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那珂市議会産業建設常任委員会記録 

開催日時 平成 28 年３月 17 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 寺門  厚  副委員長 木野 広宣 

     委 員 花島  進  委  員 遠藤  実 

     委 員 福田耕四郎   

欠席委員 委 員 須藤  博 

職務のため出席した者の職氏名 

     議   長 中﨑 政長  事務局長 深谷  忍 

     事務局次長 寺山 修一  書  記 萩谷 将司 

会議事件説明ため出席者の職氏名（総括補佐職以上と発言者） 

     副市長 松崎 達人          財政課長 加藤 裕一 

     財政課長補佐 茅根 政雄       産業部長 佐々木恒行 

     農政課長 山田 甲一         農政課長補佐 柏  正裕 

     農業振興Ｇ長 大内 正輝       商工観光課長 中庭 康史 

     商工観光課長補佐 平松 良一     建設部長 冨田 慶治 

     土木課長 小泉 正之         土木課長補佐 海老沢美彦 

     維持管理Ｇ長 川﨑 慶樹       都市計画課長 植田 孝二 

     都市計画課長補佐 根本 雅美     都市計画Ｇ長 秋山 光広 

     建築課長 玉川 秀利         建築課長補佐 平野  敏 

     上下水道部長 石川  裕       下水道課長 石井  亨 

     下水道課長補佐 箕川  覚      水道課長 助川 啓治 

     水道課長補佐 鹿志村則男       農業委員会事務局長 樫村  武 

     農業委員会事務局長補佐 大竹 将夫   

     外関係職員 

会議事件と概要 

     （１）議案第 16 号 那珂市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （２）議案第 17 号 那珂市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （３）議案第 20 号 那珂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改

正する条例 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （４）議案第 39 号 平成 27 年度那珂市一般会計補正予算（第７号） 
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       概要：原案可決すべきもの。 

     （５）議案第 41 号 平成 27 年度那珂市下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （６）議案第 42 号 平成 27 年度那珂市農業集落排水整備事業特別会計補正予算（第

４号） 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （７）議案第 44 号 平成 27 年度那珂市上菅谷駅前地区土地区画整理事業特別会計

補正予算（第２号） 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （８）議案第 46 号 平成 28 年度那珂市一般会計予算 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （９）議案第 48 号 平成 28 年度那珂市下水道事業特別会計予算 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （10）議案第 50 号 平成 28 年度那珂市農業集落排水整備事業特別会計予算 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （11）議案第 52 号 平成 28 年度那珂市上菅谷駅前地区土地区画整理事業特別会計

予算 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （12）議案第 54 号 平成 28 年度那珂市水道事業会計予算 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （13）議案第 56 号 市道路線の認定について 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （14）議案第 57 号 市道路線の廃止について 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （15）請願第１号 ＴＰＰ協定を国会で批准しないことを求める請願 

       概要：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９時58分） 

委員長 おはようございます。 

   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いただきたい



3 

と思います。 

   ただいまの出席委員は５名であります。欠席委員は須藤委員の１名であります。定足数

に達しておりますので、これより産業建設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。 

   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、ご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

議長 おはようございます。 

   昨日に引き続きまして産業建設常任委員会での審議でございます。28 年度の新しい予算

の執行を審査する会議でございますので慎重なるご審議をお願いいたしたいと思います。

また執行部におかれましては、予算の増減の激しいもの、あるいは新規事業に関しまして

丁寧かつ正確な答弁をお願いしておきます。ご苦労さまでございます。挨拶に代えます。 

委員長 ありがとうございます。 

   続きまして、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。 

   議員改選後初の産業建設常任委員会でございます。ご承知おきのとおり、この委員会に

つきましては、那珂市の産業の振興、そしてインフラ等の整備に関して一番柱となる委員

会ではないかと考えておる次第でございます。少し人数が寂しくなったような感はござい

ますけれども、新しいメンバーも加わりまして闊達なる審議が進みますことを期待申し上

げます。そしてただいま議長からお話しございましたように、この第１回の定例会は毎年

議案が多くございます。当初の予算、また補正予算等々多々の議案を審議いただくわけで

ございますけれども、我々執行部といたしましても、丁寧かつ効率的な説明に努めたいと

思いますので、慎重なるご審議のほどよろしくお願いいたします。 

   以上でございます。 

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ございます。 

   審議をスムーズに進行するため、この会議次第のとおり担当課ごとに審議をいたします。 

   執行部に申し上げます。説明の際はまず、課名と出席者を報告し、必ず予算書のページ

数を述べてから説明をしてください。新規事業及び前年度比較額の大幅な増減等、特に説

明が必要な場合はその説明を加えてください。審議中に委員から資料などの請求があった

場合は、議会事務局に 10 部提出をしてください。 

   なお、一般会計当初予算の討論、採決は所管課の質疑が全て終結した後に行います。 

   それでは、審議に入ります。 

   初めに、議案第 39 号 平成 27 年度那珂市一般会計補正予算（第７号）を議題といたし

ます。 
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   財政課より一括して説明をお願いします。 

財政課長 財政課、課長の加藤です。外関係各課職員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、議案第 39 号 平成 27 年度那珂市一般会計補正予算（第７号）についてご説

明いたします。 

   平成 27 年度那珂市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

   （歳入歳出予算の補正）第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億 8,549

万 8,000 円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 193 億 2,444 万 4,000 円と

