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○議事日程 

   日程 第 １ 請願書等審査結果の報告について（議長提出） 

   日程 第 ２ 意見書案第 １号 年金積立金の安全かつ確実な運用を求める意見書の 

                   提出について（議員提出） 

   日程 第 ３ 意見書案第 ２号 那須烏山市へ（仮称）栃木県立県東部体育館の設置 

                   を求める意見書の提出について（議員提出） 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○本日の会議に付した事件 

   議事日程に同じ 
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［午前１０時００分開議］ 

○議長（佐藤昇市）  皆さん、おはようございます。平成２７年第４回那須烏山市議会６月

定例会、最終日です。本日も足元の悪い中、たくさんの方が傍聴に足を運んでいただきまして

大変ありがとうございます。 

 ただいま出席している議員は１８名全員です。定足数に達しておりますので、ただいまから

会議を開きます。 

 本日、議会運営委員会を開き、日程を追加しました。内容はお手元に配付した議事日程のと

おりであります。 

                                    

     ◎日程第１ 付託第１号 請願書等審査結果の報告について 

 

○議長（佐藤昇市）  日程第１ 付託第１号 請願書等審査結果の報告についてを議題とい

たします。 

 各常任委員会の審査の経過と結果について、各常任委員会委員長の報告を求めます。 

 まず、文教福祉常任委員会委員長沼田邦彦議員の報告を求めます。 

 沼田邦彦文教福祉常任委員会委員長。 

〔文教福祉常任委員会委員長 沼田邦彦 登壇〕 

○文教福祉常任委員会委員長（沼田邦彦）  御報告申し上げます。 

 去る６月２日の本会議において、文教福祉常任委員会に付託されました陳情書第２号 「国

の責任による３５人以下学級の前進」をもとめる陳情、陳情書第３号 国の教育予算を増やし

て「高校無償化」を復活し、給付制奨学金の確立をもとめる陳情、陳情書第４号 特別支援学

校の「設置基準」策定を国に求める陳情、陳情書第５号 「大学生への給付制奨学金創設」を

求める陳情及び陳情書第６号 年金積立金の安全かつ確実な運用を求める陳情書について、そ

の審査の経過と結果について報告いたします。 

 ６月５日第２委員会室において、委員全員出席のもと全ての陳情について提出者の説明を受

けた上で慎重に審査を行いました。 

 まず、陳情書第２号 「国の責任による３５人以下学級の前進」をもとめる陳情についてで

すが、さまざまな意見があり、さらに慎重な審議が必要であるとの結論に達し、今回は継続審

査といたしました。 

 次に、陳情書第３号 国の教育予算を増やして「高校無償化」を復活し、給付制奨学金の確

立をもとめる陳情についてですが、一定以上の所得による所得制限はやむを得ないとの意見が

多く、賛成委員が少数であったため、不採択とすべきものと決定しました。 
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 次に、陳情書第４号 特別支援学校の「設置基準」策定を国に求める陳情についてですが、

市内の現場の実情や意向等も調査の上、慎重に審議すべきとの結論に達し、今回は継続審査と

いたしました。 

 次に、陳情書第５号 「大学生への給付制奨学金創設」を求める陳情については、全会一致

で不採択とすべきものと決定いたしました。 

 最後に、陳情書第６号 年金積立金の安全かつ確実な運用を求める陳情書についてですが、

願意は妥当との意見により、全会一致により採択すべきものと決定しました。 

 以上で、審査結果の報告を終わります。 

○議長（佐藤昇市）  次に、経済建設常任委員会委員長川俣純子議員の報告を求めます。 

 川俣純子経済建設常任委員会委員長。 

〔経済建設常任委員会委員長 川俣純子 登壇〕 

○経済建設常任委員会委員長（川俣純子）  御報告申し上げます。 

 去る６月２日の本会議において、当経済建設常任委員会に付託された請願書第１号 廃棄物

処置施設設置等事業計画に反対する請願書の審査の経過とその結果について御報告申し上げま

す。 

 ６月５日に、委員全員出席のもと、白久地内の現地に赴き、請願書提出者、紹介議員及び市

所管課の説明を受けながら調査をいたしました。これを踏まえ、慎重に審査を行った結果、請

願書の趣旨は納得できるものであり、全会一致により採択すべきものと決定いたしました。 

 以上で、審査結果の報告を終わりにいたします。 

○議長（佐藤昇市）  以上で、常任委員会委員長の報告が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤昇市）  質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで質疑を

打ち切ることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤昇市）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより常任委員会委員長報告の審査結果について、討論に入ります。 

