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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10月23日（月） 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 次  長 清水  貴 

     書  記 小田部 信人   

会議事件と概要 

（１）陳情第３号 菅谷地内旧歯科医院の解体に関する陳情 

結果概要：全会一致で不採択とすべきもの 

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 それでは、開会前にご連絡をいたします。 

会議は公開しており、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。 

会議内で発言は必ずマイクを使用し、質疑・答弁の際は簡潔かつ明瞭にお願いいたしま

す。 

携帯電話をお持ちの方は、電源をお切りいただくかマナーモードにしてください。 

ただいまの出席委員は６名であります。 

欠席議員はございません。 

定足数に達しておりますので、これより総務生活常任委員会を開会いたします。 

職務のため議長及び議会事務局職員が出席しております。 

ここで議長よりご挨拶をお願いいたします。 

議長 おはようございます。 

本日は勝村委員長のもと、総務生活常任委員会ご苦労さまでございます。 

それから、きのうの衆議院議員の選挙には、それぞれの立場で、それぞれの候補者をし

っかりと応援したと思いますけれども、ご苦労さまでございました。 

これが終わりますと、各委員会の研修、それから勉強会と行事が立て込んでおります。

健康に注意されまして、職務のために働いていただきたいと思いますのでどうかよろしく

お願いします。 

本日の会議事件、陳情第３号でございますけども、慎重なるご審議をお願いして挨拶と



 - 2 - 

いたします。 

ご苦労さまです。 

委員長 ありがとうございました。 

それではこれより議事に入ります。 

陳情第３号 菅谷地内旧歯科医院の解体に関する陳情を議題といたします。 

この陳情については、さきの定例会期中に継続審査となった案件となります。 

前回の審議では、陳情者が具体的にどういう被害を受けたのか、また、陳情者の解体し

てほしいとの意思が確認できないとの意見や、陳情書の提出に疑義がある以上、さらなる

調査が必要ではないかなどの意見が出されておりました。 

それでは、この陳情の対応についてどのようにするのか、皆様からのご意見をお伺いい

たします。 

ご自由にご意見等述べていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

笹島委員 ちょっと綿引委員は鷺内ですよね。 

私ちょっと疑問に思ったんですけど、どこの自治会も、自治会長が先頭切って、こうい

う問題を近隣の人たちとか、綿引委員とかに相談しながらやっていって、市役所は市役所

で、よく自治会長とか自治会をとおしてやってくれって、我々議員によく言ってきますよ

ね。今回は、小沢さん１人ですよね、１人が陳情してきたと、余りちょっと聞いた話じゃ

ないんですけどね。 

必ず一般的には、署名とかなんかを集めてきて、それで自治会長云々が持ってきて、相

談とか云々というそれは、議員の立場として、まず自治会長とか、小沢さんとか、綿引委

員にそういう相談があったのかどうか。 

なぜ、鷺内自治会が、これ近隣って言っていますから、小沢さんだけじゃないと思うん

ですよ、ご迷惑かけているっていうふうにここ記述されていますからね。ということはど

のように思いますかそれは。 

綿引委員 私の自宅のすぐ近所ですし、あの前を通るたびに気にはなっておりました。でも実

際具体的に前の自治会長さんから、あれ綿引さん何とかなんないのかなっていうそういう

ふうなちょっとしたお話はありましたけども、具体的に陳情であるとか、あるいは近隣の

皆さんのご意見を伺うとかっていうところまでは至っておりませんでした。 

笹島委員 そうすると、先ほど言っていた小沢さんとの接触はありましたか。 

綿引委員 私は直接にはありませんでした。この件に関しましてはね。 

笹島委員 わかりました。 

それで、ちょっとこれ８月25日に、陳情のスタンプが押してあるんですけど、これはあ

れですか、事務局は、これは締め切りぎりぎりで提出してきたのかな。 

それちょっと聞きたいんですけど。 

事務局長 これは８月25日でございます。 
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以上です。 

笹島委員 24日ではなく、25日締め切りの日にこれを提出したのかな。 

事務局長 ８月の25日です。 

笹島議員 に提出したんだね。はい、わかりました。 

実は、今月20日の日ですか、再度ちょっと確認したいなと思いまして、私とそれから委

員長と副委員長で小沢さんのところに行ってまいりまして、30分以上かな、その前に１度

