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那珂市議会総務生活常任委員会記録 

開催日時  平成 29 年 12 月５日（火） 午前 10 時 

開催場所  那珂市議会全員協議会室 

出席委員 委員長 勝村 晃夫  副委員長 小宅 清史 

     委 員 中﨑 政長  委  員 綿引 孝光 

     委 員 笹島  猛  委  員 助川 則夫 

欠席委員  なし 

職務のため出席した者の職氏名 

     事務局長 寺山 修一      事務局次長 清水  貴 

     書  記 小田部 信人   

会議事件説明のため出席した者の職氏名（総括補佐職以上と発言者） 

     副市長 宮本 俊美 

     企画部長 今泉 達夫      秘書広聴課長 渡辺 荘一 

     秘書広聴課長補佐 会沢 義範 

     政策企画課長 大森 信之    政策企画課長補佐 篠原 広明 

     総務部長 川崎  薫      総務課長 川田 俊昭 

     総務課長補佐 石井 宇史 

     財政課長 茅根 政雄      財政課長補佐 会沢  実 

     税務課長 大内 幸志      税務課長補佐 武藤  隆 

     瓜連支所 寺門 広司 

市民生活部長 石川  透    防災課長 小橋 洋司 

防災課長補佐 秋山 光広 

市民協働課長 桧山 達男    市民協働課長補佐 田口 裕二 

     市民課長 関  郁夫      市民課長補佐 堀口 才二 

消防長 海野 幹雄       消防本部予防課長 山田 三雄   

会議事件と概要 

     （１）議案第６６号 専決処分について（平成２９年度那珂市一般会計補正予算

（第４号）） 

…原案承認すべきもの。 

     （２）議案第６８号 那珂市税条例等の一部を改正する条例 

        …原案可決すべきもの。 

（３）議案第７０号 那珂市駅前自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例 

        …原案可決すべきもの。 
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     （４）議案第７２号 那珂市火災予防条例の一部を改正する条例 

        …原案可決すべきもの。 

     （５）議案第７３号 平成２９年度那珂市一般会計補正予算（第５号） 

        …原案可決すべきもの。 

（６）議案第７９号 相互救済事業について 

        …原案可決すべきもの。 

（７）議案第８０号 那珂市公の施設の指定管理者の指定について 

        …原案可決すべきもの。 

（８）議案第８１号 那珂市公の施設の指定管理者の指定について 

        …原案可決すべきもの。 

（９）第２次那珂市総合計画基本計画について 

        …執行部から報告。 

（10）戸多小学校跡地の利活用について 

        …執行部から報告。 

（11）売却した瓜連駅北側市有地の地中埋設物について 

        …執行部から報告。 

（12）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 

        …執行部から報告。 

（13）那珂市空き家バンク制度の運用開始について 

        …執行部から報告。 

（14）陳情第５号 菅谷地区内旧歯科ビル（土地建物）に関する陳情 

…全員賛成採択すべきもの。 

議事の経過（出席者の発言内容は以下のとおり） 

     開会（午前 10 時 00 分） 

委員長 おはようございます。総務生活常任委員会に出席いただきましてありがとうございま

す。 

   それでは、これより常任委員会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、欠席はありません。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、副市長外関係職員の出席を求めております。 
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   職務のため、議長及び事務局職員が出席しております。 

   ここで、議長よりご挨拶をお願いいたします。 

議長 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、ご苦労さまでございます。本委員会に付託さ

れた会議事件は陳情合せまして 14 件ほどございます。慎重なるご審議をお願いするとと

もに、執行部におかれましては、的確な答弁をよろしくお願いいたしまして挨拶といた

します。 

   ご苦労さまでございます。 

委員長 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。 

   本日の総務生活常任委員会、ご出席お疲れさまでございます。 

   本日の総務生活常任委員会でございますが、執行部からの提案につきましては議案が８

件、その他報告案件５件ということで 13 件でございます。よろしく審議のほどお願い申

し上げまして挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

委員長 ありがとうございました。 

   これより議事に入ります。 

   本委員会の会議事件は、別紙会議次第のとおりであります。 

   初めに、議案第 73 号 平成 29 年度那珂市一般会計補正予算（第５号）を議題といた

します。 

   執行部より説明をお願いいたします。 

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

します。 

   それでは、議案書 31 ページの次、一般会計補正予算の１ページをごらんください。 

   議案第 73 号 平成 29 年度那珂市一般会計補正予算（第５号）についてご説明いたし

ます。 

   ４ページをお願いいたします。 

   債務負担行為補正になります。この委員会におきまして 17 件の事項となります。 

   議会会議録作成業務委託 313 万 8,000 円、議会だより印刷製本業務委託 141 万 7,000

円、広報なか印刷製本業務 675 万 7,000 円、広報なかお知らせ版印刷製本業務 499 万

4,000 円、地域情報誌発行業務委託 842 万 4,000 円、以上が平成 29 年度から平成 30 年度

までになります。 

   財務会計システム等運用業務 3,675 万 9,000 円、本庁舎電話交換業務委託 3,190 万

2,000 円、以上までが平成 29 年度から平成 34 年度までになります。 

   本庁舎冷暖房装置及び自動制御装置保守 496 万 5,000 円、平成 29 年度から平成 30 年

度までになります。 
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   本庁舎機械警備業務委託 144 万 5,000 円、平成 29 年度から平成 34 年度までになりま

す。 

   ポータルサイト運営業務委託 742 万円、平成 29 年度から平成 31 年度までになります。 

   常陸鴻巣駅ふれあい駅舎指定管理委託 420 万円、ふれあいセンターよしの清掃業務委

託 286 万 3,000 円、ふれあいセンターよこぼり清掃業務委託 349 万 8,000 円、ふれあい

センターごだい総合施設管理業務委託 674 万 8,000 円、総合センターらぽーる清掃業務

委託 539 万 9,000 円、以上までが平成 29 年度から平成 32 年度までになります。 

   総合センターらぽーる空調設備保守 205 万 5,000 円、平成 29 年度から平成 30 年度ま

でになります。 

   那珂聖苑指定管理委託１億 4,310 万円、平成 29 年度から 34 年度まで。 

   以上 17 項目になります。 

   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。 

   12 款分担金及び負担金、１項負担金、２目民生費負担金 196 万円。 

   14 款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金 9,317 万 2,000 円。 

   14 款国庫支出金、２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金 271 万 2,000 円。 

   ４目土木費国庫補助金 2,865 万円の減。 

   ５目教育費国庫補助金９万 3,000 円の減。 

   15 款県支出金、１項県負担金、２目民生費負担金 3,810 万 5,000 円。 

   10 ページをお願いいたします。 

   15 款県支出金、２項県補助金、２目民生費県補助金 201 万 7,000 円。 

   19 款繰越金、１項繰越金、１目繰越金１億 165 万 6,000 円。 

   20 款諸収入、４項雑入、２目過年度収入 3,063 万円。 

   21 款市債、１項市債、４目土木債 2,980 万円。 

   11 ページをお願いいたします。 

   歳出になります。 

   １款議会費、１項議会費、１目議会費８万 8,000 円。 

   ２項総務費、１項総務管理費、１目一般管理費 1,062 万 8,000 円。 

   ６目企画費 94 万 6,000 円。 

   ７目コミュニティ費 99 万 2,000 円。 

   12 ページをお願いいたします。 

   12 目支所費 91 万 5,000 円。 

   15 ページをお願いいたします。 

   上段になります。 
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   ４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費 287 万 3,000 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、５目災害対策費 130 万円。 

   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。 

副委員長 すみません、４ページ、債務負担行為なんですけれども、これふれセンによってこ

れだけ開きがあるのは何か、どういう理由なんでしょうか。 

市民協働課長 市民協働課、桧山でございます。 

   ふれセンによって開きがあるということでございますが、これは何の開きのことでござ

いますか。 

副委員長 金額の開きです。 

市民協働課長 これは各ふれセンにおける面積等によって金額が変わってまいります。あと、

ごだいにつきましては総合管理費と申しまして、清掃だけじゃなくて、外の管理業務も

委託してあるということですので、これだけの開きが出てくるというところでございま

す。 

副委員長 ごだいの外の管理というのはどういう管理が入るんですか。 

市民協働課長 清掃業務の外に空調設備管理業務、給排水設備管理業務、消防設備管理業務、

自動ドア、汚水処理、衛生害虫防除等々になります。 

   以上でございます。 

副委員長 そういうのは外のコミセンではかからないんですか。 

市民協働課長 はい、外のコミセンでもございますが、総合でやっているのはごだいだけとい

うところでございます。 

副委員長 わかりました。 

委員長 外にありませんか。 

笹島委員 11 ページなんですけれども、中段ちょっと下のほう、高齢者の運転免許の自主返

納支援事業、これは何人分予定して、どのような支援事業をするのかな。具体的にちょ

っと教えてください。 

政策企画課長 政策企画課、大森でございます。 

   こちら返納事業の概要は前回のこの総務生活常任委員会で説明させていただきましたが、

返納した方に諸手続をしていただきますと、ひまわりバス及びひまわりタクシーの共通

利用割引券１万円分を交付するという概要でございます。 

   事業費の積算でございますけれども、返納者の１年間の想定を 150 人と見込んで、１

年間の有効期間を設定しておりますので、本年度は３カ月ということで、３掛けをして、
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この 45 万円という事業費を積算したということでございます。 

笹島委員 返納する方は年間 150 人程度ということでいいのかな。 

政策企画課長 はい、過去の推移を見ますと平成 28 年度実績で 100 人でございます。ただ、

この制度を進めるにあたって返納者がふえるのではないかというのを見込みまして、150

人というふうに推計をして積算をしたということでございます。 

笹島委員 もう近隣の市町村でこれを積極的にやっているところがありますよね。そのデータ

とかを調べてみるとどうですか。その辺の率云々というのは。 

政策企画課長 はい、やっている概要、実績等は調査をしてございますけれども、利用者の人

数という部分まで調査が進んでおりませんので、ただ、話を聞いたところ何市かあるん

ですけれども、こういった制度を始めると返納者というのは増加傾向にはなりますよと

いう話だけは聞いております。 

助川委員 18 ページの消防費の防災施設事業で、防災井戸設置工事という項目で 134 万

5,000 円になっていますけれども、これはどちらの場所で何基になるのか、あるいはあと

また、現時点で防災井戸の指定されている箇所数は何カ所ぐらいあるのかお伺いいたし

ます。 

防災課長 防災課長、小橋です。 

   防災井戸設置工事でございますが、こちらの工事につきましては、拠点避難所でありま

す総合センターらぽーるに設置されていました防災井戸の設置がえの工事費でございま

す。 

   なお、拠点避難所５カ所に防災井戸が設置してございます。 

   以上でございます。 

助川委員 その５カ所というのはどことどこですか。 

防災課長 お答えします。 

   総合センターらぽーる、中央公民館、ふれセンごだい、ふれセンよしの、ふれセンよこ

ぼり、以上の５施設でございます。 

助川委員 機能的にはどこの場所も同じような役割を果たせる状況になっているんですか。 

防災課長 はい、毎月点検をしていただきまして、蛇口のほうも４口を設けております。そう

いったことから点検をしていますので、同じ施設の防災井戸となってございます。 

   以上です。 

助川委員 保菌検査等も徹底してやられているんですか。 

防災課長 生活用水として準備していますが、保菌検査は実施してございません。 

助川委員 実施してないで大丈夫なんですか。 

防災課長 保菌検査につきましては今後検討させていただければと思います。 

委員長 よろしいですか。 

   その外ありませんか。よろしいですか。 
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     （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 討論ないようですので、討論を終結いたします。 

   これより議案第 73 号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしと認めます。 

   議案第 73 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 15 分） 

     再開（午前 10 時 16 分） 

委員長 再開をいたします。 

   続きまして、議案第 66 号 専決処分について（平成 29 年度那珂市一般会計補正予算

（第４号）を議題といたします。 

   執行部より説明をお願いいたします。 

財政課長 それでは、議案書１ページ、議案第 66 号をごらんください。 

   議案第 66 号 専決処分について。 

   地方自治法第 179 条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定により、これを報告し承認を求める。 

   ２枚お開きください。 

   平成 29 年度那珂市一般会計補正予算（第４号）についてご説明いたします。 

   ４ページをお願いいたします。 

   歳入になります。 

   15 款県支出金、３項委託金、１目総務費委託金 2,368 万 7,000 円。 

   19 款繰越金、１項繰越金、１目繰越金 54 万円。 

   次のページをお願いいたします。 

   歳出になります。 

   ２款総務費、４項選挙費、４目衆議院総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 2,422

万 7,000 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。 
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     （なし） 

委員長 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」と呼ぶ声あり） 

委員長 討論を終結いたします。 

   これより議案第 66 号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第 66 号は原案のとおり承認すべきものと決定いたしました。 

   暫時休憩いたします。 

     休憩（午前 10 時 18 分） 

     再開（午前 10 時 18 分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

   財政課の所管となります。 

   議案第 79 号 相互救済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。 

財政課長 財政課長の茅根です。外２名が出席しております。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

   議案書 32 ページをお願いいたします。 

   議案第 79 号 相互救済事業について。 

   市の所有または専有する財産に係る火災、水災、震災、その他の災害による損害に対す

る相互救済事業について公益社団法人全国市有物件災害共済会に委託したいので、地方

自治法第 263 条の２第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

   理由といたしましては、建物等の市有財産に係る火災、水災、震災等による損害に対す

る相互救済事業については、これまで一般財団法人全国自治協会へ委託していましたが、

負担金の見直しにより大幅な増額となることから、負担金の低い公益社団法人全国市有

物件災害共済会へ委託先を変更するため、地方自治法第 263 条の２第１項の規定により

議会の議決を求めるものでございます。 

   次のページをお願いいたします。 

   委託先でございます。公益社団法人全国市有物件災害共済。内容といたしましては、建

物災害共済、建物保険になります。時期といたしましては、平成 30 年４月１日からとな

ります。 

   以上でございます。 

委員長 これより質疑に入ります。 
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   質疑ございませんか。 

笹島委員 これは名称が変わったのかどうかもわからないんですけれど、要するにこの分担金

がふえたということで、どのくらいのアップしたのかな、これは。 

財政課長 こちらは以前は旧那珂町時代は町村会のほうに入っておりましたが、市になりまし

て、今度は市長会のほうに移行になりました。そのため負担金については差が 500 万円

ほど出ましたので、市長会のほうに今回から委託先を変えるということでございます。 

   以上でございます。 

笹島委員 そうすると、もう市になって随分たっているんだけれども、その間はどういうふう

になっていたの、それは。 

財政課長 市になってからですが、町村会のほうでは猶予期間がございまして、それまで従前

のとおりの値段で入れておりましたが、今回町村が少なくなったことによりまして値上

げになったので、こういう金額になりました。 

   以上でございます。 

笹島委員 そうすると、もっと平たく言うと、その市町村が合併よりももう半分近くになって

しまったよね。要するに掛ける掛金が少なくなったからどうしても今言っていた保険金

もアップしなければいけないという趣旨もあるんでしょう。 

財政課長 そのとおりでございます。 

副委員長 500 万円アップということですけれども、もともといくらから 500 万円アップなん

ですか。 

財政課長 約 230 万円から 820 万円ほどになります。 

副委員長 対象物件は主にどういったところが、この庁舎とかも入るんですか。 

財政課長 市の持っている物件 278 物件となります。 

副委員長 年間の掛金が 230 万だったということ。 

財政課長 そうです。 

副委員長 わかりました。 

委員長 外にありませんか。よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   これより討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

     （「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第 79 号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 
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委員長 ご異議なしと認め、議案第 79 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 24 分） 

     再開（午前 10 時 25 分） 

委員長 再開をいたします。 

   消防本部が出席いたしました。 

   議案第 72 号 那珂市火災予防条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

   執行部より説明をお願いいたします。 

消防本部予防課長 予防課長の山田です。外２名が出席しております。よろしくお願いいたし

ます。 

   それでは、議案書の 28 ページをごらんください。 

   議案第 72 号 那珂市火災予防条例の一部を改正する条例。 

   那珂市火災予防条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

   提案理由としましては、情報公開制度の一環として消防本部が有する防火対象物の火災

件数に関する情報を公表するため、那珂市火災予防条例の一部を改正するものです。 

   29 ページをお開きください。 

   那珂市火災予防条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

   那珂市火災予防条例の一部を改正する条例。 

   那珂市火災予防条例の一部を次のように改正する。目次中第 48 条を第 49 条に、第 49

条、第 50 条を第 50 条、第 51 条に改める。第 50 条を第 51 条とし、第 49 条を第 50 条と

し、第 48 条を第 49 条とし、第 47 条の次に次の１号を加える。（防火対象物の消防用設

備等の状況の公表）。第 48 条、消防長は防火対象物を利用しようとするものの防火安全

性の判断に資するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が法令もしくはこれに基

づく命令またはこの条例の規定に違反する場合は、その旨を公表することができる。 

   ２、消防長は前項の規定による公表をしようとするときは、当該防火対象物の関係者に

その旨を通知するものとする。 

   ３、第１項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表の手続

は規則で定める。 

   附則、この条例は平成 31 年４月１日から施行する。 

   31 ページをお開きください。 

   那珂市火災予防条例の一部を改正する条例の概要についてご説明いたします。 

   改正の理由でございますが、議案第 72 号の提案理由と同じでございます。改正本文に

つきましては、改正条文第 48 条、見出しと防火対象物の消防用設備等の状況の公表、改

正の概要、消防本部が有する防火対象物の火災件数に関する情報を公表し、利用者等の

防火安全に対する認識を高めて、火災被害の軽減を図ることでございます。 
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   改正条例附則としまして、施行期日は平成 31 年４月１日からでございます。 

