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那珂市議会教育厚生常任委員会記録 

 

開催日時 平成 29 年 12 月７日（木） 午前 10 時 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席委員 委員長 古川 洋一  副委員長 筒井かよ子 

     委 員 大和田和男  委  員 冨山  豪 

     委 員 萩谷 俊行  委  員 君嶋 寿男 

欠席委員 なし 

職務のため出席した者の職氏名 

     議 長  中﨑 政長   事務局長 寺山 修一 

事務局次長 清水  貴  次長補佐 横山 明子 

会議事件説明のため出席した者の職氏名（総括補佐以上と発言者） 

     教 育 長 大縄 久雄      副 市 長 宮本 俊美  

財政課長 茅根 政雄      財政課長補佐 会沢  実 

保健福祉部長 加藤 裕一    社会福祉課長 菊池 正明 

社会福祉課長補佐 生田目 奈若子 

こども課長 大森 晃子     こども課長補佐 片野 弘道 

介護長寿課長 池﨑 みち子   介護長寿課長補佐 大内 正輝 

保険課長 先﨑 民夫      保険課長補佐 高畠 浩一 

健康推進課長 片岡 祐二    健康推進課長補佐 藤咲 富士子 

教育部長 高橋 秀貴      学校教育課長 小橋 聡子  

学校教育課長補佐 渡邊 勝巳  指導室長 大高 伸一 

学校給食センター所長 川上 義和 

生涯学習課長 髙安 正紀    生涯学習課長補佐 小林 正博 

国体推進室長 綿引 勝也     

会議に付した事件 

（１） 議案第 69 号 那珂市放課後学童保育対策事業条例の一部を改正する条例 

     …原案のとおり可決すべきもの 

 （２） 議案第 71 号 那珂市立学校給食センターの設置及び運営に関する条例の一部を 

改正する条例 

          …原案のとおり可決すべきもの 

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

     …原案のとおり可決すべきもの 

（４） 議案第 74 号 平成 29 年度那珂市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算 
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（第２号） 

     …原案のとおり可決すべきもの 

 （５） 議案第 76 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２号） 

     …原案のとおり可決すべきもの 

 （６） 議案第 83 号 市有財産の無償譲渡について 

     …原案のとおり可決すべきもの 

 （７） 那珂市障がい者プランの策定について 

 （８） 那珂市高齢者保健福祉計画の策定について  

 （９） 那珂市国民健康保険第２期データヘルス計画の策定について 

 （10） 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 

 （11） 那珂市健康増進計画の策定について 

 （12） いきいき茨城ゆめ国体事業経過報告について 

     …7 から 12 について、執行部より報告あり 

（13） 調査事項「教育環境に対する支援」について 

…調査完了とすべきもの（要望書を後日提出） 

 議事の経過（出席者の発言内容は以下のとおり） 

開会（午前９時 58 分） 

委員長 皆さんおはようございます。 

時間前でございますが、おそろいでございますので始めたいと思います。 

師走に入りまして、公務ご多用のところ、議員各位、それから執行部の皆様方におかれ

ましても、予算のヒアリングですとか、そういったものも始まったということで聞いてお

ります。大変お忙しい中、ご参集いただきましてまことにありがとうございます。 

この多忙な時期を乗り切るには、やはり健康が第一でございますので、議員の皆様、そ

して執行部の皆様におかれましても、風邪等に注意されまして、この時期を乗り切ってい

ただきたいと、そして新たな気持ちでまた新年を迎えたいなというふうに思っております

ので、どうかよろしくお願いいたします。 

簡単でございますが、ご挨拶に代えさせていただきます。本日はよろしくお願いいたし

ます。 

では、開会前にご連絡いたします。 

会議は公開しており、傍聴可能といたします。 

また、会議の映像を庁舎内のテレビに放送します。 

会議内の発言に際しましては、必ずマイクをご使用ください。 

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

ただいまの出席委員は６名であります。 
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定足数に達しておりますので、これより教育厚生常任委員会を開会いたします。 

会議事件説明のため、副市長、教育長ほか関係職員の出席を求めております。 

職務のため、議長及び議会事務局職員が出席しております。 

ここで議長よりご挨拶をお願いいたします。 

議長 改めましておはようございます。 

本日は古川委員長のもと、教育厚生常任委員会でございます。 

たくさんの付託案件がございます。慎重なるご審議をお願いし、執行部の皆様には、的

確かつ明瞭なお答えをお願いいたしたいと思います。挨拶に代えます。 

よろしくお願いします。 

委員長 ありがとうございました。 

続いて副市長よりご挨拶をお願いいたします。 

副市長 おはようございます。 

本日は、教育厚生常任委員会へのご出席、まことにありがとうございます。 

本日の委員会でございますが、執行部からは議案が６件、その他報告案件６件という合

わせて12件でございますので、よろしく審議のほどをお願い申し上げまして挨拶とさせて

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

委員長 ありがとうございます。 

続いて教育長よりご挨拶をお願いいたします。 

教育長 改めましておはようございます。 

充実の２学期も残り２週間となりました。おかげさまで大きな事故、けがもなく２学期

末を迎えようとしております。 

１件だけ報告をさせていただいて、ご挨拶に代えさせていただきます。 

それは５月に日本大学文理学部と連携協定を結んだその一環といたしまして、11月28日

に中学生による１日体験を行ってまいりました。 

市内の五つの中学校から21名が参加して、日本大学で一緒に授業を聞いたり、大学生の

キャンパスツアーに参加したりということで、大変いい機会だったという中学生からの感

想をいただいております。来年度以降もこういったことを充実して取り組んでいけたらな

というふうに思っております。 

きょうはどうぞよろしくお願いいたします。 

委員長 ありがとうございます。 

本委員会の会議事件は別紙会議次第のとおりであります。 

審議をスムーズに進行するため、担当課ごとに審議をいたします。 

これより議事に入ります。 

議案第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。 

一般会計補正予算は財政課より一括して説明を受け、そのあとで各担当課への質疑を行
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うことといたします。 

では初めに財政課より一括して説明を求めます。 

財政課長 財政課長の茅根です。外関係職員が出席しております。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、議案書31ページの次、一般会計補正予算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。 

下から６行目、小学校施設機械整備になります。 

以下21事項になります。 

小学校施設機械警備業務委託、866万7,000円。 

平成29年度から34年度までです。 

小学校自家用電気工作物保安業務委託、157万2,000円。 

小学校教師用パソコンネットワーク設定業務委託、48万6,000円。 

以上が平成29年度から30年度までになります。 

小学校ＩＣＴ支援員派遣業務委託、1,471万5,000円。 

平成29年度から32年度までになります。 

小学校教師用パソコンリース、6,281万9,000円。 

中学校施設機械警備業務委託、393万9,000円。 

以上が平成29年度から34年度までになります。 

５ページをお願いいたします。 

中学校自家用電気工作物保安管理業務、84万3,000円。 

中学校教師用パソコンネットワーク設定業務委託、27万円。 

以上が平成29年度から30年度までになります。 

中学校ＩＣＴ支援員派遣業務委託、817万5,000円。 

平成29年度から32年度までになります。 

中学校教師用パソコンリース、3,490万2,000円。 

平成29年度から34年度までになります。 

公民館冷暖房装置保守、171万6,000円。 

平成29年度から30年度までになります。 

公民館施設清掃業務委託、1,123万1,000円。 

歴史民俗資料館施設警備業務委託59万円。 

図書館総合施設管理業務委託3,966万円。 

以上が平成29年度から32年度までになります。 

スポーツ教室業務委託、417万8,000円。 

総合公園管理制御システム及び自動制御装置保守、381万1,000円。 
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総合公園空調機等保守、421万2,000円。 

総合公園自家用電気工作物保安管理業務、63万6,000円。 

以上が平成29年度から30年度までになります。 

総合公園プール監視及びプール棟清掃業務委託、１億682万3,000円。 

総合公園夜間管理業務委託、1,929万3,000円。 

総合公園施設清掃業務委託、2,238万2,000円。 

以上が平成29年度から32年度までになります。 

12ページをお願いいたします。 

下段になります。 

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、140万円。 

２目高齢福祉費648万円。 

13ページをお願いいたします。 

３目障害福祉費6,560万円。 

５目後期高齢者医療費778万3,000円。 

３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費396万8,000円。 

２目児童措置費7,124万6,000円。 

14ページをお願いいたします。 

３目保育所費38万円。 

３款民生費、３項生活保護費、１目生活保護総務費175万円。 

２目扶助費3,500万円。 

次のページになります。 

４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費90万円。 

18ページをお願いいたします。 

下段になります。 

９款教育費、１項教育総務費、２目事務局費184万円。 

３目教育指導費441万3,000円。 

19ページになります。 

９款教育費、２項小学校費、１目小学校管理費251万円。 

２目教育振興費51万円。 

９款教育費、３項中学校費、１目学校管理費280万8,000円。 

２目教育振興費38万6,000円。 

20ページをお願いいたします。 

中段になります。 

９款教育費、４項幼稚園費、１目幼稚園費190万4,000円。 

９款教育費、５項社会教育費、１目社会教育総務費79万5,000円。 
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21ページになります。 

９款教育費、６項保健体育費、１目保健体育総務費13万1,000円。 

２目学校給食共同調理場費495万7,000円。 

12款諸支出金、３項償還金、１目償還金1,275万2,000円。 

うち610万6,000円が社会福祉課、664万6,000円がこども課所管となります。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 財政課からのご説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

なければ皆さんの調子が出てくるまで、私がいくつか質問させていただきます。 

12ページ、一番下の高齢福祉費、ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業ですが、

これ通信機器の具体的な名称は何でしたっけ。 

ということと、今回この補正でどのぐらい数量をふやすのか、また、これは賃貸だと思

うんですけど、無償ではないと思いますが、賃貸料が変わるのか、その辺をお伺いします。 

介護長寿課長 介護長寿課です。 

一つ目の質問なんですが、これは、きっと子機を想像されているのかなと思いまして。

システムの管理をしているハードディスクのことです。 

一点目はよろしいでしょうか。 

委員長 ハードでこれを補正するということはどういうことですか。 

介護長寿課長 その理由なんですけれども、システム更新時期がありまして、今年度が更新時

期になっております。 

それで、来年度当初予算で計上すべきところだったんですが、今回、保守点検中に不具

合が発見されまして、早急な更新が必要になったということで、今回補正ということにな

りました。 

委員長 ということは、更新の前倒しということですか。 

介護長寿課長 そうです。 

委員長 わかりました。ありがとうございます。 

あと18ページ、下段、教育指導費、障害児学習活動支援事業、臨時雇賃金ということな

んですが、これはもともと何名かいて、そういう状況になったらば、その都度ふやしてい

くというのを私は答弁をいただいているんですけど、今回はどのぐらい、何名ぐらいふや

すとか、その辺具体的に教えてください。 

学校教育課長 学校教育課です。 

今回の補正は６名の増員分になります。 

本年度になりまして、小学校と幼稚園で支援が必要な児童が、出ましたことで、幼稚園

と小学校から要請がありまして、増員した分になります。 

以上です。 
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委員長 わかりました。ありがとうございます。 

19ページ、教育費の学校管理費、備品購入ということで、管理用備品ということですが、

具体的にこれはなんでしょうか。 

学校教育課長 こちらは車いす用の階段昇降機になります。 

現在小学校６年生で車いすを使用している児童がおります。来年４月に中学校に進学す

るんですが、そちらの中学校にはエレベーターがございません。なので、校内を移動する

に当たりまして、この階段昇降機を購入して、受け入れの態勢を整えるものです。 

以上です。 

委員長 今、その方がいるんですよね。ということで今まではどうしてたんですか。 

学校教育課長 現在の小学校にエレベーターがあるので、移動に不便はなかったんです。 

中学校のほうにエレベーターがないために、この階段昇降機を購入するものです。 

委員長 昇降機というのは、具体的にイメージがわからないですが、１台っていうことですか。 

学校教育課長 そうです。１台です。 

キャタピラがついた台車というイメージです。その台車に児童が乗っている車いすごと

固定して、それを介助員が電動で階段を上がり下りするというような形です。 

委員長 わかりました。ありがとうございます。 

最後21ページ、学校給食共同調理場費の給食センター運営事業の賄い材料費460万。 

これは賄い材料というと何か職員が食べるというイメージがありますが、ということで

よろしいでしょうか。 

学校教育課長 こちらは学校給食の食材料です。学校給食で提供している材料になります。 

今回の補正は、ごはん、パンなどの主食のほか、牛乳、あとは一部の食材料の価格が上

昇したために、当初予算では不足すると見込まれる分を増額補正するものです。 

委員長 給食費に影響はないんですよね。 

学校教育課長 ございません。 

那珂市では、保護者からいただく給食費で材料費を賄うという考えでやっております。 

今回、食材料の高騰で不足する分は一財を投入するということです。 

委員長 わかりました。ありがとうございました。私からは以上です。 

ほかにございますか。 

君嶋委員 21ページ、教育費、保健体育費の中でスポーツ教室開設事業、非常勤職員の報酬と

いうことですが、これ何をやるんですか。 

生涯学習課長 生涯学習課長です。お答えいたします。 

こちらにつきましては、４月に人事異動で人の入れかえがございまして、非常勤職員が

変わったものですから、通勤手当のほうが変更となったことに伴って、報酬の額が変わっ

たということで、補正をさせていただいております。 

那珂市在住の方がお辞めになられまして、水戸市内原町の方が、今回こちらに来ていた
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だくような形になりましたので、その通勤手当が変更という形になっております。 

