。 

   委員からは、現在整備中の区域、今後の計画の策定、未計画地区の対応、いずれについ
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ても、地域の実態や住民のニーズを取り入れつつ、関係各課との連携を密にし、一層ス

ピードを上げて進めることを強く求める意見が出されました。 

   次に、調査事項、下水道整備について、視察報告の結果でございます。 

   平成 29 年 10 月 27 日に、群馬県富岡市の富岡市浄化槽整備推進事業、太田市の太田市

戸別浄化槽事業を視察しました。視察事項は、下水道、農業集落排水、合併浄化槽の普

及状況、当該事業を導入した経緯、当該事業の現状、当該事業の利点と課題、下水道事

業全体の課題と今後の計画についてであります。 

   まず、富岡市の事例について報告します。 

   富岡市浄化槽整備推進事業は、平成 19 年に市長のトップダウンにより、公共下水道計

画を半減する形で、市全域を対象に始められております。設置する浄化槽は、地域の水

環境への配慮と国の補助が受けられる利点から、低炭素社会対応型、高度処理型のもの

を使用しております。富岡市は、山林が多く、山間部でもあり高低差があるため、排水

の問題は余りないということですが、維持管理のコストが課題となっているとのことで

ございました。これから導入する場合には、導入前によく試算をし、ＰＦＩ活用などの

検討も含め財源確保が重要になるということでございました。 

   次に、太田市の事例について報告します。 

   太田市戸別浄化槽事業は、既存の農業集落排水事業のコストが高いことから、その代替

事業として始められたもので、市内７地区が対象となっております。これは限定地区で

ございます。上位計画であります県の計画により、公共下水道区域の減少は許可されて

おりません。また、公共下水道と同等の排出負荷が求められたため、高度処理型浄化槽

を使用することになりました。 

   なお、太田市は、１市３町が合併したため、汚水処理の方法、進捗状況に地域差が出て

いるようでございます。 

   浄化槽から放流先までが市の負担となっており、住民の個人負担が軽減される点がメリ

ットでございます。一方、個人敷地内に市の管理する部分がある、維持管理費がかかる、

申請方式なので接続率が上がらないといった課題も抱えておるようです。 

   以上のことから、11 月２日の委員会では、公共下水道を待つだけの状態よりは、市町

村設置型合併浄化槽の展開は有効ではないか、那珂市においても、エリアを決めて合併

処理浄化槽事業を進めていくことが必要であるといった意見がありました。また、那珂

市で検討していきたい事項としまして、高度処理型浄化槽の選択、上位計画である県の

計画との整合性の確認、地形や土壌の問題で排水処理が困難な地域の対策などの点が上

げられ、今回の調査を参考にしつつ、那珂市に合った対策を進めていくことが重要であ

るという形で集約をいたしました。 

   今後の調査活動といたしまして、来年１月 23 日に行方市、小美玉市の市町村設置型合

併浄化槽事業の視察を予定しております。また、下水道課から下水道審議会審議事項答
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申をもらう予定でございます。これらを踏まえ、２月に調査結果を集約し、那珂市の下