   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。 

笹島委員 これは平たく言えばこの防火対象物という建物が設備等が著しく改善が見られない

場合、公表するということですよね。というとどういうような公表をするのかな。 

消防本部予防課長 公表の内容としましては、ホームページ、消防本部の掲示板等で公表する

制度でございます。 

笹島委員 そうすると、企業とか事業所とかありますよね。そんなところに事業所名とかなん

かのところは代表取締名とか、そういうのも個人名も公表してしまうのかな、それは。 

消防本部予防課長 お答えいたします。 

   違反の認められた防火対象物の名称及び所在地でございます。 

   以上でございます。 

笹島委員 名称イコール事業所だったら事業所名だよね。それと所在地。それだけのあれとい

う、具体的な改善命令云々は載せないんだ。 

消防本部予防課長 お答えいたします。 

   公表となる違反内容でございますが、立ち入り検査において消防設備等のうちの屋内消

火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていない場合でございま

す。 

   以上でございます。 

笹島委員 前ありましたよね。赤坂のビルね。消防法の違反を知りながらやっていて、相当な

人数が亡くなっているわけですよね。那珂市はそれほど大型のビルがないですよね。大

体下菅谷のほうの石川ビルとこれくらいかな、５階建てのね。なかなかはしご車が活躍

するところないと思うんですけれども、それとやはり大体１階か２階くらいのあれで、

今スプリンクラー云々ということはあるでしょう。それは何平米以上とか、それから今

言っていたいろんな規定があるでしょう。適用するようなところってあるの、那珂市は。 

消防本部予防課長 お答えいたします。 

   那珂市管内においては 184 件ございます。 

   以上でございます。 

笹島委員 主にそれは工場か云々、工場地帯のほうかな。 

消防本部予防課長 お答えいたします。 

   老健施設でございます。老人ホーム等の老健施設でございます。 

   以上でございます。 

笹島委員 そうすると、老人ホーム年々ふえていますけれども、それはもう義務づけられてい

るわけですから、ほとんどそういう違反等は見受けられないと思うんですけれども、以



－12－ 

前のものに対しての古いものに対してのそういう命令違反とか何かに対して改善命令し

たことはあるんですか、今まではそれ。 

消防本部予防課長 お答えいたします。 

   今管内ではそのようなことはございません。 

   以上でございます。 

笹島委員 はい、わかりました。 

委員長 外にありませんか。 

中﨑委員 人がたくさん集まる、例えば中央公民館、らぽーるあるいはふれセンなんか特に一

般市民が不定期な人が集まる、そういうところは今言われたように、現在の消防法に合

致してちゃんとできているというふうに理解してよろしいんですか。 

消防本部予防課長 お答えいたします。 

   そのとおりでございます。 

   以上でございます。 

委員長 よろしいですか。 

   ちょっとごめんね、これと直接関係ないやつなんだけれども、今消火栓とかというので

新聞で最近神栖市、消火栓が使えなくなっていたとかというのがありますけれども、那

珂市の場合はそういったものはどうなんです、ありませんよね。 

消防本部予防課長 お答えいたします。 

   現在、管内ではございません。 

   以上でございます。 

委員長 了解しました。 

   外にありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   これより討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

     （「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第 72 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 72 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。お疲れ様でした。 

     休憩（午前 10 時 35 分） 

     再開（午前 10 時 36 分） 
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委員長 再開をいたします。 

   市民協働課が出席いたしました。 

   議案第 80 号 那珂市公の施設の指定管理者の指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。 

市民協働課長 市民協働課長、桧山でございます。外２名が出席しております。よろしくお願

いいたします。 

   議案書の 34 ページをお開き願います。 

   議案第 80 号 那珂市公の施設の指定管理者の指定について。 

   指定管理者の指定について下記のとおり指定するため、地方自治法第 244 条の２第６

項の規定により議会の議決を求めます。 

   １、指定管理者に管理運営を行わせようとする公の施設の名称及び所在地。名称、常陸

鴻巣駅ふれあい駅舎。所在地、那珂市鴻巣 1356 番地６。 

   ２、指定管理者とする団体の名称及び所在地。名称、常陸鴻巣駅ふれあい駅舎ワーキン

グ委員会委員長、里口邦夫。所在地、那珂市鴻巣 1356 番地６。 

   ３、指定の期間、平成 30 年４月１日から平成 33 年３月 31 日まで。 

   提案理由でございます。常陸鴻巣駅ふれあい駅舎の管理について、現在の指定管理の指

定期間が平成 30 年３月 31 日に満了となることから、改めて指定管理者を指定するため、

地方自治法第 244 条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

   次のページをお開き願います。 

   説明のほうになります。 

   那珂市公の施設の指定管理者の指定についてということで、３番までは議案書のほうで

申しあげましたので、４番から指定管理料、年額 140 万円。 

   ５、公募せず当該団体を指定管理者とするという理由ということでございます。まず、

この常陸鴻巣駅ふれあい駅舎ワーキング委員会は平成 10 年３月に設立の会員約 100 名の

団体であります。ふれあい駅舎の管理業務を適切に行っております外、地域のコミュニ

ティ活動の推進を活動目的に上げ、駅舎内外の管理、清掃、まちづくり業務の推進、地

域活性化事業の推進、青少年健全育成、高齢者支援事業などを展開しております。 

   具体的には、３世代の花見会、中学生との駅舎及び花壇の環境整備、３世代交流まつり、

ふれあいまつり、ワーホイまつりなどを実施しており、地域コミュニティの活性化、協

働のまちづくりに推進、寄与しているところでございます。 

   また、このワーキング委員会は指定管理制度を取り入れました平成 18 年度から今年度

平成 29 年度まで４期 12 年間実施してまいりました。このことから、市といたしまして

はワーキング委員会が平成 18 年９月から当該施設の指定管理者として適正な管理運営を

行ってまいり、今後も当初の建設目的であります駅舎機能ばかりでなく、コミュニティ

活動の場としての機能もあわせ持つ公共施設としての位置づけを保持することが可能な
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団体と認識し、民間から指定管理者を公募するよりも、今までどおり地域の中で一定の

役割を果たしているこの団体に管理運営をお願いすることが市民との協働の担い手とし

て地域住民の視点から管理運営が図られ、住民サービスの向上につながるものと考え、

那珂市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例第２項の規定によりまして、

引き続きこのワーキング委員会に指定管理者として選定するものでございます。 

   資料のほうには参考といたしまして、那珂市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関

する条例を載せておきました。この第４条の第２号のところに指定管理者による施設の

管理が適切に行われ、当該指定期間満了後、引き続き当該施設管理者に管理を行わせる

ことが適当と認めるときということがございますので、引き続きこのワーキング委員会

のほうに選定したというところでございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明が終わりました。 

   それでは、これより質疑に入ります。 

笹島委員 これ平成 18 年からでしたか、指定管理云々という、それは後でちょっといいんで

すけれども、指定管理料、年間 140 万かな。これはそのあたりから変わってないのかな。 

市民協働課長 今年度までの期間、それ以前のときに 130 万円でしたが、今回 140 万円に値

上げして、その後今度は次回も 140 万円のままで値上げしないで行うというお話はして

おります。 

笹島委員 １つちょっと気になることあるんだけれども、私もあそこ何回か利用させてもらっ

たんですけれども、集会所があって、それから、あと駅の管理もやってきて、なかなか

２つのものをやって、指定管理ということの鴻巣の人たちが、芳野地区の人たちが主体

的にやっていくのはいいことだと思うんですけれども、その今言っていたＪＲも駅の管

理もやっているでしょう。ＪＲからの補助とか何かもないの、これは。 

市民協働課長 ＪＲからはこの管理についてはございません。 

笹島委員 切符代の収入とか何かのあれはどういうふうになっているの。ワンマンだから向こ

うで払うのかな。 

市民協働課長 おっしゃるとおりで、あそこは無人駅になっておりますので、あそこで切符の

売買は行っておりません。 

笹島委員 本来だったらあれだけの清掃をして、やはり管理していたりと、非常によくやって

いらっしゃるんですよ。周りのあれもね。いくら無人駅といえどもね。やはりある程度

ＪＲからそういう補助とかもらうあれというのはもらえないというあれなのかな。ただ

単にもちろん集会所で使わせていただくという面もあるんだろうけれども、その辺はど

うなのかな。話はしたことあるんですか、そういう面は。 

市民協働課長 ただ、今まではちょっと平成 18 年からやっていますので、ちょっと最初のこ

ろわかりませんが、最近についてはそういうお話はしてないというところでございます。 

笹島委員 外の無人駅もありますよね。下菅谷駅とか後台駅とかいう、その管理はどういうふ
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うにしているの。外の無人駅たくさんありますよね、那珂市には５つか６つね。それは

どういうふうにしているの。 

市民協働課長 うちのほうの管理としては常陸鴻巣駅ではございますが、外の駅についてはＪ

Ｒから市のほうへ管理する部分、例えば瓜連駅なんかはその契約の中では出ているかな

とは思うんですが、ちょっと今ここでは詳細なことについてはわかりません。申しわけ

ございません。 

笹島委員 いや、外のあれはどうしているのかということと、なんで常陸鴻巣駅が補助をもら

えないのかということを私、疑問なんだけれども。 

市民協働課長 そうですね、駅周辺の清掃についてはいただいてはおりますが、駅舎自体につ

いてはＪＲからはもらってないというところでございます。駅舎自体は市のほうの施設

として今管理しているというところでございます。 

笹島委員 どこも外の無人駅もＪＲの所有のものと、下菅谷駅はどうかわからないけれども、

今言っていた整備、管理してもらえるわけでしょう。駅舎はだってあれはＪＲ東日本の

ものでしょう。財産も。 

市民協働課長 この常陸鴻巣駅につきましては、外の無人駅と違いまして、地元の集会施設あ

るいはコミュニティの施設として利用したいということで、あえて整備したものですの

で、所管は市民協働課のほうで所管するようにということで預かったものでございます。

外の無人駅につきましては、駅機能だけですので、集会機能は持っていないということ

なものですから、常陸鴻巣駅については特別なのかなと。あと、ＪＲからの補助といい

ますか、そういう意味では駅舎の管理につきましてはＪＲからはお金はいただいてない

んですが、それ以外に線路の脇に花壇がありまして、その花壇の整備もやっているんで

すね、ここで。それについてはなにがしかのお金をいただいているというような実情で

ございます。 

   以上です。 

笹島委員 外の無人駅は誰かしら清掃をやっていますよね。その人たちは誰かがボランティア

でやっていると私は思えないんだけれども、誰かしらが支払いしているわけですよね。

それは誰だか私、わからないんですけれども、わかれば教えてもらいたいんですけれど

も、今言っていた指定管理者としての駅舎というＪＲ東日本の固定資産を利用しながら

集会所って非常に難しい面もあると思うんですよね。ただ単純にその今言っていた外の

何も駅機能だけであって、市民とか市役所の機能を果たしてない純粋な駅舎というのは

清掃業務云々というのは多分ＪＲ東日本が委託してやっているのか、どこがやっている

のかわからないんですけれども、そういう部分の面と、今言っていた指定管理を受けた

部分という、ちょっと別物だと思うんですけれどもね。外のそういう清掃業務とか何か

どういうふうにやっているの、部長、それは。 

中﨑委員 笹島委員にお答えします。 
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   南酒出駅、これはあくまでも地域の皆さんのボランティアです、掃除は。ＪＲなんかか

ら予算をもらっているわけじゃなくて、地域の駅だから地域のみんなが清掃して、ボラ

ンティアをやっているということでございます。 

委員長 先ほどの笹島委員について、執行部で。 

市民協働課長 外の無人駅いくつかありますけれども、外の駅舎の清掃等につきましては、今

議長さんおっしゃったように、地元でボランティアでやっていたりとかというケースな

んだと思うんです。申しわけないんですけれども、当課で所管しておりますのは常陸鴻

巣駅だけですので、その他の駅がどういうふうに管理されているのかについては申しわ

けございませんが、ここでは私のほうでは承知しておりません。すみません。 

委員長 外にありませんか。 

助川委員 鴻巣の駅舎の管理に関しては多分平成 11 年度あたりからかなりあの時期は荒れて

いたみたいで、私が議員になったのは平成 12 年でしたけれども、その年からふれあい駅

舎まつりというのが始められていた。それで今年 19 回でしたか、になったと記憶してい

るんですけれども、そういった以前のこの指定管理を受ける前の５年か６年ぐらいは完

全なボランティアみたいな形で駅舎を守ろうということで清掃されたり、周辺の環境整

備をされていたように記憶しているんです。私も青少年相談員をやっていたときに奉仕

であそこの環境整備にかかわったこともあったんですけれども、そういう流れで来て、

平成 18 年度からワーキング委員会を正式に立ち上げられて指定管理を受けたという流れ

だと思うんですけれども、この当初からかかわっているワーキング委員会の人数とか団

体さんとかは現時点で既に 12 年間たっていますけれども、ふえている状況なの、それと

もかかわる方はいくらか上どまりというか。 

市民協働課長 議員おっしゃるとおり、常陸鴻巣駅舎につきましては平成 10 年からできてお

ります。平成 18 年に指定管理者になったというお話をさせていただいたところですが、

それ以前まではやはり近くのボランティア団体であります常陸鴻巣駅舎管理運営委員会

というところで実施しておりました。その中にこのワーキング委員会というのが含まれ

ていたようでございまして、最初にご説明させていただきましたが、今のところ人数は

大体 90 数名、約 100 人で実施しております。その当時からそんなに人数は変わってない

のかなと感じているところでございます。 

助川委員 直売所の反対側に貸し農園ありますよね。あれも運営はこのワーキング委員会がか

かわっている形なんですか。 

副市長 あれは市の管理で、市があそこに年間いくらということで貸し付けているものですが、

その収入は市に入っております。 

助川委員 そちらは全くワーキング委員会にはかかわりはしてないということで、あそこら辺

の地域で多面的直接支払制度は鴻巣はやってないんでしたか、今。 

副市長 多面的、鴻巣でもやっている地域はあります。白旗地区は多面的でもらっていますね。
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それ以外はあとは第５工区、いわゆる常陸鴻巣駅から北側の、農道からあの周辺は第５

工区と言うんですが、あそこも多分一部は多面的はやっていると思います。文洞又三に

ついてはやってないんですが、白旗地区２カ所は多分やっていると思います。 

助川委員 これ補助金いただく形なんで、ダブりの地域のエリアに入ってしまっていて、その

事業をやるにあたって両方からいただいているということはないですね。多面的と両方

エリアがダブりの地域になって、除草作業等をやって、そういうものをお支払いしてい

るとかということは。 

副市長 指定管理、この会計の中にということですか。 

助川委員 ワーキング委員会の中でそういう方がそれに携わる。 

副市長 いや、例えばワーキング委員会に入っている人もいますし、当然白旗とか第５工区に

入ってくる人もいますから、それはまた別団体として組織して、そこに補助金やってい

るわけですから、タブっている人も当然いると思いますよ。人は。ですけれども、この

指定管理料に農政課のほうの補助が入っているかというと、それは全く入っていません

ね。 

助川委員 それの確認をしたかったんです。わかりました。 

笹島委員 ちょっとごめんなさい、聞き忘れてしまったんですけれども、先ほどのちょっと続

きなんですけれども、要するに 130 万から 140 万。普通だったら指定管理者はある程度

の収入、市からも補助をもらう、自分でも自主的に収入を得るということです。これは

どこかで得ている部分はあるんですか。 

市民協働課長 年間３万円ほどあそこの施設使用料を取っておりますので、その収入がござい

ます。 

   以上でございます。 

笹島委員 外はないんですよね。 

市民協働課長 その外は先ほど申し上げました 140 万円でお願いしている金額でございます。 

笹島委員 この 140 万でやっていけるのかな、そういう。私らもちょっと冬だったかな、ワ

ーホイまつりに参加したんですよ。そうしたら、あの地域の人があんころ餅とか焼きそ

ばとかただで食べさせていただいたんですよね。そういうものはどこから出てくるか。

あと研修したり、いろいろやっていますよね、地域活動ね。だから、今言っていた何か

のある程度の収入を３万円だけじゃなく、もう１本 13 万円とか、20 万円とかという、そ

ういう収入を得ていないと安定しないと思うんですよね。指定管理というのはどこでも

収入というのはある程度得ていると思うんですよね。それはどのように考えているのか

な。 

市民協働課長 こちらで常陸鴻巣駅ふれあい駅舎のほうの指定管理のみをお願いするところで

ありまして、それについては歳入と歳出、バランスのとれた運営を行っていると判断し

ております。駅舎を使う団体に会費を取って、それで鍵をあけたり、清掃をしたりとい
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うところでございまして、団体が行っている別な行事、これはまた別な会計でやってお