以上です。 

君嶋委員 通勤手当が変わった関係でそれがふえたということだけですか。内容とかそういう

ものは別に変わりないということですか。 

生涯学習課長 おっしゃる通りです。通勤手当の変更だけになっております。 

以上です。 

委員長 ほかにございますか。 

なければ質疑を終結いたします。 

続いて討論に入ります。討論ございませんか。 

  （なし） 

委員長 なければ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ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしと認め、議案第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。 

学校教育課以外の執行部は退席をお願いいたします。 

  休憩（午前10時16分） 

  再開（午前10時17分） 

委員長 再開いたします。 

学校教育課が出席しております。 

議案第71号、那珂市立学校学校給食センターの設置及び運営に関する条例の一部を改正

する条例を議題といたします。 

執行部より説明を求めます。 

学校教育課長 学校教育課長の小橋です。外３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。 

議案書の24ページをお開きください。 

議案第71号、那珂市立学校給食センターの設置及び運営に関する条例の一部を改正する

条例。 

那珂市立学校給食センターの設置及び運営に関する条例の一部を改正する条例を別紙の

とおり制定するものとする。 

提案理由です。 

平成30年３月31日で瓜連学校給食センターを廃止するため、那珂市立学校給食センター

の設置及び運営に関する条例の一部を改正するものです。 

次のページです。こちらは改正条例の本文になります。 
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次のページをお開きください。 

こちらの新旧対照表のほうで、今回の改正の内容をご説明いたします。 

表の右側が現行のものです。 

先ほど申し上げた提案理由のとおり、瓜連学校給食センターを廃止するため、第３条の

表から瓜連センターの名称と位置を削除しまして、表の左側のように改正いたします。 

附則にございますとおり、条例の施行日は平成30年４月１日です。 

次のページです。こちらは改正の概要になります。 

ただいまご説明申し上げた内容になります。 

説明は以上です。 

委員長 ありがとうございます。 

それでこれより質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（なし） 

委員長 なければ質疑を終結いたします。 

続いて討論に入ります。討論ございませんか。 

  （なし） 

委員長 討論を終結いたします。 

これより議案第71号を採決いたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしと認め、議案第71号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

続いて、議案第83号、市有財産の無償譲渡についてを議題といたします。 

執行部より説明を求めます。 

学校教育課長 41ページをお開きください。 

議案第83号、市有財産の無償譲渡について。 

  下記のとおり、瓜連学校給食センターを無償譲渡するため、地方自治法第96条第１項第

６号の規定により、議会の議決を求める。 

１、財産の表示、施設、瓜連学校給食センター。 

主たる建物、種類、作業所。 

構造、鋼板葺平屋建。 

床面積、537.75平方メートル。 

附属建物、種類、車庫。 

構造、鋼板平屋建。 

床面積49平方メートル。 

２、相手方、所在地、茨城県常陸太田市山下町3,889番地。 
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名称、常陸農業協同組合、代表者、代表理事組合長木村人司。 

３、譲渡年月日、平成30年４月１日。 

提案事由になります。 

瓜連学校給食センターの廃止に当たり、施設の利活用を図ることを目的とし、常陸農業

協同組合へ無償譲渡するため、地方自治法第96条第１項第６号の規定により、議会の議決

を求めるものです。 

口頭で補足説明をいたします。 

瓜連学校給食センターをＪＡ常陸へ無償譲渡する方針につきましては、前回の９月定例

会の際に説明を申し上げたとおりです。無償譲渡に向けた手続きの一つとして、今回の議

決をお願いする次第です。 

説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 

委員長 ありがとうございます。 

それではこれより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

君嶋委員 お伺いします。 

建物はわかったんですけど、中の機材について、以前にもちょっと話したように、大分

古くなっているもの、傷んできて補修しなきゃならないもの、そういう点についてもＪＡ

さんとの了解はうまく話が進んだのか、確認させていただきます。 

学校教育課長 ＪＡさんとは何度か現場立ち会いのもとに、中の備品、設備関係は確認しても

らいました。 

私どものほうでも、使える備品等は那珂センターに引っ越した後に、残ったものについ

て、食器とかトレーなどは防災課、消防本部に問い合わせまして、非常用に使えるものは

引き取って、そのあと残ったもので、オークションをかける準備をしております。 

さらに残ったもので、ＪＡさんが必要とするものはそのまま無償で差し上げますし、ま

た補修が必要なもの等につきましては、それはＪＡさんのほうにお任せするという形で了

解は取れております。 

以上です。 

君嶋委員 オークションにかけるようなものも中にはあるんですか、施設の中で。ちょっとそ

の点お伺いします。 

学校教育課長 ざるとか台車とか、そういう備品がございますので、とにかく売れるものは売

ろうということで、歳入を確保しようという考えで、かけようとは思っております。 

どの程度売れるかはあけてみないとわからないんですけど。 

以上です。 

君嶋委員 逆にリサイクルショップへ持ち込んだほうがいいのかなと思うんですけど、その辺

が、オークションにかけるよりもまとめて、そういうものを逆に。 

そういうお店がありますから、そういうところと話してはどうなのかなと思うんですけ
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ど、その点ちょっと伺います。 

学校教育課長 持ち込みということもあるかもしれませんが、公平性ということもあります。 

今、財政課のほうと手続を進めているところです。 

以上です。 

委員長 ほかにございますか。 

  （なし） 

委員長 それでは質疑を終結いたします。 

続いて討論に入ります。討論ございませんか。 

  （なし） 

委員長 討論を終結いたします。 

これより議案第83号を採決いたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしと認め、議案第83号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

以上で学校教育課の所管部分を終了いたします。 

学校教育課長 申しわけございません、この場をお借りして報告したい件が２件ございます。 

まず１点目です。旧戸多小学校の跡地利用についてです。 

跡地利用の方針につきましては昨年度のうちに、教育支援センターとして利活用するこ

とに決定しまして、３月の定例会の際に、この教育厚生常任委員会の席で、口頭ではあり

ましたけども、報告していたところです。 

本年度になりまして、この活用の方針につきまして、地元である戸多地区の自治会の皆

様がたに対しまして、２回にわたりご説明してまいりました。 

10月になりまして、地元から同意をいただくことができましたので、今後は、基本設計、

実施設計、さらに校舎の改修工事といったスケジュールで具体的に事業が進んでいくこと

になります。 

予算のご審議、あるいは進捗の報告などは、随時この場でお諮りしていくことになるか

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

尚ただいま申し上げました経緯等の詳しい内容につきましては、おとといの総務生活常

任委員会の席で、学校跡地の利活用の検討を所管する政策企画課のほうから報告がされて

おります。詳細につきましては、常任委員会の資料をごらんいただければと思います。 

１点目は以上です。 

続けて２点目です。ただいま事業を進めております統合幼稚園です。 

園舎の建設工事につきましては、契約の議決をいただく必要がございます。 

大変恐縮なんですが、臨時議会の開催をお願いしたく、考えているところです。 

当初の計画では、この12月定例会に上程を予定しておりました。 
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昨年度から用地買収、基本設計、実施設計と進捗してきた中で、この12月の議会に諮る

にはどうしてもスケジュールを詰めることができませんでした。事務の手続きが間に合わ

なかったというところです。 

また次の３月議会での議決、そこまで待ちますと、工期を９カ月と見ている中、来年度

いっぱいで終わらせることがちょっと難しいかなというところで、開園に向けた準備の期

間がとれなくなってしまいます。 

大変申しわけないんですがなにとぞ臨時会の開催につきまして、ご理解を賜りたいと思

っております。日程につきましては、ただいま平成１月17日、水曜日の開催で調整をして

いるところです。 

私からは以上です。 

委員長 ２件報告がございましたが、その点について何かお聞きしたいことはございますか。 

君嶋委員 幼稚園の件で、今後その工事に係る業者さんの選定かなと思うんですけど、もう既

に伐採はしてますよね。あれはまた別に発注はしてあるんですか。 

伐採は伐採で発注して、そのあとの工事についてはまた別ということで。 

学校教育課長 伐採のほうは既に着手しております。 

今回議決をいただくのは、本体の建設工事になります。 

以上です。 

君嶋委員 伐採の業者はどこが今始まってるんですか。 

囲ってあるんで、きょうちょうど通ってみたら、中で作業してるんですけど、業者名は

ちょっとわからないから、その辺をちょっと確認したいんですが。 

学校教育課長 鶴田組でお願いしております。 

君嶋委員 伐採って、林業関係じゃなくて土木関係でもできるんですね。 

ちょっと私素人だからわからないですけど。 

学校教育課長補佐 今回の発注のほうは建築課のほうにお願いした物件でございまして、市内

の造園業で申請している者という形で指名をかけたと聞いておりますので、鶴田組さんは

それに該当する業者であったというふうに聞いております。 

以上です。 

君嶋委員 けがなどがないように、大分大きい木もありますから、その伐採の時に事故、けが

等が起きないように注意していただければと思います。 

委員長 ほかにございますか。 

せっかくなので私から教育委員会に要望というか、お願いをしたいことがありまして、

教育厚生常任委員会では、今の調査事件のテーマが、教育環境に対する支援ということで、

ＩＣＴ教育の先進地ですとか、学校の視察見学も含めて、学校長会の校長先生方からご意

見をいただくなど、本当に子供たちのために、何らか我々の委員会でできることはないか

ということで、今調査をしているわけなんですが、私は第２次那珂市総合計画の審議委員
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もやらせていただいておりまして、今後10年間の総合計画の教育環境のところを見ますと、

ＩＣＴ教育という言葉が一言も入ってなかったですよ。 

それっていうのは、教育委員会は一切その内容については、精査はやっていなかったん

ですか。 

学校教育課長 学校教育課としてもかかわっておりました。 

課のほうからワーキング委員として職員を１名、さらに私が策定委員としてかかわって

おりました。 

ＩＣＴ教育という言葉がなかったということをご指摘を受けたというのは、事務局であ

る政策企画課から聞きまして、急遽私どものほうでも入れたところです。 

大変申しわけなかったと思います。以上です。 

委員長 きょうの一番最後に、この調査事件について今後どういうふうに進めていくか、意見

書、要望書を出すかとか、そういう話をする予定なんですけれども、そういう話を我々が

しているのに、現場がというか、教育委員会がそういう要望というか、そういうものを計

画の中に入れていないという事にすごいショックを受けたんですよ。 

ですから、予算要求も含めて、もちろんできること、できないこと、予算の範囲内でと

いうことですから、ありますけれども、その辺もやっぱり教育委員会がやっていただかな

いと、我々がいくら言っても、予算執行権は我々にはないわけですから、その辺をよく要

望をしっかり出すものは出すということでお願いしておきたいと思います。 

こういう要望書を出すかどうかわかりませんけども。 

学校教育課長 ありがとうございます。 

今回調査事件として、ＩＣＴ教育、それから学校の環境の整備について、関心を持って

いただいて大変ありがたいと思っています。 

ＩＣＴ教育も一緒に視察に同行させていただきまして、現場の感じも十分理解していた

だいたと思っています。 

今回、先ほど補正予算の債務負担行為にもございましたけども、ＩＣＴの支援員、こち

らも実施計画に上げるときには、大分審議がされたところなんですけども、こういう皆様

がたのご支援も、やっぱりその気持ちの中にはございましたので、強く要望することがで

きました。 

用務員につきましても、今回当初予算で計上する見通しが立ったところです。 

今後も引き続き、ぜひご支援いただきながら、その後支援を私どもは具体的に予算とい

う形に実現できるように、邁進してまいりたいと思います。 

以上です。 

委員長 はい、わかりました。ありがとうございます。 

それでは、以上といたします。 

暫時休憩いたします。 
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生涯学習課の入室をお願いいたします。ありがとうございました。 

     休憩（午前10時33分） 

     再開（午前10時35分） 

委員長 再開いたします。 

生涯学習課が出席いたしました。 

いきいき茨城ゆめ国体事業経過報告についてを議題といたします。 

執行部より説明を求めます。 

生涯学習課長 生涯学習課長の髙安です。外３名が出席しております。よろしくお願いいたし

ます。 

常任委員会資料、34ページをごらんください。一番後ろになります。 

それでは説明させていただきます。 

いきいき茨城ゆめ国体事業経過報告としまして、これまでの活動状況及び概算経費の状

況についてご報告いたします。 

いきいき茨城ゆめ国体は、第74回国民体育大会として、平成31年９月28日土曜日から、

10月８日火曜日までの11日間を会期に開催されます。 

当那珂市におきましては、正式競技としまして、馬術競技が県立水戸農業高等学校特設

会場にて、９月29日日曜日から10月３日木曜日までの５日間開催され、それに伴うリハー

サル大会も６月１日、２日の２日間で開催されることになります。 

また、デモンストレーションスポーツとしまして、３Ｂ体操が総合公園アリーナにて、

６月30日に開催される予定となっております。 

開催まで本日でちょうど660日前ということになっておりますが、これまで市におきまし

ては、いきいき茨城ゆめ国体、那珂市開催推進総合計画をはじめ、基本計画や取扱要綱等

を作成し、開催に向けた下地づくりを行い、会場整備におきましては、現在、茨城県が競

技場予定地の造成作業を行っているところです。 

今後も、平成31年６月のリハーサル大会や、同年９月の本大会に向けて、県と協力しな

がら準備作業を進めてまいります。 

また、現在市事務局では、広報なかへの国体情報の掲載をはじめ、国体周知のＰＲとし

て、ひまわりフェスティバルや小中学校のイベント、まちカフェや敬老会等に延べ40回ほ

ど参加するなど、積極的に国体の機運を高めるための活動を進めております。 

こちらの活動状況については、市ホームページやフェイスブックに常時掲載しておりま

す。 

さらに、職員向けに国体キャラクター記載のポロシャツ及びウインドブレーカーを販売

し、職員間の機運を高めておりましたが、今月から一般販売も始めたところです。 

今回、活動状況とあわせまして、10月末時点での今後見込まれる経費を概算で算出しま

したので、資料のとおり報告するものです。 
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10月末時点での算出となっておりますが、茨城県と運営についての協議や交付金等の調