する。 

   ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

   （継続費）の補正、第２条 継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。 

   （繰越明許費）第３条 地方自治法（昭和 22 年法律 67 号）第 213 条第１項の規定によ

り翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「繰越明許費」による。 

   （債務負担行為の補正）第４条 債務負担行為の変更は、「第４表 債務負担行為補正」

による。 

   （地方債の補正）第５条 地方債の追加及び変更は、「第５表 地方債補正」による。 

   平成 28 年３月 10 日提出。那珂市長。 

   このページ以降につきましては、当委員会所管の部分についてご説明いたします。 

   ６ページをお願いいたします。 

   第３表、繰越明許費になります。 

   款、項、事業名、金額の順に読み上げます。 

   ７款土木費、２項河川費、両宮排水整備事業 8,872 万 1,000 円、３項都市計画費菅谷市

毛線街路整備事業 3,450 万円、下菅谷地区まちづくり事業 4,018 万円。 

   10 款災害復旧費、１項土木施設災害復旧費、単独災害復旧事業 150 万円。 

   ８ページをお願いいたします。 

   第５表、地方債補正になります。 

   変更の部分でございます。起債の目的、変更後の限度額の順に読み上げます。 

   農業生産基盤整備事業ゼロ、市道安全対策事業 3,650 万円、まちづくり交付金事業（合

併特例事業）２億 5,180 万円。 

   24 ページをお願いいたします。 

   歳出になります。 

   款、項、目、補正額の順に読み上げてまいります。 

   ４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費 1,887 万 8,000 円の減。このうち当該委

員会部分につきましては、説明の一番上にあります浄化槽設置補助事業になります。 
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   次のページをお願いいたします。 

   ５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費 41 万 7,000 円の減。 

   ３目農業振興費 2,565 万 7,000 円の減。 

   ５目農地費 5,286 万 6,000 円の減。 

   次の 26 ページをお願いいたします。 

   ６目地籍調査費 252 万 7,000 円の減。 

   ８目経営所得安定対策費 100 万円の減。 

   次のページをお願いいたします。 

   ６款商工費、１項商工費、２目商工振興費 375 万 8,000 円の減。 

   ３目観光費 372 万円の減。 

   ７款土木費、１項道路橋りょう費、２目道路維持費 1,307 万円の減。 

   次の 28 ページをお願いいたします。 

   ３目道路新設改良費 200 万円の減。 

   ７款土木費、３項都市計画費、１目都市計画総務費 300 万円の減。 

   ２目土地区画整理費 35 万円の減。 

   次のページをお願いいたします。 

   ３目まちづくり事業費 1,080 万円の減。 

   ４目街路整備費 400 万円。 

   ５目下水道整備費 1,920 万円の減。 

   32 ページをお願いいたします。２つ目の枠になります。 

   10 款災害復旧費、１項土木施設災害復旧費、１目現年度災害 1,200 万円の減。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんでしょうか。 

遠藤委員 25 ページ、農業振興費ですけれども、補正の額が補正前の額に比べてちょっと大き

いので、その理由を教えてください。 

農政課長 農政課長、山田でございます。よろしくお願いいたします。 

   25 ページの５款第１項農業費、３目農業振興費におきましては 2,565 万 9,000 円の件で

ございます。内訳としましては４事業、まず担い手育成支援事業関係でございますが、こ

れに関しましては新規就農の交付金ということで、平成 26 年度に前倒しした分がございま

すので、その差額不用額が今年度補正ということになります。 

   ２つ目の農地流動化促進事業でございますが、これも 26 年度の繰越金ということで、そ

の繰越金を今年度に充てましたので、その不用額ということでございます。 

   ３番目の畑作営農促進事業でございます。これは那珂市内の畑の特に主な作物というこ
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とで、調査費を捻出したわけでございますが、それに伴う２名の臨時職員うち１名が病欠

で退職されたということの不用額ということになっております。あとは、農政関係の講演

会を計画しておったわけですが、産業祭におきまして１名、小久保様ということで、割安

ということで講演をいただいたその差額等もございます。 

   ４番目が農地中間管理事業でございますが、県交付金関係の見直しということで、補助

金の中で貸借農地、特に境界確認これ及びその図面作成についての事業交付金の該当額の

分の補正残ということで削減という内容でございます。 

遠藤委員 今のは３目の農業振興費ですね。その４番目の農地中間管理事業の委託料がマイナ

スになっているというのがかなり大きいようなんですが、ちょっと今の説明でよくわから

なかったので、もう少しそこらの説明をお願いします。 

農政課長 農地中間管理事業、これは県のほうの交付金で要求した内容でございますが、その

中で農地を借りて使う場合に、境界の確定ということで境界確認及びその関係図面を作成

するわけなんですが、それにおいては地籍調査等の成果を使うということで、その計上し

た分が交付の対象から減になったものでございます。 

   以上です。 

遠藤委員 はい、わかりました。 

委員長 外に質疑ございませんか。 

福田委員 これ、相対的にみんな減になっているんですが、その中でこの浄化槽設置補助事業、

この中で設置補助事業が 800 万円減になっていますけれども、これはどういう理由なんで

すか。 

下水道課長 下水道課長の石井でございます。 

   お答えいたします。 

   合併浄化槽の申請基数が減になったわけでございます。通常、合併浄化槽でございます

が、家屋の改築とか新築に伴って補助申請してくるわけでございますけれども、当然建築

確認申請と同時に提出されるわけでございます。通常、本体工事が終わった後に水回りと

かが施工されるということもありまして、12 月程度をめどにして申請を締め切っていると

ころでございます。その都合により減されております。 

   以上でございます。 

福田委員 ちょっとよくわからないけれども、どういうわけでこれ減になっているのかという

ことを知りたいんですよ。 

下水道課長 当然、国・県の補助制度にのっとって補助するものでございます。当初 86 基予算

づけをしましたところ、12 月中旬には 62 基という申請でございましたので、その分を減

させていただいております。当然年度内に支払いもしなくてはならないということで 12

月程度で締め切ったわけでございます。 

  以上でございます。 



7 

委員長 外に質疑ありませんか。 

     （なし） 

委員長 外になければ、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 では討論を終結いたします。 

   これより議案第 39 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、議案第 39 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。執行部は入れかえをお願いいたします。 