りまして、会員の会費やら、多分その外にもいろいろ収入はあるかと思います。 

委員長 よろしいですか。 

笹島委員 はい。 

委員長 外にありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   これより討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第 80 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 80 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。お疲れさまでした。 

   それでは、再開を 11 時 10 分といたします。 

     休憩（午前 10 時 55 分） 

     再開（午前 11 時 11 分） 

委員長 再開いたします。 

   この後の常任委員会協議報告案件２件については関連があるため、市民協働課及び政策

企画課が出席して報告を行います。 

   初めに、那珂市空き家バンク制度の運用開始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。 

市民協働課長 引き続き市民協働課、３名出席しておりますので、よろしくお願いします。 

   お手元の常任委員会資料 10 ページをお開き願います。 

   那珂市空き家バンク制度の運用開始について。 

   このことについて、市内における空き家の有効活用を通して良好な住環境の確保及び定

住促進による地域活性化を図るため、平成 30 年１月から那珂市空き家バンク制度の運用

を開始することを報告いたします。 

   まず１番、那珂市空き家バンク制度、那珂市で実施いたします空き家バンク制度でござ

いますが、内容を簡単に申しあげますと、市街化区域にあります空き家の売却や賃貸を

考えている所有者と区域指定の区域にあります空き家の売却を考えている所有者から申

し込みを受けまして、その情報を公開し、空き家を利用したいと思っている方に情報を

提供するという仕組みでございます。 
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   ２の登録要件でございます。空き家バンクに登録するための要件でございますが、次に

掲げる要件の全てを満たしていなければなりません。まず、所有者、売りたい方、貸し

たい方でございますが、次のような要件になります。 

   １、当該空き家が市街化区域内または区域指定の区域内に所在しており、個人が居住を

目的として建築し、現に居住していない市内に存在する戸建ての建物であること。２、

民間事業者による賃貸、分譲または宅地建物取引業としての媒介等を目的とする建物で

ないこと。つまりこの１と２は個人が住むことを目的として建てたもので、営利目的等

で建てたものではないというところでございます。３番、老朽、損傷等が著しい建物で

ないこと。大規模な修繕が必要と認められる建物でないこと。市税等を滞納してない者

であること。暴力団員等でないものであること。空き家に係る所有権により当該空き家

の売却または賃貸を行うことができる者であることというところでございます。 

   次に、利用希望者、買いたい方、借りたい方でございますが、次のようになります。 

   １、空き家に定住し、地域住民と協調して生活しようとする者であること。２、市税等

を滞納してない者であること。３、暴力団等でない者であることというところでござい

ます。 

   次のページをお開き願います。 

   ３の交渉、契約でございます。所有者と利用者が契約等を行う場合、市では法律上、両

者の間に入って媒介、仲介は法律上できませんので、宅地建物取引業者にお願いする必

要があります。そのため、公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会と市が空き家バンク

媒介に関する協定を結び、建物の登録を行う時点で、その宅建協会から協会員の媒介業

者を推薦していただき、決定しておきます。契約等はその媒介業者に間に入っていただ

きまして進めていくというところでございます。 

   資料といたしましては３つ、事務の流れ、那珂市空き家バンク制度実施要綱、那珂市空

き家バンク媒介に関する協定書を添付しておりますが、資料２と３につきましては詳細

な説明については省かせていただきまして、資料１の事務の流れで全体の説明をさせて

いただきます。 

   では、次のページをごらんいただきたいと思います。 

   空き家バンク事務の流れでございます。図の左側が空き家の所有者、売り主、買い主に

なります。右側が空き家の利用希望者、買い手、借り手になります。まず、①登録申請

ということで、空き家の所有者に登録申込書へ必要事項を記入していただきまして、提

出いただきます。その申し込みに基づきまして、税情報や区域区分、暴力団か否かなど

を確認し、問題がなければ②の物件調査となります。これは市職員が現地を訪問いたし

まして、申込書の記載事項等が間違ってないか、間取りや建物の程度などを確認し、そ

の状況を写真などを撮ってくるというものでございます。それが終了した後、③媒介業

者の推薦依頼を宅建協会宛てに行いまして、④媒介業者の選任、⑤媒介業者の決定にな
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ります。それによりまして⑥登録の可否ということで、正式な登録というところになり

ます。その後、ホームページにより情報を公開しますが、そのときには所有者の氏名等

の個人情報は掲載しないというところでございます。そして、ホームページ等をごらん

いただきまして、空き家を利用したいという方がいらっしゃいましたら、７番、利用登

録の申し込みをしていただき、やはり税情報や暴力団か否かなどを確認し、８の登録を

行った後、９、交渉の申し込みをしていただきます。そして所有者、登録のときに決め

ておいた媒介業者に間に入っていただきまして、交渉、契約というところでございます。 

   以上が空き家バンク制度の概要でございます。よろしくお願いいたしたいと思います。 

   以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

   質疑ございませんか。 

笹島委員 すみません、空き家バンク、ちょっと非常にわかりにくいんだけれども、今言って

いた市役所は不動産会社じゃないんで、茨城県不動産宅建協会かな、それにあれするん

ですけれども、実際那珂市では今言っていたホームページには公開するのかな。場所と

か、それから建物の写真、見取り図、価格ということだけやるわけですね。それちょっ

と確認します。 

市民協働課長 はい、おっしゃるとおりでございます。ホームページに今のおっしゃられた情

報を掲載し、一般利用の方に見ていただくというところでございます。 

笹島委員 それはいいけれども、次に今度実際の取引になってくると、市内というか、県内の

それ以外、全国に発信するから、それはどこにまた問い合せ云々というのはこの市のホ

ームページに来てもわかりやしないよね。誰も応対できるわけでもないからね。見学に

行きたいとか、ちょっと詳細を聞きたいとかという、それはどこに問い合せしたらいい。 

市民協働課長 私ども市民協働課のほうに問い合せいただければ説明させていただくところで

ございます。 

笹島委員 こっちの市役所のほうにね。じゃ、簡単な話だけしかできないよね。要は場所はど

こら辺ですかとか、それから建物はどのくらいの年数たっているんですかとか、周りの

環境はどうですかとか、交通の便はいくらですとか、価格面はこのくらいですけれども、

これの価格はもっと下がりますかとか、それはできないよね。どの程度まで応対するの、

それは。 

市民協働課長 今議員おっしゃられたことはこちらで申請時に全部提出していただきますので、

そのような情報はお答えできるかと思います。また、あと現地を確認したい場合、今の

ところまだ運用が始まってないんで、どのぐらいの量かわかりませんが、今の段階では

もし希望があれば現地も一緒に行って見ていただくということもしようかなとは思って

おります。ただ、今後量がふえていて、なかなかできないという場合も出てくる可能性

はありますが、現時点ではそういうふうに考えております。 
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笹島委員 ちょっとごめんなさい、わかりづらいんですよ。不動産業者がいらっしゃいますん

で、不動産業者の場合は必ず気に入った、特に今の時代、田舎暮らしというところで、

結構この県内のほうに来ているお客さん、そういう人がいらっしゃいますからね。興味

ある人がね。そうすると、実際それをわざわざ来て、現地をまず見ていって、現地でど

のぐらいの建物でどういうあれかとか、前どんな方が住んでいたとかと、いろいろ細か

く聞くわけですよね、現地ではね。これ 3,000 万、土地つきなんですけどというので、

ちょっともう少し 100 万、200 万まかりませんかとか、それから、ここら辺の学校とか、

スーパーとか、あとはこの環境ですよね。ここら辺の今言っていた排水設備はどうなの

か、非常に細かい面も聞いてくるんです。その対応は誰がやるのかな、そうすると。 

市民協働課長 今おっしゃられたとおり、最初は市のほうで間に入りまして、どういう場所に

あって、どの規模のものか、程度のものかというのはホームページにも掲載しますし、

私どものほうで情報は持っておりますので、それは紹介できます。ただ、契約等になっ

た時点で業者さんのほうにお願いして、契約を結んでいただくというような形で進めた

いと思っているところでございます。 

笹島委員 勘違いしてはいけないんですけれども、契約いくまでが大変なんですよ。それは誰

がやるのかなということ、私聞きたいのは。 

市民協働課長 市でできる範囲というのは、先ほど申しあげたようにありますんで、細かいと

ころの交渉等になった場合には媒介業者にお願いする部分が出てくると思います。 

笹島委員 その協定は結んでいるわけですよね。あくまでもそれから宅建協会へ行くわけ。 

市民協働課長 それにつきましては、12 月 19 日、今月の 19 日に協定を結ぶ予定になってお

りますので、事前に協定は結ぶということでございます。 

笹島委員 お客さんはまずネットで見て、それからいろんな質問を市役所のほうに行くんです

ね、１つね。ここが大事なんですね。とことん知っていないとお客さんはここだけじゃ

なく、いろんなところの地域、全国的に見ていますから、よりいいものを探しまくるわ

けです。たくさんありますからね。こういう空き家バンクは外でもやっていますからね。

その競争だと思うんでね。それのやはり今言っていた相当知識とか応対とかと気をつけ

てやらないと、成立なかなか、そんなに簡単にうまくいかないんですから、それはどう

いうふうに考えていらっしゃるのかな、そういうところ。 

市民協働課長 正直申しあげまして、細かい部分がどこまで今おっしゃられたというのは必要

なのかなというのは、まだ運用始まってないんでわからない部分がありますが、基本的

にいろんな情報をその登録者から聴取いたしまして、それによって多くの方に利用でき

るような形はとっていきたいなと思っております。 

委員長 笹島委員、よろしいですか。 

副委員長 ちょっとこれだけ見るとわからないんですけれども、ずばり民間企業が、民間の不

動産会社が出しているホームページと、今回のこれと一番の大きな違いは何ですか。 
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市民協働課長 一般企業よりは市が行っているという信頼度、信用面では有効なのかなという

ところでございます。確かに今回始めるにあたって、県内外の市町村いろいろ確認した

ところでございますが、やっぱりそこが一番大きなメリットかなということを伺ってお

りますので、その辺がメリットかなと考えております。 

副委員長 いや、一般の不動産会社も皆さん信用でやっていると思うんで、そこはそんなには

違わないと思うんですね。やはり全国版の空き家バンクに登録されないということなん

ですよね、これを見る限りですと。 

市民協働課長 現時点ではまだ始まって、運用の内容も細かいところまでちょっとどうなるか

というのはわかりませんので、行く行くは全国版というのも視野に入れてないところで

はないです。ただ、今の現時点では市のみで始めるというところでございます。 

副委員長 ちょっと意味がわからないんですけれども、全国版ごらんになられたことあります

か。 

市民協働課長 はい、見るだけは見たことはあります。 

副委員長 そうすると、例えば関東地方、茨城県、那珂市という形で、そうすると出てくると

いうので、検索の入り口として全国の空き家バンクというところが大事なんだと思うん

です。あれは各市町村が皆さん参加していますので、手数料がかかるか、かからないか、

ちょっとわからないですけれども、そこにそんなにちゅうちょする必要はないと思うん

ですね。これ那珂市のホームページの閲覧数がどれだけかちょっと今わからないですけ

れども、空き家を買おうと思ってホームページ開く人って多分少ないと思うんです。だ

から、そこに参加しない意味がちょっとわからないんですけれども、なぜなんでしょう

か。 

市民協働課長 最初に申請をしていただくんですが、全国版だと結構な項目数が必要になって

くるということなので、現時点はある程度この登録も取っつきやすいというか、申し込

みやすくということで、少ない項目数で登録していただいて、まずはというと、それで

必要度が出てきた場合、全国もという視野にというところで考えてはおります。 

副委員長 中古車売るわけじゃないので、家ですので、やはり細かい情報というのは絶対必要

だと思うんです。中古車でも必要ですけれども。だから、簡単な登録だけで済むとか、

そういうことじゃないと思うんですね。やはり必要な項目は全部書いてもらわないと当

然いけないでしょうし、話が全然ふたあけてみたら、何か 200 万で出ていたけれども、

附属物件を足していくと実は違う金額だったみたいなことがあり得ても、それはかえっ

て信用もなくなりますし、ちゃんと情報としてはとるものはとったほうがいいと思いま

す。全国版もちゃんと登録されたほうがいいと思いますので、その辺をご検討いただき

たいと思います。 

委員長 いいの、回答は。 

副委員長 はい、いいです。 
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助川委員 第２条の貸し手側、売り手側の部分で、第２条のカかな、暴力団員等が所有する物

件でないことということは当然ですということで条文にうたわれていますが、借り手側、

買い手側の暴力団の方の見分け方は、とりあえずは市のほうに申し出が出てくるんです

よね、最初の段階は。その時点での見きわめは不安はないですか。 

市民協働課長 この辺は本人の申し出というところになってくるとは思うんですが、ただ、同

意書等を提出していただいておりますので、その時点で自己申告というところでござい

ます。また、その聞き取りの内容の中で不審な点がございましたら警察署等のほうに確

認していきたいと、そういうふうに考えております。 

助川委員 契約の段階で最終的には宅建協会さんの責任になってくると思いますけれども、最

初の口ききは市のほうでやりますんで、その辺の対応の仕方を相当注意深くやっていた

だかないとトラブルのもとになると思いますんで、その辺のところをしっかりと対応し

ていただきたいと思います。 

笹島委員 これやめたほうがいいんじゃないかな。素人がやることじゃないよ。とても危険だ

よ、これ。プロの不動産業者に任せたほうが、何か変なことに仕事ふやさないほうがい

いと思うよ。私は反対だな。 

   以上。 

委員長 外にありませんか。外にご意見、ご質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、以上でこの件を終結いたします。 

   続きまして、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。 

   執行部、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、大森外関係職員が出席をしております。よろし

くお願いします。 

   ページを前に戻っていただいて、４ページをお開きください。よろしいでしょうか。 

     （「はい」と呼ぶ声あり） 

政策企画課長 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ということで、

１番が策定の趣旨でございます。大きな趣旨としましては、空き家の有効活用と、先ほ

どご説明いたしました空き家バンクの利用促進を図るために、この補助金の要綱を制定

するものでございます。 

   ２番の制度概要でございます。（１）交付対象者、こちらは空き家の登録者、空き家バ

ンクへの登録者でございます。または利用登録者、利用する側として空き家バンクに登

録をした者でございます。 

   （２）の補助対象経費、こちらは２つございます。①リフォーム工事に係る経費という
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ことで、空き家の機能の維持及び向上を行うための工事費が対象でございます。 

   ９ページをお開きください。 

   こちらに別表第４条関係ということで、細かい工事費等の明細を掲載してございます。

ここの細かい説明は省略をさせていただきます。 

   また４ページにお戻りください。 

   ①リフォーム工事に係る経費の（イ）でございます。経費の総額が 20 万円以上で、

（ウ）市内に事務所を有する法人または市内に住所を有する個人事業者が行う工事とい

うような制限を設けさせていただいております。 

   対象経費の②は家財処分に係る経費でございます。こちらは残置された状態の電化製品

や家具等の処分に要する経費を対象としております。（イ）経費の総額が５万円以上、

（ウ）廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいて、一般廃棄物処理業務許可を得て

いるこちらも市内に事務所もしくは事業所を有する法人または個人事業者という、こち

らも制約を設けさせていただいております。 

   （３）の補助金額としましては、補助対象金額の２分の１で、リフォームの工事のほう

は上限額が 30 万円、家財処分のほうの上限額が 10 万円という想定をさせていただいて

おります。 

   ３番の今後のスケジュールとしましては、本日の説明の後、平成 30 年４月１日付で要

綱を施行し、補助金の申請受け付けを開始するというスケジュールを予定しているとこ

ろでございます。その後ろに５ページから９ページまでが補助金の交付要綱を参考とし

て載せさせていただいておりますが、説明は省略をさせていただきます。 

   説明は以上でございます。 

委員長 それでは、ご意見、ご質疑ございませんか。 

助川委員 これ極端な例を聞くんですが、仮にリフォームをしたいということで、電灯、照明

器具１基だけを変えれば住めるというようなことで、１基、その部分につける電灯がグ

レードの高い 50 万円ぐらいするものをつけようとした場合でも、リフォーム工事上限額

ということで 30 万円いただけるということになるんですか。 

政策企画課長 別表のほう、第４条関係と比較させていただきますと、照明等のつけかえ工事

という話で、工事的には対象になりますが、リフォーム工事、上段に書いてあります建

物の維持及び機能向上を目的として行うというところに、そのたった１基だけの照明取

りかえ工事が該当するかどうかという判断はせざるを得ないのかなというふうに読み取

りたいと思います。今のところまだ始まっていないので、そういう想定は想定の中には

していないご質問ではありますけれども、そういうところで判断を加える必要があるの

かなというふうに感じているところでございます。 

助川委員 そうしますと、その別表の部分でご説明をして、納得いただけるような説明を加え

るということで運用していきたいということでよろしいんですか。 
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政策企画課長 まず要綱に照らし合せて該当になるのか、ならないのかと。基本的にはなると