行っているんですけども、もう１度再確認ということで、雨が降っていたとこだったんで、

中に入れてもらって、ゆっくりお話ししてきたんですよ。 

小沢さんに訪問して確認したこと、私たち３人が聞いておりますんで間違いないと思う

んですが。 

まず、現状では、壁が落下するような具体的な事象は起きていないということを小沢さ

んが言っていたと。 

もう一つ、１度も市役所にこの旧歯科ビルの撤去をしてくれと頼んでは、１度も市役所

へは言ってないということなんですけども、まずそれ一つですね。 

それから震災直後ですか、ごらんになったかどうかわからないですけども、塀が10段ぐ

らいあったのかな、隣のあれは。それであれは隣のビルのものですから、それで、震災直

後ブロックが倒れかかっているから上のとこだけ、取り払ってくれということを、まだそ

の時は、いらっしゃったみたいなんです隣の歯科ビルのほうに住んでいらっしゃったか通

っているかちょっと私はうろ覚えなんですけれども、それで何とか頼んでそのブロックを

取り払ったということは、事実として言っていました。 

あともう一つです、役所の職員とはコンタクトはって聞いたんです、その震災から今ま

でね。そしたら１度だけ来たと、要するに二、三年前に役所の人が隣の土地を買ってくれ

ないかと、話しかけてきたということなんですよ。 

それから、前お話ししましたね、木野議員が８月ごろ、陳情書を出すから署名を預ける

と頼まれたと。 

それは、議会事務局にも確認しましたし、この前あったときに執行部にも確認しました

よね。署名を集めてくれというふうに頼んだらしいんですけど、その直後かな、８月です

から、ちょっと日にちまで私は聞いていないんですけども、８月と言っていました。 

１人でも何とかなるからと、小沢さんが言うことには、１人でも何とかなるから、これ

署名集めなくていいと、この件を木野議員が先ほど言った署名をしてくれということで最

初は頼んだけれども、木野議員が再度来て印鑑と日付だけ押してくれればいいというふう

に急に変わったと、間に合わないからだと思うんですけどね。先ほど事務局にそれを聞い

たのは、25日とその件で聞いたんですよ、同時に木野議員は、この件に関して黙っていて

くれと、この件に関して、名前も伏せてくれということを言われたということで、私はそ

れは言わなかったと。 
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そのとき第１回目に会ったとき、誰が誰ですかって言わなかったんですね。 

そのときは、木野議員だったらしいんですけど、やっとその執行部のほうで木野議員の

名前が出ましたということで、お話ししたら、木野議員という名前をお話しするようにな

ったということですね。 

そういうことですけど、あともう一つ、これちょっと大事なことなんですけども、同じ

ころ副市長が陳情書を出してくれと、綿引委員に頼みましたよね。 

しかし、綿引委員は、後日断ったと思うんですけども。 

これは、どういうことなのかなということでちょっと、綿引委員教えてほしいのですけ

れども。 

綿引委員 しっかりとメモをとったとかそういうことではないので、ただ記憶の中で、そうい

う陳情っていう言葉は特になかったと思うんですが、地元の方から文書で何か提案という

か、そういうことがあれば役所側としても対応のしようがあるのだがみたいな問いかけっ

ていうか、そういう話は、１度あったと記憶しております。 

笹島委員 私はそういうとこですね。 

一応事実関係を話したんで、あとほかの方にちょっと聞いていただければ。 

委員長 ほかにありませんか。 

副委員長 そうすると、ちょっと今の綿引委員の話なんですけど、それは、陳情を集めて出し

てくれという打診だったんですか。 

綿引委員 陳情という言葉は多分使ってなかったと思うんですけども、文書でっていうのは記

憶にありますね。 

文書で地元の方から、何かそういうふうな提案っていうかね、あればできないかなみた

いな問いかけはありました。 

副委員長 それは、いつごろですか。 

綿引委員 ９月定例会前の多分、８月ごろだったんじゃないかなと思いますけど。 

副委員長 笹島委員と勝村委員長と私で先日行ったという話が先ほど笹島委員のほうからあり

ましたけれども、小沢さんも当初地元の人の署名を集めてほしいという打診があったとい

うふうにおっしゃっていたんですね。ちょうど８月のお盆前ぐらいだったと思うっていう

話なんです。 

綿引委員のほうは副市長から、言われたということですね。 

小沢さんは、木野議員から言われたと、時を同じくしてこの９月定例会というタイミン

グに合わせて、両方に打診があった、別々の人からというのは、果たして偶然なのかなっ

ていうのは単純に、思うとこだと思うんです。 

ですけども、これは、前回も疑義があるということで延長になっていますので、これは、

当事者に聞いてみないとわからない話になっちゃいますね、そうなると。 

一方の木野議員と、一方の副市長ですか、今お名前が出たところで言うと。 
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どうでしょうか。 