休憩（午前 10 時 17 分） 

再開（午前 10 時 18 分） 

委員長 再開いたします。 

   下水道課が出席しております。 

   議案第 41 号 平成 27 年度那珂市下水道事業特別会計補正予算（第３号）を議題といた

します。 

   執行部より説明をお願いします。 

下水道課長 下水道課長の石井でございます。外に８名出席しております。よろしくお願いい

たします。 

   座って説明させていただきます。 

   議案第 41 号でございます。１ページをお願いいたします。 

   平成 27 年度那珂市下水道事業特別会計補正予算（第３号）。 

   平成 27 年度那珂市の下水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

   （歳入歳出予算の補正）第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 4,350万 7,000

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 26 億 3,728 万 7,000 円とする。 

   ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

   （繰越明許費）第２条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 213 条第１項の規定に

より翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

   （地方債の補正）第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

   平成 28 年３月 10 日提出。那珂市長。 

   ４ページをお開き願います。 

   第２表、繰越明許費でございます。 
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   ２款下水道建設費、１項下水道建設費、公共下水道整備事業 6,900 万円、那珂久慈流域

下水道事業 637 万 5,000 円。 

   続きまして、５ページをお開き願います。 

   第３表、地方債補正変更でございます。起債の目的、補正前、補正後の順でご説明いた

します。 

   公営企業会計適用債限度額 500 万円、下水道施設災害復旧事業債限度額 7,960 万円。起

債の方法としましては、普通貸借、または証券発行。利率は５％以内、ただし、利率見直

し方式で借りる政府資金及び地方公共団体金融機構資金については利率の見直しを行った

後においては、当該見直し後の利率。償還の方法としましては、政府、県資金については、

その融資条件により、銀行、その他の場合は、その債権者と協定することによる。ただし、

市財政の都合により据え置き期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還、または低利

に借りかえすることができる。 

   補正後でございます。公営企業会計適用債限度額 290 万円、下水道施設災害復旧事業債

限度額 7,630 万円。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前と同様でござ

います。 

   次に、８ページをお開き願います。 

   ２、歳入でございます。 

   １款分担金及び負担金、１項負担金、１目受益者負担金、補正額 3,400 万円、歳入見込

み額の増でございます。 

   ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目使用料、補正額 1,400 万円、歳入見込み額の

増でございます。 

   ４款県支出金、１項県補助金、１目下水道整備支援事業費補助、補正額 170 万円の減、

補助金確定による減でございます。 

   ６款繰入金、１項繰入金、１目一般会計繰入金、補正額 1,920 万円の減、災害復旧費の

減によるものでございます。 

  同じく２目基金繰入金でございます。6,000 万円の減。受益者負担金、下水道使用料及び

前年度繰越金の増収に伴う皆減でございます。 

   ７款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額 8,180 万 7,000 円、前年度繰越金の確定

に伴う増でございます。 

   ９款市債、１項市債、１目下水道建設債、補正額 210 万円の減、公営企業会計適用推進

事業費の減に伴う公営企業会計適用債の減でございます。 

   同じく２目下水道施設災害復旧費、補正額 330 万円の減、災害復旧費減にかかわる下水

道施設災害復旧債の減でございます。 

   続きまして、９ページをお願いいたします。 

   ３、歳出でございます。 
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   １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正額 7,832 万 4,000 円、一般管理事

務費で消費税が納付不要による公債費の皆減、積み立て事業で受益者負担金下水道使用料

及び前年度繰越金の増収に伴う積立金の増及び公営企業会計適用推進事業で入札差金によ

る減でございます。 

   同じく２目維持管理費、補正額 1,231 万 7,000 円の減、那珂久慈流域下水道維持管理負

担金で汚水量確定による減でございます。 

   ３款災害復旧費、1 項下水道施設災害復旧費、1 目公共下水道施設過年度災害復旧費、補

正額 2,250 万円の減でございます。単独災害復旧事業で入札差金による減でございます。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 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。 

   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 討論を終結いたします。 

   これより議案第 41 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、議案第 41 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、議案第 42 号 平成 27 年度那珂市農業集落排水整備事業特別会計補正予算

（第４号）を議題といたします。 

   執行部より説明を願います。 

下水道課長 議案第 42 号につきましてご説明いたします。 

   １ページをお願いいたします。 

   平成 27 年度那珂市農業集落排水整備事業特別会計補正予算（第４号）。 

   平成 27 年度那珂市の農業集落排水整備事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定める

ところによる。 

   （歳入歳出予算の補正）第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 1,601 万

1,000 円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 10 億 272 万 2,000 円とする。 

   ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

   （地方債の補正）第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 
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   平成 28 年３月 10 日提出。那珂市長。 

   ４ページをお開き願います。 

   第２表、地方債補正（変更）でございます。起債の目的、補正前、補正後の順でご説明

いたします。 

   農業集落排水整備事業、限度額３億 9,580 万円、公営企業会計適用債、限度額 280 万円、

起債の方法、普通貸借及び証券発行、利率 5.0％以内。ただし、利率見直し方式で借りる

政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、

当該見直し後の利率。償還の方法でございます。政府、県資金については、その融資条件

により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。ただし、市財政の都

合により据え置き期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借りかえす

ることができる。 

   農業集落排水整備事業、限度額３億 3,510 万円、公営企業会計適用債、限度額 160 万円、

起債の方法、利率償還の方法については補正前と同様でございます。 

   続きまして、７ページをお開き願います。 

   ２、歳入でございます。 

   １款分担金及び負担金、１項分担金、１目農業集落排水整備事業費分担金、補正額 200

万円、分担金歳入見込みの増でございます。 

   ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目使用料、補正額 100 万円、使用料歳入見込み

の増でございます。 

   ７款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額 4,288 万 9,000 円、前年度繰越金の確定