いう判断になったときに、本当にそのリフォームの工事そのものが空き家の機能向上に

結びつく改修なのかどうかという判断はひとスパイス加えさせていただくとか、そうい

うことも場合によってはあり得るのかなというふうに考えているところでございます。 

助川委員 そういう極端な例を申しあげましたけれども、そういうことでトラブルにならない

ような対応をしっかりと説明いただきながら運用していただければと思います。 

委員長 外にありませんか。 

副委員長 店舗併用住宅の店舗部分も対象になりますか。 

政策企画課長 居住用という前提がございますので、対象にはなりません。 

副委員長 はい、わかりました。 

委員長 外にありませんか。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。市民協働課さんはお疲れ様でした。 

     休憩（午前 11 時 37 分） 

     再開（午前 11 時 38 分） 

委員長 再開をいたします。 

   続きまして、議案第 70 号 那珂市駅前自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例を議題といたします。 

   執行部より説明をお願いいたします。 

政策企画課長 資料、議案書になります。議案書の 18 ページをお開きください。 

   議案第 70 号 那珂市駅前自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例。 

   那珂市駅前自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙の

とおり制定するものとする。 

   下の提案理由をごらんください。 

   上菅谷駅前地区土地区画整理事業の換地処分に伴いまして、上菅谷駅の北駐輪場になり

ます。こちらの所在地の地番が変ります。また、もう一つ、常陸鴻巣駅に駐輪場を現在

整備中でございますので、そちらの駐輪場を加えるという２つの理由で改正をするもの

でございます。 

   次のページをごらんください。 

   第１条の表中、２つ目、上菅谷駅北駐輪場の地番が菅谷 7124 番地に変ります。 

   第２条の表中、後台駅駐輪場の次に常陸鴻巣駅駐輪場、那珂市鴻巣 1356 番地６という

ものが新たに加わります。 

   附則としまして、上菅谷駅北駐輪場は平成 29 年 12 月２日から適用、常陸鴻巣駅駐輪
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場は平成 30 年１月 31 日からの施行ということでございます。 

   説明は以上でございます。 

委員長 説明は終わりました。 

   これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

副委員長 質疑ではないんですが、以前から何度か言っているんですけれども、中菅谷駅がや

はり駐輪場が唯一整備されてなくてかわいそうなので、あそこも一刻も早く屋根をつけ

ていただきたいなというふうに思います。意見です。 

委員長 執行部、お答えは。 

政策企画課長 今当然整備がなされていない駅というのは把握してございます。常陸鴻巣駅の

整備後の一番の課題は、次は中菅谷駅なのかなという問題意識は持っておりますので、

検討させていただきたいと思います。 

副委員長 よろしくお願いします。 

委員長 外に質疑ございませんか。 

     （「なし」と呼ぶ声あり） 

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」と呼ぶ声あり） 

委員長 討論を終結いたします。 

   これより議案第 70 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 70 号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   それでは、続きまして、常任委員会協議報告案件であります。 

   第２次那珂市総合計画基本計画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 常任委員会資料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についてでございます。 

   大きな１番として、これまでの経緯、平成 29 年度の経緯を整理してございます。総合

開発審議会、総合計画策定委員会、総合計画策定委員会ワーキングチーム会、同じく専

門部会会議を会議として開催してございます。また、平成 29 年度中に中学生へのアンケ

ート、高校生の意識調査、子育て世代ヒアリング等の調査を行っております。あわせて

パブリックコメントを平成 29 年９月４日から平成 29 年 10 月３日までの１カ月間に開催

をし、ホームページ閲覧件数 46 件、意見提出件数は１人から３件ありました。こちらの
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意見につきましては、具体的には基本計画修正に至るまでの意見の提出はなかったとい

うことでございます。 

   ２番の基本計画の構成でございます。第１章、みんなで進める住みよいまちづくりは４

つの施策から成っております。第２章、安全で快適に暮らせるまちづくりは９つの施策

から成っております。第３章、やさしさにあふれ生きがいの持てるまちづくりは６つの

施策から、第４章、未来を担う人と文化を育むまちづくりは６つの施策から、第５章、

活力あふれる交流と賑わいのまちづくりは３つの施策から、第６章、行財政改革の推進

による自立したまちづくりは３つの施策から、全部で６章、31 施策の構成となってござ

います。 

   それでは、本編のほうの説明をさせていただきます。 

   こちらの資料は昨年度策定をしました基本構想と基本計画を一つにまとめてございます。

総合計画としてのイメージをしやすく体裁をそのように整えさせていただきました。後

半の部分の基本計画について説明をさせていただくわけですけれども、その前に全体的

に体裁を整えた箇所について説明をさせていただきます。 

   まずは２枚めくっていただければと思います。 

   第１部、序論というタイトルがついております。この表紙をごらんください。計画内の

各所に昨年度実施しました小中学生のまちづくり絵画展の入賞作品全 19 点ありますが、

こちらの絵を挿入させていただいております。 

   また、次のページをお開きください。 

   このページの最下段にありますとおり、ここではグローバル化の注釈ですけれども、専

門用語や説明が必要な言葉には注釈を入れております。 

   続いて、40 ページをお開きください。 

   ここに自治会加入率の推移をグラフで掲載しております。各施策には成果指標の実績に

関するグラフを随所に挿入をさせていただきました。 

   以上、主にこの３点が体裁を整えた箇所になります。 

   それでは、基本計画の詳細について説明をしますが、前回の総務生活常任委員会の後に

修正をした点を中心に説明をさせていただきますので、ご了承ください。 

   まず、41 ページをお開きください。 

   こちら地域コミュニティの充実を図るの部分での成果指標、自治会加入率でございます。

この目標値につきまして前回から上方修正をさせていただきました。中間目標値が 70％

から 74％に、最終目標値は 70％から 75.2％に修正をしてございます。 

   次に、基本事業ごとの方針の②自治会活動への支援と連携、前回の案ではここに菅谷地

区のコミュニティセンターの整備の文言を掲載してございましたが、こちらは施策番号

１の３、市民との協働によるまちづくりを推進するというほうに移動掲載をしてござい

ます。 
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   続いて、45 ページをお開きください。 

   こちら成果指標が３つございますが、３つ目の成果指標、空き家に入居した件数という

ことで掲げてございます。前回の案では情報を提供する空き家件数という指標でござい

ましたが、こちら前の指標は活動指標であって、成果指標でないのではないかという意

見をいただきましたので、こちらの指標に差しかえをさせていただいております。 

   続いて、50 ページをお開きください。 

   一番上の行ですが、こちらのページに菅谷地区のコミュニティセンターについて移動を

させていただいております。 

   次が 53 ページになります。 

   こちらも成果指標でございます。２つ目と３つ目の指標ですが、これは実績値に基づい

て修正させていただいております。家庭における男女の立場が平等であると答えた市民

の割合は中間目標 40％から 46.6％に、最終目標が 41.0％から 50.0％に。職場における

男女の立場が平等であると答えた市民の割合は中間目標値が 23.0％から 31.0％に。最終

目標値は 24.0％から 35.0％に修正させていただいております。 

   次のページをお開きください。 

   こちら基本事業ごとの方針の中の上のここでは２行目ですね。事業主としての立場から

市が率先して女性職員の活躍推進に向けた取り組みを実施しますという部分は、市とし

ても職場としての市役所としても行いますよという文言を追加させていただいておりま

す。 

   続いて、59 ページでございます。 

   こちらも成果指標でございます。２番目の成果指標、こちらは前は火災件数という指標

でございました。こちらにつきましては活動指標と成果指標という関連でご意見をいた

だいておりましたので、それを受けて見直しをさせていただきまして、災害が少ない、

または必要な対策がとられているため、安全な生活が送れていると感じる市民の割合、

市民アンケートの結果を指標として修正を加えております。 

   次の指標は、前は救急件数でした。こちらの指標は救急件数がふえる、減るというのは

どう成果と結びつくのかというのがわかりにくかったというご意見をいただきまして、

救急救命講習会の受講者数という指標に差しかえをさせていただいております。 

   続いて、62 ページをお開きください。 

   こちらも１番目の指標を差しかえております。前までは刑法犯認知件数ということでご

ざいました。こちらも行政、市役所が行う施策と成果との結びつきがわかりにくいとい

う指摘を受けまして、犯罪が少ない、または必要な対策がとられているため、安全な生

活が送れていると感じる市民の割合という指標に差しかえをさせていただいております。 

   続いて、70 ページでございます。 

   こちら基本事業ごとの方針の一番下のポチでございます。なか環境市民会議というのを
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せっかく設立をしたのに、こちらとの連携という部分が漏れているという指摘を受けま

して、追加をさせていただいております。 

   続いて、78 ページでございます。 

   こちらは真ん中の指標でございます。区域指定内開発面積、区域指定制度が始まったこ

とに伴う新たな指標の追加でございます。 

   続いて、81 ページでございます。 

   こちらも成果指標でございます。前までは上水道普及率という指標でございました。こ

の数字はほぼ 100％に近い数字になっていて、なかなか成果を向上させるというのには難

しい指標設定になってございましたので、別な指標ということで配水管網の耐震化率と

いうことで差しかえをさせていただきました。 

   続いて、89 ページでございます。 

   こちら真ん中の成果指標、年間出生数でございます。こちらは中間目標値、目標値とも

335 人から 340 人に上方修正をさせていただきました。 

   続いて、97 ページでございます。 

   こちら２番目の成果指標でございます。前の指標は地域で生活している障がい者の割合

という指標でございました。こちらを現在策定中の障がい者プランの指標と整合をとり

まして、まちの住みよさ度という指標をとっておりますので、そちらと合せる形で修正

をしております。 

   続いて、107 ページでございます。 

   こちらも成果指標でございます。真ん中の特定保健指導実施率という指標でございます

が、こちら中間目標値は 60％から 75.0％に、最終目標値は 60％から 75.0％に上方修正

をしてございます。 

   続いて、112 ページでございます。 

   こちら一番上の成果指標でございます。前の指標は小中一貫教育による新たな取り組み

件数という指標でございました。こちらも活動指標であって、成果指標ではないのでは

ないかという指摘を受けまして、こちらの指標、難しいことでも失敗を恐れず挑戦する

生徒の割合という指標を新たに差しかえをさせていただきました。 

   次のページでございます。 

   基本事業ごとの方針の①学習指導体制の充実の２ポツ目でございます。こちら英語指導

の重要性という部分の項目が抜けているという指摘を受けまして、この文言を追加させ

ていただいております。 

   次のページでございます。 

   次のページの２つ目の２ポツ目でございます。こちら教育の現場におけるＩＣＴ環境の

充実やＩＣＴの活用という部分で、そういった時代であると、そういった文言が抜けて

いるという指摘を受けまして、２ポツ目は追加をさせていただいております。 



－30－ 

   また、１つ飛ばして４ポツ目と５ポツ目でございます。こちらここのページに幼児教育

についての記載がなされていないという指摘を受けまして、こちらの２つの項目を追加

をさせていただいております。 

   続いて、117 ページでございます。 

   こちらは成果指標でございます。前までは青少年の健全育成に協力する店の登録率とい

う指標でございました。こちらも 90％を超している指標でございまして、なかなか向上

が見込めないということで、子ども会加入率という指標に差しかえをしております。そ

の下の家庭教育学級参加者数につきましては、中間目標値を 3,050 人から 3,200 人に、

最終目標値を 3,150 人から 3,380 人に上方修正してございます。 

   次が 121 ページでございます。 

   こちらも一番上の成果指標でございます。日ごろから学習活動をしている市民の割合を

中間目標値 28.0％から 29.0％に、最終目標値を 29.0％から 30.0％に上方修正してござ

います。 

   次が 124 ページでございます。 

   こちらも一番下の成果指標でございます。体育施設利用者数の中間目標値を 24 万

3,000 人から 24 万 8,000 人に、最終目標値を 24 万 5,000 人から 25 万 4,000 人に上方修

正してございます。 

   次のページも成果指標でございます。日ごろからスポーツに取り組んでいる市民の割合、

こちら中間目標値を 40.0％から 45.0％に、最終目標値を 41.0％から 49.0％に上方修正

してございます。 

   続いて、127 ページでございます。 

   こちらも成果指標でございます。最初の上の成果指標の前回案では、歴史資産、伝統文

化を大切だと思っている市民の割合という指標でございました。こちらも 90％を超えて

いて、なかなか上方修正化を見込める指標ではないということで、歴史資産、伝統文化

が適切に保存・継承され、活用が図られていると感じる市民の割合ということで、こち

ら実績値はないんですけれども、中間目標値と目標値を設定させていだいて、差しかえ

ております。 

   次の２番目の指標につきまして、こちらも前は指定文化財の数でございました。これは

数がふえれば成果が上がったのかどうかという関連がわかりづらいという指摘を受けま

して、指定文化財を知っている市民の割合という市民アンケートの結果ということで差

しかえをさせていただております。 

   次が 134 ページでございます。 

   こちらも成果指標でございます。前の指標は農地利用率という指標でございました。こ

ちらも指標そのものは 90％を超えていて、なかなか上昇が望めない指標だということを

受けて、担い手の農地集積率という指標に差しかえてございます。 
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   次の認定農業者数の指標は項目は変りませんが、単位を前は人という単位でしたが、経

営体という単位に修正をしてございます。 

   続いて、138 ページでございます。 

   こちらも成果指標でございます。２番目の従業員数（商業）、こちら中間目標値が

2,600 人から 2,740 人に。最終目標値が 2,650 人から 2,790 人に上方修正でございます。

同じく下の下、従業員数（工業）、こちらの中間目標値を 2,480 人から 2,620 人に、最

終目標値を 2,680 人から 2,730 人に上方修正してございます。 

   次が 141 ページでございます。 

   こちらは基本事業ごとの方針の②観光資源の発掘と活用の３ポツ目でございます。現在

整備中の静峰ふるさと公園と整備概要、子ども向け運動施設や高齢者向け健康施設を設

置という現在整備中の文言を加えてございます。 

   続いて、146 ページでございます。 

   こちらの成果指標、行政サービスに対する市民の満足度、こちらの中間目標値を

57.0％から 69.5％に、最終目標値を 59.0％から 71.5％に上方修正してございます。 

   次のページの④計画行政の推進の最初のポツでございます。総合計画をはじめとする各

種計画にこの総合計画で行ったように各種世代から積極的に意見聴取を行うべきだとい

うことで、そういった文言を総合計画にも入れるべきだという指摘を受けまして、こち

らの項目を追加してございます。 

   一番最後になります。152 ページでございます。 

   行政サービスに対する市民の満足度という指標につきまして中間目標値を 57.0％から

69.5％に、最終目標値を 59.0％から 71.5％に上方修正をしてございます。 

   以上、前回の中間報告から修正したところを中心に説明をさせていただきました。よろ

しくお願いいたします。 

委員長 説明が終わりました。 

   ご意見、質疑ございませんか。 

笹島委員 いろんな成果指標がありますね。その中で中間目標値とか目標値というのは、これ

は数値ってどういうふうに決めているの。 

政策企画課長 なかなか個別の数値ごとに全て同じ考え方で設定をしたというわけではござい

ませんけれども、当然数値があるもがほとんどなんですが、過去の推移というのを当然

分析をします。増加傾向にあるものについては、その増加傾向をさらに上向きにできな

いかというようなのを基本的には主管課と関係課のほうでたたき台をつくっていただき

まして、それを素案として、いろいろな先ほど申しあげました会議体のほうでの意見を

踏まえて、修正等の意見があれば、それを差し戻して、再度見直しをするようにという

のを何往復かをして、現在の数値になっております。それで減少傾向にあるものにつき

ましては、その分析をして、減少傾向に歯どめをどうかけるのが目標値であるかという
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ようなことを分析をしていただいて、減少傾向に歯どめをかけるという計算をしていた