委員長 ということは、きょうは要請をしてないから、きょうのきょうではできないですね。 

副委員長 そうですね、副市長の名前は、今回初めて出ましたので前回は出席していただきま

したけども、今回出席されていませんので、そうすると両人に話を聞かないことにはこの

件は、進まないということになりますか。 

委員長 これは、事実の確認でしょうけれども、この陳情に対しては、この陳情書だけを見る

と、そこまでする必要があるのか。 

また、この住環境の悪化とか、危険性、とかっていうこれだけに絞るのか、そこにもよ

ると思うんですが。 

副委員長 いわゆる、この文書、前回も出ましたけども、この陳情の文書と実際の小沢さんの

おっしゃられている内容等に大分開きがあるっていう件が、前回疑義があるという点だと

思うんです。 

先日お伺いしたときも、私は、わからないし、正直、こういうのに巻き込まれて困って

いるというようなお話もされておりました。 

議員は来るし、新聞記者は来るし、こんなことになるなんて聞いてなかったというよう

な話もされていましたので、ある意味小沢さん的には、これ違う意味で被害者に今なりつ

つあるというような感じがしたんですね。 

そういったことに市民を巻き込んでしまったという点もあると思うんですよ。 

あくまで、その今回まで延長になったのは、やっぱり疑義があるという点でございます

ので、それが本当に小沢さんの意思なのかどうかっていう疑義ですね、ここが非常に重要

な部分になってくるのだと思うんです。 

壊す壊さないの話じゃなく、今回の陳情が果たしてどういう経緯で出たのかというとこ

ろが非常に重要な点だと思うんです。 

そうすると、やはり当事者お２人に、お話を聞いてみるというほかにないのではと私は

思うんですけれども。 

意見です。 

助川委員 今回のこの陳情案件に関しての可否をこの委員会でのみに限って、可否を問うこと

だけに絞ることと。それから大局的に見て、いつまであの形をお金をかけながら、この先

どのぐらい先までも延ばしておいていいものかというようなことも含めて委員会の中で意

見を出し合うのか、この部分だけに関して絞ってこれをどうするかということにするのか、

その辺の意見の取り上げはどこまで委員長としては考えていますか。 

委員長 できれば、私としては、この文書についてどうなんだと。 

私が見たところで、建物の傷みが激しく、危険性が高まる、それと、管理されず放置さ

れたままというような文書になっています。 

管理はされているんですよ、現在は、仮囲いをして、その辺がどうなのかということで、
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この辺は小沢さんも先日行ったときに、小沢さんの話では、今は、管理はされている。 