整を続けており、今後も市の負担金の軽減のために県支出金の増額を要望しており、それ

に伴い市負担金は減額になると見込まれております。 

以上、ご報告いたします。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明が終わりました。 

それでは質疑に入ります。質疑ございませんか。 

副委員長 デモンストレーションスポーツということで、３Ｂ体操をということなんですが、

実際にはその３Ｂ体操を皆さんに知らせる場、それから体験する場というのはどのような

形でされていますか。団体を指名するとか。 

お願いします。 

生涯学習課長 お答えいたします。 

３Ｂ体操の競技のお知らせにつきましても、ひまわりフェスティバルとか、国体のＰＲ

をする際に、３Ｂ体操那珂支部の方に来ていただきまして、一緒に３Ｂ体操を体験してい

ただいたりとか、それから県大会等が総合公園のアリーナのほうで行われたりとかする際

に一緒に国体をＰＲしたりとかするような形で、３Ｂ体操さんと合わせて国体のＰＲを行

っている状態であります。 

あと、ＰＲの際には、水農さんのほうから、直接馬場の馬上体験なんていうことはまだ

できませんが、ポニーとの触れ合い体験とかいったものも行いながら、ＰＲ活動を行って

おります。 

以上です。 

副委員長 実は私、３Ｂ体操を一度経験したんです。来ていただいて。 

 一つの団体に私所属してまして、その団体を対象にしたんですが、３Ｂ体操そのものが

例えば国体のときに、みんなでするっていうイメージを私は思っているんですね。 

それで、例えばどの団体、どの団体、何名ぐらいをターゲットにして、その人たちがそ

のときに、何月何日に３Ｂ体操をどこかの場所で大勢でやりますっていうような感覚で私

はいるんですが、今のお話ですと、国体の普及のために、皆さんに知ってもらうためにし

てますっていうようにとったんですが、実際にその何月何日に３Ｂ体操をデモンストレー

ションでしますよっていうことが、具体的に見えないんですよ、私。 

那珂市の中で、例えばどういう団体がその日に人数を何名集めてするっていうようなイ

メージでいるのですが、それでよろしいのでしょうか。 

生涯学習課長 ３Ｂ体操さんのほうの行われる日にちにつきましては、６月30日に総合公園ア

リーナにて行われるんですが、その中で、そこにかかわってこられる団体さんが何名かと

いうような細かいところにつきましては、まだ、詳細のほうは決まってはいないんですけ

れども、そこに参加していただけるように、一般の方への呼びかけ等につきましては、常

時行っているような状況であります。 
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以上になります。 

副委員長 現在は３Ｂ体操を皆さんに知っていただくっていうような活動をされているという

ことですね。わかりました。 

委員長 ほかにございますか。 

大和田委員 この競技会場は仮設なんですよね。仮設なのに市の負担金が３分の１ぐらいです

か。 

そういうことで先ほどでは県の支出金をふやすっていう形のことを言われてたんですけ

ども、ほかの市町村なんかもこのぐらいの割合なんですか。市の負担と県の負担というの

は。 

生涯学習課長 競技内容によっても異なってくる部分がございます。 

ただ那珂市を含めまして５団体ほど、やはりかなりの金額を出すところが、負担をする

ところがあるんですが、そういったところにつきましては、県のほうでも特別といいます

か、それについてはよく見ているので、協議を重ねてもらいたいというようなことを常に

お話しいただいております。 

近隣でいきますと、大子さんあたりがやっぱり、カヌーですかね、そういったものが行

われまして、そこも金額的にはかさむような状況になっているということはちょっと聞い

ております。 

あと、かすみがうらさんだったかな、水泳であったりとか、それからセーリングですね。 

そういったところにつきましてはやはり、うちと近い状況でありますが、ただうちはや

はり相当突出している部分がございましたので、その部分をこちらとしても、これではと

いうことで、受けることができないということで、できるだけ抑えて欲しいということで

県にずっと、たくさんの方のお力添えを受けながら、調整にこれまで通ってきている状態

であります。 

今のところこの状態なんですが、10月末日でこの状態ですが、それ以降も、また少しお

約束はいただいておりまして、調整できるところについては調整するということで、また、

若干減額の見込めているような状況にはなっております。 

それは続けていって、下げられるところ、県のほうで負担していただけるところにつき

ましては負担していただいて、できるだけ市のほうでは、皆さんの心に刻まれるような、

より良いものにしていきたいというふうに考えております。 

市民の皆さんが、国体ここでやったんだなというふうに思えるような、そういったもの

に近づけるように頑張って行っております。 

以上です。 

大和田委員 お願いも含めてなんですけど、これ２億というで大きな金額、また仮設だから短

期間という形になるかと思うので、どこの市町村も同じように考えていると思うんで、支

出金をふやそうということで、ぜひ、どこまでなるかを楽しみにしておりますので、よろ
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しくお願いします。 

以上です。 

委員長 ちょっと今の件なんですけれども、これは馬術なら馬術という競技を那珂市でやろう

と、いわゆる手を挙げたわけですよね。 

その段階でこういうお金の支出が予想されると、金額はわからないにしても。というこ

とは当然わかってたわけですよね。誘致する際には。 

生涯学習課長 実際に馬術競技という特殊な競技ですので、こちらについては、これまで開催

されたところを見ますと、金額的に大きいというふうな認識はございました。 

その中でも、県とそれからこちらの協議の中で、競技に関する部分につきましては、会

場もそうですけれども、そういった整備については、茨城県のほうで行うと。 

運営については、市のほうで行うというようなお話でしたので、運営だけではなく、整

備の部分なんかもこちらの中に入っておりますので、そういったところを結局、県のほう

にお願いしていくというような考えで今はおりますので、当初の運営を市のほうで行うと

いうことが若干、県のほうと離れている部分があるというので、そこを近づけていくよう

に考えて行っているところです。 

実際に当初に概算としてどれぐらいかかるかというところまでは、ちょっと見えていな

かったかと思いますが、ただ金額的に特殊なスポーツだということでの認識はあったとい

うふうに聞いております。 

委員長 東京オリンピックじゃないですけど、どこが金を負担するというね、やるやらない。 

だからそういう話のそれのちょっと小さいものなのかななんて今ちょっと危惧してしま

ったんですけども。その辺の交渉も今後きちんとやっていただければなというふうに思い

ます。 

きちんといいものが、先ほど課長がおっしゃったように、那珂市でこれをやったんだと

いうもの、記憶に残るような、金銭的に県が出してくれなかったとかやってくれなかった

とか、そういう話で終わらないように、頑張っていただきたいと思います。 

ほかにございますか。 

君嶋委員 それに関連して、大会になった場合の那珂市民の協力、人数とかボランティアとい

うか、どれぐらい見ているのか。 

実際去年岩手県で行われた馬術のリハーサルを見てきたときにも、いろんなブースとか

売店とか置いたり、いろんなおもてなしをしていた団体があるんですけど、那珂市として

どれぐらいのこの期間中に、市民の方々の協力を予定しているか、ちょっとその点をお伺

いしたいと思います。 

国体推進室長 今現在、人数等の把握ということで努めているところで、今後ボランティアの

ほうの募集をかけていったり、協力体制というのをつくっていかなきゃならないというこ

とで、今進めている段階なので、今どのぐらいという見込みとしてはまだ出ていない状況
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です。 

今後そういうふうなもので、どれだけ必要性があるのか、どれだけのおもてなしをして

いくのかというところで、人数を把握していきたいというふうに考えております。 

君嶋委員 そうすると実行委員会を立ち上げていますよね。その中でいろんな団体の方も入っ

ているので、できれば、早目にその人数の確保と団体の呼びかけ、協力をきちんと計画し

ていったほうがよろしいかと思うんですね。 

もう一点、この３Ｂ体操、副委員長からも話がありましたように、知名度がまだまだ市

民全体に広がっていないと思うんですよ。 

このいばラッキーのぬいぐるみは、いろんなイベントに来ていただいて、この間も駅伝

大会にも来ていただいたんですけど、できれば、やはり人が集まるそういうスポーツ大会

には、３Ｂ体操のちょっとしたやり方を披露するとか何かしてもらったほうが、市民がわ

かるのかなと思うんですよね。 

そういう点を来年から、そういう機会を設けながらＰＲしたほうがいいのかなと思うの

で、ちょっとそれだけ要望させていただきます。 

委員長 要望という形でよろしいですか、答弁は。 

生涯学習課長 おっしゃるとおり、３Ｂ体操は確かになかなかやっぱり、イベントの中で例え

ばひまわりフェスティバルの中でブースをつくってという形だと、見ていただけるという

ような要素があるかと思うんですけれども、なかなかそのマスコットキャラクター的な形

でぽんとその場に行ってというのはなかなかできない、今まで見れていなかったという状

況がありますので、今後そういったところを工夫しながら、団体さんのほうともちょっと

お話ししながら、どういったことができるかというようなことをちょっと図りながら、進

めていきたいと思います。 

実際にその３Ｂ体操、私もどういったものなのかっていうのは、初めて国体を行うとい

うところで知ったところですし、実際に行ってみると結構楽しいものなんだというふうな

ことも、自分でも経験しましたので、そういった部分をその場所場所で行うことができれ

ばというふうには感じますので、団体さんのほうとちょっと協議しながら進めていきたい

と思います。 

冨山委員 これはすべて会場は仮設、これ大会後には全部すべて撤去、水農さんでまた残して

使うっていうことはなしですか。 

国体推進室長 計画の中では、すべて仮設、レンタル、リースであったりとかそういうふうな

形で計画上はしております。 

今のところ、残すという形ではなく、今現在使用している牛や馬の飼料をつくる場所で

あったりとかっていうのを復元したいというふうなことで、うちのほうは進めているとこ

ろです。 

冨山委員 そうするとこの会場整備事業費っていう中に、全部撤去費用まで含めてのお金にな
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っているということですね。 

もう一つ、このＰＲなんですけど、他市町村なんかを見ると市役所本庁舎と瓜連分庁舎

みたいなほうにカウントダウンの看板プラカードなんかをよく見かけるんですけど、現在

那珂市ではやっておりますか。 

生涯学習課長 まずカウントダウンのほうなんですけれども、実際にカウントダウンボードに

つきましては、一部の市町村であったりとか、あとは茨城県であったりとか、カウントダ

ウンボードをつくって、設置しているところもあるんですけれども、一応那珂市において

もその計画のはあるんですが、まだちょっと、費用負担等の部分もありまして、踏み切れ

ない部分があるんですが、一応、ホームページには、あと何日ですというふうな部分は掲

載してございます。 

冨山委員 機運って結構大事、盛り上げる機運って大事だと思うんで、もしね、予算の面で大

変だと思いますが、そういうのができれば庁舎の真ん中に大きく、いばラッキーとあと何

日で始まりますよみたいな、そういう盛り上げ方もいいんじゃないかなと思いますので、

どうぞよろしくお願いします。 

委員長 ほかにございますか。 

議長 これポロシャツとウインドブレーカーありますね。これは那珂市独特のものなんですね。 

それで県でつくっているネクタイがありましたよね。あれも販売してあげたらいいんじ

ゃないかな。 

あれ割と安くて、好き嫌いはあるけども結構格好いいデザインがあるから、だからあれ

もパンフレットをもらって販売すればいいのかなと思います。 

委員長 そのような販売をされたらどうかということについて。 

生涯学習課長 ネクタイにつきましては、茨城県の場合は生協で業者が販売しているようなん

ですけれども、その業者さんのほうで、市のほうに来ていただいて販売していただけると

いうことであれば、恐らくそれも可能なのかと思いますけども、市のほうになりますとな

かなかその販売場所、生協等がないものですから、そういったところがちょっと、場所の

確保とか、そういった部分がちょっと調整が必要になってくるところあるかと思うんです

が、直接、実際にそういったものがここで販売されていますというようなことで、ご連絡

をしながら、お求めいただくというような形はできるかとは思いますし、何がしかの市の

ほうでの関与ができるような形があれば、市のほうでもちょっと言っていければというふ

うに考えます。 

議長 直接販売しなくても、こういうパンフレットをもらって、デザインが何本かある、それ

で、例えば議会事務局へ議員さん買ってくださいよと、そういうふうな感じでもいいんじ

ゃないですか。 

生涯学習課長 そちらであれば可能かと思いますので、早速それは行いたいと思います。 

ありがとうございます。 
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委員長 ちなみにこの収入支出というのはどこに、この事業費にどこか入ってるんですか、こ