に伴う増でございます。 

   ９款市債、１項市債、１目農業集落排水整備事業債、補正額 6,190 万円の減、農業集落

排水整備事業費の減にかかわる農業集落排水整備事業債の減でございます。 

   続きまして、８ページをお開き願います。 

   ３、歳出でございます。 

   １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正額 4,468 万 9,000 円、消費税の納

付不要に伴う公債費の皆減、農業集落排水整備事業費分担金使用料、前年度繰越金の増収

に伴う積立金の増、また公営企業会計推進事業での入札差金による減でございます。 

   ２款農業集落排水整備事業費、１項農業集落排水整備費、１目農業集落排水整備費、補

正額 6,070 万円の減、入札差金による減でございます。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 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） 
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委員長 なければ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 なしと認め、討論を終結いたします。 

   これより議案第 42 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 異議なしということで、議案第 42 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、議案第 46 号 平成 28 年度那珂市一般会計予算（下水道課所管部分）を議

題といたします。 

   まず４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費について、執行部より説明をお願い

します。 

下水道課長 それでは、一般会計浄化槽設置補助事業歳出につきまして、ご説明いたします。 

   予算書の 86、87 ページをお開き願います。 

   浄化槽設置補助事業につきまして、ご説明いたします。 

   説明欄右側ですね、中ほど３つ目の事業でございます。 

   ４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費、浄化槽設置補助事業 2,330 万 2,000 円、

内訳としましては、合併浄化槽設置 68 基、単独浄化槽撤去 20 基の補助金でございます。

実績に合わせて減されております。 

   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。 

   質疑ございませんか。 

花島委員 先ほどの決算で額が予定より減ったというのがあったんですが、それは置いておい

て、12 月ごろに締め切っていますよね。そうすると、12 月から次の年度が始まるまでどう

いうふうになっているんですか。例えば家建てる人はそういうことを関係なしに建てる場

合が多いと思うんですよ。それに対するその中間的な人の対応はどうなっていますんでし

ょうか。 

下水道課長 年度当初からホームページ等でこの補助金の流れ等は流させていただいておりま

す。それで、先ほどご説明させていただきましたけれども、当然建屋の改築・改善を伴っ

て浄化槽を設置されるということでございます。本体工事が 12 月ごろにおおよそできれば、

その後３カ月で水回り等は完了するだろうということで、現地のほうを私どもも確認させ

ていただいております。お客様に対しては、その間、年度初めごろに補助金確定されれば
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交付できるような説明はさせていただいておりますので、それでご理解をいただいておる