率直にいって、現在危険性はあるとは感じていないというようなお話でした。 

そこをいくと、この陳情書だけでやるのか、この陳情書出し方がどうだったのかという

ことも含めざるを得ないのかなっていう気はしますけども。 

皆さんに、この辺をお諮りしたいんですが、この陳情書だけで、この文面に対してやっ

てみても、これは、我々が確認したところと一致はしないと、この文面からいってもね。 

そのように、私は感じております。 

助川委員 我々委員会としては、歳入、歳出全般にわたって、大局的に見た上で、この案件に

関して、どなたが責任を取らなくちゃならない部分がでているっていうことの何ていうん

だろう、明確性を打ち出して、委員会でそれに対応していくのと。それから、あくまでも

このままの状況で置けば、いつまで、あの状況で置くかっていうことが、いついつまでと

いうことは決定されないでしょうし、その辺のことも、考えあわせた場合に、市民の皆さ

んに対して、我々が委員会として、方向性をどこに照準を当てて決断をするかということ

も含めるべきなのか、それともこの委員会に関しては、この陳情案件だけに関してきょう

採決をするのか、そこんところを委員長にはっきりしてもらわないと、ちょっと話が前に

戻ったり、なにかしなくちゃならないので、そこんところをはっきりしていただきたいと

思うんですが。 

委員長 これは、先ほどから副委員長が言うように、当事者の木野議員と副市長にもという話

ですが、きょう、要請はしておりませんので、これをやるとなると、再度委員会を開催し

なければいけないようになります。 

そういった面で、私としては、この陳情書に対して、どうするかということを、まずは

やっていきたいと。 

助川委員 そうすると、今回のこの委員会に関しては、この陳情に関して採決をという方向性

を見出したいということであるならば、この小沢さんていう方、陳情書を見られているの

でしょう、ただ、印鑑をその方が自分で押して、それで陳情書預かってきて、こちらに出

されたっていうことなんですか。 

その辺のところの確定的なこのやりとりのところって、ご本人に聞いているのかな。 

お三方行って聞いてきたの。 

委員長 これは、聞いてきまして。 

助川委員 内容わかって。 

委員長 こういうざっと読んだよと。 

本人とすれば、今までこういうことはやったことないから、とりあえず名前のところに

印鑑を押して、日付だけやれば、やってくれるのかなということで、これを出したと。 

出したというか、逆に、お願いされたと。 

助川委員 お願いされたって、ご本人が出しているんですよ。 
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だからご本人が、お願いしたということと違うの。 

お願いされたのと違うの。 

笹島委員 ちょっといいですか。 

それあれすると、小沢さんは陳情出してくれと頼まれただけで、その意思はなかったと

いうことです。 

要するに木野議員が持って、まず署名集めてくれと言って１人でも大丈夫だからと、後

でねここに日付と印鑑を押してくれということで頼まれて、それを渡したということで、

頼んできたのは木野議員だと言っていました。 

それは間違いなく。 

副委員長 先日、小沢さんに経緯をお伺いした話でいきますと、当初は、この辺近隣の方の署

名を集めてくださいと言われたと。ただ小沢さんとしては、実害を受けている家もないの

で、集めることができないというような判断をしたと。そしたらば、この24日の日にです

か、木野議員がいらして「小沢さん１人でも大丈夫みたいです」と言っていったと、みた

いなので、これで出しましょうと。「みたいです」ということは、木野議員も誰かにそう

いうことを言われたんだというような判断を私はしたんですけれども。 

「みたいです」ということで、ここに印鑑をくださいということで、サインと印鑑をし

たというような話でありまして、あくまで小沢さんのほうは受け身で、印鑑とサインをく

ださいと頼まれたという、そういうふうな話でありました。 

助川委員 陳情に関しては、当然個人的な陳情というのは、重い軽いでいうと、軽くなる形だ

と思うんです。そういうことから、複数人、あるいはまた、その地域の役職者の方々、自

治会長さんを初めそういう方々の同意をいただきながら、ご署名をいただくっていうこと

が執行部に対しても、議会に対しても重みがあるという形だと思うんだけども、そういう

ことのお話は木野議員はお願いする段階ではしないで、１人でもいいですからこの内容を

了解していただいて、署名、捺印をお願いしますよということで、 

（署名はしていない）と呼ぶ声あり 

助川委員 印鑑だけか。 

印鑑を押してもらいたいということだけのお話で、お願いしたということなの。 

委員長 そういうことですね。 

助川委員 事務局に、聞きたいんだけど、こういった陳情案件に関して、執行部に対してお願

いするっていう場合に、こういう個人の方の陳情を取り上げて、執行部のほうで動き出す

ということはあるの、こういった案件に限らず、道路の問題とかお１人の署名の陳情が出

てきたときに、それによって執行部は行動に移すということはあります。 

事務局長 陳情を出すことは、これはできますけれども、ちょっとこれをやるかどうかについ

ては、ちょっと私のほうではお答えはできないです。 

笹島委員 前も私ほら、一般質問でやったんでしょう、この陳情書っていう。 
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これは同じように、趣旨を書いてありますよね。 