れ。この販売の収入は那珂市に入るんですか。 

国体推進室長 収入としては見ておりません。 

材料費とその他で使っておりますので、あとはＰＲ宣伝というふうな形で出しているも

の、あと限定的にうちのほうで材料を入れてつくって配っているというふうな形で取って

ますので、収入としてはないです。 

ポロシャツ、ウインドブレーカーに対しても、その費用のみというふうな形で販売して

いるというふうな形です。 

委員長 販売するということは収入があるでしょう。 

国体推進室長 業者分だけですね。うちのほうに入る収入としてはないと。 

委員長 プラマイゼロもしくはマイナスだということですね。 

副委員長 このウインドブレーカーのほうの背中には何も入ってないんですか、これ。 

国体推進室長 現在入っていないもので販売というふうな形になっています。 

袖の部分に入っている形で、いばラッキーと競技が合わさったものというふうな形で販

売をしております。 

副委員長 いや、私個人的に背中にこういうマークが入っているジャンパーが好きなので、入

っていたらいいなと思ったものですから単純に聞きました。すみません。 

委員長 この缶バッジなんですけど、これは那珂市でつくったものですか。 

であれば、何でお馬さんが書いてないんだろうと思うんですが。白鳥と曲がり屋は別に

それでもいいんですけど、お馬さんがなぜ入ってないのかな。 

国体推進室長 今回つくらせていただいたのは、ご当地用というふうな形で、馬が入ったもの

も実際につくって出しております。 

大きい缶バッジのほうはそれぞれ、絵をかいてプリントして作るという形で、小さいほ

うの缶バッジは、ご当地分と３Ｂ体操分と馬術分というふうなことで、３種類つくっおり

ます。 

今回ご当地分として出させていただきましたけども、そのほかに馬術用と３Ｂ体操用と

いうのをつくって出しております。 

委員長 見たいですけど。 

後で結構です。 

生涯学習課長 のちほど議会事務局のほうにそれぞれのものを、今ＰＲ用としてつくってある

物をすべて１セットにしまして、お持ちいたします。申しわけございません。 

委員長 我々は馬術やるのはもちろん知ってますけど、一般市民の方が本当に知っているのか

という話なのね。だからそういうところが、きちっとＰＲしなきゃいけないんじゃないか

ということが言いたいんですけど。 

今茨城国体の事業の実行委員会でしたっけ。専らこの仕事をされている方というのは、
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職員は何名いらっしゃるんでしたっけ。 

生涯学習課長 推進室といたしましては、国体事務局になりますけれども、６名で動いており

ます。 

委員長 専門にこれをされているんですか、仕事は。 

生涯学習課長 国体事業専門として行っております。 

国体推進室としまして、国体事業を専門に６名で動いております。 

委員長 総合公園の中ですよね。 

生涯学習課長 いや、支所のほうにあります。 

立ち上がり当初のときは、スポーツ推進室のほうにあったんですけれども、昨年度から

支所にグループとしてきまして、ことしから国体推進室として、支所の生涯学習課の反対

側のところで６名で仕事をしております。 

委員長 なるほど、わかりました。 

今のところはＰＲ活動が中心でというふうに書いてありますけど、今後ね、ますます大

変になってくるかと思いますので、頑張っていただきたいと思います。 

ほかにございますか。 

  （なし） 

委員長 なければ質疑を終結いたします。 

以上で生涯学習課の所管部分を終了いたします。 

暫時休憩いたします。再開を11時15分といたします。 

ありがとうございました。 

  休憩（午前11時04分） 

  再開（午前11時15分） 

委員長 それでは再開いたします。 

健康推進課が出席いたしました。 

那珂市健康増進計画の策定についてを議題といたします。 

執行部より説明を求めます。 

健康推進課長 健康推進課になります。 

健康推進課長の片岡です。外２名が出席しております。 

本日は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。 

委員会資料、29ページをお開きください。 

那珂市健康増進計画の策定について、資料に沿って説明させていただきます。 

１、経緯についてですが、現在那珂市の健康増進計画につきましては、介護保険事業計

画とともに、那珂市高齢者保健福祉計画の中で、健康プラン那珂21としまして策定が行わ

れております。 
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計画期間におきましては、介護保険の介護保険料の算定期間に応じまして、平成27年か

ら平成29年の計画となっております。 

こちらのものを今回は、独立した那珂市健康増進計画としまして、現在の健康プラン那

珂21、那珂市食育推進計画等の計画を一体的なものとして策定し、乳幼児から高齢期まで

のライフステージに応じて、すべての市民が生活習慣病予防の健康増進に努めて、健康で

生きがいをもって暮らせる、保健体制の充実を図っていくという総合計画の基本目標に沿

った形で那珂市健康増進計画の策定を進めていくような形となりました。 

２、概要につきましては、まず、計画名につきましては、那珂市健康増進計画。根拠法

につきましては、健康増進法第８条第２項によっております。 

計画期間につきましては、平成30年度から平成35年度までの６年間ということになりま

す。 

計画期間の６年間という期間につきましては、保険課のほうで策定します、那珂市国民

健康保険データヘルス計画や特定健康診査等実施計画等の計画が、３年計画のサイクルで

策定が行われますので、それに合わせたものとして計画期間を６年として策定することと

なりました。 

次に、目的及び内容につきましては、国の健康増進法に基づきます、健康日本21、こち

らのほうは平成12年に第１次の健康日本21が策定され、健康寿命を延ばすという考え方が

打ち出されまして、非感染症性疾病への対応のため、食生活の改善や健康増進のための運

動習慣の定着といった一次予防に重点を置き、壮年期の死亡の減少、健康寿命の延伸及び

生活の質の向上を目的としまして、生活習慣の改善などに関する課題につきまして、53項

目の目標を設定しまして、国民が一体となって取り組む健康づくり運動としての方針が打

ち出されてきております。 

こちらのものが平成25年から第２次の健康日本21という形で策定されておりまして、そ

の中では第１次の一次予防とあわせて、重症化予防に重点を置いた対策を推進するという

方向性が打ち出されております。国の方針に沿った形で、那珂市の健康増進計画について

もつくっていく形となります。 

計画の対象につきましては、乳幼児期から高齢期までのライフステージに応じた全市民

になります。 

次に、策定体制につきましては、健康増進計画策定委員会、健康増進計画策定ワーキン

グ委員会で検討を行っております。 

まずワーキング委員会におきまして、原案等内容の検討を行いまして、それをもとにコ

ンサルと計画を練り上げまして、策定委員会のほうにおいて、計画内容について検討を行

う形となっております。 

計画原案ができた段階におきまして、外部機関、常陸大宮保健所、那珂医師会、那珂市

歯科医師会、食生活改善推進協議会等に原案を説明しまして、意見聴取を行う予定でおり
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ます。 

また、今回、計画策定に当たりまして、計画策定業務の一部、統計資料に基づく現状分

析や計画の編集、製本につきましては、日本健保株式会社のほうに委託して進めておりま

す。 

続きまして、31ページをお開きください。 

那珂市健康増進計画の構成、主な内容についてになります。 

まず序章、「計画策定にあたって」につきましては、ただいま説明しました、計画策定

の趣旨、計画の位置づけ、計画期間、計画の対象等についてうたっております。 

第１章、那珂市の概要につきましては、１、市の概況。 

２、健康に関するデータ等の概況につきまして、人口構成、出生、死亡、介護保険、後

期高齢者医療保険、国民健康保険、健康診査などの状況について現状を述べております。 

第２章、計画の基本方針、こちらから本題に入りますが、１、基本方針につきましては、

ライフステージに応じた生活習慣病の改善により、健やかに生活できる社会を実現し、市

民の健康増進の総合的な推進を図るという基本方針を立てております。 

２、基本目標につきましては、国の健康日本21の大目標に沿いました健康寿命の延伸と

いう基本目標を掲げております。 

３、目標項目としましては、国の健康日本21の中で、53項目の目標が掲げられておりま

すが、その中で那珂市の実情と那珂市の現状に合わせまして、目標設定ということで、（１）

から（３）のようなものを目標項目として盛り込んでおります。 

続きまして、第３章、具体的な目標と取り組みにつきましては、１、生活習慣病の発症

予防と重症化防止の徹底ということで、循環器疾患、糖尿病、ガンにつきまして、基本的

な考え方ということで、発症予防、重症化予防対策について述べまして、次に、現状と目

標ということで、目標項目の現状値と目標値を定めまして提示しております。 

それから、取り組みとしまして、それらの目標項目を達成するために行っていく施策や

事業について述べております。 

続きまして、生活習慣及び生活社会環境の改善ということで、同様に栄養、食生活、喫

煙、身体活動、運動、休養、歯、口腔の健康について述べております。 

３、社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上につきましては、心の健康という

ことで、現在問題になってきております精神疾患関連や自殺対策についての問題について

述べております。 

４、健康を支え守るための社会環境の整備ということで、これらを進めていくための内

容について述べております。 

続きまして第４章、計画の推進につきましては、健康増進計画の推進に当たりまして、

健康増進に向けた取り組みの推進、健康増進を担う人材の育成ということで、概要をこの

中で述べております。 
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計画の主な内容としましては、以上になります。 

引き続き30ページにお戻りください。 

今後のスケジュールとしましては、12月中に策定委員会の第３回を開催しまして、計画

原案の検討を行いまして、外部機関への説明、意見調整を行います。それを行った上で、

パブリックコメントを平成30年の１月に実施します。 

外部機関からの意見聴取及びパブリックコメントの結果を踏まえまして、最終修正を行

うような形をとります。 

そして、３月の定例会におきまして、教育厚生常任委員会で計画の説明を行う予定とな

っております。 

それを経まして、平成30年３月下旬を目途に那珂市健康増進計画の公表という形での予

定となっております。 

説明につきましては以上となります。 

委員長 ありがとうございました。 

それでは質疑に入ります。質疑ございませんか。 

これちなみに、もう案はできていらっしゃるんでしょうか。 

健康推進課長 現在、第３回の策定委員会を12月中に開く予定ですので、策定委員さんのほう

にこれから送る予定になっております。 

まだ、原案の素案というような形で、お出しするところまではいっていません。 

委員長 わかりました。 

今ご説明の中で、31ページの第２章の計画の基本方針の中の４番目に、各目標値の設定

と評価ってございますよね。 

ここのところの設定と評価基準といいますか、その辺をよく考えてくださいね。 

健康推進課長 こちらにつきましては、保健師のほうで、国の方針、県の方針等そういう指針

に従いまして、基本目標の設定等を行いまして評価を行っていくような予定となっており

ます。 

委員長 はい、よろしくお願いします。 

ほかにございませんか。 

  （なし） 

委員長 なければ質疑を終結いたします。 

以上で健康推進課の所管部分を終了いたします。 

暫時休憩いたします。お疲れさまでした。 

  休憩（午前11時26分） 

  再開（午前11時27分） 

委員長 それでは再開いたします。 

社会福祉課が出席いたしました。 
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那珂障がい者プランの策定についてを議題といたします。 

執行部より説明を求めます。 

社会福祉課長 社会福祉課長の菊池です。ほかに関係職員が出席しております。 

それでは説明をさせていただきます。 

説明の前に、今週が障がい者の週間ということで、本日らぽーるのほうで展示物販、そ

れと午後から、桂ひな太郎さんの成年後見制度の落語があります。 

第２部として、有賀先生がコーディネーターを務めて、支援をする側、受ける側、それ

ぞれの立場からのトークということで、ディスカッションが行われます。 

一応議会中ということですが、障がい者週間に開きたいということでぶつかってしまい

ました。申しわけございません。 

それでは、障がい者プランの策定について、中間報告をさせていただきます。 

現行のプランが今年度で終了するため、平成30年度から那珂市障がい者プランの策定を

現在進めております。 

本プランは２部構成になっておりまして、１部が障がい者計画、２部が18歳以上を対象

とした障がい者福祉計画、18歳未満を対象とした障がい児計画となっています。 

計画期間については、障がい者計画が６年間、障がい者福祉計画、障がい児計画が３年

間の期間となります。 

本プランの策定に当たり、市民アンケートも実施をしております。今回は、広く意見を

いただくために、障がい当事者ばかりでなく、市民の方からも意見をいただきました。 

障がいのある方1,200名、一般の市民550名、合計1,750名に対しまして、回答が725名、

率にして41.4％となっております。 

障がい者計画の基本理念については、前計画を踏襲しまして、ともに暮らし、ともに輝

くために、障がいの有無にかかわらず、地域の誰もがかけがえのない個人として尊重され、

自立と自己決定により社会に参加・参画することのできる共生社会の実現を目指すとしま

した。 

今後のスケジュールでございますが、年内に案を完成しまして、年明けにパブリックコ

メント、そして、平成30年度第１回議会の教育厚生常任委員会において報告をし、一般に

公表することを予定をしております。 

裏面になります。 

本プランの内容でございますが、先ほど申し上げましたとおり、本プランは２部構成に

なっておりまして、障がい者計画を上位計画として、障がい者福祉計画、障がい児計画を

策定しております。 

障がい者計画は、基本目標に施策の方向性を示して、市の事務事業を網羅した計画とな

っております。 

障がい者福祉計画、障がい児計画は、障がいサービスの提供体制、サービスの見込み量
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が計画の柱となります。 