水道未整備地区への今後の生活排水処理について提案ができるように現在調査を進めて、

今後もですね、進めてまいります。 

   以上、報告いたします。 

議長 寺門委員長の報告が終わりました。 

   委員長報告について何か確認したいことございますか。 

     （なし） 

議長 ないようですので、産業建設常任委員会の報告については以上といたします。 

   お昼なんですけれども、あと二、三件なので、連続して行います。よろしくお願いしま

す。 

   続いて、教育厚生常任委員会、古川委員長より報告をお願いします。 

古川議員 それでは、教育厚生常任委員会からご報告をいたします。 

   12 月７日に開催いたしました教育厚生常任委員会において、執行部から説明のありま

した案件及び調査事項についてご報告いたします。 

   まず、生涯学習課から、いきいき茨城ゆめ国体の事業経過報告について説明がございま

した。開催期間は平成 31 年９月 28 日から 10 月８日となっており、それに向けて、現在、

県と協力しながら準備作業を進めており、イベント等で国体のＰＲ活動を積極的に行っ

ているとのことです。また、今後見込まれる概算経費についても示されましたが、委員

からは、馬術競技について、仮設会場で実施するにもかかわらず、市の負担額が多過ぎ

るのではないかという意見がございました。執行部からは、馬術競技はこれまでも費用

が高くなる傾向があったが、市の負担分を下げてもらえるよう県と協議中であり、今後、

金額は変動する可能性があるとの答弁がございました。 

   また、委員からは、３Ｂ体操の知名度が低いので積極的にＰＲすべきではないかとの意

見もございました。 

   次に、健康推進課から那珂市健康増進計画の策定について説明がありました。 

   この計画は、これまで那珂市高齢者保健福祉計画の中に健康プラン那珂 21 として策定

されていましたが、今回から食育推進計画等の計画を一体的に策定し、乳幼児から高齢

期までのライフステージにおける全市民が健康で生きがいを持って暮らせる保健体制の

充実を図る目的で策定され、計画期間は平成 35 年度までの６年間となっています。 

   次に、社会福祉課から那珂市障がい者プランの策定について説明がございました。これ

は、第３期障がい者計画、第５期障がい者福祉計画、第１期障がい児福祉計画の３つか

らなり、基本理念とそれに基づく目標、障がい福祉サービスの提供体制などを盛り込ん

でいます。計画期間は平成 35 年度までの６年間で、今回は特に、国の努力目標である障

がい児福祉計画についても新たに策定した点が変更となっています。 

   次に介護長寿課から那珂市高齢者保健福祉計画の策定について説明がございました。こ
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れは、第８期高齢者福祉計画及び第７期介護保険事業計画からなり、高齢者福祉事業及

び介護保険事業における取り組み内容などを定めるもので、計画期間は平成 32 年度まで

の３年間となります。計画には、以前教育厚生常任委員会で要望した事項の中で、地域

包括ケアシステムの拡充、認知症初期集中支援チームなどの内容が盛り込まれていると

のことでした。 

   次に保険課から那珂市国民健康保険第２期データヘルス計画及び那珂市国民健康保険第

３期特定健康診査等実施計画の策定について説明がございました。これは、国民健康保

険被保険者の健康の保持・増進、生活習慣病の発症や重症化の予防を目的として策定す

るもので、計画期間は平成 35 年度までの６年間となっております。 

   委員会では、計画とは別に、来年度の国保の広域化に伴う変更点について質問があり、

執行部からは、今回の広域化は県が財政的責任を負い、突発的な給付の増加にも対応で

きる体制を整えることが目的であり、市の業務内容は今までと変わらないとの回答がご

ざいました。保険料については、来年１月下旬に那珂市の負担金が示されることになっ

ているため、それ以後に保険料の算定を行うとのことでした。 

   なお、今回委員会に報告された計画は全て来年１月にパブリックコメントを実施し、３

月に公表するとのことです。 

   続きまして、委員会の調査事項である教育環境に対する支援について、10 月に先進地

視察を行いましたので、ご報告いたします。今回はＩＣＴ教育の推進について、まず 10

月４日に那珂市の状況を確認するために、委員会を開いて、教育委員会指導室から説明

を受け、その後、10 月 30 日に滋賀県草津市、31 日に東京都荒川区において、視察を行

いました。どちらも学校でタブレットを使った授業の見学を行った後、教育委員会の方

や校長先生からＩＣＴ教育の取り組み状況を伺いました。 

   今後の学習指導要領の改定をはじめ、教育そのものが大きく変革していく流れの中で、

タブレットや電子黒板を効果的に使いながら、子供たちが、より能動的に学習に取り組

むスタイルを目の当たりにすることができました。予算の問題を初め多くの課題があり

ますが、委員会では視察で学んだことを含め、子供たちの教育環境の支援について、今

後執行部に対する要望事項をまとめていくことといたしました。 

   以上報告いたします。 

議長 古川委員長の報告が終わりました。 

   ただいまの委員長報告について何か確認したいことはございますか。 

     （なし） 

議長 ないようですので、教育厚生常任委員会の報告については以上といたします。 

   続いて、原子力安全対策常任委員会、笹島委員長より報告をお願いします。 

笹島議員 12 月８日の原子力安全対策常任委員会の開催及び経過についてご報告いたします。 

   日本原子力発電株式会社東海第二発電所の事業説明について報告します。 
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   国の新規制基準適合性審査における主要な審議が 10 月で概ね終了し、さらに 11 月 24