次に、署名、これね。 

これだけじゃないですよ、これ私断られましたけれども。 

主にあるでしょこれ、三十何名分ですよ。 

結局、やりません。はい。 

一般質問でやったでしょう。 

やりませんと、これやられたんですよ、32名も出して。 

私は、その１人でも、今言っていた小沢さん１人で、まして小沢さんが望んでなかった、

相手から来て、署名じゃなく捺印をしてもらって、書いて、それを相手の言うままに出し

て、あげくの果て、今度は、綿引さんも同じように陳情を出してくれと副市長から言われ

たと、さっき確認しましたよね。 

それで、あれは８月25日という、なんで私そういったかっていうと、それ、執行部の事

務局長さ、あなたも言わなかった、綿引議員に、８月25日間に合わなくなるから、綿引議

員に早くこの陳情書を出さないとだめですよと。 

言わなかった、それは。 

事務局長 そういう話はしておりません。 

電話をしましたけれども、そういう話はしていません。 

笹島議員 綿引議員が言っていましたけど。 

事務局長 その経緯を申しますと、ちょっと名前を言っていいかわからないんですが、そうい

う陳情を出すような話があると、もし陳情が出るのであれば、８月25日が締め切りですよ

ということを伝えてくれということを言われたので、私は電話をしただけですので、陳情

出すとか、いつまでに出せとか、そういったことは、一切お話ししておりません。 

笹島委員 誰から陳情があると言われたんですか。 

事務局長 この公開の場で言うのは、控えさせていただきたいと思うんですが。 

笹島議員 後で教えてくれますか、それは。 

ということなんです、おわかりになったでしょう。 

副委員長 今回その疑義があると、何がだめなんだということだと思うんですけれども、先ほ

ど助川委員がおっしゃったように、責任の所在がどこかという点だと思うんですね。 

今回そういうふうに陳情出して、疑義があるというところなんで私たちが引っかかって

いるかというと、そこを陳情という形で責任をそちらに転嫁しようとしている誰かがいるの

ではないかという疑義なんです。 

つまり、市民からこういう意見が出ています、総務生活常任委員会に投げられて、総務

生活常任委員会でこれを採決しましたと。総務生活常任委員会は了承したんだから、壊し

ますよというような責任を、小沢さん、もしくは総務生活常任委員会に、押しつけようと

しているというような、疑義を私は感じている。 
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その疑義ですね、その責任の所在がですね、この問題全体そうなんですけれども、誰も

責任をとろうとしていないっていう点がやっぱり一番の問題なんです。 

それが、はっきりさせるということが、この問題そのものの解決の唯一道だと思うんで

すけれども。 

今回は、この陳情によって、その疑義が生じたというのは、その責任をこちらに押しつ

けようとしているというような、そういうふうな印象を私は受けます。 

意見です。 

笹島委員 私が一番怒りを感じるのは、何で議員たる木野議員とか、綿引議員がそれに巻き込

まれて、そういうことに対して、手伝わなきゃいけない、関係しなきゃいけないんだって

いうことを。まして、小沢さんという方は、自分は望んでいないって言っているのに、何

で小沢さんも利用して、１市民の方を、ある程度の党が同じ党だということで、普段の関

係はありませんというふうに、あまり会ったこともないと。 

後ろの方のまるまるさんっていう方にもお会いしました、私も市役所に１度も頼んだこ

とない、木野議員には、選挙前に１度何とかしてくれって頼んだけども、ナシのつぶてだ

ったっていうことはっきり聞いています。 

だから、ほんとにこの問題に対しておかしい話なんですよ、誰がこれを望んで、誰があ

れして、主役責任者が誰もいない。 

それで、我々にそういうふうにして投げつけていって、さあ何とかしてくれって、とん

でもないこれは話だと思うんです。 

我々議員に対して、我々議員をなんだと思っているかなと。 

非常に侮辱された話で、私は怒り心頭です、それに対して。 

これはありえないですよ、公務員違反です、これね。 

本当に公文書偽造かもしれない。 

いろんな面で、政治倫理法でも違反かもしれない。 

いろんな面で、これ法的にもまずい面が出てくると思いますよ、私はそこまでは、まだ

調べていませんけども。 

ていうことで、やっぱり解明が一番大事だと思います。 

まず解明しない限りは、前に進めません、それは。 

もう税金で何とかっていうレベルの問題じゃないです。 

もうその以前の問題です。 

議員は何やっているんだと、おまえたちは何やって、おまえたちも同じ結託しているの

かと言われかねません。 

それは、私の感想ですけど。 

助川委員 今、笹島委員のほうからも、お話出ちゃっていますけど。 

だから、この問題に関しての可否を審議する時間として委員会を設けたのであれば、小
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沢さんが直においでいただいて、それで、困っているんだよっていう内容なんですから、