ということでお願いしています。 

花島委員 ちょっとよくわからないんですが、いつ払うかというのは若干おくれたりすること

はあっても、施工期間をどこの場所に施工しても補助を出せるということになっているか

どうかを聞きたいんです。どうでしょうか。つまり、そのためにこの補助を得るために期

間を選ばなければならないということがあるのかないのかをお伺いしたいんですけれども。 

下水道課長 これは国とか県の補助も絡んできます。ですので、補助金を交付するには５月ご

ろからのものになると思います。先ほど言ったように、年度内に支払うということで 12

月程度を締め切っておるということで５カ月くらいはそれでご理解をいただくように説明

はしているところでございますけれども。 

花島委員 私が聞きたかったのは、それはそれでわかりましたと。だから問題は例えばいつま

でに建設終わらないとその年度に払えなくても次の年度で例えば何かできるのかというこ

となんですよ。それを聞きたかったんです。 

下水道課長 ３月末までには補助金を支払いますので、当然 12 月までには申請していただかな

いと。 

委員長 暫時休憩します。 

休憩（午前 10 時 35 分） 

再開（午前 10 時 35 分） 

委員長 再開いたします。 

下水道課長 翌年度申請要するに、12 月までに申請して、その後は申請できませんので、翌年

度また申請していただくということで、その区間が補助確定にはならないということでご

理解いただければと思います。 

花島委員 確定なのでその次の年度で対応できる。 

下水道課長 翌年度そのときに申請していただければ補助金の交付にはなっています。 

花島委員 了解しました。 

福田委員 １点ちょっと伺いたいんですが、この 87 ページのこの浄化槽設置補助事業、これは

合併浄化槽のことを言っているの。 

下水道課長 合併浄化槽の補助事業でございます。設置でございます。 

福田委員 それでこの単独処理浄化槽撤去補助事業、これはそうすると単独槽のことを言って

いるんだろうけれども、単独槽というのは今までその単独槽があって、それを合併浄化槽

に切りかえる場合、そういう場合の補助をこれも対象になるんですか。 

下水道課長 単独槽を撤去する場合で合併浄化槽を設置する場合には補助になります。 

福田委員 はい、了解。 

委員長 はい、外に質疑ありますか。 

     （なし） 
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委員長 では、次ですね。 

   ５款農林水産業費、１項農業費、７目集落排水整備費及び７款土木費、３項都市計画費、

５目下水道整備費については、繰出金のため繰り出し先の各特別会計予算の説明時に説

明をいただく形で進行いたしてまいります。 

   ということで、先ほどのは質疑を終結いたします。 

   続きまして、議案第 48 号 平成 28 年度那珂市下水道事業特別会計予算を議題といたし

ます。 

   これについては、歳入歳出について、執行部より一括して説明を願います。 

   なお、歳入の説明に当たっては、一般会計の７款土木費、３項都市計画費、５目下水道

整備費についても、あわせてご説明願います。 

下水道課長 一般会計下水道事業の歳出を説明させていただきます。 

   予算書の 116 ページをお開き願います。 

   一般会計歳出下水道事業特別会計繰出金につきまして、ご説明いたします。 

   ７款土木費、３項都市計画費、５目下水道整備費５億 461 万円、一般会計から下水道事

業特別会計への繰出金でございます。前年度に比べ４億 9,380 万 7,000 円の減でございま

す。理由としましては、東日本大震災による災害復旧が終了したものでございます。また

繰出金でございますが、下水道特別会計の不足する財源を一般会計から繰り出すものでご

ざいます。 

   続きまして、下水道事業特別会計歳入につきまして、ご説明します。 

   予算書 223 ページをお開き願います。 

   下水道事業特別会計予算歳入をご説明いたします。 

   款、項、本年度予算額の順に読み上げ、説明させていただきます。 

   １款分担金及び負担金、１項負担金 6,180 万 8,000 円、受益者負担金でございます。 

   ２款使用料及び手数料、１項使用料４億 5,279 万円、公共下水道の使用料でございま

す。 

   ２款使用料及び手数料、２項手数料 58 万 8,000 円、排水設備計画等確認及び工事完了

検査手数料でございます。 

   ３款国庫支出金、１項国庫補助金１億 7,500 万円、下水道建設費にかかわる国庫補助

金でございます。前年度比較 5,000 万円の減、補助対象工事の減でございます。 

   ４款県支出金、１項県補助金 300 万円でございます。下水道整備事業費にかかわる県

補助金でございます。 

   ５款財産収入、１項財産運用収入 1,000 円、下水道事業基金利子でございます。 

   224 ページをお開き願います。 

   ６款繰入金、１項繰入金５億 8,461 万円、下水道特別会計財源の不足分を一般会計及

び基金より充当するものでございます。また、前年度比較４億 7,380 万 7,000 円の減、
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理由といたしましては、災害復旧費の皆減によるものでございます。 

   ７款繰越金、１項繰越金 1,000 万円、前年度繰越金でございます。 

   ８款諸収入、1 項諸収入 3,000 円、延滞金、消費税還付金で形式予算でございます。 

   ９款市債、１項市債７億 4,820 万円、下水道建設債でございます。 

   続きまして、下水道特別会計の歳出でございます。 

   225 ページをお開き願います。 

   款、項、目及び本年度予算額順に読み上げ、説明させていただきます。 

   １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費 9,104 万 6,000 円、一般事務にかかわ

る職員人件費６名分、一般管理事務費基金積立金、下水道審議会事業、公営企業適用推

進事業でございます。 

   続きまして、226、227 ページをお開き願います。 

   ２目維持管理費でございます。２億 3,298 万 8,000 円、下水道施設の維持管理費及び

那珂久慈流域下水道維持管理負担金でございます。 

   続きまして、２款下水道建設費、１項下水道建設費、１目公共下水道費７億 8,724 万

7,000 円、主に下水道整備に伴う委託費及び工事請負費でございます。前年度比較しま

すと、4,901 万円の増でございます。理由としましては、推進工事等がふえるために設

計委託費の増でございます。 

   228 ページをお開き願います。 

   ２目流域下水道費 1,886 万円、県が行う那珂久慈流域下水道事業の市町村分建設負担

でございます。前年比 634 万 2,000 円の増、流域下水道事業の増でございます。 

   229 ページをお開き願います。 

   ３款公債費、１項公債費、１目元金６億 9,800 万円、下水道建設費に伴う起債の償還

元金でございます。 

   ２目利子２億 518 万円、起債の償還利子でございます。 

   ４款予備費、１項予備費、１目予備費 267 万 9,000 円。 

   続きまして、230 ページをお開き願います。 

   これは廃款、廃項、廃目でございます。 

   東日本大震災による災害復旧が終了したために、廃款災害復旧費、廃項下水道施設災

害復旧費、廃目公共下水道施設過年度災害復旧費ということになります。 

   以上でございます。よろしくお願いします。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

遠藤委員 歳入ですね、223 ページ。２款の使用料ですね、１目使用料、前年度これ何件分で

本年度は何件分なんでしょうか。 
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下水道課長 前年度１万件で今年度接続予定見込みされるのが 300 件ということで１万 300 件

になります。 

   以上でございます。 

遠藤委員 確認です。前年度が１万件分、本年度が１万 300 件分、比較のプラスになっている

のが 300 件増になるから見込みだから、この比較の増だということでいいんですか。 

下水道課長 それで結構です。その外に井戸水使用も別に入ってくるものがございます。 

遠藤委員 井戸水使用はどういうふうに入ってくるんですか。 

下水道課長 申しわけございません。今１万 300 件分というのがありましたが、これは上水道

を使用されている方、井戸水使用の方が 81 件ということで。 

花島委員 今の件数でお伺いしたいのですが、それ年で換算してということですか。つまり何

が言いたいのかというと、始まる日が４月１日からじゃない人がほとんどですよね、その

辺を。 

下水道課長 １万件に関してはそのまま１万件ですが、接続見込みの 300 件に関してはその年

間の半分程度を見ております。 

   以上でございます。 

委員長 はい、外に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。 

   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 ないということで、討論を終結いたします。 

   これより議案第 48 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 48 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、議案第 50 号 平成 28 年度那珂市農業集落排水整備事業特別会計予算を議

題といたします。 

   歳入歳出について、執行部より一括して説明を願います。 

   なお、歳入の説明にあたりましては、一般会計の５款農林水産業費、１項農業費、７目

集落排水整備費についても、あわせてご説明願います。 

下水道課長 それでは、一般会計農業集落排水整備事業歳出について、ご説明いたします。 

   予算書の 100 ページをお開き願います。 

   ５款農林水産業費、１項農業費、７目集落排水整備費２億 8,775 万 4,000 円、前年度比

較 1,074 万 8,000 円の増でございます。農業集落排水整備事業特別会計予算の財源不足を
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一般会計から繰り出すものでございます。 