 まず、報告に対する反対討論の発言を許します。 

 １８番平塚英教議員。 

○１８番（平塚英教）  文教福祉常任委員会の審査したものの陳情書５件ありますけれども、

陳情書第３号並びに陳情書第５号の審査結果について反対討論を申し上げます。 
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 まず、国の教育予算を増やして高校無償化を復活し、給付制奨学金の確立をもとめる陳情書

でございますが、これにつきましては、民主党政権の時代に学びの権利というものを保障する

ということで、社会全体でそれを支えるということで高校無償化制度が始まったわけでありま

すが、それが昨年の４月から、一部所得制限というのが導入されたところであります。有償化

に大きく後退させるものにつきましては、高校生や父母、そして国民に対する約束違反である

と同時に、政府が２０１２年に保留撤回した中等教育の漸進的な無償化を定めた国際人権規約

に反するということもあります。 

 権利として学ぶ権利を保障するため、世界に例のない高校授業料への所得制限導入はただち

に中止をして教育予算を増やした上で、高校無償化を復活し、奨学給付の拡充をして給付制奨

学金を確立していくことを私は求めたいと思います。 

 戦後最大の軍事費やＯＤＡの軍事支援費と、こういうものを大きく増やす一方で、福祉や教

育の予算を削ると。これは政治の本末転倒でございます。そういう中身で、この高校無償化も

有料化にされたというような中身でございます。 

 陳情第５号につきましては、大学生に対する給付制奨学金制度をつくることをもとめる意見

書を国に提出してもらいたいと。こういう陳情書でございますが、２０１４年の大学、短大、

高専、専修学校への進学率は８割に達しております。その半数が貸与制奨学金を利用し、多く

の学生が多額の借金を抱えて卒業するという事態になっております。 

 そういう中で、若者の雇用が非常に不安定化しており、一旦正社員から非正規になると、再

び正規に戻る保障がないと結婚ができないと、さまざまな苦悩が若者に襲いかかる情勢となっ

ております。 

 日本政府は、２０１２年９月の国際人権規約、これを撤回しました。しかし、この中身につ

いて、適当な奨学金については批准済みにもかかわらず、奨学給付制度が３５年たっても、い

まだ実現されていないのが実態でございます。ＯＤＡ３４カ国の中で、大学の授業料無料化と

いうのが１７国でございます。そして、日本とアイスランド以外の３２カ国は、給付制奨学金

がありますが、アイスランドは大学の授業料は無償でございます。つまり、大学の授業料が有

償で、なおかつ給付制奨学金のないのは日本だけと。こういう状況でございます。 

 日本の教育機関への財政支出はＧＤＰ比で３.８％、ＯＥＣＤ諸国では５年連続で最下位と、

こういう状況でございます。段階的にＯＤＡ並みに、平均ですが５.６％まで引き上げれば、

就学前から大学までの教育の無償化を進めることが可能になります。一日も早く公私ともに、

高校、大学の無償化を前進させ、社会全体で高校生、大学生の学びの権利を保障する社会全体

の体制が求められております。こういうものを求めるべきであって、これに反対するというの

はとんでもないということを申し上げまして、反対討論とさせていただきます。 
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○議長（佐藤昇市）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤昇市）  ほかに討論はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤昇市）  ほかに討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第１ 請願書等審査結果の報告についてのうち、文教福祉常任委員会

委員長から審査報告のあった陳情書第２号 「国の責任による３５人以下学級の前進」をもと

める陳情について、報告のとおり継続審査とすることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤昇市）  異議なしと認めます。 

 よって、陳情書第２号については、文教福祉常任委員会委員長の報告のとおり継続審査に決

定いたしました。 

 次に、陳情書第３号 国の教育予算を増やして「高校無償化」を復活し、給付制奨学金の確

立をもとめる陳情について、文教福祉常任委員会委員長の報告のとおり不採択とすることに賛

成議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（佐藤昇市）  起立多数と認めます。 

 よって、陳情書第３号について、文教福祉常任委員会委員長の報告のとおり不採択に決定い

たしました。 

 次に、陳情書第４号 特別支援学校の「設置基準」策定を国に求める陳情について、文教福

祉常任委員会委員長の報告のとおり継続審査とすることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤昇市）  異議なしと認めます。 

 よって、陳情書第４号については、文教福祉常任委員会委員長の報告のとおり継続審査に決

定いたしました。 

 次に、陳情書第５号 「大学生への給付制奨学金創設」をもとめる陳情について、文教福祉

常任委員会委員長の報告のとおり不採択とすることに賛成議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（佐藤昇市）  起立多数と認めます。 