それをお話しいただかないと、私らも判断のしようがないということになってしまうんで

すけど。 

だから、この問題を、壊す壊さないの話を、もとをたどる形の話になってしまいますと、

委員会がいろんな意見が出ちゃいますんで、そこんところ絞らないと、委員会として、ち

ょっと時間がかかってしまうと思うのだけれど。 

委員長 そういったことがあったんで、前回、この陳情書に対しての審議のときに、小沢さん

に実は出てきて説明をしていただきたいということで連絡はしましたが、出て来られない

ということでありましたんで、今回、たまたま私と副委員長の小宅委員、そして笹島委員

と時間がちょうど合いましたので、小沢さんところに行って来たということで、小沢さん

のお話では、早急に危険性があるから、これをやってくれというような、危険性が先にあ

るというようなことではないよというようなお話でしたので、それを確認してきたという

のが実情です。 

助川委員 そうすると、この陳情の意向と相反しちゃうんです。 

だから、ご本人の名前のところに印鑑を押されているのだから、本人がその気持ちがな

いんであれば、これ、陳情書が出てくること自体がおかしいでしょう。 

そこのところなんだよね、委員会ではっきりしなくちゃなんないというのは。 

笹島委員 助川委員、だから議会もそれを追求しなきゃいけないということを言っているので

す。 

本人が言ってもいないのに、何でこのような文章がここにあらわれてくるのかなと。 

本人は、これを書いた覚えもないし、言った覚えもないっていう。 

やっぱりそれを解明しなければ、我々、何のために、……貴重な時間をあれして、ここ

で委員会を開いているかまで、私は疑問に思うんですよね。 

助川委員 出て来ていただけないという理由は何なの。 

委員長 ここに、出てこれないというのは、今も言ったような、そういうことですね。 

中﨑委員 やっぱり、この印鑑を押しているということは、非常に重要なポイントと思うんだ

よね。これをまるっきり読まないで、印鑑押し日付を入れるかということ。 

それから、先ほどから話になっているように、要するに今度の解体に対して、議会が否

決して補正を止めた、そして原因究明を今全協でやっている。 

そして、この１回出てきた、継続審査になっているこの陳情書、これに対して、疑義が

あるからといって、本人に確認して、この場に呼んで、言ったの言わないの、本人は出て

来る気はないでしょう、これきっとね。 

ただ、議会として、こうやって上がってきたものに、１回、しかも審議して、継続審査

とすると言ったものに対して、これを取り消すの、これ事務局どうなの１回陳情書として

上がってきて、継続してやってきたよね。きょうで２回目、これに対して、この陳情書は
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無効であるというようなあれをできるの。 