また、本プランについては、平成30年度の障害者総合支援法の改正、児童福祉法の改正

を盛り込んで策定をしております。 

法の改正によりまして、障がいのある人の地域生活を支援するためのサービスとして、

新たなサービスが加わっております。新たなサービスとしては、自立生活援助、就労定着

支援が挙げられます。 

自立生活援助とは、施設やグループホームの利用者が地域で１人で暮らしていけるよう

な支援をするサービスとして位置づけされております。 

就労定着支援とは、就労移行支援事業などを利用して、一般就労する方の職場の定着を

支援するサービスとして位置づけされております。 

また、障がい児の計画の策定についても、今回大きな改正となります。障がい児計画の

策定につきましては、国では現在努力義務とされていますが、今後必須となることが見込

まれるため、今回策定するものでございます。 

重度の障がい児のような家から出られない方に児童発達支援が受けられるように、居宅

訪問型の児童発達支援というサービスについても、今回新たに設置をされております。 

本計画の策定に当たりまして、これまで市職員による４回のワーキング委員会、さらに、

副市長を委員長、障がい者の団体の代表者や、大学の先生などを委員とした推進委員会を

２回開催しまして、本プラン策定の検討を重ねてきたところでございます。 

現在プラン策定の最終段階に入っております。いずれにしましても、今年度中に完成を

して、市民に公表をしてまいります。 

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 ありがとうございました。 

それでこれより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

君嶋委員 １点ちょっとお伺いします。 

ただ今課長から話が出た、きょうらぽーるで行っている障がい者の講演、これについて

はどのようなお知らせをしていますか。 

障がい者の皆さんには、お配りしてるのか、その点をお伺いしたいと思います。 

社会福祉課長 事業所全般にはもう当然お配りをしています。 

当然事業所が出店をしてますから、事業所、それとあとその家族、一般の方にはお知ら

せ版なりホームページなり、あと、市の広報においてもお知らせして、あとコミセンとか

公民館とかにこういったパンフレット、あとポスターも掲示をしてＰＲをしてきました。 

君嶋委員 それはわかるんですけど、障がい者、そういう施設とか云々に入っている関係じゃ

なくて、家庭で在宅している障がい者とか、その方へのお知らせっていうのは、わからな

いですよね。 

そしたらね、結局そういう、施設に入ってるとかそういう団体等には行っているかもし
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れませんが、個人で障がい者ということで、障害手帳をもらってる方などへのお知らせは、

その点についてはどのようにしてたのかをお伺いします。 

社会福祉課長 障がいのある方は、何らかの形で市とかかわりがあります。 

自立支援協議会の中でも、障がい者の親代表の方が来てますから、口コミというような

形になると思いますけども、連絡は漏れなくするようにということで今までお話をしてお

りました。 

君嶋委員 その障がい者というのは、身体の障がい、１級から４級まで持ってる方、あとは精

神障がいとかいろいろあると思うんですけど、どの方を対象に、これは全部の障がいの対

象ですか。 

社会福祉課長 身体、知的、精神、３障がいあるわけですけども、当然これは３障がいの方す

べてを対象として、障がいを対象としてというか、その方はすべて事業所なりなんなりに

は関わりがありますし、協議会にも関わりあいがありますから、当然それは全体を対象と

して行っております。 

君嶋委員 わかりました。 

知らない方もいるのかなということで、ちょっとお聞きしたかったんで、ここに1,200

名の障がい者へのアンケート調査をしたと思うんですけど、そういう方の中にも、多分わ

からない方もいるのかなと思ってちょっとお伺いしたかったので。了解しました。 

委員長 ほかにございますか。 

すみません私から。障がい児福祉計画というのは先ほどのお話ですと、18歳未満のお子

さん、つまりゼロ歳からって考えてよろしいですか。 

そうしますと、幼稚園、小学校、中学校の児童生徒も対象ですよね。そうすると、いわ

ゆる教育委員会というか、学校教育との関わりといいますか、その辺はこのプランには入

ってくるんですか。 

社会福祉課長 この計画で、先ほど２部構成というお話をしましたけれども、この１部の障が

い者計画、これは当然資料にありますとおり、基本理念を網羅して、その下に市の事業が

ぶら下がっているわけで、この事業はもう各課にまたがっておりまして、当然、学校関係

の事業なんかも入ってきますから、学校関係がこのプランと関係ないということではない

です。 

委員長 ちなみにこれ策定委員会ってあるでしょう。 

メンバーというのは教育委員会の方とか、いわゆるその障がいを持ったお子さんの親と

か、昔私が関わった、例えば手をつなぐ親の会とかね。そういう方も入っているんですか、

策定委員会の中に。 

社会福祉課長 当然ワーキング委員会には、教育の職員も入っていますし、策定委員は教育長

も入っていますから、それとあと、障がい者団体の代表であるとか、そういった特別支援

学校の先生であるとかっていうような先生方も入っております。 
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委員長 わかりました。ありがとうございます。 

ほかにございますか。 

  （なし） 

委員長 なければ質疑を終結いたします。 

以上で社会福祉課の所管部分を終了いたします。 

暫時休憩します。お疲れさまでした。 

  休憩（午前11時40分） 

  再開（午前11時41分） 

委員長 再開いたします。 

こども課が出席いたしました。 

議案第69号、那珂市放課後学童保育対策事業条例の一部を改正する条例を議題といたし

ます。 

執行部よりご説明をお願いします。 

こども課長 こども課長の大森です。外関係職員２名が出席しております。 

それでは、議案第69号について説明いたします。 

議案書14ページをお願いいたします。 

議案第69号、那珂市放課後学童保育対策事業条例の一部を改正する条例。 

那珂市放課後学童保育対策事業条例（平成８年那珂町条例第18号）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。 

平成29年11月28日提出、那珂市長。 

次のページ、15ページには、改正条文を、そして16ページには新旧対照表を載せており

ます。後でごらんになっていただければと思います。 

続きまして、17ページをお開き願います。 

改正の概要につきましては、ここで説明させていただきます。 

まず改正の理由ですが、現在、公立の学童保育所は学校長期休業日以外につきましては、

月曜日から金曜日までの学童保育の実施としておりますが、土曜日についても、学童保育

を実施してほしいという利用者の要望に応じ、土曜日の保育を実施するため、那珂市放課

後学童保育対策事業条例の一部を改正するものです。 

改正本文についてですが、第４条、保育時間及び休日について定めております。 

学校の休業日に土曜日を追加し、休日から土曜日を削除することによりまして、土曜日

も午前７時半から午後６時まで保育を行うことになるという内容です。 

第５条では、保育料を定めておりますが、この条文を改正することにより、土曜日分は

月額6,000円の中には含めず、１人日額500円とする内容になっております。 

なお、この条例の施行日は平成30年４月１日からとし、平成30年度４月から開始するこ

とといたします。 
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説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

委員長 ありがとうございました。 

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

君嶋委員 17ページ、ただいま説明がありました中で、この学童保育を土曜日にも実施しても

らいたいという声があったということなんですが、これ市内全域の学童保育を全部土曜日

開いて行うということでよろしいんですか。 

こども課長 当面は、全部の学童を一斉に開所するのではなくて、まずは土曜保育の希望者を

とり、そして支援員の負担が多くなることも考えまして、各学童で一週交代の輪番制で、

まずそこから始めたいと考えております。 

君嶋委員 ということは、那珂市内で土曜日で預けたいという方は、輪番制ですから菅谷西と

か菅谷とか、その輪番のとこへ連れていってお願いするというやり方なんですね。 

こども課長 はい、そのとおりです。 

君嶋委員 どれぐらいの方から希望がありましたか。 

こども課長 今までの実績なんですけれども、人数的には３名から５名程度です。 

しかしながら、希望が消えるということはなくて、継続して、少ない人数であっても、 

希望はありましたので、夏休みなんですけれども、夏休み冬休みの今実績のお話だったん

ですけれども、継続して希望という人数が絶えることはありませんでしたので。 

君嶋委員 ３名から５名という方のご希望で、土曜日を開所するということですよね。 

その方は市内全域からですか、それとも菅谷地区とか、そういうのはわからないですか。 

こども課長 菅谷だけということではなくて、全部の、那珂市には公設の学童が９カ所ござい

ますけれども、その時々に応じまして、例えば横堀から１名、五台から１名とかっていう

ように、少ない数の希望者は、それぞれの学童にございます。 

その人たちを集めて、今回はどこどこの学童で行おうというようなことで、１カ所に集

めて行っていたというのが、長期休業日の取り扱いでございました。 

委員長 ほかにございますか。 

ちなみに学童というのは、市からの委託でしたよね。そこからまず。 

こども課長 市の委託ではなく、ほとんどが、菅谷学童を除いて、委託という形式ではなく、

市の直接の運営事業として行っております。 

委員長 そうすると、委託ではないとすると、その方々の人件費とかその辺はどうされるんで

すか。 

収入はこれ１人１回500円しかないわけでしょう。何名集まるのかわかりませんけど、１

日千何百円とか２千円ぐらいしか収入がないわけでしょう。その人件費はどう対応される

か。 

こども課長 やはりその保育料から見ると、支援員の賃金のほうが多くなってしまうかもしれ

ませんけれども、やはり子育て支援が重要ということの位置づけで考えたいと思います。 
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また、それを代休で対応してもらうのか、また時間外を支給するのか、これについては

今後、総務課等の関係課とも協議しながら、最終的には決定していきたいと思っておりま

す。 

委員長 わかりましたけど、それが決まらないうちにこれ始まっちゃって大丈夫なんですか。 

今後検討なんでしょ、その部分は。もうこれ始めますって、いつからでしたっけ。 

４月１日から。そこまでにちゃんと煮詰めないと。 

こども課長 それは大丈夫です。 

ほぼ毎月、支援員会議ということで、各学童の支援員の主任、副主任が集まりまして、

会議を開いております。 

それにつきましては、そこで働く支援員の者も、すべて了承しておりますので大丈夫だ

と思います。 

委員長 いやいや、大丈夫だと思うではなくて、その方々の人件費とかはどういうふうに支給

するんですか、先ほど時間外でやるのか、代休で対応するのかは、今後検討と先ほどおっ

しゃっいましたよね。 

その辺が決まってないのに始まっちゃって大丈夫なんですかっていう話です。 

こども課長 土曜日の賃金が発生するということは、財政課、それから総務課のほうには話は

してあります。 

委員長 いや、話はしてあるんでしょうけど、どういう方法を取るかは決まってないって先ほ

どおっしゃったような気がするんですけど、それを決めなくていいですかって話。 

こども課長 基本的には時間外支給ということには考えてはおります。 

委員長 じゃそれで決まってるということですか。 

ごめんなさい、ちょっと部長に聞きます。 

そこをきちっと決めておかなくても大丈夫なんですか。始まっちゃって。 

保健福祉部長 今申し上げましたように、来年の４月からということですので、今言ったよう

に、賃金にするのかそれとも代休にするのかっていうのは、今後話し合っていく必要があ

ると思いますけど、それまでには確立というか、ちゃんと決めた中で始めたいというふう

に思っております。 

委員長 ですよね。当然予算が関係しますよね。代休なのか時間外なのかによって全然違いま

すでしょう。人件費ね。それを30年度の予算に反映させなきゃいけないわけですよね。 

ですから、今後検討ということなんでしょうけど、現時点で決まってなくて大丈夫なの

かって、ちょっと心配なんですけど。 

大丈夫ということなんですね。 

保健福祉部長 予算編成までには決めて、必要であれば、今より少し上乗せして計上するとか、

代休であればそのままでやっていくとか、それは予算編成までには、間違いなくやるよう

にいたします。 
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委員長 わかりました。 

ということは、課長がおっしゃった、今時間外で考えておりますって話しましたけど、

それは今後検討するけど、私はそういうふうに思っているということで理解してよろしい

んでしょうか。 

保健福祉部長 基本的には、時間外という形にはなるのかもしれませんけど、最終的な部分で

煮詰めて調整してやっていきたいとは思っています。 

委員長 わかりました。 

これ土曜日ということなんですが、日曜日っていう要望というのはなかったんですか。 

こども課長 今のところ、そういった要望は聞いておりません。 

委員長 先ほど土曜日にアンケートで３名から５名の要望があったから始めるということでし

ょ。ということは、今後の話ですけど、日曜日もやってくれという方が出てくれば、そう

いうことも検討することもあるというふうに考えてよろしいですか。 

こども課長 今のところ、日曜日をという声が出ていないので、明確にお答えできませんけれ

ども、まずは土曜日を開所してみて、そういった声も強いということであれば、検討しな

くてはいけないのかなとは思いますけれども、実情的には、ちょっと今のところ日曜日ま

では難しいのかなとは考えております。 

委員長 わかりました。 

先ほどから言っている、その３名から５名というのも、実際に始まってみれば、私も私

もって、多分ふえてくるような気がするんで、３名から５名の希望があったから始めるっ

ていうことではなくて、始めてみればまたそういう需要もあるかと思うし、また、土曜日

が始まれば今度日曜日もっていう声も出てくるかもしれないんで、そういうこともね、今

決めてくださいということじゃなくて、今後検討することになるのかなっていう気もする

ので、よろしくお願いしたい。 

決してこれ悪いことじゃない、すごいその方々にとってはありがたいことだと思います

ので、その辺の周知も、しっかりされたほうがよろしいのかなと思いますよね。 

ほかにございますか。 

  （「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。 

続いて討論に入ります。討論ございませんか。 

  （なし） 

委員長 討論を終結いたします。 

これより議案第69号を採決いたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしと認め、議案第69号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 