 よって、陳情書第５号については、文教福祉常任委員会委員長の報告のとおり不採択に決定

いたしました。 

 次に、陳情書第６号 年金積立金の安全かつ確実な運用を求める陳情について、文教福祉常
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任委員会委員長の報告のとおり採択と決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤昇市）  異議なしと認めます。 

 よって、陳情書第６号については、文教福祉常任委員会委員長の報告のとおり採択に決定い

たしました。 

 次に、経済建設常任委員会委員長から審査報告のあった陳情書第１号 廃棄物処置施設設置

等事業計画に反対する請願書について、報告のとおり採択することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤昇市）  異議なしと認めます。 

 よって、請願書第１号については、経済建設常任委員会委員長の報告のとおり採択に決定い

たしました。 

                                    

     ◎日程第２ 意見書案第１号 年金積立金の安全かつ確実な運用を求める意見書の 

                   提出について 

 

○議長（佐藤昇市）  日程第２ 意見書案第１号 年金積立金の安全かつ確実な運用を求め

る意見書の提出についてを議題といたします。 

 提出者の趣旨説明を求めます。 

 文教福祉常任委員会委員長沼田邦彦議員。 

〔文教福祉常任委員会委員長 沼田邦彦 登壇〕 

○文教福祉常任委員会委員長（沼田邦彦）  ただいま上程となりしまた意見書案第１号につ

いて、提案の趣旨説明を申し上げます。 

 公的年金は、高齢者世帯収入の７割を占め、６割の高齢者世帯が公的年金のみで生活をして

おり、年金は老後の生活保障の柱となっております。そのような中、政府は年金積立金管理運

用独立行政法人（ＧＰＩＦ）に対し、リスク性資産割合を高める方向で、年金積立金運用の見

直しを行いました。 

 しかし、年金積立金は、厚生年金保険法等の規定に基づき運用すべきであり、一方的に見直

すことは問題であると言わざるを得ません。ついては、先ほど報告いたしました文教福祉常任

委員会で審査した陳情書の採択を踏まえ、年金積立金は被保険者の利益のために、長期的な観

点から安全かつ確実な運用を堅持すること等を求めるため、関係行政庁に意見書を提出するも

のです。 

 以上で、提案の趣旨説明とさせていただきます。 
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○議長（佐藤昇市）  以上で、提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤昇市）  ほかに質疑がないようですので、議長に議事を進行し、これで質疑を

打ち切ることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤昇市）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤昇市）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤昇市）  討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第２ 意見書案第１号について、原案のとおり決定することに御異議

ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤昇市）  異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第１号は、原案のとおり可決し、衆参両院議会議長及び関係大臣宛て提出

することに決定いたしました。 

                                    

     ◎日程第３ 意見書案第２号 那須烏山市へ（仮称）栃木県立県東部体育館の設置 

                   を求める意見書の提出について 

 

○議長（佐藤昇市）  日程第３ 意見書案第２号 那須烏山市へ（仮称）栃木県立県東部体

育館の設置を求める意見書の提出についてを議題といたします。 

 提出者の趣旨説明を求めます。 

 １３番沼田邦彦議員。 

〔１３番 沼田邦彦 登壇〕 

○１３番（沼田邦彦）  ただいま上程となりました意見書案第２号 那須烏山市へ（仮称）

栃木県立県東部体育館の設置を求める意見書について、提案の趣旨説明を申し上げます。 

 栃木県内の体育施設は、県央を中心に県西、県南、県北部に総合体育館等の県立スポーツ施
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設が整備され、県民スポーツの普及推進と健康で明るくたくましい県民の育成に取り組んでい

ます。 

 一方、本市においては、市民の誰もがスポーツに親しみ、健康で生きがいを感じるまちづく

りに取り組んでいますが、東日本大震災により被災したスポーツ施設が閉鎖され、また、多く

のスポーツ施設が耐震性に問題があると診断され、その取り組みも思うように進んではいませ

ん。 

 このことを苦慮した大谷範雄那須烏山市長は、平成２５年７月、ブロック別市町村長会議で

市町経営における当面の課題や取り組みに伴う個別要望、意見において、県立体育館等スポー

ツインフラの整備についてを提出し、県内の均衡ある発展と人づくりのために、県東部に県立

体育館等のスポーツ施設の建設を要望しています。 

 これに鑑み、我々那須烏山市議会としても、本市を含む県東部の県民が、いつまでも健康で

明るくたくましく、生きがいを持って暮らせるよう、また誰もが気軽にスポーツに参加できる

機会が得られるよう、意見書に記載した理由により、本市へ（仮称）栃木県立県東部体育館の

設置を強く求めるものであります。 

 以上で、提案の趣旨説明を終わります。 

○議長（佐藤昇市）  以上で、提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤昇市）  ほかに質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで

質疑を打ち切ることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤昇市）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤昇市）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤昇市）  ほかに討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第３ 意見書案第２号について、原案のとおり決定することに御異議

ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（佐藤昇市）  異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第２号は、原案のとおり可決し、栃木県知事宛て提出することに決定いた

しました。 

 これをもちまして、本定例会に付議された案件は全て終了いたしました。 

 ここで、市長の挨拶を求めます。 

 大谷市長。 

〔市長 大谷範雄 登壇 挨拶〕 

○市長（大谷範雄）  第４回市議会定例会の閉会にあたりまして、御挨拶を申し上げます。 

 今次定例会は、６月２日を初日に、本日まで８日間にわたり慎重審議をいただきました。上

程をさせていただきましたいずれの議案も、原案どおり可決、御決定をいただきまして、まこ

とにありがたく、感謝とお礼を申し上げます。審議の中で賜りました御意見、御提言は、今後

の市政運営にあたり、十分心して努めてまいりたいと存じておりますので、何とぞ御理解を賜

りますようにお願いを申し上げます。 

 定例会冒頭、開会の御挨拶及び一般質問におきましても答弁をさせていただいておりますが、

今年度は地方創生元年と位置づけられる極めて重要な年であります。その中でも、喫緊の課題

は、人口減少問題でございます。現在、地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の作成に向けま

して作業を進めているところでございますが、先月末には、総合政策審議会において、作業の

中間報告をさせていただき、人口動向分析、将来の人口推計について、御意見をいただいたと

ころであります。 

 今後は、人口の将来展望に向けたアンケート調査を実施する予定であります。議員の皆様方

には、随時情報を提供させていただきますとともに、御意見を頂戴いたしながら、平成２７年

度策定に向けて全力で取り組んでまいる所存でございます。 

 また、開会の御挨拶でも触れさせていただきました地方創生先行型の事業も、着実に実施を

させていただいております。さらに、地方創生先行型の上乗せ交付分につきましても、先月末

に国から基本的な枠組みが示されたところでございます。事業の早期実施に向けて取り組んで

まいる所存でございます。問題解決、事業の実施には、スピード感を持って、そして攻めの姿

勢で取り組む所存でございますので、御理解、御協力を賜りますように重ねてお願いを申し上

げます。 

 さて、先日の地元紙の一面に、２０１４年に県内を訪れた観光客数が過去最多記録を更新し、

宿泊者数も３年連続で増加をしている。このような記事が掲載されておりました。那須烏山市

においても、大桶運動公園を会場といたしまして、５月１６日、１７日の２日間、第５回八溝

そばまつりが開催されました。そば打ち名人の高橋邦弘氏が、達磨・雪花山房としての出店が
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最後ということもございまして、県内外から昨年より２,０００人多い３万３,０００人の来場

がございました。来場者の中にリピーターが大変多いと聞き及んでおります。このような機会

に、那須烏山市のよさを知っていただき、ひいては定住につなげられればと考えております。 

 また、３１日には、宿泊体験施設の「ほたるの里の古民家おおぎす」がオープンいたしまし

た。那須烏山市の観光資源の１つといたしまして、地域活性化の拠点となることを大いに期待

をいたしております。 

 ７月には、ユネスコ無形文化遺産登録予定の山あげ祭も、ことしは元田町が当番町で開催さ

れます。市といたしましても、今後も観光、文化事業を支援し、地域活性化につなげてまいり

たいと考えておりますので、御理解をいただきながら、御支援を賜りますようにお願いを申し

上げます。 

 いよいよ梅雨の季節となってまいりました。気温の変化も大きく、体調を崩しやすい季節で

もあります。議員各位におかれましては、健康に十分留意をされまして、引き続き市政の発展

に御尽力を賜りますことをお祈り申し上げまして、閉会の御挨拶とさせていただきます。まこ

とにありがとうございました。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（佐藤昇市）  以上で、６月２日から本日まで８日間にわたりました本定例会の日程

は全部終了いたしました。各位の御協力、大変ありがとうございました。 

 これで、平成２７年第４回那須烏山市議会６月定例会を閉会いたします。大変御苦労さまで

した。 

［午前１０時２７分閉会］ 
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     上記会議録を証するため下記署名いたします。 

 

 

 

     平成２７年９月１日 

 

 

           議 長         佐 藤 昇 市 

 

           署 名 議 員         小 森 幸 雄 

 

           署 名 議 員         平 塚 英 教 
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