事務局長 これを判断するのは、やはり議会で採択か不採択かだと思います。 

ご本人が、何ていうのでしょう取り消す場合には、議会の承認がいるということです。 

これ以外は、ちょっと言えません。 

中﨑委員 だから、これを採択するのか。継続にしたわけだよね、この間。 

それで、今再度やっているわけです、採択するのか、不採択にするのか、継続にするの

か、その三つしかないわけよ、本人が出て来ないのだから違うかな。 

原因はいろいろあると思いますよこれ。本人が持って来られて、陳情書、うちも近所だ

からあれだよと言ったって、これ印鑑押していますからね、日付も入れて、これを読まな

かったっていうことは、ないと思いますよ。 

当然、その陳情書を受けて、議会は、この委員会で１回、いろいろ話して、もちろん皆

さんも当然、その本人に会ってお話も聞いているでしょう。しかし、継続審査にしたんで

す。 

そして、再度きょう陳情書をどうするかっていうことでしょう。 

採択か不採択、継続審査か、その三つの内の一つでしょう。 

よろしくお願いします。 

委員長 今、中﨑委員が言われますように、今回、きょうは継続審査、これは再度継続ってい

うことになると流れちゃうよね。 

（「流れない」と呼ぶ声あり） 

委員長 だから、採択か不採択か、これしかないような気がするんだよね。 

副委員長 採択か不採択かという点でいきますと、個人、いわゆる一般的に、一個人、一市民、

１人から出た陳情に対して、採択という形でそれを議会の意見として通すというのは、よ

ほどじゃないと難しいと思います。 

ましてや、議会のほうで１回否決している案件ですので、その陳情を、１人の陳情で採

択としてしまうのは、非常に難しい話だと正直思います。 

ただ、疑義がある以上、これ疑義は解明した上での話じゃないかと、私は思うんですね。 

ですので、継続にすることはやぶさかではないと、私は今回思っております。 

以上です。 

笹島委員 これは、旧歯科ビルは、個人の建物ですよね。 

その所有者が管理を負うのは、これは当然承知していると思うんですよね。 

なぜこれほど積極にかかわろうと市担当がですね、これちょっと疑問であると。 

小沢氏は、陳情を出してくれと頼まれただけで、本人はその意思がなかったと言ってお

ります。 

これは近隣の人たちを含め、この案件は、切迫した状態ではないということも聞いてお

ります。 
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また本人は、誰が早くこの解体を望んでいるかとも言っております。 

本人もこの案件には、迷惑していると言っております。 

この正当な請求根拠がない特定の個人ですね、この隣地住民に有利な取り計らいを仮に

議会がしたとすると、那珂市政治倫理条例に違反する恐れがあるんではないかということ

で、この案件は疑義を生じて真相究明が必要だということで、私は不採択ということにす

べきだと思います。 

委員長 地元として、綿引委員はどのように考えますか。 

綿引委員 地元ということでお答えするんであれば、やはりいわゆるこの市の貴重な予算をこ

の地元の物件に対して、使いましょうということになるんであれば、これは地元の人間と

しては、反対する理由はないのかなと考えます。 

ただ、やはり、今回のいろいろ、ほかの委員さんがご本人に伺ったり、お話を聞いたり

する中で、やはり今回の陳情書に関しては、疑義を感じざるを得ないなという気が正直し

ております。 

だからもし、これを採択すべきかしないのかということを、ここで決するということで

あれば、地元の案件で、非常に残念なんですけども、やっぱりその疑義が晴れない限りは

どうなのかなっていう思いですね。 

委員長 助川委員はありますか。 

助川委員 もとをたどって、この事案に関して、大局的に考えた場合には、いつまでもこの形

をとっておくのはどうかということが一つ頭にあるんです。 

ただ、この事案に関して、陳情案件に関しては、まだご本人のそういったお話を、直接

私自身をお伺いしていないので、ちょっとこれは、再度、私自身も確認させていただきた

いということで、今回は継続ということでお願いできればと。 

委員長 いろいろ助川委員としては、自分でも確認をしたいということですね。 

助川委員 その件は、今、正副委員長と笹島委員がご本人の確認をしてきたっていうことの話

を受けて、私も確認をさしていただきたいということであります。 

それでは暫時休憩します。 

再開を11時といたします。 

休憩（午前10時45分） 

再開（午前11時01分） 

委員長 再開いたします。 

いろいろご意見も出ましたが、そのほかにまだ、言いたりないという方いらっしゃいま

したら。 

よろしいですか。 

それでは、継続審査という意見がありますので、陳情第３号を継続審査とすることに賛

成の諸君の挙手を求めます。 
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（賛成者挙手） 

委員長 お二人ですね。 

それでは、挙手少数と認めます。 

陳情第３号について、これより討論、採決を行います。 

これより討論に入ります。 

討論ございますか。 

笹島委員 先ほどもちょっと言いましたけど、旧歯科ビルは個人の所有の建物であって、その

所有が管理責任を負うのであることは承知していながら、なぜこれほど積極的かかわろう

としているのかが疑問であると。 

二つ目として、小沢氏は、陳情を出してくれと頼まれただけで、本人はその意思がなか

ったと、本人は、誰が早く解体撤去を望んでいるのか、本人もこの案件に関しては迷惑し

ているということ。 

三つ目として、正当な請求根拠はなしに、隣地住民に有利な取り計らいを仮に議会がし

たとすると、那珂市政治倫理条例に違反する恐れがあるということで、この案件は疑義を

生じ真相究明が必要であるということで、私はこの件に関しては、不採択というふうに思

います。 

委員長 ほかに。 

討論ございませんか。 

それでは、これより、陳情第３号を採決いたします。 

採決は挙手により行います。 

陳情第３号を採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

委員長 それでは、挙手なしと認め、陳情第３号は不採択とすべきものと決定いたしました。 

以上で陳情第３号の審議を終わります。 

本日の議題は全部終了いたしました。 

以上で総務生活常任委員会を閉会いたします。 

お疲れさまでした。 

閉会（午前11時05分） 
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