 - 32 - 

以上でこども課所管分を終了いたします。 

暫時休憩いたします。ありがとうございました。 

  休憩（午前11時51分） 

  再開（午前11時52分） 

委員長 それでは再開いたします。 

介護長寿課が出席いたしました。 

議案第76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２号）

を議題といたします。 

執行部よりご説明をお願いいたします。 

介護長寿課長 介護長寿課長、池﨑です。外３名が出席しています。 

よろしくお願いいたします。 

それでは、介護保険特別会計補正予算書の１ページをごらんください。 

議案第76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２号）

になります。 

それでは、４ページをお開きください。 

歳入になります。款、項、目、補正額の順にご説明いたします。 

８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金381万7,000円。 

５ページ、歳出をお開きください。 

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費118万8,000円。 

これは平成29年度、介護保険制度改正に伴うシステム改修によるものです。 

３項介護認定審査会費、２目介護認定調査等費262万9,000円。 

これは、要介護認定申請件数の増加によるものです。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 ありがとうございました。 

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

  （なし） 

委員長 それでは質疑を終結いたします。 

続いて討論に入ります。討論ございませんか。 

  （なし） 

委員長 討論を終結いたします。 

これより議案第76号を採決いたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしと認め、議案第76号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

続きまして、那珂市高齢者保健福祉計画の策定についてを議題といたします。 
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執行部より説明を求めます。 

介護長寿課長 説明いたします。 

常任委員会資料、23ページをごらんください。 

那珂市高齢者保健福祉計画骨子案についてご説明いたします。 

この計画は、平成26年度に策定した那珂市高齢者保健福祉計画の３年の計画期間が終了

するため、今年度、平成30年度からの新たな計画を策定するものです。 

本計画は、概要のとおり、二つの計画を統合して策定するものです。今後の予定は記載

のとおりです。 

24ページをごらんください。 

第４章、基本方針１は、第８期高齢者福祉計画の内容になっております。基本方針２及

び３は、第７期介護保険事業計画の内容になっております。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 ありがとうございます。 

それでは質疑に入ります。質疑ございませんか。 

何年前でしたか、教育厚生常任委員会から高齢者福祉について要望書という形で提出し

ているんですけど、それは今回の高齢者保健福祉計画の策定に当たってはどのぐらい反映

されていますか。 

介護長寿課長 はい、お答えします。 

高齢者福祉に関する要望ということで、以前あったのは、地域包括ケアということであ

ったのは存じております。 

それ以前のことは、申しわけありません、存じ上げておりませんが。 

委員長 そのときの要望書です。そこにいくつか項目があったと思いますが。 

介護長寿課長 それについては、地域包括ケアということで、在宅医療と介護の連携について

は盛り込んでおります。 

それから、認知症についても、内容的には初期集中支援チームはもう十分、４月から稼

動ということで盛り込んでおりますので、それの推進については入っております。 

あと、オレンジカフェについてなんですけれども、今回の計画については、直接オレン

ジカフェをどうしていくかということは、具体的には入れてはおりませんが、現在協議中

で、協議体でやっておりますので、それに含めまして、入れていく予定になっております。 

以上でございます。 

委員長 わかりました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

質疑ございませんか。 

  （なし） 

委員長 なければ質疑を終結いたします。 

以上で介護長寿課の所管部分を終了いたします。 



 - 34 - 

暫時休憩いたします。ありがとうございました。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12時58分） 

委員長 それでは再開いたします。 

保険課が出席いたしました。 

議案第74号、平成29年度那珂市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第３号）

についてを議題といたします。 

執行部より説明を求めます。 

保険課長 保険課長の先﨑です。ほか関係職員が出席しております。 

それでは説明をさせていただきます。 

議案第74号、平成29年度那珂市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第３号）

についてご説明いたします。 

４ページをお開きください。 

歳入になります。款項目、補正額の順にご説明いたします。 

３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給費等負担金、補正額6,095万5,000円の減。 

３款国庫支出金、２項国庫補助金、１目財政調整交付金、補正額1,942万2,000円の減。 

６目広域化準備事業費補助金10万8,000円の減。 

４款療養給付費等交付金、１項療養給費等交付金、１目療養給付費等交付金、補正額915

万3,000円の減。 

５款前期高齢者交付金、１項前期高齢者交付金、１目前期高齢者交付金１億6,499万8,000

円。 

６款県支出金、２項県補助金、１目財政調整交付金、1,942万2,000円の減。 

９款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、補正額20万円。 

同じく、９款繰入金、２項基金繰入金、１目基金繰入金、２億6,883万2,000円の減でご

ざいます。 

この減につきましては、平成28年度において決算が行われまして、繰越金がありました

ので、基金の取り崩しを全額やらないということで計上しております。 

10款繰越金、１項繰越金、１目療養給付費等交付金繰越金、7,428万2,000円。 

２目その他繰越金9,499万1,000円。 

６ページをお開きください。 

歳出になります。款項目、補正額の順にご説明いたします。 

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、55万6,000円の減。 

２款保険給付費、２項高額療養費、２目退職被保険者等高額療養費1,083万3,000円。 

３款後期高齢者支援金等、１項後期高齢者支援金等、１目後期高齢者支援金、2,054万

6,000円の減。 
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次のページになります。 

６款介護納付金、１項介護納付金、１目介護納付金、4,134万5,000円の減。 

10款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金９万3,000円。 

以上でございます。よろしくお願いします。 

委員長 ありがとうございます。説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

  （なし） 

委員長 なければ質疑を終結いたします。 

続いて討論に入ります。討論ございませんか。 

  （なし） 

委員長 討論を終結いたします。 

これより議案第74号を採決いたします。 

本案は原案の通り決することにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしと認め、議案第74号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

続きまして、那珂市国民健康保険第２期データヘルス計画の策定について及び那珂市国

民健康保険第３期特定健康審査等実施計画の策定について、この２件は関連がございます

のであわせて議題といたします。 

執行部より説明を求めます。 

保険課長 常任委員会資料の25ページをお開きください。 

本年度策定を予定しております計画について、概要をご説明したいと思います。 

はじめに、那珂市国民健康保険第２期データヘルス計画であります。 

本計画は、当市の国民健康保険加入者の健康の保持増進を目的としております。 

計画の内容としましては、国保加入者の特定健康診査のデータや医療機関からのレセプ

トデータを分析しまして、健康課題を把握し、今後展開すべき保健事業の施策を定めてい

くものです。 

計画の期間は平成30年度から35年度までの６年間となります。 

既に平成28年３月に計画期間を29年度末までとして、第１期のデータヘルス計画を策定

しております。本計画は、その第２期の計画となります。 

資料の裏面になりますが、計画等の内容、記載する事項を記載しておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

計画の位置づけとしましては、健康推進課で策定を進めております健康増進計画の下に

位置するものでありますので、増進計画との整合性を図りながら、策定を続けていきます。 

続きまして、常任委員会資料27ページをお開きください。 

那珂市国民健康保険第３期特定健康診査等実施計画になります。 
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この計画は、健診によって国保加入者の生活習慣病の早期発見、早期治療を行うことに

よって、重症化予防を目的としております。 

計画の内容につきましては、特定健診の受診率、保健指導率の向上、あわせまして、メ

タボリックシンドローム該当者の減少を目標としまして、今後展開すべき保健事業計画を

定めていくものです。 

計画の期間につきましては、平成30年から35年の６年間となります。 

計画の経緯としましては、平成20年度から24年を５年間第１期計画として定めておりま

す。25年度から29年度、今年度末まで、第２期計画として定め、事業を展開しているとこ

ろでございます。 

資料の裏面になりますが、計画の内容等を記載しておりますので、よろしくお願いした

いと思います。 

本計画につきましては、データヘルス計画の保健事業の一部としての位置づけがありま

すので、データヘルス計画との整合性を図りながら策定を進めてまいります。 

いずれの計画におきましても、国保加入者の健康の保持増進を目指し、両計画を推進す

ることによって、国保財政の健全化を図っていくものであります。 

説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

委員長 ありがとうございました。 

それでは質疑に入ります。質疑ございませんか。 

  （なし） 

委員長 なければ質疑を終結いたしますが、課長ちょっと一つ聞きたいんですけども、今度国

保が市から県のほうになりますので、その辺ちょっと教えていただいてもいいですか。 

どういうふうに移管されていくのか。あと保険料がどうなるのかとか。 

保険課長 その辺もあわせてということですか。 

多分昨日の茨城新聞のトップ記事に掲載がありまして、私のほうでも、ある意味出ると

いうのは想定はしていたんですが、基本的にはもう以前から平成30年４月からは、県との

共同運営になるよと。その中で大きく役割分担が明示をされまして、茨城県において、財

政的な責任を担うと。 

お金が足りなければ県で用意するし、市でどうしてもお金が足りないということであれ

ば、県で用意する、それは貸し付けという制度なんですけど、要するに財政基盤が弱い自

治体ですと、ふいの医療費に、高額な病気が発生した場合に、市の財政で払い切れないと

いう部分があったものですから、これは全国的な傾向でございまして、そういうことを考

えまして、保険者を茨城県、各都道府県単位とする、今の後期高齢者の医療制度、県の広

域連合で各都道府県でやっておりますが、それをある程度見習いまして、つくられたのか

なっていうふうに記憶をしてます。 

市町村で何をやるのかといいますと、基本的に言いますと、今までとやることは全く変
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わりはございません。加入者に対するサービスが低下するのではないかという危惧はして

おりません。 

一方加入者において何かメリットがあるのかっていうお話になると思うんですが、今さ

かんに言われておりますのは、結局茨城県内での住所移転、転居、転入、転出、例えばこ

こから常陸大宮市に行っても、それは茨城県が保険者で、保険証を今は那珂市の住民には

那珂市が交付する、常陸大宮市に行ったときは常陸大宮市が出すというだけの話ですので、

高額療養費でよくあるのが、３回目までは基準額をある程度負担しなきゃならない、４回

目になると負担が継続して大変なので、大体半額ぐらいになる制度があるんですが、それ

は多数該当という言葉で表現をしているんですが、今までの制度ですと転出してしまって、

常陸大宮市に行ってしまったら、１回目から始まらなきゃならない。 

そういう意味では、加入者でもし転入等が多くあるような人は、そういうメリットが、

県内にいる場合には継続されるっていう部分がございます。 

あとは一番危惧されるのは、多分保険料の問題かなっていうふうには考えてはいるんで

すが、過日の新聞の内容を分析をしますと、基本的にはその広域化によって33市町村が保

険料が上がってしまう可能性があると。11市町村は下がる可能性があると。 

あくまでも一般質問の中で花島議員のほうからありまして、出ている額っていうのが、

那珂市の納めるお金が17億ちょっとですか。これはあくまでも推計ということで確定では

ございません。 

ことしの12月の末に国のほうで正式な平成30年度の係数を全部出しまして、それを茨城

県が受けまして、再算定をする。最終的には１月下旬に、那珂市の納めるお金はこれだけ

ですよっていうことで、提示がされるわけです。 

それを受けまして、予算編成のまとめといいますか、仕上げといいますか、その作業が

発生してくるっていう状況になると思われます。 

現時点で一般会計、議員各位のご理解をいただいて、一般会計から１億円ほどの財政措

置をさせていただいております。 

本来ですとこの１億円も、加入者から本来は集めるべきお金なんでしょうが、そこはや

はり国保の場合は、低所得者が非常に多いということで、一般会計からも多少補助しよう

という事で、ここ10年以上ですね、１億円いただいてる経緯がございます。 

そういう中で、なんとか国保会計も、トータルでは赤字を出さないで、１年１年の決算

を見ますと、単年度ベースですので、どうしても医療費がふえた年とか、そういう時って

税金を上げてないので、単年度で赤字なんですけど、過去５年間とかいう長いスパンで見

ますと、ほどんとフラット、均衡がとれている、何とか財政運営ができているような状況

でございます。 

先ほどちょっと説明不足しましたが、県の試算というのは、あくまでも試算の中で医療

費というのは年間２％前後伸びるだろうと、毎年。 
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これなぜ伸びるかというと新聞にも書いてありますように、医療技術の高度化、いろん