日には運転期間延長認可申請が原子力規制委員会へ提出されたことを踏まえ、日本原子

力発電株式会社から東海第二発電所の事業内容について説明を受けるものです。 

   まず、新規制基準への適合性確認審査についての補正書に関して、概要説明がありまし

たので、内容を報告します。 

   防潮堤の構造については、セメントを固めて盛り土する方法から、液状化対策のための

鋼管杭を岩盤に突き刺して鉄筋コンクリート壁を建設する方法に変更されました。また、

防潮堤建設のための地盤改良によってＬ３埋設施設周辺の地下水の流れに影響が出る可

能性があるため、その部分を囲わないよう、建設ルートが変更されました。 

   非難燃ケーブルの対策は、当初の防火塗料による対策から難燃ケーブルへの交換と、ケ

ーブルトレイごと防火シートでくるむ対策をとる形に変更されました。 

   原子炉格納容器の破損防止の対応としては、中央制御室から遠隔操作で圧力逃がし装置

の弁の開閉ができない場合、被曝を低減できる部屋から人力で開閉できるような機構を

設置することになりました。また、圧力逃がし装置をなるべく使わなくてすむよう、代

替循環冷却系のポンプが新設されます。 

   万一、防潮堤を越える津波が襲来した場合の対策として、安全上重要な施設には水が浸

入しない構造とし、代替高圧電源装置などは、津波の影響を受けない高所に設置されま

す。 

   次に、運転期間延長認可申請に関する説明の内容について報告いたします。 

   認可申請のためには、劣化状況評価、特別点検によって重要な機器等に経年による劣化

が生じていないかを確認し、保守管理に関する方針を策定することになります。特別点

検は平成 29 年５月 19 日から 10 月 25 日にかけて実施されましたが、異常は認められな

かったとのことです。この点検には第三者等はかかわっていないとのことですが、今後

国に説明するに当たって、専門の機関が改めて調査を行うとのことでした。 

   劣化状況評価では、特別点検の結果とこれまでの運転経験や最新知見等を踏まえ、経年

劣化が発生していないか、今後発生しないかという点が検討されました。その結果、現

在行っている保全活動を継続するとともに、一部追加保全を講ずることで、施設の健全

性が長期的に確保されることが確認されたとのことです。 

   保守管理に関する方針として、原子炉圧力容器の監視試験と評価で用いた過渡回数が上

回らないことの確認を継続、難燃低圧ケーブル等は健全性が確認された期間内に取りか

えることが示されました。 

   なお、日本原電としては、新規制基準適合性審査及び運転期間延長認可申請については、

安全確保が第一の目的であり、現時点で再稼働について判断できる状況にはないとのこ

とでした。 

   委員からは、運転期間延長認可申請について、申請が必要な時期に差しかかっていない
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発電所でも事故が起きていることから、運転期間延長に対する疑問を投げかける意見や、

検査等における見落としなどのミスによる重大事故も起こり得るのではないかとの意見

がありました。日本原電としては、必ず有資格者が複数かかわって点検を行い、第三者

の確認ももらうようにし対策をしていきたいとのことであり、今回の評価等についても、

地域にしっかり説明をしていくとの答弁がありました。 

   また、最近の社会情勢から、軍事的攻撃を懸念する意見もありました。軍事的な対応は

原則として国が行うものですが、日本原電としても、大規模損壊が起きた際の対応は、

非公開ながら今回の補正に反映しているとのことでした。 

   以上、報告いたします。 

議長 笹島委員長の報告が終わりました。 

   ただいまの委員長報告について確認したいことございますか。 

     （なし） 

議長 ないようですので、原子力安全対策常任委員会の報告については終わりといたします。 

   続いて、議会運営委員会委員長報告、君嶋委員長より報告をお願いします。 

君嶋議員 12 月１日に開催いたしました議会運営委員会の経過につきまして、ご報告いたし

ます。 

   まず、議長から諮問のあった、本会議での委員長報告のあり方についてを検討いたしま

した。那珂市議会が行ってきた議会改革の中で、委員会での審議を充実させ、より専門

的な視点からチェック機能を果たしていくという流れを踏まえた上で、現在の進め方に

加え、最終日の採決の前に案件について議員各位が十分に検討する時間を確保するため、

来年３月の第１回定例会から、これまで最終日に配付していた委員長報告を最終日前日

に配付することにいたしました。 

   次に、来年３月の折り返しの委員会構成について、最終的な議論を行い、その結果、常

任委員会の定数は現行どおりとし、平成 31 年１月の補欠選挙までの間、所属委員が１名

少なくなる委員会には、暫定的な措置として、副議長が所属することを決定いたしまし

た。 

   さらに、現在、総務生活、産業建設、教育厚生の３常任委員会から２名ずつ、議運、広

報、原子力の各委員を選出していただいておりますが、一部変更し、議運には、議会運

営上の協議及び決定事項の共通理解をしやすくするため、３常任委員会の委員長が必ず

入ることとし、広報には、情報発信力の強化のため、原子力と議運の委員を１名ずつ追

加し、３常任委員会から各１名、オブザーバーとして副議長が入り、合わせて６名体制

とし、なおかつ、議長は所属しないことを決定いたしました。 

   詳細は事務局から説明させます。 

   また、次回の議会報告会について、これまで５回行った節目でもあり、先日東京での議

員勉強会で学んだことを踏まえて、実施方法を見直すこととし、内容や時期について議
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員全員で議論する機会を設け、それを今年度第２回目の議員勉強会として、１月 30 日 10