だいて、数値を設定していると。大まかにはそういう考え方での指標設定をさせていた

だいているところでございます。 

笹島委員 なかなか難しいよね。変化がある今時代ですから、２年後、４年後という数値で決

めろと言われても、ある程度はそれを目標値にしているわけですから、それに沿ってや

っていこうという考えだよね、大体ね。 

委員長 外にありませんか。どうですか。質疑、ご意見等。 

     （なし） 

委員長 それでは、ないようですので、以上でこの件を終結いたします。お疲れ様でした。 

   休憩いたします。 

   再開を午後１時といたします。 

     休憩（午前 11 時 59 分） 

     再開（午後１時 00 分） 

委員長 再開いたします。 

   次に、戸多小学校跡地の利活用についてを議題といたします。 

   執行部より説明をお願いいたします。 

政策企画課長 引き続き政策企画課です。よろしくお願いします。 

   ちょっとわかりにくいんですが、分厚い総合計画の冊子の後に２ページというページ番

号がついております。戸多小学校跡地の利活用ということでご報告をさせていただきま

す。 

   １番のこれまでの主な経緯にありますように、今年の３月 13 日、第１回の定例会のこ

ちら総務生活常任委員会のほうで、市として教育支援センターとして利活用していきた

いという報告をさせていただきました。それ以降の経過についてご報告をするものでご

ざいます。 

   計画にありますように、平成 29 年６月 26 日に第 10 回目となります戸多小学校跡地利

用委員会で、市として教育支援センターとして活用していきたいんだと。その概要はこ

ういったものだという趣旨を説明をさせていただきました。その後、ある程度の期間を

あけて、10 月 19 日に同じく利用委員会を開催していただいて、市のこの方針に基づいて

順次作業を進めていかせていただいてよろしいかという説明をしたところ、結構ですよ

という承認を受けたということでございます。これをもって市としては戸多小学校の普

通教室の部分は教育支援センターとして活用を図ってまいりたいということでございま

す。 

   ２番の今後のスケジュールでございますが、本日の報告の後、実は 10 月 19 日に跡地

の利用委員会のほうの要望がありまして、この教育支援センターとして普通教室を活用

していくんだというのを広報、チラシをもって回覧をして地元の皆さんに周知したいと
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いう要望がありましたので、そのチラシをつくってお届けをして、その回覧作業にまず

入ります。その後、具体的な実施設計についての地元や関係課との打ち合せの協議が入

ります。関係課として想定されるのは学校教育課、生涯学習課、市民協働課とあります

が、教育支援センターそのものは学校教育課でありますが、体育館やグラウンド、また

解体撤去予定のもとの交流センターの底地等々も含めて一体的に今後あそこをどうして

いくかという協議に次の段階にそういう協議に移るということでございますので、この

ような市の関係課と、当然政策企画課も加わって今後協議を進めていくことになるとい

うことでございます。現時点であくまでも予定でございますが、教育支援センターは基

本設計、実施設計が平成 30 年度予定、改修工事を平成 31 年度に行って、平成 32 年度に

は開所するというスケジュール感を予定しているところでございます。 

   説明は以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

   ご意見、ご質疑ございませんか。 

笹島委員 これ具体的に教育支援センターって何やるんだっけ。 

政策企画課長 現在、商工会の２階に設置してございます。不登校等々問題がある児童の相談

を受けたり、また保護者からの諸々の通学にあたっての、また学習にあたっての相談を

受けるような機関でございます。専門員を配置して相談を行っているという現状でも設

置してある機関でございます。 

笹島委員 これは電話とか、そういうことでやって、余り対面してあれするというのはないの

かな。 

政策企画課長 電話応対もしておりますが、かなりの割合は来所していただいての相対で相談

を受けるというケースのほうが割合的には多いと聞いております。 

笹島委員 場所、遠くないかな。 

政策企画課長 その辺の部分も学校教育課サイド、いろいろ検討を練って、一番のもとは現在

の場所が手狭だということで場所を探していたという経緯があります。その中で戸多小

学校という話が湧き上がってきたときに、当然そういった問題も検討は学校教育課でし

たそうでございます。ただ、実際相談を受ける側としては、当然町なかでいろんな人が

行き来している場所よりは少々遠くてもそちらのほうがいいし、かつ校舎という建物を

利用するという部分については環境面では逆にいいほうに向くんではないかというよう

なことのもろもろの判断をして、そちらの戸多小学校跡地、普通教室側に移りたいとい

うことでこういった結果になった次第でございます。 

笹島委員 わかりました。 

委員長 よろしいですか。 

   外にありませんか。 

   ちょっと私から１つだけ。これからなんでしょうけれども、この規模というか、その教
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室を使う。どのくらいの広さとか、そういったのはこれからの課題なのかな。 

政策企画課長 規模ですが、基本的には普通教室の１階、２階全て使います。なかなか使い切

れないという部分もあるようですが、そういった部分についてもきちんと倉庫として使

っていきたいという意向があって、漏れなく活用していきたいということのようです。 

委員長 はい、わかりました。 

   外にありませんか、戸多小学校のほうは。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。 

     休憩（午後１時 05 分） 

     再開（午後１時 06 分） 

委員長 再開いたします。 

   次に、売却した瓜連駅北側市有地の地中埋設物についてを議題といたします。 

   執行部より説明をお願いします。 

政策企画課長 引き続き政策企画課ですが、当該地の管理及び今回その売買契約に携わってい

た財政課の職員も同席をさせていただいております。 

   それでは、資料の３ページをお開きください。 

   売却した瓜連駅北側市有地の地中埋設物について。 

   この土地につきましては、社会福祉法人誠慈会、医療福祉法人藤慈会藤井病院及び株式

会社クオンの３者に売却したところでございますけれども、誠慈会側から地中に埋設物

があるとの指摘があり、現在協議中ということでございますので、報告をさせていただ

くものです。 

   １番の経過でございますが、まず平成 29 年８月９日に当該地は引き渡しを行ってござ

います。８月 23 日に誠慈会のほうで当該地の地盤調査を行ったようでございます。その

際にそういったことに気づいたということでございまして、８月 31 日に市のほうにその

連絡を受けて、その日のうちに市は当該地に出向いていって、地盤調査を行ったような

痕跡は確認をしてございます。その後、その調査で何かがあるようだというように感じ

るところを９月２日に掘削をしたようでございます。その掘削結果をもって９月４日に

誠慈会が来庁して、その現状の報告を聞いております。その日のうちに市も当該地掘削

地点でコンクリート片等々がある旨を確認をしてございます。その後、誠慈会側との協

議や市役所内の関係課と協議を重ね、また弁護士とも２度ほど相談を重ねておりますけ

れども、現時点ではどういうふうに対応していくかというのを明確に解決に至ってない

状況でございます。実際には当然瑕疵担保責任の条項を売買契約書にうたっております

ので、市側の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

慈会側はどういったことをしてほしいのかというものを確認し合いながら折り合いをつ
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けるという検討作業が今後も継続していくということになろうかと思います。 

   報告については以上でございます。 

委員長 説明は終わりました。 

   質疑。 

笹島委員 これ日本サーボ跡地でしたよね。その解体したときにコンクリート片が地中に埋め

られたということですか。 

政策企画課長 現実的にそういったものが見つかっておりますけれども、何の原因でのものな

のかという確認は非常に難しいと考えております。サーボの部分につきましては瓜連町

時代、平成 15 年に瓜連町が発注して、解体撤去を行っております。その書類等々も持っ

ておりますので、それを確認する限りにおいては適切に撤去できていると感じておりま

すので、そういった部分においてはその原因というのはもしかすると少ないかもしれま

せんが、何とも今のところ明確に何のものが残っているというようなことは推測の域を

出ないので、なかなか難しいというふうに感じているところでございます。 

笹島委員 推測は余り大事なことじゃないんだけれども、現実的に量がどのくらいあるのかと

か、それから瓜連町時代に日本サーボの建物を壊した業者もわかっているはずですよね。

その聞き取りをしたのかと。それで、契約はそれで撤去すれば終わりだろうからあれで

しょうけれども、その次の今度今言った瑕疵担保責任ありということで、那珂市では撤

去作業をやらなければいけないという瑕疵担保責任があるということは明確だというこ

とで、ということは、もう一つ、相手がいることであって、早くやはり解消しなければ

いけないということで、検討するとか、想像するという前にどのような実行を早くして

いかないと相手が逃げてしまうんじゃないかというおそれもあるしという、そのほうは

どのように考えているのかな。 

政策企画課長 まず、量の話なんですけれども、なかなかどういったものを数えるかというの

が難しい状況で、大きなもので言うと四、五十センチ程度のコンクリート片のようなも

のが見つかっております。こちらは 10 個を切るぐらいのが複数程度見つかっております。

小さなもの、こぶし大程度のものとか、それが石であるとかコンクリート片が粉砕され

たものとかといろいろありますが、これはなかなかどういうふうに数えていいかわから

ないので、これももう結構な数見つかっているというのが現状でございます。 

   今後の対応ということで、誠慈会のほうに確認をしていることで言いますと、１月には

遅くとも工事は着工したいと。その部分については最優先させていきたいということを

聞いておりますので、そのことを尊重し、許される範囲の中で条項に基づく瑕疵担保責

任を市はどういうふうに果たすのか。市が果たそうと思っていることで誠慈会がそれで

いいと言ってくれるのかという交渉を詰めていくという作業になってくるかと思われま

す。 

委員長 いいですか。 
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副委員長 これは要は値引きをしろということなんですか。 

政策企画課長 一義的には工事に影響があるものを除去するという作業は市としては責任があ

るのかなと感じているところでありますが、それだけでいいのかどうかという話も含め

て、なかなか補償するという方式がいいのかどうかという話というのは法的にも研究し

てみないとわからない部分もありますので、安易にそこに解決方法を見出すということ

は考えないようにして、協議で合意できればいいというふうに考えておりまして、それ

で調整を進めていきたいというふうに思っているところでございます。 

副委員長 産廃が埋められていたとかというわけじゃなく、解体時の残存のコンクリート片が

残っているという、そういうレベルですよね。 

政策企画課長 現状を見る限りではそういう程度だという判断をしているところでございます。 

副委員長 あそこに建物を建てて舗装をする上で差し支えが、大きいのは除去するにしても、

それ以上の差し支えはないと考えてよろしいんですよね。中に大きな空間があるとか、

例えばいわゆる昔の産業廃棄物のようなものが大量に埋められているとか、そういった

ことではないというふうに考えてよろしいんですよね。 

政策企画課長 はい、市としてはそういうことはな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 はい、わかりました。 

助川委員 確認させていただきたいんですが、既に４回ほど来庁されて協議をされておるよう

ですけれども、これ１回目からどういった内容で４回に至っているんでしょうかね。９

月４日の１回目から 11 月 13 日の４回目まで。 

政策企画課長 １回目と２回目につきましては状況報告と、いろいろな現状の情報を共有を図

るための協議でございまして、具体的に対応策をというような案件まで踏み込んだ協議

は２回目までは行っておりません。３回目と４回目はそれぞれの主張を言い合って、ど

ういうふうに今後対応していくのかという協議を行っております。ただ、まだ明確に双

方が合意した結論には至っていないという状況でございます。 

助川委員 いずれにしても、これは誠慈会さんのほうで了承いただくのには瑕疵担保責任をな

くすということで、どの程度の量の埋設物があって、どのぐらいの除去に対して金額的

にかかるのかということの折衝になってくると思うんだけれども、またそれで済むかど

うかわからないけれども、その件に関しては早急にこれ調査して出してあげないと、そ

の１月以降の工事に支障が出てくるんじゃないかと思いますけれども、市のほうではど

ういうふうな考えのもとに進めていくつもりですか。 

政策企画課長 まず平成 30 年１月に着工を目指しているというのは、特別養護老人ホームの

建設でございます。こちらのほうはＲＣ２階建てということもあって、くいを打たなけ

ればならない。柱状ぐいというくいを打つそうなんですが、底地については当然そうい

った工程を経る必要があるので、ボーリング調査が必要だったということでございます。



－37－ 

ということでございますので、少なくてもその特別養護老人ホームの底地の部分につい

ては１月着工というのをにらんで、早急に合意をして対応しなければならないというこ

とで考えておりますので、まずは優先してそこをどうするのかというのを当然もう１月

着工という話であると、もう今 12 月ですので、もう今月中には合意に至りたいというこ

とで折衝していきたいということで考えているところでございます。 

助川委員 これは合意をいただくというか、了承いただくのには埋設物の利用とか、それに対

してのお金を市のほうで持ってあげるとかということの話に最終的にはなってくると思

うんだけれども、もう既に１月から着工というと、２週間程度しか期間的にはないわけ

だから、そういった調査するにしても間に合うの、これ。 

企画部長 お答えいたします。 

   間に合うかというようなお話ですけれども、実は私どもコンクリート片みたいなのがど

の程度実際に入っているかわからない。例えば我々がじゃとりあえず入らせてください

ねと言って、勝手に入って、そこの土を動かしてしまうとなると、我々が勝手に土を動

かすことによって、その後の工事に支障が出るおそれも十分にございます。そこら辺を

勘案して、今ままでちょっとタイミングを見計らっているところでございます。１月か

ら誠慈会のほうで着工するというようなお話でございますけれども、今現在請負業者を

入札によって決める、今そういうような手続を踏んでいるところでございまして、誠慈

会のほうで。それが今月下旬には決まるだろうというようなことで伺っております。

我々が例えば現地に入って何かしら作業をというようなことの際には、当然その請負業

者と現地ですり合せをしながら作業等々をやる必要もございますので、まずは誠慈会さ

んのほうの請負業者が決まった上で具体的な協議等々も詰めていきましょうというよう

なことで誠慈会さんには了解をいただいております。 

   先ほどちょっと話出ましたけれども、故意に、恣意的に例えばユンボですごく深い穴を

掘って、そこに埋めたというようなものでは今のところ我々が確認している状況ではど

うもないというようなこともございます。そういう意味ではそんなに撤去するのにも時

間的に非常に長期間かかるというようなものではないということで、誠慈会も我々も今

のところ踏んでおります。そういう意味では今月中に請負業者が決まって、そことの協

議をしながら、ある意味柱状改良みたいな作業が年明けから始まりますけれども、その

作業とあわせてやっていくとか、もしくは請負業者さんがその柱状改良の作業をやる前

に少しぱぱっと我々のほうでやらせていただくとか、そういったところがこれからの協

議になってくるのかなと思いますが、スケジュール的にはそれは示し合せた上でやると

いうようなことで今話は進めております。 

委員長 いいですか。助川委員。 

   助川委員、どうぞ。 

助川委員 その埋設物に関しては市のほうで全体を金額の補填をするということは了解しまし
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たということでお話を進めている状況なんですか、これ。 

企画部長 今現在我々金額の補填というようなことよりは、我々が現地に入らせていただいて、

撤去作業を行うというようなことが可能性的には濃厚なのかなというようなふうに考え

ていまして、その方向で誠慈会とは協議は進めております。 

助川委員 その了解はいただいたということなんですか。 

企画部長 一定の理解はいただいております。 

助川委員 一定の理解というのはどういうこと。 

企画部長 いずれにしても、彼らはスケジュールを重要視した上で進めていきたい。要は補助

金等々の関係もございますので、余りいたずらに時間がかかって、特養をつくるための

補助金等々の影響があってもよろしくないし、彼らはやっぱり事業スケジュールは遵守

していきたいというような話です。そういう意味では今般請負業者が決まった上でこれ

からの作業をやっていくわけですけれども、基本的にその中で今誠慈会ともまだ協議中

であるのは、どこまでが瑕疵かみたいな議論なんかも正直あります。これは私も県庁い

た時代に土地の販売に携わっておりまして、やはりこういったものはどこまでが瑕疵で、

どこまでが瑕疵じゃないかというので非常に大きな問題というか、非常に難しい問題だ

と思っています。 

   結論から言うと、我々も地方公共団体、役所でございますので、きっちりとしたそこは

対応をしなくてはならない。例えば仮に言えば不当な要求みたいなことを我々がのんで

はいけないし、本当はやるべきものを、それは瑕疵じゃないでしょうと押しつけ返すの

もそれはよろしくない。そこのすり合せというのがまだ最終局面まで行ってないかなと

は思っております。そういう意味で一定の理解というふうな形で申しあげました。 

助川委員 そうしますと、最終の４回目やったのは平成 29 年 11 月 13 日ですから、埋設物の

数量等を確認するのに、今 12 月５日ですから、休みを考えてしまいますと正味２週間ち

ょっとしかないと思うんですよ。その間に協議を継続してやられて、合意をいただくと

いうことになると忙しいと思うんだけれども、それに指導的な立場で市のほうはやって

いくということで今おられるんですか。 

企画部長 いずれにしても、先ほど申しあげたように、彼らはスケジュール感のほうを一番プ

ライオリティーの高いものだというふうに考えておりまして、我々もそれは尊重したい。

その中で例えば私どものほうでその除去作業、市のほうで直営で除去作業をやらせてい

ただくというようなことであれば、それで済んでしまえばそこまでかなと思います。 

   ただ、そこで仮に取り切れないものがあったとか、あるであろうとかというようなこと

になった場合に、果たして、じゃそれが瑕疵に当たるかどうかというようなこととの兼

ね合いが出てきますけれども、我々もここに記載してありますとおり、顧問弁護士にも

相談はさせていただいております。基本的に瑕疵の考え方というのは、その土地を購入

したその目的を遂行できるかどうかというようなところが一番の着眼点だというふうに
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伺っております。そういう意味では特養の建物、これの建築ができればまずは瑕疵では