な病気が出てます。高額薬剤も出てます。 

あとは国保において言えば、ここに書いている加入者の方が75歳で後期高齢に行くんで

すが、国保全体の加入者の割合の中に占める65歳以上74歳までを前期高齢者って言い方す

るんですが、そこの部分が結構人数が増えてるんですよ。 

なぜかというと、平成28年10月、社会保険の適用である程度収入が低い方でも社会保険

になるような方がいっぱい出ました。国保のほうはそういう方がやめています。 

そうすると国保に残ってるのは本当に純粋に高齢者がどうしてもウエートがふえてしま

う。年をとりますとやはり医療費なんかも結構掛かる大きな病気がね、かかりやすくなっ

ています。 

そういう意味でも、そういう現象を見ても、やはり年間２％ぐらいずつ給付費がふえる

だろうっていうことで今回県のほうでデータの試算をしまして、税とすれば上がっていく

んではないかという見解ですよね、給付がふえんだから、当然医療の場合は、治療費が例

えば10円かかったとすると、５円は国費で見るよと。 

５円は加入者から税金として取りなさいという、原理原則があるんですよ。その総体が

11円、12円になってね、加入者から５円取ってたら６円７円はどうすんのって話になりま

すよね。 

ですから、理論でいえば医療費がふえれば税もふやすのが当たり前でしょうという事で、

この間の新聞のやつは、ほとんどの33市町村が上がるよと、しいて言えば当たり前の理屈

と言ってはちょっと失礼なんですけど、医療費が上昇する、だから税も上昇していかなき

ゃ追いつかないんですよっていうニュアンスであの記事を書かれているっていうふうに理

解はしてます。 

委員長 ご丁寧なご説明ありがとうございました。 

保険料は、那珂市の場合は上がるっていう見込みなんでしょう。 

保険課長 そちらにつきましても先ほど申し上げてましたように、今仮の金額で提示されてま

すので、この場で上がるとか上がらないとか、あくまでもやっぱり１月の本格的な金額、

実際これだけ出しなさいっていうのが１月の末に来ますので、それを見て今もらっている

１億円と、あと国保の中の予算の中でやり切れるのかどうか、その辺を分析しながら対応

はしていきたいと思います。 

もし万が一上げるようなことがあれば、これはやはり、国保の制度上、運営協議会とか、

議会の皆様にご相談をしながら判断をしていかなければならない案件でありますので、現

段階で上げるとか、下げるということはないと思うんですが、そのような判断はしており

ません。もう少し時間をいただければ。 

委員長 つまり加入者が負担するのか、自治体が負担するのか、国が負担するのか。 

国は、上がった分を負担するようなこともちらっと書いてありませんでしたか。 
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保険課長 そうですね、国もいろんな意味で公のお金を入れて、国保に加入してる人は低所得

者、弱者が多いから、あまりその過重な負担を加入者にしては大変だろうという事でいろ

んなお金を国でも財源を捻出しまして、その会計に交付金という形で入れてきてくれては

います。 

ただそれも限りなく入れてくれるわけではございませんので、その辺はその交付金の状

況等、那珂市の国保税として集まるお金の状況等を加味しながら、県に納めるお金が間に

合うのかどうかの判断をそのときにはしていきたいと思います。 

委員長 わかりました。ありがとうございました。 

それでは以上といたします。 

暫時休憩いたします。 

執行部の皆様、お疲れさまでございました。 

  休憩（午後１時15分） 

  再開（午後１時16分） 

委員長 それでは再開いたします。 

続きまして調査事項「教育環境に対する支援」についてを議題といたします。 

10月４日の委員会では、那珂市のＩＣＴ教育の現状を学び、10月30、31日には、滋賀県

草津市と東京都荒川区でＩＣＴ教育の先進的な取り組みを学んでまいりました。 

また、11月25日には「みんなの学校」の映画を鑑賞してまいりました。 

これまでの調査研究を通しての感想、今後、那珂市の取り組みとして何が必要かなど、

意見交換をしてまいりたいと思います。 

視察の報告については、まとめていただいたものが配られておりますので、そちらも参

考にご意見をお願いしたいと思います。 

まずはＩＣＴ教育の視察、それから11月25日の映画も含めてですね、それぞれお１人お

１人から感想をまずいただきたいなというふうに思うんですが、まとまった方からでいい

ので、感想のほうをお聞きできませんでしょうか。 

副委員長いかがですか。 

副委員長 では、私の感想を述べさせていただきます。 

 ＩＣＴ教育の先進学校ということで、二つの学校を視察させていただきましたが、どち

らも私にとっては、最近こういう授業をしているんだなという驚きがまずありました。 

最初の学校のほうの道徳教育の現場を見まして、やはり今までの意見を発表しただけの

授業よりは、それが活字になって、みんなに発表の内容が活字になって前に出てきますの

で、皆さんも意見交換をするにしても、やはりみんな授業全体の流れがスムーズにいって

るんじゃないかなということで、感じました。 

ただあそこで道徳の教育で取り上げられていたのが、ナチスドイツの内容を取り上げて、

内容を云々というわけではありませんが、ちょっと厳しい内容を取り上げているなという



 - 40 - 

印象を受けました。 

そして、次の東京都荒川区の学校は、すばらしいという一語で、それに何にも増して校

長先生の意欲がすばらしいというのが一番の印象でした。 

そして図書館においても、タブレットを使った授業で、論文まで書かれているというの

を見まして、随分と進んでいるなということを感じました。 

行く前に那珂市の状況ということである程度勉強をして、タブレットもこんなふうです

よ、何台ありますよっていうのお話も伺っていきましたけど、荒川区の場合は、生徒の数

に対してかなりの数が用意されているということで、このくらいのことをまねしようと思

いましたら、金銭的にもすごいお金がかかっているというので、那珂市でこれをやるのは

なかなか難しいかなということでしたが、いずれにしてもそのＩＣＴを活用した教育とい

うのが、これからますます実際には必要になっていくのではないかなと感じました。 

最後になりますが、みんなの学校の映画を鑑賞いたしまして、やはりこちらも何といっ

ても校長先生がすごいなという印象を受けましたが、その障がいを持っているいないにか

かわらず、みんなが一緒に同じ教室で勉強して育っていくということのすばらしさは伝わ

ってまいりましたが、一つだけ私は映画を見てまして、まず障がい者をメーンにした映画

だからでしょうが、その障がいを持っていない、普通の子供たちの教育も同じようにおろ

そかにしてはいないだろうなという印象がありました。 

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

大和田委員 草津市と荒川区とどちらも視察の研修に行ったわけですけども、どちらも一般財

源でほぼ行っているということで、そしてどちらも、トップの熱き思いだというのが結論

だったのかなと、私の中でも思いまして、委員会の中でも熱い思いでこれを進めていくの

ならば、要望していかなきゃならないのかなと思いました。 

それでその前に那珂市の現状を勉強させていただいたんですけども、こちらを見るとス

テージ２だということであったんですけども、私も息子がいるもので、中学校で使ってる

のかと聞いたら、いや使ったことない、そんなのがあるのを知らないと。 

この間二者面談で行ったら、電子黒板は廊下の片隅のほうに追いやられてるみたいな状

況だったので、実際はあるけれども、活用されてない。 

また荒川区とか草津市なんかは、先生たちが自分でどう授業を組み立てていくとか、考

えているようですけど、今回債務負担行為でも、ＩＣＴの支援員の予算が出てたんですけ

ども、やっぱり現場の先生らもどれだけ熱い思いで、できているのかなというのが不安で、

またこれを見ますと、現状、市内の多くの先生がレベル２に達している。レベル４に達し

ている教員がいるっていうことなんですけれども、果たして現状自体も教育委員会でね、

把握していることと、本当の現場どうなのかというところもちょっと疑問なところだと思

います。 
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どちらにせよ、委員会としてはこちらの授業というか、ＩＣＴの活用を進めていくなら

ば、こちらの委員会も熱い思いで、予算等、また市長には要望していかなきゃならないの

かなと思いました。 

以上です。 

委員長 映画のほうはどうですかね。 

大和田委員 私実はあれを観たのは２回目で、１回目と２回目どういう思いだったかなと考え

ますと、またこれも同じ様で校長先生の熱い思いだったなと。 

動かすのは結局人なのかななんて思いながら、観ていた次第です。結局みんなすべて同

じような感想になってしまったんですけども。 

以上でございます。 

委員長 ありがとうございました。 

冨山委員 ＩＣＴの視察研修にはちょっと行けませんでしたが、話を聞くだけでも、やっぱり

私はどっちかって言えば、ＩＣＴっていうか、こういうのは苦手なんですが、今回の予算

見ても、そういう補助をする方の予算を取ってみたり、那珂市もそのほうに向いてきてい

るんだなとは思うんですが、やっぱりこれも先ほど大和田委員言うとおり、こちら側がい

くらやっても、校長先生やその現場の教職員の先生らが、熱くやっていただかなければ、

これは無意味だなってやっぱり。 

あと映画は、同じです、やっぱり。本当に人が熱い思いだとあんな学校ができるんだな

と思います。それを現状の那珂市に持ってきてあれをやろうなんていうのはちょっと難し

いことなのかなとは思います。いろんな壁というか、いろんなのが出てくると思うんで。 

でも、やっぱりああいう学校があるっていうのは、本当にすばらしいことだなって、本

当に勉強になりました。 

以上です。 

委員長 ありがとうございました。 

君嶋委員 視察研修ということで、10月30日、私１日だけの参加ということなんですけども、

草津市でのＩＣＴ教育については、やはりこれからの子供たちへの教育、その中で何が必

要か、これは学校だけではなく、やはり市全体、行政のほうで、きちんとかかわりながら

予算を獲得して、その予算をきちんと子供たちの教育に使っているということが視察の中

でわかり、これから那珂市でも今後そういう予算について、獲得をしていただいて、タブ

レットにしても各学校で40台とかいう数じゃなく、もっとふやせるような方法も考えてい

ただければよろしいかなと思います。 

特に子供たち、覚える時期が本当に小学生、一番頭に入る時期かなと思うんで、そうい

う面でもＩＣＴについてはどんどん取り入れていただければと感じました。 

２日目はちょっと参加できなかったんでわかりませんけど、映画については、やはり校

長先生を中心に、先生そして地域が一体となって子供たちの教育に向けて一生懸命やって
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いる映画で、来年校長先生もこちらに、来られるということなんで、ぜひまた皆さんでい

ろんな意見を話をしながら聞きたいなっていうことを感じました。 

実際、今那珂市でも地域で子供たちを見守りながら、各学校で行っていると思うんで、

そういう面では、市としても教育に向けて子供たちの見守りは進んでいるのかなっていう

のは感じさせていただきました。 

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

萩谷委員 もうほとんど出尽くしましたのでありませんけれども、ただ一番問題は先ほど出て

ますけど、やっぱり執行部の取り組み、これがやっぱり特に荒川、第三中学校でしたっけ、

すごいなと思いましたよね。 

この教育予算が8.9％ということですから、課としてのね。 

なかなかここまでやっていられないと思うんですけども、ただ一つ言えるのは、草津の

老上小学校、国の交付金みたいなのを予算の中で、議会として全部入れた中で、教育予算

に充てているというあれだったですよね。 

そういう方法とかなんかして那珂市の場合も、やっぱりある程度こういうＩＣＴをやり

たくて教育委員会は思っているのは間違いないので、そういうふうなやっぱりこちらも委

員会としてはね、進めていく。 

あまりにも今のところは差がありすぎるので、ちょっとどこまでいくかわかりませんけ

れども、いずれにしても、草津の老上小学校に少しでも近づけるような流れにすることが

一番なのかなと思いますよね。荒川はちょっとあまりにもすごすぎるので。 

どれだけこれから那珂市としてこういうＩＣＴのあれができるのか、老上小学校あたり

を参考にしながら、執行部に要望を言っていくのが一ついいのかなと思うし、映画のほう

はちょっと私いろんなあれがありまして、ちょっと欠席したのでよくわかりませんけれど

も、この前委員長ともその後すぐでしたけど、お会いする機会があって、聞いたんですけ

ど、よかったというお話聞いてますので、よかったのかなと思ってます。 

これからやっぱり委員長を中心として残り少ないかもしれませんけども、こういう形で

執行部に少しでもＩＣＴを含めて、教育の拡充ですか、進めていくということがあるかな

と思いますね。 

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

それぞれ皆さんから貴重なご意見といいますか、感想のほうをちょうだいいたしました

けれども、私自身も皆さんがおっしゃったことと同じことで、結局はもちろん金がなけれ

ばできないこともたくさんあるし、金とやっぱり人なのかなという気がしました。 

ですから例えば、荒川区の清水校長先生、あの方が辞めたらどうなっちゃうかなとかね、

あとは、例えば映画でも、あの映画に出てきた校長先生は、今はもう辞めてるわけですよ
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ね。 