時から実施することといたしましたので、よろしくお願いいたします。資料等も皆さん

にお配りしていますので、後でごらんいただければと思います。 

   以上で報告を終わります。よろしくお願いいたします。 

議長 続いて、事務局より補足説明がございます。 

次長補佐 すみません、時間も過ぎておりますが、私のほうからただいまの委員長報告につき

まして少し補足をさせていただきます。 

   本日の全員協議会の資料としてお配りしております議案等の委員長報告についてという

タイトルのある資料をご用意お願いいたします。 

   この件につきましては、本会議の最終日に委員長報告があって、その後すぐ採決をした

のでは、判断するいとまがないというご意見がありまして、それに関して議長の諮問に

基づいて議運で検討したところでございます。 

   その際に、委員長報告までの流れを一旦整理して表にしたものをこちらに記載しており

ます。議案、請願、執行部の報告案件と３つに分けまして、それぞれの審議するタイミ

ングが左側に書かれております。議案につきましては、会議規則にのっとって審議を行

っているところでございますが、７日前に議案書の配付と執行部の議案説明会、定例会

初日に議案の上程、説明、一般質問終了後に議案質疑と委員会付託、常任委員会で議案

の内容を審議いたしまして、最終日に委員長報告とそれに対する質疑、それから討論、

採決を行っているのが今の流れでございます。 

   請願につきましても、同じく 10 日前までに受理したものに関して定例会７日前に請

願・陳情文書表、それから請願の写しを配付しております。一般質問終了後に同じく委

員会に付託しまして、常任委員会の審議を経て、最終日に委員長報告、質疑、討論、採

決を行っております。 

   執行部報告案件につきましては、米印のほうで下にもありますが、議会の申し合せ内規

に基づきまして運用しておりまして、７日前に常任委員会資料といたしまして、報告案

件の内容を配付いたしまして、常任委員会で執行部からの報告と質疑応答を行っており

ます。その結果につきまして、最終日前日の全員協議会で委員長報告をしております。

これが今の那珂市議会のやり方でございます。 

   その下の委員会主義への移行という欄でございますが、那珂市議会では、議会改革の中

でより委員会にウエートを置いて、専門的できめ細やかな審議を行うという方向でこれ

まで進めてきております。その一つの契機といたしまして、平成 24 年６月に、これまで

一部全員協議会で行っていた議案審議を全て常任委員会で行うということにいたしまし

た。これは、目的は、先ほど申しあげたように、議案を詳細に専門的に、なおかつ公開

の場で審議するということで、開かれた議会を目指すという目的でございます。 

   執行部の報告案件につきましても、これまで全員協議会で報告を受けていたものを平成
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26 年からは所管の委員会に執行部が報告し、それを委員長が直近の全員協議会で報告す