   続きまして、農業集落排水整備事業特別会計歳入につきまして、ご説明いたします。 

   予算書の 257 ページをお開き願います。 

   農業集落排水整備事業特別会計歳入につきまして、ご説明いたします。 

   款、項、本年度予算額の順で読み上げ、説明させていただきます。 

   １款分担金及び負担金、１項分担金 1,101 万 8,000 円、農業集落排水整備事業の分担金

でございます。 

   ２款使用料及び手数料、１項使用料 7,037 万 5,000 円、農業集落排水使用料でございま

す。 

   ２款使用料及び手数料、２項手数料６万 2,000 円、排水設備等経過確認及び工事完了検

査手数料でございます。 

   ３款国庫支出金、１項国庫補助金１億 5,000 万円、農業集落排水整備にかかわる国庫補

助金でございます。 

   ４款県支出金、１項県補助金 3,161 万 4,000 円、農業集落排水整備事業費にかかわる県

補助金でございます。 

   ５款財産収入、１項財産運用収入 18 万円、農業集落排水整備事業基金利子でございます。 

   続きまして、258 ページをお開き願います。 

   ６款繰入金、１項繰入金２億 9,994 万 8,000 円、農業集落排水整備事業特別会計の財源

不足を一般会計及び基金から繰り入れするものでございます。 

   ７款繰越金、１項繰越金 1,000 万円、前年度繰越金でございます。 

   ８款諸収入、1 項諸収入 3,000 円、延滞金、消費税還付金でございます。 

   ９款市債、１項市債３億 5,280 万円、農業集落排水整備事業債、前年度比較 9,500 万円

の減。これに関しましては、鴻巣地区が完了し整備地区が酒出地区のみとなったためでご

ざいます。 

   続きまして、農業集落排水整備事業特別会計歳出を説明させていただきます。 

   259 ページをお開き願います。 

   １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費 6,527 万 6,000 円、職員人件費３名分及

び一般管理事務費基金積立金、公営企業会計適用事業でございます。 

   続きまして、261 ページをお開き願います。 

   １款総務費、１項総務管理費、２目維持管理費１億 1,033 万 4,000 円、農業集落排水

施設の維持管理費でございます。前年度比較 1,071 万 1,000 円の増でございますが、主に

汚水処理場の施設管理費、光熱費、補修工事等の増によるものでございます。 

   ２款農業集落排水整備事業費、１項農業集落排水整備費、１目農業集落排水整備費４億

9,714 万 3,000 円、主に整備に伴う委託費、請負工事費でございます。前年度比較１億 857

万 6,000 円の減、先ほど説明しましたとおり、鴻巣地区が昨年度 27 年度で完了したため
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に、酒出地区のみとなったためでございます。 

   続きまして、262 ページをお開き願います。 

   ３款公債費、１項公債費、１目元金１億 7,146 万 8,000 円、整備事業費に伴う起債の

償還元金でございます。 

   ３款公債費、１項公債費、２目利子 7,989 万 5,000 円、起債の償還利子でございます。 

   ４款予備費、１項予備費、１目予備費 188 万 4,000 円。 

   以上でございます。よろしくお願いします。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

遠藤委員 同じく歳入で使用料の件数ですね。前年度、今年度、お願いいたします。 

下水道課長 前年度 1,788 件、今年度見込み 31 件の 1,819 件、約 1,820 件でございます。世帯

でございます。 

遠藤委員 はい、わかりました。 

委員長 外に質疑ありませんか。 

議長 261 ページの 15 番工事請負費３億 5,400 万円、これが要するに鴻巣地区終わっているん

だから、要するに酒出地区の今年度の工事費というふうに理解してよろしいのかな。 

下水道課長 そのとおりでございます。 

委員長 外に質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 外になければ、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 討論を終結いたします。 

   これより議案第 50 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 50 号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   暫時休憩をいたします。再開を 11 時５分といたします。 

   執行部は入れかえをお願いいたします。 

休憩（午前 10 時 55 分） 

再開（午前 11 時５分） 

委員長 再開いたします。 

   水道課が出席をしております。 
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   議案第 20 号 那珂市企業職員の給与の種類及び基準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。 

   執行部より説明を願います。 

水道課長 水道課課長の助川です。外３名が出席しております。よろしくお願いします。で

は、説明させていただきます。 

   お手元の議案書資料 162 ページをお開きください。 

   議案第 20 号 那珂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条

例。 

   那珂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和 47 年那珂町条例第 17 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 28 年３月 10 日提出。那珂市長。 

   提案理由でございますが、地方公務員法の一部改正によりまして、職員の職務の種類

について別の規則で定めることとなりましたので、改正を行うものです。また、あわせ

てこれまで那珂市企業職員の給与に関する規程（昭和 47 年水管規程第 1 号）により那珂

市職員の給与に関する条例（昭和 32 年那珂町条例第 13 号）を準用していた部分を見直し、

条項の追加を行うとともに、文言の整理を行うものでございます。 

   次のページ、163 ページをお開きください。 

   ここに掲載しておりますのは、那珂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改

正になる条文内容でございます。改正の内容について説明いたします。詳細につきまして

は、次のページに参考資料として掲載しております新旧対照表を用いて説明いたします。

それでは、164 ページをごらんください。 

   那珂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の新旧対照表

になります。左側が改正後で右側が現行の条文になります。 

   最初の（給与の種類）の欄でございますが、第２条第３項の手当の種類の中に「管理職

員特別勤務手当」の記載が現行ではありませんでしたので、宿日直手当の次に下線が引い

てありますとおり、「管理職員特別勤務手当」を加えております。 

   次に、（給料表）第３条ですが、今回の地方公務員法の改正により、第３条給料につい

ては、の次に「規則で定める」を加えております。 

   次に、（管理職手当）第４条ですが、これまで読みかえにより対応しておりましたが、

現行の欄、中ほどに下線が引いてあります「管理者」の職務を行う市長を、改正後の欄に

ありますように、実際の職務である「事業者」の職務を行う市長に変更しております。 

   次に、（地域手当）第５条の２につきましては、これまで市条例を準用していた部分

を見直し、条項に追加しております。 

   次に、（住居手当）第６条と次のページ 165 ページの（通勤手当）第７条につきまし

ては、これまで市条例を準用していた部分を見直しまして、条項の変更を行っておりま
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す。 