ないだろうというようなこと。逆に言えばそこまで状況を改善しておけば瑕疵はちゃん

と除去されたというような解釈ができるんだと思います。そういう意味ではまずは建築

がつつがなく進むようなところまで我々のほうで作業をさせていただけるんだったらさ

せていただいて、仮にそれ以外の部分、例えば、具体的に申しますと、その建物をつく

る底地の部分についてまずは撤去しましょうと。それ以外の部分にもそれがあるんじゃ

ないかというような類推なんかが多分成り立ってくるんだと思いますけれども、基本的

に瑕疵担保責任の立証責任というのは買い主側にございます。誠慈会さん側にございま

す。逆に言うと、あるかないかがわからないというようなことで我々が例えば金銭的な

補償をするというようなことはちょっと難しい部分もあるかとは思っています。そこら

辺のすり合せというのがまだこれからの作業として残ってくるかと思っています。 

助川委員 これは執行部は弁護士さんと相談されながらやってきていますけれども、相手さん、

誠慈会さんも弁護士さんおられるんですか。 

企画部長 そこは私どもの知り得る範囲ではわかりません。逆に言うと、我々との交渉の席に

弁護士さんなんかがおいでいただいているというような事実はございません。 

助川委員 市の瑕疵担保の見きわめ、それもしっかりとしていただかないと、やはり相手の状

況によっては想定し得ないような賠償をしなくてはならないというようなことになって

きてしまいますと、またこれ、今の騒がせている森友問題じゃないけれども、そういう

問題にも発展しかねないんで、そこのところは慎重にしっかりと取り組んでいただきた

いと思います。 

   以上です。 

委員長 外にありませんか。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。 

     休憩（午後１時 25 分） 

     再開（午後１時 26 分） 

委員長 再開いたします。 

   税務課が出席いたしました。 

   議案第 68 号 那珂市税条例等の一部を改正する条例を議題といたします。 

   執行部より説明をお願いいたします。 

税務課長 税務課長の大内外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

説明させていただきます。 

   では、議案書６ページをお開きください。 

   議案第 68 号 那珂市税条例等の一部を改正する条例。 
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   那珂市税条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

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

成 29 年３月 31 日に公布され、同年４月１日から施行されたことに伴いまして、那珂市

税条例等の一部を改正するものでございます。 

   主な改正の内容につきましては、個人住民税については控除対象配偶者の定義の変更、

また、軽自動車税については非課税の範囲を定義するとともに、規定の整備を行うもの

でございます。 

   次のページをお開きください。 

   ７ページと８ページが改正条文、９ページから 12 ページが新旧対照表、13 ページが改

正の概要となっております。 

   13 ページの那珂市税条例等の一部を改正する条例の概要でご説明をいたします。 

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

法の一部を改正する法律が平成 29 年３月 31 日に公布され、同年４月１日から施行とな

ったことに伴いまして改正するものでございます。 

   続きまして、主な改正内容でございますが、本則第１条の改正でございます。個人住民

税で給与所得者の合計所得金額が 1,000 万を超える場合には、配偶者控除を受けること

ができなくなるため、控除対象配偶者を同一生計配偶者という名称に変更するものでご

ざいます。 

   次に、本則第２条の改正でございますが、平成 31 年 10 月１日から予定されている軽

自動車税環境性能割の課税が茨城県で行われることから、日本赤十字社の所有する軽自

動車等の非課税の範囲について、本来の業務に供し、緊急用のものとするものでござい

ます。 

   続いて、改正条例附則ですが、第１条、第２条で施行期日及び経過措置を規定しており

ます。平成 31 年１月１日からの施行。ただし、第２条及び附則第３条については平成 31

年 10 月１日からの適用とする旨を規定しております。 

   第３条では平成 26 年に改正された那珂市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正

するものでございます。内容ですが、今までの軽自動車税が種別割と変更となることか

ら、文言の追加及び条項ずれ等の変更でございます。 

   以上で説明を終わります。 

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。 

     （「なし」と呼ぶ声あり） 

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。 
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     （「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第 68 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 68 号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   暫時休憩いたします。 

     休憩（午後１時 30 分） 

     再開（午後１時 31 分） 

委員長 再開をいたします。 

   市民課が出席しました。 

   議案第 81 号 那珂市公の施設の指定管理者の指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。 

市民課長 市民課長の関です。外２名が出席しております。よろしくお願いいたします。 

   それでは、議案書の 36 ページをごらんください。 

   議案第 81 号 那珂市公の施設の指定管理者の指定について。 

   指定管理者の指定について、下記のとおり指定するため、地方自治法第 244 条の２第

６項の規定により議会の議決を求めるものです。 

   記。 

   １、指定管理者に管理運営を行わせようとする公の施設の名称及び所在地。名称、那珂

聖苑。所在地、那珂市堤 1020 番地１。 

   ２、指定管理者とする団体の名称及び所在地。名称、タカラビルメン・五輪共同グルー

プ。代表団体、名称、タカラビルメン株式会社。所在地、茨城県龍ケ崎市中根台４丁目

10 番地１。代表者、代表取締役小松良則。構成団体名称、株式会社五輪。所在地、富山

県富山市奥田新町 12 番３号。代表者、代表取締役宮本幸司朗。 

   ３、指定の期間。平成 30 年４月１日から平成 35 年３月 31 日まで。 

   提案の理由といたしましては、那珂聖苑を管理する指定管理者を指定するため、地方自

治法第 244 条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものです。 

   次のページをお開きください。 

   ２になります。指定管理者となるタカラビルメン・五輪共同グループの概要でございま

すが、代表団体はタカラビルメン株式会社。昭和 56 年４月に設立しております。平成 29

年３月にシナネンホールディングス株式会社の 100％子会社となっております。資本金は

1,000 万円、従業員は 292 名でございます。 

   主な事業内容といたしましては、斎場業務、火葬業務と各種業務の請負、指定管理業務

でございます。病院業務、病院及び介護施設ケアセンター等、病院関連施設の人材派遣、
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受付や会計、レセプト、給食など、各種業務請負でございます。ビルメンテナンス事業、

オフィスビル、マンション、商業施設、学校、公共施設などのビルのメンテナンス事業

を行っております。斎場の実績でございますが、全国で茨城県、千葉県、埼玉県の５斎

場で指定管理業務を行っております。火葬業務は 15 斎場でございます。県内では指定管

理は１斎場、火葬業務は９斎場で行っております。 

   構成団体でございますが、株式会社五輪。昭和 55 年７月に那珂聖苑の火葬炉納入業者

であります宮本工業所の子会社として設立しております。資本金は 2,000 万円、従業員

は 270 名でございます。 

   主な事業内容といたしましては、斎場の運営並びに保守管理ということで、火葬業務、

指定管理業務を主業務とする専門業者でございます。斎場の実績でございますが、全国

で指定管理業務を 40 斎場で行っております。火葬業務は 123 斎場、県内では指定管理が

１斎場、火葬業務が９斎場でございます。 

   タカラビルメン、五輪とも県内の指定管理業務１斎場でございますが、こちらは土浦市

営斎場を地元の業者とタカラビルメン・五輪の共同で指定管理業務を実施しております。 

   ４番になります。指定管理料でございますが、平成 30 年度から平成 34 年度まで５年

間で１億 4,310 万円でございます。 

   申請団体でございますが、２団体から申請がございました。申請順に、ＪＡ常陸サービ

ス。代表団体、株式会社ＪＡ常陸サービス。構成団体、茨城共同サービス株式会社。タ

カラビルメン・五輪共同グループ。代表団体、タカラビルメン株式会社。構成団体、株

式会社五輪でございます。 

   ６番、選定理由でございますが、那珂市指定管理者選定委員会におきまして、申請団体

から提出されました事業計画書等の書類審査を行うとともに、申請団体によるプレゼン

テーション及び選定委員によります申請団体への質疑応答による審査の結果、県内外の

火葬場運営の実績を多数有しており、火葬業務や指定管理業務について十分なノウハウ

を有していること、実績に基づく接遇研修やトラブルや事故を想定したロールプレイ式

研修など、社内教育体制が充実していること、緊急時や非常時においても運営継続を確

保できるサポート体制、バックアップ体制を確立していることなどが評価され、最高点

を獲得したタカラビルメン・五輪グループを適当と認め、選定したものです。 

   以上になります。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明が終わりました。 

   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 指定管理者はこれ以外に何か収入というのは那珂聖苑においてはあるんですか。 

市民課長 収入といたしましては那珂聖苑の使用料とかがございます。 

副委員長 使用料は、これからは市には１円も入ってこないんですか。 
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市民課長 指定管理者のほうに入るようになります。１円も入ってこないということになりま

す。 

副委員長 それはどうなんですか。プラスになるんですか。 

市民課長 指定管理料と使用料と、そちらで指定管理のほうの業者が現在の火葬の受付とかを

行ってもらうようになりまして、同じような形で試算いたしますと、平成 30 年度の指定

管理料と平成 28 年度の決算で比較いたしますと 385 万円の削減、平成 29 年度との予算

の比較では 484 万円の削減になります。 

副委員長 削減にはなっても収入がその分あったわけですよね、今までは。その分はなくなっ

てしまうということをプラマイするとどうなんですか。 

市民課長 今の収入とかをプラマイして今の削減ということになります。 

委員長 部長のほうから何か。 

市民生活部長 結局使用料を今まで市民からいただいて、その代りというわけじゃないんです

けれども、管理全部を全て市が行っていたわけですね。そうすると、人件費、それから

管理料、いろいろ市のほうで負担していた。使用料は市の歳入になっていた。プラスマ

イナスになっていたんですが、今回の指定管理のほうは管理業務も人件費も全てその指

定管理者のほうが支払うことになります。使用料も指定管理者がいただく。どっちが得

かという話なんだと思うんですが、その結果、プラスマイナスで計算していきますと、

おそらく人件費の部分だと思うんですが、300 万から 400 万、市のほうの経費削減につな

がるという意味でございます。 

副委員長 そうすると、光熱費はどっち持ちになるんですか。 

市民課長 指定管理者が持ちます。 

副委員長 そうすると、いわゆる向こうとしてはいくら使っても市のほうで払ってくれるとい

うようなことになりますよね。 

（「指定管理者です」と呼ぶ声あり） 

副委員長 ごめんなさい、指定管理者ですね。わかりました。すみません。 

   あと、使用料がこれから変わる可能性というのもありますか。 

市民課長 使用料は今の条例を上限として定めますので、変らないと思います。 

副委員長 わかりました。 

笹島委員 これは確認すると斎場業務と火葬業務両方やるわけですよね。そうすると、火葬業

務は特殊な資格を持ってないとできないわけですよね。それから斎場業務、これは今ま

で各何とか会社、何とか会社という、例えばＪＡじゃないけれども、その他いろんなこ

この市内とか近辺にありますよね。その方のような同じような形をとって斎場業務をや

っていくと。要するに指定管理者がその業者をまた使って委託していくか云々という、

そういうややこしい部分もありますよね。 

   もう一つ、それから、いいですか、例えば施設は市のものですよね。その施設に対して
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指定管理者がどこまで手を加えて、どこまで修理、メンテナンスとか加えて、その条件

と、それから周りの環境整備ありますよね。植生の手入れとか、駐車場管理とかね。そ

の契約云々というのはどの程度まで規定云々というのははっきり分けているのかな、そ

れは。 

市民課長 まず葬祭につきましては、葬祭は今までどおり業者さんがやっていただきます。そ

れと、メンテナンスのほうなんですけれども、20 万円までが指定管理者が行いまして、

それ以上の大規模修繕については市のほうで行います。それと、環境の草取りとか剪定

とか、そういうものは全部指定管理者が行います。 

笹島委員 今まで、ごめんなさい、火葬場できて何年かちょっと忘れてしまったんですけれど

も、新しくもなく古くもないと思うんですけれども、今言っていた斎場のところは大し

てあれで、今度火葬業務の云々というのは非常にメンテナンスとかなんかは高価なもの

で、非常に大事なところなんですけれども、それは誰があれするの。 

市民課長 火葬炉とかの大規模修繕については市のほうで責任を持って行います。 

笹島委員 そこがちょっとみそというか、問題だと思うんだけれども、相当な金額ですよね、

それはね。いや、今言っていた特殊なところの業者しかつくれない、修理できないから

ね。そうすると、そこが何か一部持ってもらうとか云々じゃなく、全面的に火葬場のほ

うはあれなのかな、ごめん、火葬のほうのあれはという。それでいいのかな。それちょ

っとお願い。 

市民生活部長 今課長のほうもちょっと答弁したんですが、一応そこは 20 万で分けているん

です。20 万以内の軽微な修繕とか修理については指定管理者のほうでやってくださいね

と。ただし、今笹島委員おっしゃったように、火葬炉の経年劣化ですとか、建物自体も

経年劣化で大規模に修理しなければならないというような場合には、これは指定管理者

のほうでやってくださいというわけにいきませんので、市の所有物でございますので、

市のほうでそれは責任を持ってやると。ただし、20 万以上の修繕が必要な場合には市の

ほうに相談をいただいて、こういう部分がちょっとふぐあいなんだけれども、修繕して

もらえませんかというような話をいただいた上で、その場合には予算をとって修繕をす

るということになろうかと思います。 

笹島委員 ごもっともですね。向こうも利益を上げなければ運営していけないからね。ただ、

今言っていた非常に線引きが難しいと。市のほうが今までは使用料云々、使用料という

のはそんなに大したあれじゃないと思うんですけれども、今言っていた今度は那珂市の

ほうで補助金も出す、使用料も向こうであれしてくるという。でも、向こうも利益は上

げなければいけないという、上げなければ撤退してしますという。契約が何年かわかり

ませんけれどもね。10 年とか 20 年…… 

     （「５年間」と呼ぶ声あり） 

笹島委員 ５年間ね。そこがみそですよね。やっぱり５年間で収益上げなければ撤退するとい
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う形もあるし、結局残された。よくある話なんですよ。残されて、また戻してしようが

ない、直営でやってしまうかと、いろんな指定管理はそうはうまくいかないんですよ。

思惑どおりにね。だからそこのところをちょっと注意してやっていかないと。生かさず

殺さずという意味かな。すみません。失礼いたしました。 

市民課長 了解しました。 

助川委員 指定管理料は５年間で１億 4,300 万円ということなんで、2,800 万台円、年間とい

うことですけれども、運営費に関して年間どのぐらい浮くという形で、今までの 300 万

円とさっき言っていましたか。 

市民課長 そうですね。平成 28 年度の決算との比較で 385 万円、平成 29 年度の予算との比

較で 484 万円です。 

助川委員 浮かせるということがやっぱり本分に沿った形、指定管理をとるということはそう

いうことだと思いますんで、加えて言うならば、サービスは低下させないということで、

今度その民間さんが指定管理者になるということになりますと、あれを今までの地域内

の業者さん方がお入りいただいてお使いするという部分で民民の摩擦みたいなのがちょ

っと危惧されるんだけれども、向こう側が取り仕切る形だよね、指定管理者が利用に関

しては。そこの部分は指定管理者さんと業者さんとの利用に関しての取り決めみたいの

は今までと同じような扱いでされるということで理解していいんですか。 

市民課長 そちらについては今までと同じような形で民間の業者の方に入っていただくような

形になります。 

助川委員 ややもすると民間さんですから利益を優先せざるを得ない形にこれからなっていく

と思いますんで、そうしますと、それに携わっていきながら、さらに部分的に今までの

民間さんの業者さんが入っていくということで圧力みたいな利益を抑えられるようなと

いうような懸念は考えられないですか。 

市民課長 今回指定管理者になった業者さんは自分で火葬とかはやりますけれども、葬祭業務

は一切行っておりませんので、そのような心配はないかと思います。 

助川委員 それがサービスの低下に住民のほうにはね返ってきては困りますんで、そうならな

いように民民の摩擦等起きないように運営していただきたいということをお願いしてお

きたいと思います。 

市民課長 今度指定管理者になる業者につきましても、指定管理者になってサービスがよくな

ったと言われるように頑張りたいということを意欲を示しております。 

委員長 外にありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結いたします。 

   これより討論に入ります。 

   討論ございませんか。 
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     （「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 討論を終結します。 

   これより議案第 81 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 81 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。お疲れさまでした。 

   では、再開を２時といたします。 

     休憩（午後１時 50 分） 

     再開（午後２時 01 分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

   陳情第５号 菅谷地区内旧歯科ビル（土地建物）に関する陳情を議題といたします。 

   この陳情については、菅谷の川又義雄様外 24 名より提出された陳情書となります。 

   初めに、この陳情書を事務局に朗読させます。 

書記 陳情第５号と書かれましたＡ３の用紙をご準備ください。 

   朗読に入る前に陳情書の表記に一部誤りがございますので、ご連絡いたします。 

   １点目が提出日でございます、平成 27 年 11 月７日となっておりますが、実際には左

上の受付印と同じ平成 29 年 11 月７日に提出されたものになっております。 

   ２点目は、右側の注記一番下の注４が注５となるかと思います。 

   連絡については以上です。 

   それでは、陳情第５号について要旨の朗読をいたします。 

   右側の注記につきましては適宜ご確認をお願いいたします。 

   平素より那珂市の発展のためにご尽力いただき、厚く感謝申しあげます。 

   さて、先般の旧歯科ビル（土地建物）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（当該ビルの

外壁落下の問題）を速やかに解決する必要があるかと存じます。 

   しかしながら、市執行部が当該ビルの外壁落下の危険性を確認した平成 24 年８月から

既に５年半、不動産取得の平成 28 年４月からは１年半が経過した現時点においても外壁

の危険部分が一向に撤去されず、また当該不動産の売り出しもされていない実情を鑑み

ると、市執行部の職務姿勢に疑問を感じざるを得ません。 

   つきましては、１、外壁のうち、近隣に落下のおそれのある危険部分の撤去工事を早急

に行って、危険防止のための養生設備を必要最低限に改め、日々発生している我々住民

の血税からの養生関係費用の持ち出しを最小限にすること。 

   ２、該当不動産の更地渡し売却価格の査定額（あるいは不動産鑑定額）を速やかに取得

して、一刻も早く不動産市場に売り出すこと。 
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   ３、旧歯科ビル自体は、売買契約締結後に買い主が求める必要最低限の範囲で解体工事