るという流れで行っております。 

   所属委員会以外の案件についての確認方法といたしまして、議案の内容につきましては

１週間前の議案説明会、それから本会議内での議案質疑という機会がございます。委員

会の審議内容及び審議結果につきましては、委員会の傍聴、これは全て公開しておりま

して、それから本会議での委員長報告と、それに対する質疑という機会が設けられてお

ります。 

   今回、議運で話し合いました中で、今後の変更点といたしまして、次の平成 30 年第１

回の定例会から、これまで本会議最終日に皆様に配付しておりました議案等の内容につ

きましての委員長報告を、前日に委員長に確認をとった後、議員の皆様にファクス等で

事前にお知らせするという流れに変更することといたしました。 

   次に、２ページをお願いいたします。 

   委員会の定数及び構成についてということでございまして、議運では今年、議員定数が

削減したことによりまして、常任委員会の定数が減ったことによる影響を精査してまい

りまして、さらに産業建設常任委員会で１名欠員が出てしまっているということもあわ

せまして、来年３月の折り返しの委員会構成について検討をしてきたところでございま

す。 

   その中で、今年４月に事務局のほうで県内の市議会宛てにアンケート調査をいたしまし

て、委員会の定数、それから常任委員会について複数所属しているところがあるかとい

うことを調査をいたしました。その結果につきましては、３ページからまとめたものを

つけておりますけれども、常任委員会につきましては、県内の市議会では、予算・決算

につきまして常任委員会として設置しているようなところは、その委員会と通常の常任

委員会を兼ねて入っているところはありましたけれども、それ以外で常任委員会を２つ

かけ持ちしているという議会はなかったということがわかりました。 

   そのような結果も踏まえて、議運の中でいろいろとご意見を出していただきまして検討

した結果、先ほど報告にありましたとおり、常任委員会の定数は現行どおりといたしま

して、平成 31 年１月予定の補欠選挙により定数が満たされるまでの間は、所属委員会が

１名少なくなる委員会が出てしまいますので、暫定的な措置として、そこに副議長に入

っていただくという形に決定をいたしました。これは、３つある常任委員会の中でどこ

が１名少なくてもいいよということは決められないということもございましたので、定

数を満たすために今回の暫定的な措置として副議長が入るという形にいたしました。 

   それからもう一つ、委員会の構成でございますが、現在、原子力と議運と広報の委員は、

それぞれの総務、産業、教育の各常任委員会の中から２人選出していただいているとこ

ろでございます。それのちょっと変更点といたしまして、今の選出方法ですと、特に何

の縛りもなくそれぞれ３つの委員会からお二人ずつが入っていただいている形でござい
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ますが、議会運営委員会に関しましては、議会運営上の協議とか協議結果の共通理解を

スムーズに行うために、３常任委員会の委員長が入っていただいたほうが、一般質問の

検討の場ですとか議会報告会の進め方などにつきまして委員長に入っていただいて、ス

ムーズにそれを伝えていただいたり、委員会での問題を出し合っていただくということ

で、委員長が必ず議運に入っていただいて、プラス外にもう１名入っていただいて、体

制としては６名で変わりないという、その点を変更いたしました。 

   それから、広報編集委員会でございますが、広報に関しましても、これまで開かれた議

会ということを目指していろいろと変更を行ってきたところでございますが、今の体制

ですと、議員の皆様みずからが役割分担をしてそれぞれ情報を発信していくという形に

変わってきておりますので、原子力と議運の委員が今は広報に入っていない状況でござ

いますので、そこで話し合われた事項も広く発信していくということも含めまして、原

子力と議運の委員に入っていただいて、そうしますと人数が多くなってしまいますので、

総務、産業、教育の委員がそれぞれ各お一人と原子力と議運、それから副議長にオブザ

ーバーとして入っていただいて、６名体制で広報委員会を進めていくということに決定

いたしました。なおかつ議長が今、総務生活常任委員会から選出されて入っております

けれども、公務と重なることも多いということで、議長は広報委員会に所属しないとい

うことで、それから新たに原子力と議運の委員が入っていただく際に、各委員会からバ

ランスよく選出されるように、来年の構成の際には配慮をするということで決定をいた

しましたので、ご報告いたします。 

   以上です。 

議長 委員長及び事務局からの説明が終わりました。 

   ただいまの報告についてご意見・ご質疑ございませんか。 

花島議員 最終日の委員長報告の後、質疑、討論があるわけですが、ちょっとわからないのは、

新しいもので、請願とか陳情の扱いが、やはり当日報告されて、いきなり質疑、討論、

採決なんでしょうか。というのは、例えば請願・陳情というのは、単純にそれを認める、

認めないだけじゃなくて、部分採択という場合もありますよね。そういう可能性を考え

ると、事前に委員会がどういう報告をするのか、どういう提案をするのかを知っておか

ないと、考えがまとまりにくいと思うんです。前回動議が出て見直しを求めたのも、そ

こが重点だったというふうに私は感じているんですね。その点は今回どうなっているん

でしょうか。ちょっとよく見えないんで、お聞かせいただきたい。 

次長補佐 請願・陳情で委員会で審議した内容につきましては、最終日の委員長報告の中にあ

わせて、議案と一緒に入っております、今までも入っておりますので、それもあわせて

前日にお知らせするということになります。 

議長 外ございませんか。 

     （なし） 
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議長 なければ、次、平成 29 年度第２回議員研修会の派遣についてをご連絡いたします。 

   研修会の出席者については、笹島議員、寺門議員、萩谷議員の３名の方を各委員会より

選出いただきました。つきましては、あすの最終日に議員派遣として本会議で報告させ

ていただきます。決定いたしましたので、３名の方にはよろしくお願いをいたします。 

   それともう一つ、先ほど百条の議案の提案がありました。全員協議会で皆さんにご審議

をいただいてきたところでございますけれども、全員協議会での調査は終了としたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

議長 ありがとうございます。 

   以上で全ての議事が終了いたしました。 

   これにて議員全員協議会を終了いたします。 

   連絡いたします、議員の皆様にはご連絡がございます。この後、災害対応調査特別委員

会を開催します。このままお待ちください。 

     閉会（午後０時 30 分） 

 

平成 30 年 2 月 26 日 

     那珂市議会 議長 中﨑 政長 

 