だから今の現職の校長先生もちゃんとその思いっていうか、それを引き継いで同じよう

にされているのかどうかっていうのが非常に気になるということでアンケートにも、今は

どうなんでしょうかみたいなことをちょっと書いたんですけど。だからやっぱり人なのか

なと。 

草津の老上小学校の方もおっしゃってましたけども、結局はそれを決断したのは首長な

んですよね。荒川区もそうかもしれませんが。その辺でやっぱり首長の一声といいますか

ね、その思い、教育にかける思いというものがないと、やはり難しいのかなと。 

予算も教育委員会枠っていうのがあるということが今わかってますし、となるとこれ以

上やろうとしたときにどれかを削れって話に当然、今現状のやり方では、なってしまうん

で、なかなか今のままでは、例えばこれがタブレットを１人１台とかっていう話になって

も、非常に厳しいのかなっていうふうには正直思いました。 

それと荒川区と草津の老上小学校の違いっていうのは、僕はどちらかというと荒川区の

ほうがすごいなって思ったんですね。 

それはなぜかというと、例えば今、先ほどの補正予算にもありましたＩＣＴの支援員、

これなんかはあまり継続して必要とすると、覚えなくなっちゃうと。自分たちでやらなく

なっちゃう。 

だから、１年間だよ、支援は１年間しかやらせないよ、あとはみんなで研究していくん

だよっていうなことをおっしゃってたと思うんですね。 

ですからやはり、それも外部というか周りに頼るのではなくて、それぞれの先生方一人

一人の思い、努力によってなるものなのかなっていうのを強く思った次第であります。 

感想としては以上とさせていただきます。 

今後の話としては、また皆さんからご意見をいただきたいと思います。 

議長も委員ではありませんが、視察もご一緒いただきましたし、映画を見ていただいた

ので、何かございますか。 

議長 先ほど委員長が言ったように、やっぱりトップが子供たちの教育にかける思い、それか

なあと思うよね。 

先行投資になるかもしれないけども、これからの世の中はこういったＩＣＴの時代にな

っていく、現在なりつつありますけども、それにいち早く、子供らを慣れさせる、そうい

うのを使って意見交換ができる、情報交換ができる、いろんな情報を引っ張り出すという

ようなことをしていかなければならないのかなと思います。 

それから、映画についてはですね、これは立派な校長先生、立派な学校かなと思います。 

ただもう一方で、学校の先生の立場にしてみれば、要するに、早く言えば、非常に極端

かもしんないけども、右向け右って言ったらば全部子供らが右向いてくれるような、回れ

右って言ったらみんなが回れ右、これが一番教育しやすい、同じレベル、多少のあれはあ



 - 44 - 

るけども、そこに要するに右向けって言って左を向いちゃう子供がいたときに、その先生

らの対応の仕方、それから教員としての資質、人間としての。これが一番問題だと思うん

だよね。 

それで、その子供にばっかりはかかれない。そうすると、どっかで人手が要になってく

る、これもやっぱり予算的な問題が出てくる。だから、これもやっぱり学校長の判断。 

要するにうちの家内なんかの話を聞くと、要するに特別支援学校で３年間やってみて、

５人の生徒を２人の先生が見る、それでも手に余るときがあると。 

おとなしくてじっとしている子供ならいいんだけども、突然発作を起こしててんかん起

こしたり、あるいは徘徊するというようなこと、その先生がそっちについちゃうともうで

きない。 

だから、親御さんが就学前に相談に来るときに、特別支援学校を勧めるのか、普通の学

校で一緒に教育させたほうがいいのか、この辺はやっぱりその責任者としては、なかなか

判断が難しいと。自分が教育するのならいいけど、今度は担任が教育するわけですからね。

この辺をよく加味してあれしないと。 

それから日立でしたか、特別支援学校を県の施設に返還するっていう話が出てましたね、

やっぱり予算的な問題でね。 

非常に感激する映画ではありましたけれども、うーんっていう、考えさせられますね。 

私は以上です。 

委員長 ありがとうございました。 

先ほどちょっと申し忘れたんですけれども、子供たちの教育に対して、そのＩＣＴの例

えばタブレットの導入の必要性とかある一方で、どちらの学校でしたっけ、校務支援ソフ

トを導入している学校がありましたよね、草津だったかな。 

つまり、例えば通信簿つけとか、先生方が大変なのは、出席状況とか書く欄があります

よね。何月何日休んだとか、遅刻したとか、ああいうものも入れておくことによって、通

信簿がもうボタン一つで出るっていうようなこともあって、導入しているところでは、か

なりその負担は軽減したというような話は聞いてるんですね。 

ただ、覚えるまでは時間かかりますよ、もちろんね。その操作の仕方とか、そういう時

間はかかりますが、この辺では笠間市とか、あとは最近では茨城町がその校務支援ソフト

を導入したことによって、例えば茨城町で勤務した先生は異動があるわけですよね、当然。

水戸市に行くよと。そうすると水戸市にないということで、それが笠間市でいち早く始ま

って、茨城町、そして水戸にも今その動きが出てきているということで、この近隣でも、

かなりそういうものを導入しているところもあると。 

また、一番の学校の先生から聞くと一番進んでいるのが春日学園、つくば市の小中一貫

をやっている、ああいうところも早い。 

あと古河市でしたっけ、ここなんかもね。校務支援ソフトはちょっと調べていませんが、
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そういうようなＩＣＴ教育に関してはかなり先進、進んでいるということで、一方で、先

生方の負担もやはり軽減してあげなければいけないということは私は強く思っております。 

ちょっとその点を言い忘れたので、そういうのを感想として持ちました。 

ということで、皆様からいろいろご意見、ご感想を述べていただきましたけれども、今

後どうするんだということです。 

ＩＣＴ教育というのは、我々が当初言っていた、今学校でこういう問題が例えば部活の

顧問の先生の問題があるよねとか、あとは学校を見学した教室と教室の間の壁の問題とか

ね、いろいろあるわけです。 

つまりＩＣＴだけではないです。視察したのはそこだけかもしれませんが、そういうこ

とも考えてたくさん問題、課題はあるかと思いますが、そういうものも含めて、今後、答

えといいますか、何らかの意見書や要望書なりを出したほうがいいのか、その辺をちょっ

と皆さんからご意見をいただきたいと思います。 

ただ、ご承知のとおり、来年３月までが我々このメンバーでの期間ということ、委員会

のメンバー構成ということなりますので、それまでにある程度の今言ったような答えを出

すべきなのか、それともこれ、ちょっと議長に確認したいんですけど、これは、例えば次

の教育厚生が３月以降できますよね。そこに引き継ぐみたいな形でもできるんですか。 

   できるんですか。だから例えば学校教育の支援、教育関係の整備というものは幅広いし、

これだけっていうわけではないと思うんですよね。 

ですから、我々としても、やってきたこと、学んだことはこういうことで、こういうな

感想を持って、こういう要望をがあると。 

けれどもそれだけじゃないから次の教育厚生でまた検討していただいて、さらに広げて

全体的に要望として出していただきたいと引き継ぎをするという方法も、今のお話で、あ

るかとは思いますけれども、とりあえず我々としてやったことだけをまとめて、何らかの

形として残すのか、どのように皆さん考えなのかちょっとその辺も含めてご意見をいただ

きたいなと思うんですけれども。 

いかがでしょうか。 

冨山委員 これは結局のところは、多分ですけど、お金、教育予算の拡充をやっぱり執行部に

対してお願いしていくことがいいのかなと今、思ったんですが。 

ただ、教育予算の拡充だけでは多分、今回視察していたことには多分なっていかないと

思うんですが、まずは、我々ができることって多分、そういうことなのかなっていうのは

感じております。 

だから、それを要望していくっていうことがいいのかな。 

委員長 わかりました。ありがとうございます。 

大和田委員 今年いっぱいそういうわけで、教育環境に対する支援というの勉強してきたわけ

で、何か勉強したものをね、何か書面で残すのはいいことなのかなと思うんですけど、そ
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れを引き継ぐのか、それとも細かく要望したほうがいいのか、どっちがいいんでしょうね。 

確かに幅が広いので、細かく言ってどうのこうの…そうすると、大きくすると予算でど

うのこうの…トップの熱い思いを確認するためにもいいのかなと思ったりもします。 

萩谷委員 今、話出てますけども、委員会がある中でやっぱり教育厚生の場合、教育というの

が一番の主体なわけですよね。 

そうすると継続性、ずっと継続していくっていう流れの中では、教育厚生常任委員会が

次の人になっても、例えば、改選が終わった次になっても、ある程度継続性というか、流

れはつくって、それがずっと一貫として、要望しているものができるものがあれば、あれ

ばですよ、これから将来に向けても、それは継続性あって持っていくというのは、そこで

途切れちゃうじゃなくて、やっぱり次の委員会になったら、それはもうなくなったじゃな

くて、ものはやっぱりやっていってもいいのかなと。 

逆に、そのほうが那珂市の教育に対してもプラスだと思いますね。そういう意味では、

これだってものに対しては、やっぱり一貫して、教育厚生常任委員会がずっと何年も要望

して一貫性があるようなものは、例えば、これからのやつですから、ＩＣＴなんかは。 

こういうのは継続して、後の人たちに、次のまた次の人たちにという要望ですか、どん

どん拡充になっていくいうような、というのはやっていっていいんじゃないかなと私は思

うんですけどね。 

そういう意味では、ここで終わっちゃったわけじゃないですから、続きますから。ほか

のやつは案件が終わればだいたい終わりですけど、教育はもうずっと続きますから将来に

わたって、そういう意味では、つながっているというのは結構必要かなとは私は思うんで

すけどね。 

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

議長 今やっぱり各委員の話を聞いていて、継続してっていうことで、やっぱりここまで一生

懸命この委員会で勉強してきましたし、提言もしてきました。 

やっぱり一番先に、例えばですよ、教育予算の拡大拡充を求めるというような大見出し

をつけて、ＩＣＴのさらなる拡充、それから学校の教育環境整備の充実、それから、先生

方の仕事の軽減とか、そういうものを何項目かに大ざっぱでいいから今まで勉強してきた

こと、それを項目にして提言して、あるいは引き継いでいけばいいのかなと思います。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

副委員長 はい、私も今議長がおっしゃったような形で、そんなに細かく一つ一つではなくて、

大きな題で今までやってきたことを引き継いでいったらいいかなと思うんですが、ただ改

選によって変わりますよね、委員会がね。 

変わった場合に、それを前年度からのだからと言ってちゃんと引き継いてくれる委員会

であるかどうかがちょっと不安なんですけども。 
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せっかく私たちが勉強してきたことなので、何らかの形で記録として残していって、別

にその要望書という形ではなくても、一応これとこれとこれとこれっていう形で、できれ

ば引き継いでいって欲しいなと思います。 

君嶋委員 私のほうはですね、やはりこの委員会で調査研究してきた内容、そしてまた特に今

回ＩＣＴ活用ということに力を入れて視察もしてきたことなんで、一度まとめて、やはり

那珂市できょう出ている資料についても那珂市のＩＣＴ活用の構想というのもありますか

ら、この構想見ても、今後、学力向上を目指してＩＣＴを利用したいとか、いろんな考え

もあるわけですから、そういうためにも予算の拡充をぜひお願いしたいという要望なども

入れて一度出してはどうかなと思いますね。 

やはり私たちが調査研究した内容をまとめて出すのも委員会の役目であって、それをこ

の後の委員会の方たちがどう判断するかはまたそれにお任せするという形でやればいいん

で、今回はきちんとその先ほど議長からも話があったように、いろんな項目を入れながら、

執行部に要望してはどうかと私は思います。 

それでまとめたほうがいいのかなと思いますので、その辺を委員長よろしくお願いしま

す。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

全体的な教育環境の整備っていうもの、それから予算の拡充、それから人の思いが大切

なんだよっという、これはずっと引き継いでいけると思うんですよね。 

これが元になるもので、その中で具体的にっていうと、ＩＣＴだったり、いろいろなも

のがあるわけで、我々その下の部分を学んで、その感想を聞いたら皆さんはその上の部分

を言ったわけですよね。 

ですから、その上の部分も含めて、我々はこの１年間でこういうことを学んできました

と。ぜひこういうことが必要だということで判断しますと。それに当たっては、そういっ

たものを要望します。 

なおこの上の部分については、今後も引き続き、執行部の努力といいますか、その辺を

求めるみたいな感じでまとめることは可能だと思うんですね。 

だから、次の教育厚生常任委員会のメンバーの方々には、我々は今回こんなことを学ん

だ。でもこの上の部分の一番大事な部分は、引き継ぎますから、この下のことと同じじゃ

なくてもいいから、またさらに幅を持って広げて、ぜひ調査研究を進めていただきたいっ

ていう、またそれは引き継ぎ書にもなるわけですよね。 

じゃ一回その辺をまとめてみますか。 

そうしましたらば、これもう12月定例会が終わりますと、次の３月定例会は新しい構成

になるわけですよね。 

ということは、閉会中にまた、まとめたものを皆さんにお配りして、またご意見を伺う

という機会をつくらなければいけませんので、１月になるか２月になるかわかりませんが、
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また閉会中に招集させていただき、委員会を開会するというような感じでよろしいでしょ

うかね。 

そうしましたら私のほうで責任を持って、このまとめということで、今回副委員長には

お願いしませんので、私のほうで責任を持って、委員長としてこのまとめをつくらせてい

ただいて、また皆さんにご提示させていただきたいと思いますので、そんな感じのこれか

らの流れでよろしいでしょうかね。 

ではそのような形にさせていただきたいと思います。 

この件については以上とさせていただきます。 

では最後になりますが、茨城県市議会議長会議員研修会の出席者を決定したいと思いま

すが、来年２月２日金曜日に開催される今年度第２回目の研修会については、前回の委員

会で皆さんにお諮りし、一応決定はしておりますが、確認の意味で、教育厚生常任委員会

として、出席を萩谷委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

ということで、萩谷委員よろしくお願いいたします。 

以上で本日の審議はすべて終了いたしました。 

教育厚生常任委員会を閉会といたします。 

お疲れさまでございました。 

閉会（午後１時49分） 
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