   次に、（特定の職員についての適用除外）第 12 条の２とその下の（管理職員特別勤務

手当）第 12 条の３につきましては、市条例を準用していた部分を見直し、条項に追加し

ております。 

  次に、（勤勉手当）第 14 条につきましては、平成 28 年４月１日から運用される人事評

価制度に伴いまして、右側の現行の欄の条文中に明記されております「勤務成績」の語

句を「人事評価」へと変更するものでございます。 

  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。 

   質疑ございませんか。 

花島委員 いくつかお伺いしたいんですが、まずこの市企業ということは職員じゃない、普

通の市職員じゃないですよね。どういう企業がやっているのかというのがいま一つわか

らないので、初めてなのでお知らせいただきたい、一つずつでいいですか。お願いした

い。 

水道課長 那珂市の場合は水道事業を企業会計で事業として行っておりますので、水道が企業

という位置づけでやっております。 

   以上でございます。 

花島委員 下水道は別ですか。 

水道課長 はい、それは違います。水道だけでございます。 

花島委員 この条文はともかく実態として給与水準というのは市の職員と比べてどうなんで

すか。いいのか、悪いのか。 

水道課長 市と同じでございます。 

   以上でございます。 

委員長 外に質疑。 

遠藤委員 管理職員特別勤務手当というのが今回入るということですが、これに該当する方は

どなたですか。 

水道課長 管理職の職名を受けている者でございます。例えば課長、総括補佐とかという形に

なります。 

   以上でございます。 

遠藤委員 それがその管理職員特別勤務手当というのが、この第 12 条の３に書いてありますけ

れども、これは今までこういったものが支給されていなかったのが今回支給されるように

なるというふうな内容ですか。 

水道課長 災害等、特別に勤務しなくてはならないときが出てきたときに支給するということ

で震災のときですね、一応市の条例のほうにはあったんですけれども、今回水道のほうに
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入れるということでございます。 

   以上でございます。 

副市長 補足します。今までは市の規程を準用していましたので市の規程の中でそれは支払っ

ていたということです。今事実はそういったものを支給されているということの説明です。 

委員長 外に質疑ありませんか。 

     （なし） 

委員長 なければ、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 討論を終結いたします。 

   これより議案第 20 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 20 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、議案第 46 号 平成 28 年度那珂市一般会計予算（水道課所管部分）を議題

といたします。 

   これについては４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費について、執行部よ

り説明を願います。 

水道課長 議案第 46号 平成 28年度那珂市一般会計予算の中の水道課所管に係る部分につき

まして、説明いたします。 

   恐れ入りますが、平成 28 年度那珂市予算書の 81 ページをお開き願います。 

   ページ中ほどになります。 

   ４款衛生費、1 項保健衛生費、１目保健衛生総務費、19 節負担金補助及び交付金 1,024

万円のうち 26 万 4,000 円が水道会計分となります。 

   同じく 24 節投資及び支出金 335 万 4,000 円、恐れ入りますけれども、次のページ 82

ページをお開きください。右側説明の欄の一番下の丸のついている行をごらんください。 

   水道事業会計補助事業 26 万 4,000 円、これは補助金といたしまして水道事業の収益的

収入に支出されまして、水道事業会計の起債利子の償還に充てられます。 

   次のページ、83 ページをお願いいたします。右上説明の欄の一番上の丸のついている行

になります。 

   水道事業会計出資事業 335 万 4,000 円、これは出資金として水道事業会計の資本的収

入に支出され、水道事業会計の起債元金の償還に充てられます。 

   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。 

     （なし） 

委員長 質疑を終結いたします。 

   続きまして、議案第 54 号 平成 28 年度那珂市水道事業会計予算を議題といたします。 

   こちらについては収益的収入・支出及び資本的収入・支出について、執行部より一括し

て説明を願います。 

水道課長 それでは、議案第 54 号 平成 28 年度那珂市水道事業会計予算につきまして、ご説

明いたします。 

   予算書は別冊の薄いほうの平成 28 年度那珂市水道事業会計予算書になります。こちら

の薄いほうになります。 

   議案第 54 号 平成 28 年度那珂市水道事業会計予算。 

   （総則）第 1 条 平成 28 年度那珂市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

   （業務の予定量）第２条 業務の予定量は次のとおりとする。 

   （１）給水戸数２万 600 戸。 

   （２）年間総配水量 563 万 6,000 立方メートル。 

   （３）１日平均配水量１万 5,441 立方メートル。 

   （４）主な建設改良工事、配水施設工事７億 7,962 万 2,000 円。 

   （収益的収入及び支出）第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定め

る。 

   収入。 

   第１款水道事業収益 11 億 9,483 万円、第 1 項営業収益 11 億 4,916 万 6,000 円、第２

項営業外収益 4,566 万 2,000 円、第３項特別利益 2,000 円。 

   支出。 

   第１款水道事業費 11 億 3,840 万 4,000 円、第 1 項営業費用 10 億 9,552 万 5,000 円、

第２項営業外費用 2,224 万 7,000 円、第３項特別損失 63 万 2,000 円、第４項予備費 2,000

万円。 

   （資本的収入及び支出）第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定め

る。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４億 5,010 万 9,000 円は、過年度分

損益勘定留保資金２億 2,756 万円、当年度分損益勘定留保資金 6,152 万 3,000 円、建設

改良積立金 5,000 万円、減債積立金 5,000 万円、当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額 6,102 万 6,000 円で補填するものとする。 

   ２ページをお開き願います。 

   収入。 

   第 1 款資本的収入４億 8,068 万 4,000 円、第 1 項出資金 335 万 4,000 円、第２項工事

負担金 7,733 万円、第３項企業債４億円。 
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   支出。 