を行い、我々住民の血税からの持ち出しを最小限にすること。 

   ４、買い主があらわれるまで、定期的（３カ月程度ごと）に売却価格を改訂し、問題を

一刻も早く解消すること。 

   以上を市議会から市執行部へ強く要請していただきたく、ここに陳情いたします。 

委員長 以上、陳情書の部分でございます。 

   Ａ３になっております。右側はこれに対する注釈等が書かれたものでございますので、

よろしくお願いいたします。 

   これにつきましてご意見承ります。よろしくお願いします。 

笹島委員 これは川又義雄さん外 24 名という署名簿は添付しないんだな。どういう方たちだ

ったんですか、これは。 

委員長 外 24 名の方々のということですね。 

   じゃ、暫時休憩します。 

     休憩（午後２時 06 分） 

     再開（午後２時 13 分） 

委員長 再開いたします。 

   それでは、確認できたかと思いますので、よろしいですか。 

   笹島委員どうぞ。 

笹島委員 この陳情書を見てみますと、この１番のほう、外壁のうち、近隣に落下のおそれが

ある危険部分の撤去工事を早急に行って、危険防止のための養生設備を最低限改めて、

住民の血税からの養生関係費用の持ち出しを最小限にするということで、これは危険部

分というのはどこなのか、ちょっとそれをお聞きしたいんですけれども、執行部呼んで

いただけますか。 

     （「ちょっと待って、執行部はわからない」と呼ぶ声あり） 

笹島委員 陳情か、そうだね。じゃ、これどこ……じゃ、具体的に今言っていた誰が危険と判

定したのか。よく危険という、旧歯科ビルと出ていますよね。誰が危険と判定したのか。

要するに建設コンサルタントとか一級建築士等が那珂市の職員なのか。それは外部の建

設コンサルタントなのか、要するにその養生する。ごめんなさい、仮囲いのときにやっ

ているはずだと思うんですけれどもね。それをちょっと確認したいんですよね。 

委員長 それは誰に。執行部。 

笹島委員 執行部、はい。 

     （「ちょっと待って。我々が危険だから何とかしてくださいよと言ってやらせたん

じゃない 

       の」と呼ぶ声あり） 

笹島委員 いやいや、具体的にきちんと判定したのかどうかということが知りたいんですけれ
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どもね。してなければ、何でしなかったのかということですよね。目視でしたのか、き

ちっと基準に沿ってやったのか、専門家を呼んでやったのかということを聞きたいんで

すよね。 

委員長 そこを確認したいと。 

笹島委員 そうですね。 

委員長 その１点を。 

     （「いいの、そこで」と呼ぶ声あり） 

笹島委員 あとはその他もろもろ聞きたいことがあるんだけれども。 

     （「これは陳情に対するこの委員会の中での」と呼ぶ声あり） 

委員長 この陳情に対することであって、この陳情に対して執行部に確認したいというのは何

を確認したいのか。 

笹島委員 だから、具体的に陳情者が言っていることは危険部分があるということを書いてあ

るんでしょう、ここにね。そうすると、実際に執行部側ではその仮囲いのときのいつか

わからないけれども、実際にきちんと専門家を呼んで、一級建築士等を呼んで、きちん

と具体的な調査をして、本当にどの程度の危険度かと。要するに外壁等のあれなのか、

それから解体云々しなければいけないところまでいっている、そういうどの程度か、ち

ょっと私らもわからないので、陳情者がそう言っているんだけれども、陳情者もわから

ないと思うんですね。目視だと思うんですけれどもね。それをちょっと具体的に聞きた

いなと思って。 

委員長 具体的、科学的に。 

笹島委員 はい。 

委員長 それでは、綿引委員。 

綿引委員 この件に関しては私も全て正確に覚えているわけじゃないんですけれども、執行部

側の答弁で、ここにあるように、当該不動産のいわゆる養生の費用が見積りは出ていた

みたいですけれども、客観的にそういう鑑定士とか建築士とか、そういう専門家に相談

して、このぐらい危険だ。だから崩壊の危険性があるという答弁はなかったような記憶

なんですけれども、ただ目視で危険だとかみっともないとかという話はずっとありまし

たけれども、じゃそういう専門家にちゃんとした客観的な判定をしてもらったのかとい

う答えに対してはしていませんという答えだったような気がします。この陳情者の書類

の中の注２の③の一番下のところに、当該建物の崩壊の危険性が高いと判断した不動産

専門家は今のところ１人もいない。陳情者の意見ですけれども、私もたしかそうだった

なという気がしています。 

笹島委員 今綿引委員が言ったとおり、客観的に見られていって、その度合いというの、きち

んと調査をして、私も調査報告というのはペーパーか何か見てないし、口頭で目視でと

いう漠然的なことしか聞いてないんで、それは何度も聞かされているんだけれども、こ
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うやって陳情者が今言っていた危険部分も早急にと。危険部分ってどこなのと。どの程

度なのという全然わからないで我々がここで反応する、意見を出すというのは難しいと

思って執行部にちょっと具体的に聞きたいなということで。 

委員長 その辺を客観的なことをやったかどうか、それらを含めて確認をしたいということで

すね。 

笹島委員 はい。 

委員長 暫時休憩します。 

     休憩（午後２時 17 分） 

     再開（午後２時 19 分） 

委員長 再開いたします。 

   それでは、財政課に出席をいただきました。 

   まず、確認をしたいということですので、笹島委員のほうからちょっと確認したいとい

うことですので、どうぞお願いします。 

笹島委員 陳情者のところの１番に、書類を持っていると思うんですけれども、外壁のうち、

近隣に落下のおそれのある危険部分の撤去工事を早急に行って、養生設備を必要最低限

に改めて、養生費用の持ち出しを最小限ということの趣旨だと思うんですね、１番がね。

それで私はちょっと聞いた覚えがないんですけれども、これ震災で倒壊寸前か、それと

も外壁等が落ちて云々というのはわからないんですけれども、実際に誰がこの危険と判

定して、その判定士等の具体的に、震災のときよく判定士云々で、その区分判定かな、

そういうことをやっていただけると思うんですけれども、そういうものに対してきちん

とした、建設コンサルタントでもいいよね。それから、こちらにも３人ほど一級建築士

さんがいると思うんですけれども、そういう人たちによってきちんとした調査をした、

そういうことの調査報告書等はあるのかな、それを聞きたいんです。 

副市長 前にもお話ししたと思いますけれども、今の質問ですけれども、要するにそのような

コンサルタントに危険かどうかというのを判定するにも当然お金がかかりますから、当

然そこはしていません。なぜならこれはなぜ今回このような形になったかというと、要

するに震災以降細かいかけらみたいのが落ちてきて危ないという話も近所からもあった

ので、それで何とかしなくてはならないということで動き出した。これは先日の参考人

からのお話にもあったようにわかっていると思います。ですから、その専門家に見てい

ただけなければ養生ができないのかというと、それはおかしいんではないかなというふ

うに我々は判断していますけれども。 

笹島委員 それは執行部は主観的な考えであって、一般の市民からしてみれば、あれで震災に

遭った部分に対してどこまでの危険度というのは誰が判定して、先ほど言った判定報告

書というのはありますよね。一般的にね。こちらにも一級建築士さんが３人いるんだか

ら、目視云々も結構だけれども、やはり計測的にはかってみたりと、そんなコストかか
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る云々の問題じゃなくして、それで市のほうで寄附を受けたわけだから、それを外壁だ

けの取り壊し、外壁だけにとどめていくのか、それとも倒壊寸前だからこれは全部解体

しなければいけないという、そういう判定しなければ、データ的なことを残さなければ、

目視とか云々という、そういう問題じゃないですよね。市役所がやることじゃないです

よね。市役所というのはやっぱりある程度の注意に注意を払って、後にやっぱり禍根を

残さないようにきちんとするのが市役所の役目ですよね。だから、そういうデータ等を

とってやったのかどうかということ。これはやってないというんだったら、それはまず

いことだと思いませんか。 

副市長 ちょっと論点がずれてきたような感じなんですけれども、また一番最初に戻ってしま

ったような気が私的にはしているんですけれども、要するにこれは陳情者からの今ちょ

っと読んでみたんですけれども、いわゆる危険な部分の撤去工事を早急に行ってという

ことで、我々は危険な部分だけ撤去して、果たしてあの部分が使えるのかどうかという

のは、不動産の専門家という笹島委員の判断からすると、私もちょっと少しは常識はあ

ると思っていますけれども、一般的にあれを一部壊して、あのまま売却して、果たして

そこに手を挙げる人がいるのかというと、私の常識の範囲ではちょっと考えられないと

いうところでございます。 

笹島委員 それは常識か非常識か何だか構わないけれども、実際は実施してアクションを起こ

さなければわかりませんでしょう。ただ単に私はこう思うという客観的なものじゃなく、

何でも世の中というのはデータと、それからアクションということと２台であれしてな

ければ事は進みませんでしょう。それを私は言っているんですよ。 

副市長 この話も前に出たかと思いますが、要するにここの所有者は借金を抱えていて、あそ

この建物を売却してという話で弁護士に相談をしていました。弁護士はそこでいろいろ

不動産会社にいろいろ当っていたわけです、実際には。だけども、基本的に不動産会社

で手を挙げることがなかったので、弁護士も手を引いたというのが実際であります。こ

れは参考人からの話でもそうだと思いますけれども、それで、その後の交渉、参考人が

交渉していた中でも参考人の知っている不動産会社にいろいろな話をしました。しかし、

結局は手を挙げる業者がいなかったということですので、その辺のいろいろな判断のも

とに今回このような処置をしたというところでございます。 

中﨑委員 この進め方なんですが、我々の委員会に付託されたものは、この陳情に対する、こ

れを審議して採択するか、採択しないかなんです。もとに戻ってしまったんではまずい

んです。その辺を履き違えないで論議してください。いいですか。我々の委員会はこの

陳情を採択するのか、不採択にするのか、その審議をすることです。よろしく。 

委員長 外にありませんか。 

副委員長 すみません、せっかく執行部に来ていただいたんであれですけれども、要はこのま

ま売却を試みるという陳情でございます。選択肢の１つではありだと思います。副市長
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から結果どうなるかちょっと目に見えているみたいな話もありましたけれども、選択肢

の１つだとは思います。それにあたってちょっとお聞きしたいんですけれども、不動産

鑑定額は出ないにしても、今の固定資産税評価額というのはどのぐらいなんですか。 

総務部長 すみません、担当がいないのでお答えできません。 

副委員長 それから、もう一つ、先ほどのサーボ跡地の話でもありましたけれども、例えばこ

ういう状態で売った場合、市のほうで売った後に、また何か出てきたみたいなときに責

任というのは発生しないものなんですか。 

委員長 執行部、どうでしょう。 

副市長 いや、今ちょっとよく意味がわからないんですけれども、例えばあれをあのままで売

却して、誰か不動産会社が手を挙げたときに、そこに瑕疵担保が生まれるというのはど

ういうことなんでしょうか。 

副委員長 例えばもうアスベストは出てきてしまってあれなんですけれども、例えば何かもっ

と違うものがまた出てきたみたいな、何が出てくるかわからないです。例えば土壌も汚

染されていたみたいな話があった場合というのは、そういうのは発生しないんですか。

ごめんなさい、わからないんです、私は。 

副市長 そもそも我々としてはあの建物をあのままで売却しようという部分では考えてなかっ

たので、その今の副委員長の質問にはちょっと私もわかりません。 

副委員長 ですよね。今回そういう陳情なので、このままの状態で売却先を探してはどうだと

いう陳情なので、それが果たして可能なのかどうかというのをちょっと今聞きたかった

んですね。 

委員長 執行部、どうでしょう。 

副市長 その点にここの３番目に買い主が求める必要最低限の範囲での解体工事を行いと書い

てありますよね。買い主を先に決めて、どこが危険だかというのをこの買い主に決めて

もらうということですよね。買い主を先に求めるというのは、これ現実的なんでしょう

か。 

副委員長 その陳情を今協議しているんで、少々その答えはお待ちいただきたいんですが。 

副市長 私の判断する部分じゃないんですけれども。 

笹島委員 ３番目の項は、これは買い主があらわれるまで待っていただいて、できるだけ必要

最低限の経費で抑えていくと。持ち出さないという、そういう趣旨だと思うんですよね。

要するに建物つき土地を売却していって、そしてその建物がもしかするとそのままでよ

ろしいんじゃないかと買い主が言う場合もあるかもしれない。そうすると、そういうこ

とによって必要最低限の、解体しなくてもよろしいし、ここら辺を解体してくださいと

言うかもしれない。それはまちまちだと思うんですよ。そうすれば血税からの持ち出し

は最小限に抑えされるんじゃないかという趣旨だと思うんですけれども、間違っている

かな。 
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副市長 確かにそのとおりだと思います。確かにそのとおりです。でも、買い主を先に探さな

くてはならないですよね。我々が動いた範囲では不動産屋は手を挙げなかったというこ

とですので、もし笹島委員が、前紹介しますという話が出たものですから、もし紹介し

ていただければ、こういう方法でやることも可能かと思います。 

笹島委員 固有名詞を言うと１社だけだったよね。○○○というところだけ問い合せしたんで

しょう、前は。何社、やったの、それは。 

副市長 今名称が出ましたけれども、これは弁護士のほうで動いた不動産業者です。その後、

我々交渉している段階で外の不動産会社にも何社か当っています。 

笹島委員 固有名詞出していいか、悪いか。 

委員長 笹島委員、固有名詞は控えてください。 

笹島委員 じゃ、固有名詞はそれとして、ある程度数多くの不動産会社に問い合せして実行し

てみれば、この趣旨はよろしいんじゃないかというふうな陳情なんで、そのことに対し

て先ほど言っていた弁護士さんがそのＫ社だけ頼んだ。いや、外も頼んだと言うんだけ

れども、それは弁護士さんたちが前の民民の話だよね、それはね。今度は市役所が寄附

を受けているわけですから、市役所として独自に自分たちの知る範囲の中でやっぱりせ

っかく寄附を受けたものだから、売却するためにあれを譲り受けたのか、公共用施設、

何かするわけじゃなく、売却というふうに何度も言っていますものね。ですから、そう

いうふうにのっとってみずから積極的に建物つき土地を売れば血税も最小限に済むんじ

ゃないかという趣旨だと思うんだよね。それはやられたらよろしいんじゃないかという

ことを言っているんで、我々でそれを検討すると。 

委員長 執行部じゃなくこっちだよね。 

助川委員 委員会では当然陳情が議会に提出されたわけですから、この陳情に対して採択する

か、不採択するかということで話を進めなくてはならないと思うんだけれども、内容を

見させていただきますと、皆さん読んでご存じのとおり、一部危ない部分を撤去して、

最小限に養生をしておいて、それを売却すると。もう一つは、更地にしたものを想定し

て不動産の鑑定をして、早急に不動産の市場に売り出していただきたいということの２

件をこれ陳情者は求めているんだけれども、先ほど副市長のほうからもお話があったよ

うに、この構築物があっては手を挙げていただく方が非常にもうゼロに近い形だという

お話だよね、今までは。それなんで、もう一つの要望は更地にして価格を査定していた

だいて、市場に売り出す方向を早くしていただきたいという方向の２件を要望されてい

ると思うんだけれども、それに加えて（３）、（４）、値下げするとか何とかというこ

とも視野に入れながら市場に早急に出していただきたいということなんだけれども、こ

れに関しては当然あの状況に置いておけば養生の費用が今後積み重なっていくというこ

ととあわせて、安全・安心の面から言って、非常に不安だと。近隣あるいは動態にかか

わる方から今回陳情書が上がってきているわけなんで、私としては先日も本会議で市長
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がこの件に関して、進め方に一応不備を認められて謝罪されたということもありますん

で、当然二元代表の観点から、事業の執行にあたっては市長は市長なりに、市長選のと

きにその判断を市民の皆さんか仰ぐということでありますから、その覚悟はできておら

れるでしょうから、議会の委員会と委員の１人としては、私は現時点においてはこれを

このままにいつまでもしておくべきではないというふうな思いで、今回はこの件に関し

ては大分わかりづらいようなふうな陳情書になって、すっきりした陳情書ではないんで

すけれども、これが最良の方向なのかなというふうな感じを持っておる１人であります。 

   以上です。 

笹島委員 これはあくまでも建物つき土地で売却して、必要最低限の持ち出しをしていただき

たいということで、解体云々というのは一切触れていませんから、それに対してね。解

体しないの、これは。売却なんです。 

更地は書いてないです。 

     （「２番、該当不動産の更地渡し売却価格の査定額を速やかに取得してという部分 

      がある」と呼ぶ声あり） 

笹島委員 更地と書いてないですよ。 

     （「書いてありますよ」と呼ぶ声あり） 

委員長 （２）番。 

     （「更地にした場合のということです」「更地にした場合の査定額を速やかに取得 

      してと書いてあるんです。（２）です」と呼ぶ声あり） 

笹島委員 これ更地渡しのね。更地渡しの売却の要するに金額のことについてやっているんだ、

それあれは。だから、この趣旨はそのまま使える人は使っていただいて、いやいや、そ

うじゃないの、だから。あくまでも今言った更地売却の査定額ということ。更地にする

ということでないの。更地売却の査定額をいくらかというのを早くしていって、一刻も

早く不動産市場に出してくれということ。 

     （「更地にするための査定額」「右側の注３というところ」と呼ぶ声あり） 

委員長 右側。注３。 

     （「更地渡しを……」と呼ぶ声あり） 

委員長 その意味は今ここにあるけれども、売れたら更地にしますよという意味。買ってくれ

た。 

     （「それはないと言っているんじゃないの」「そういう陳情なんです」と呼ぶ声あ 

      り） 

委員長 だから、あるとかないじゃなくて…… 

     （「わかったかな」と呼ぶ声あり） 

委員長 大丈夫ですね。 

     （「はい」と呼ぶ声あり） 
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委員長 外に。 

綿引委員 ９月の定例会で上がってきた陳情書と、これ物件全く一緒なんですけれども、皆さ

んもごらんのとおり、９月の陳情に関してはちょっと疑義が生じて、ちょっとこれは採

択するわけにはいかないんではないかという結論に達した。今回の陳情が全く同じ物件

についての陳情なんですが、今回の陳情は９月の定例会のときの陳情に比べると、具体

性もあるし、陳情要旨の中で、先般の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ということもちゃんと触れてあって、またこ

れに関しては継続中だという扱いで、要はこの危険とされる建物を本当に客観的にどの

くらい危険なのかというのをまず判定してくれという陳情で、あとは解体をして更地に

するとは言うんだけれども、相手がどういう買い主がつくかによっては、場合によった

ら持ち出しの費用が最小限で済む、あるいはその可能性もなきにしもあらずだというか

なり建設的な陳情のご意見というふうに私は理解しますので、前回の９月のに比べれば、

今回の陳情はかなり具体性があって、検討の価値はあるのではないかという気がします。 

助川委員 そうすると、更地にした場合の金額を上乗せした金額を市場に出すという件と、そ

れから、危険な部分を一部撤去して市場に出すと。２件ということなんだな、これ。こ

の陳情者は。 

     （「いや、道路側のほうも……」と呼ぶ声あり） 

委員長 道路側。 

笹島委員 歩道側。要するに歩道を歩く人が、もちろん、歩道があるんですよ。その歩道側の

落下しないような危険部分と言われているところを、それを早急に危険防止を最小限や

っていただいてという部分と、それは１番ですよね。２、３、４の部分は今言っていた

不動産の建物つき土地を一体として公売なり売却をあれしていただいて、できるだけ市

民の血税を最低限にして、早くアクションを起こしてほしいというのがまとめた趣旨な

んで、その注釈というのは２とか３に書いてあると思うんですけれどもね。そういう趣

旨なんです。これ解体しろとは一言も言ってないんです。 

助川委員 そうすると、市場に出す場合には解体の査定をして、それを乗せた形が最低限の価

格になるということだよね。金額的には不動産の。土地が仮にゼロとすれば、その解体

の費用がそれに乗っかるわけだから、500 万なら 500 万、1,000 万なら 1,000 万という金

額が乗っかるのが最低価格で市場に出るということでしょう、現実的に市場に出す金額

というと。 

副委員長 市場に出す価格はおそらく固定資産税評価額なりに、ここに書いてある不動産鑑定

額とか、そういったものに見合うかどうかは別として、いくらであっても構わないんだ

と思うんです。要は買った人が解体費用を負担するという意味なんで。 

     （「だから、それはあり得ない」と呼ぶ声あり） 

副委員長 そういう陳情で来ています。 
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     （「陳情はね」と呼ぶ声あり） 

笹島委員 それあり得るんですよ。一般の不動産市場において建物つきの土地は売却できるん

です。例えばですよ。その買った方が更地にする条件でまず契約をしてもらって、一般

的にね。こちらの市の側が手付金を払っていって、例えばの話よ。それはじゃ解体して

ほしいと。一、二カ月後に解体して、立ち会って、残金を相手の買ったほうがもらうと

いう形が一般的なんです、だからそれは。どこでも建物つき土地というのはあるんです。

そういうふうな売買契約というのはあるんです。それは急いでやる必要はないんですよ。

解体云々で更地にしていって。今言っていた２種類あると思うんですね。建物つき土地

の１種類と、一般的にね。それから更地にして、じゃどちらもどちらも売れない、売れ

ると。それわからないです。買うほうは。ネットで今やっていますから、買うほうは目

が見えないところから来ますんで、1,550 万早まって解体してしまって、今言っていた非

常に安い価格で何年もかかって売れるかもしれない。もう一つの建物つき土地で今言っ

ていた 100 万か 50 万かわかりませんけれども、相手がそれは俺が解体するからいいよと。

50 万で譲ってくれないかと。あとは俺に任せろよというケースと同じケースなんですね。

１ケースと２ケースなんだから。今回は１ケースのほうで、血税を最初からわざわざ使

わなくても、こういう手法でやってみたらどうだというのが陳情者の趣旨だと思うんで

すよね。 

助川委員 執行部で来ているんで、それはわからない。固定資産税のあそこの金額ってどのぐ

らいでしたか。固定資産税というよりも土地の評価額。 

副市長 それは正式な金額は今わからないですが、例えば地価の物すごく高いところ、うちも

そこの職員の駐車場、水戸ニコンから建物つきで買いました。これは地価が高かったの

で、壊すよりも当然地価が高いから、例えばですよ、金額は忘れましたけれども、例え

ば１億の土地を買う場合に、建物つきだと安くなるわけですよね。当然建物壊す分があ

るから。それでも市としては有利だということで水戸ニコンのそこの土地は買ったわけ

ですよね。 

   今回は例えばあそこの土地の不動産鑑定が 1,000 万だとして、あの建物の解体が 200

万だとすれば、200 万ぐらいの解体でできるんだったらば手を挙げる人いくらでもいます

よ。だけど、今回我々が業者から見積もった金額はアスベストが出てきたからですけれ

ども、1,400 万ぐらいの金額になっているわけですね。実際入札すれば 1,000 万くらいに

なるかもしれません。そういうのがわかっている中で不動産会社が果たして手を挙げる

のかどうかというのが私は今疑問だというのはそこなんですね。ですから、笹島委員が

言っているように、そういう不動産の売買の方法はあるというのは私も承知しています。 

   以上です。 

助川委員 土地の評価額というのはわからないの、今おおよそ、あそこの。 

副市長 今ちょっと私の頭の中にもないんですけれども、駅前の土地が坪３万ぐらい。 
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     （「平米だ」と呼ぶ声あり） 

副市長 ぐらいだと思いました。ですから、今売り出しているのがあそこ大体 1,000 万なん

ですね。今駅前の土地。 

     （「平米ですよ」と呼ぶ声あり） 

副市長 平米３万ぐらいね。ですから坪数 12 万ぐらい。十一、二万になると思います。です

から、道路沿いですから、そこそこの値段にはなるということで、今一番最初に我々が

見込んだのが 1,000 万近くには売れるだろうという判断のもとに、解体も 1,000 万程度

でできるんじゃないかという判断で、そこでペイができるだろうと。それで最終的に固

定資産税が後々毎年入ってくるから、そういう意味では長い目で見ればペイできるだろ

うという判断のもとに今回これを実行したわけですね。だけど、アスベストが出てきた

ので、そこが 400 万ぐらいプラスになったので、基本的にはマイナスになってしまった

というところの判断の間違いは我々も認めたところですよね。そういうことです。 

助川委員 実際その解体 1,000 万ぐらいでできないの。 

副市長 いや、ですから、これは入札ですから、今までの例を言いますと、７割程度で実際に

札入れと、今までここ一、二年の話で言いますと、そこらで実際には瓜連のプールでも

そうですし、芳野のコミセンの浄化槽にしても７割程度で壊していますから、そういう

部分で言いますとかなり安くなる可能性は残されていますね。 

笹島委員 役所がやるから高いんだよね、解体費用というのは。建物を建てるわけじゃなく、

解体というたかだか 80 坪じゃないですか。地中にパイルか何か入っている云々、そのパ

イルを使いたい人もいるかもしれないし、アスベスト云々というのもあるでしょう。結

局私はちょっと昨日かな、こういうファクスで何かダイレクトメールを送ってきたんで

すよ。そうしたら、俺のところは何で送ってくるか知らないんですが、ＲＣ構造体で６

万円からと。実際やってみたらどうかわからないんですけれども、お見積りをどうぞと

いうことで、アスベスト云々ということはここに入っていませんけれども、実際どこで

もやりたいわけですよね。どこの業者でもね。建物建てるわけじゃないから、きれいに

片づければいいことですよね。あと、その処分はどうするかというのをきちんと見守っ

ていればいいことであって、そうすると、これを信じれば、ＲＣ構造で 500 万だよ、大

体ね。これのダイレクトメールね。それにアスベストをして、倍とはいかないでしょう

けれども、どの程度のアスベストか知らないけれども、七、八百万だよね、そうすると

ね。それは民間の業者だったら一生懸命いろんな何社も何十社も見積りとってやります

から、それは役所と違ってご心配なく。ただ、それを相手はその建物を解体するのにで

きるだけ安くというのは努力しますから、だからそういう業者もあらわれるんですよ。

土地代はできるだけ安く抑えたい。ここは役所が 1,500 万と言っているんだったら、う

ちは七、八百か、それ以下でなんとか抑えてと。そうすれば利益も出ると。これが民間

業者のやることだから、だから、そこのところを私が言いたいのは建物つき土地で売れ
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るものだったら売ってほしいなというのがこの趣旨だと思うんですね。売ったほうがよ

ろしいんじゃないかという。 

   以上です。 

副市長 確かに笹島委員おっしゃるとおりでございます。ですから、問題はそこにあらわれる

業者がいるかどうか、そこだけの問題なので、ぜひご紹介をいただきたいと思います。 

笹島委員 心配しなくてやってみなければわからない。努力すれば何とかなるんだから、やら

なければ何も始まらない。そう思いませんか、皆さん。 

副委員長 すみません、あともう一つちょっと執行部にお聞きしたいんですけれども、行政の

手法として限りなくゼロ円に近い価格で公売をかけるということはあり得るんですか。 

副市長 今の流れから言いますと、先ほどお話ししましたように、土地の値段が例えば 1,000

万だとして、解体も入札して 1,000 万程度になるとすれば、そこで差し引きすれば価格

ゼロですよね。ゼロでの公募であれば、我々としてはマイナスは出てないわけですから、

それもあり得るかと思いますよね。ですから、そこはあくまでも不動産会社の札入れで

すから、そこに例えば 1,000 円とか 1,000 万円とかいう人もいるかと思いますよね。そ

この見きわめが不動産会社がどうするかの問題だと思いますよね。可能性としてはなく

はないんじゃないですか。 

 ただ、我々が今まで考えてきたのは、そこまで果たして不動産会社が我々のつき合う

範囲の中では出てこないんじゃないかなと。ましてあの建物を一部壊して、そこをその

まま使う人が使える建物だったらば別に問題ない。誰か手を挙げていると思いますけれ

ども、あそこ昭和 53 年の建物ですから、耐震化基準には合致してないわけですから、当

然普通に考えれば使用はできないという判断が常識的な判断ではないかなと私は思って

いますけれども。 

委員長 外にありませんか。あと執行部に確認したいこと、よろしいですか。 

助川委員 執行部ではこの件に関して売買する場合に最低価格というようなことを出して、市

場に出すわけ。その積算はどういうふうな形で考えられて。 

副市長 通常我々が土地売っている場合にも当然不動産鑑定にかける、ないし不動産評価額か

ら推して値段を決めて、そこが最低価格で札を入れてもらうという形をしていますんで、

これも同じ形にはなると思いますね。当然公募するわけですから。 

助川委員 最低価格より下回った人ばかりだと入札不調ということになってしまうんですか。 

副市長 はい、そのとおりですね。 

助川委員 その可能性が今回はこれ私、高いと思うんだよね。鑑定して、その価格をベースに

考えて、これで市場に出した場合に、当然解体するにしても、一部撤去するにしても、

お金もかかることは目に見えているわけですから、使う方は。ということを考えた場合

には、できるだけ速やかに固定資産税等が入ってくるように買っていただくために、も

う最低価格は最小限の金額にして市場に出すという大決断をしないと、あと改修がおく
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れるわけですから、そこのところはそういう考えはないですか。 

副市長 当然そのとおりで、限りなくゼロ円に近い最低価格を設けないと、手を挙げてくる業

者はまずいないと思います。助川委員のおっしゃるとおりだと思いますよ。 

     （「限りなくゼロでスタートはありなんですね」と呼ぶ声あり） 

委員長 ありだね。 

     （「限りなくゼロでのスタートというのはありと」と呼ぶ声あり） 

副市長 ただ、この（１）に書いてある一部壊して養生費用が安くなるという話は、例えば壁

の部分のところをはがして養生費用が安くなるかというと、安くはならないと思います

よ。例えば３階建ての部分を２階にしてだったらば、養生費用の例えばこのネットの高

さが短くて済むから、それで養生費用安くなるという形にはなると思いますけれども、

単なる壁部分を解体しただけでは養生費用は決して安くならないし、少しずつ壊してい

ったらば余計に経費もかかるし、そこはちょっと矛盾しているかなと思っております。 

委員長 よろしいですか。 

     （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 外に確認したいことありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 執行部のほうでは。 

   暫時休憩します。 

   それでは、再開を３時 10 分とします。 

     休憩（午後２時 56 分） 

     再開（午後３時 12 分） 

委員長 先ほどから引き続きこの陳情第５号について、外にご意見ありませんか。 

   質疑ありませんね、もう。 

     （なし） 

委員長 それでは、質疑を終結して討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

   まず反対の方いらっしゃいましたら。 

     （なし） 

委員長 賛成討論の方いますか。賛成の方。 

   どうぞ、笹島委員。 

笹島委員 じゃ、賛成の立場から討論いたします。 

   不適切な寄附行為を受けたということは事実はともかくとして、現実的にこの旧歯科ビ

ルの建物はこの趣旨から言って、早く不動産市場に売り出すことということで、速やか

に売り出して、市の持ち出しを最小限に抑えるということで、私はそれを推薦いたしま

す。それで一応賛成といたします。 
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委員長 外に討論ありませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、これより採決いたします。 

   これより陳情第５号を採決をいたします。 

   採決は挙手によって行います。 

   陳情第５号を採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

     （賛成者挙手） 

委員長 全挙手ということでございます。 

   全員賛成と認め、陳情第５号は採択すべきものと決定いたしました。 

   それでは、以上で陳情第５号の審議を終わります。 

   以上でございます。 

   それでは、その他の案件について、茨城県市議会議長会、平成 29 年度第２回議員研修

会についてお配りした１枚の資料があるかと思いますが、こちらでございます。 

   平成 29 年度第２回議員研修会の開催についてというものです。期日、平成 30 年２月

２日でございます。これについて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。ご協議及び選出をお願いいたします。 

   誰か希望者いますか。去年誰行きましたか。 

     （「この間、僕行きました」と呼ぶ声あり） 

委員長 去年のやつ。 

     （「去年はわからない。去年はセントラルホテル行った」と呼ぶ声あり） 

委員長 去年は私が行っています。今年はどなたかご希望者。いや、副委員長、この間行って

きたんだよね。違うやつで。11 月。 

     （「笹島議員じゃないですか、行ってないの」と呼ぶ声あり） 

     （「じゃ、いいよ」と呼ぶ声あり） 

委員長 わかりました。それでは、笹島委員に決定いたします。よろしくお願いします。 

   最後になります。 

   当委員会の視察研修についてでございますが、前回の定例会期中に行われた委員会の協

議で、視察研修については太陽光発電施設の設置条例等について調査を行うことに決定

いたしました。 

   その後、正副委員長で検討した結果、視察日については来年１月 25、26 日の２日間で

決定いたしました。 

   視察の場所については、山梨県の北杜市、もう一つ、甲州市にお願いすることで現在調

整中で、大体これで決まる予定でございます。 

   このスケジュール等の詳細な内容が決まりましたら、ファクスにて皆様にご連絡いたし

ますので、よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか、ファクスで。 
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   それでは、以上で総務生活常任委員会を閉会いたします。 

   お疲れさまでございました。 

閉会（午後３時 18 分） 

 

     平成 30 年 ２月 26 日 

      那珂市議会 総務生活常任委員会委員長 勝村 晃夫 