   第 1 款資本的支出９億 3,079 万 3,000 円、第 1 項建設改良費８億 5,253 万 9,000 円、

第２項企業債償還金 7,825 万 4,000 円。 

   （企業債）第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次の

とおりと定める。起債の目的、木崎浄水場更新事業、限度額４億円、起債の方法普通貸

借または証券発行、利率５％の以内、（ただし、利率の見直し方式で借り入れる政府資金

及び地方公共団体金融機構資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し

後の利率）、償還の方法、政府資金、または地方公共団体金融機構資金については、その

融資条件により、銀行、その他の場合には、その債権者と協定するところによる。ただし、

企業財政の都合により据え置き期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還、または低

利に借りかえることができる。 

   （一時借入金）第６条 一時借入金の限度額は、１億円と定める。 

   （議会の議決を経なければ流用することのできない経費）第７条 次に掲げる経費に

ついては、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費を

その経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

   （１）職員給与費１億 2,437 万 8,000 円。 

   （２）公債費５万円。 

   ３ページをお願いいたします。 

   （他会計からの補助金）第８条 一般会計からこの会計の補助を受ける金額は 26 万

4,000 円である。 

   （棚卸資産購入限度額）第９条 棚卸資産の購入限度額は 500 万円と定める。 

   平成 28 年３月 10 日提出。那珂市長。 

   続きまして、予算の詳細についてご説明いたします。 

   25 ページをお開きください。 

   平成 28 年度那珂市水道事業会計予算明細書でございます。 

   続いて、26 ページをお開きください。 

   収益的収入でございます。 

   第１款水道事業収益、本年度予算額 11億 9,483万円、前年度予算額 11億 9,820万 2,000

円で、337 万 2,000 円の減になります。 

   １項営業収益、本年度予算額 11億 4,916万 6,000円、前年度予算額 11億 5,533万 8,000

円で、617 万 2,000 円の減になります。内訳としましては、給水収益、受託工事収益そ

の他営業収益でございます。主なものとしましては、加入分担金の減を予定しておりま

す。 

   ２項営業外収益、本年度予算額 4,566 万 2,000 円、前年度予算額 4,286 万 2,000 円で

280 万円の増になります。 
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   ３項特別利益、本年度予算額 2,000 円、前年度予算額 2,000 円で増減ゼロ、形式予算

でございます。 

   次の 27 ページをお願いいたします。 

   収益的収入合計、本年度予算額 11 億 9,483 万円、前年度予算額 11 億 9,820 万 2,000

円で 337 万 2,000 円の減になります。 

   続きまして、28 ページをお開きください。 

   収益的支出でございます。 

   １款水道事業費、本年度予算額 11 億 3,840 万 4,000 円、前年度予算額 10 億 7,815 万

2,000 円で 6,025 万 2,000 円の増になります。 

   １項営業費用、本年度予算額 10億 9,552万 5,000円、前年度予算額 10億 2,704万 6,000

円で 6,847 万 9,000 円の増になります。 

   １目原水及び上水費、本年度予算額５億 5,935 万 8,000 円、前年度予算額５億 2,524

万 8,000 円で 3,411 万円の増になります。内訳としましては、浄水場との既設の運転及

び維持管理、原水、上水購入等による費用でございます。 

   次の 25 ページをお願いいたします。 

   ２目配水及び給水費、本年度予算額 6,402 万 7,000 円、前年度予算額 7,052 万円で 649

万 3,000 円の減になります。内訳といたしましては、配水管等の漏水による修繕及び維

持管理や指定給水装置工事事業者等の給水工事に関する費用でございます。減の主なも

のは量水器の交換手数料を総務総係費の委託料の予算科目へ移しかえたことによるもの

でございます。 

   30 ページをお願いいたします。 

   ３目受託工事費、本年度予算額 1,000 円、前年度予算額 1,000 円、増減ゼロ、形式予

算でございます。 

   ４目総係費、本年度予算額１億 8,632 万 4,000 円、前年度予算額１億 6,953 万 9,000

円で 1,678 万 5,000 円の増になります。内訳といたしましては、職員人件費の共通的費

用でございます。増の主なものは委託料で、水道事業計画策定作業によるものでござい

ます。 

   33 ページをお願いいたします。 

   ５目減価償却費、本年度予算額２億 8,581万 3,000円、前年度予算額２億 6,173万 6,000

円で 2,407 万 7,000 円の増になります。内訳といたしまして、施設機械備品等の固定資

産の減価償却費でございます。 

   ６目資産減耗費、本年度予算額 2,000 円、前年度予算額 2,000 円で増減ゼロ、形式予

算でございます。 

   ２項営業外費用、本年度予算額 2,224 万 7,000 円、前年度予算額 3,048 万 9,000 円で

824 万 2,000 円の減になります。 
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   34 ページをお願いいたします。 

   １目支払利息及び企業債取扱諸費、本年度予算額 1,648万 9,000円、前年度予算額 1,976

万 1,000円で 327万 2,000円の減でございます。これは企業債の償還利息でございます。 

   ２目消費税、本年度予算額 575 万 7,000 円、前年度予算額 1,072 万 7,000 円で 497 万

円の減になります。これは受け取りと支払いにかかわる消費税の差額を計上しておりま

す。減の理由といたしましては、平成 28 年度建設改良事業費が多いので、支払いに係る

消費税がふえるために納税額が減ることになるためです。 

   ３目雑支出、本年度予算額 1,000 円、前年度予算額 1,000 円で増減ゼロ、形式予算で

ございます。 

   ３項特別損失、本年度予算額 63 万 2,000 円、前年度予算額 61 万 7,000 円で１万 5,000

円の増でございます。 

   １目固定資産売却損、本年度予算額 1,000 円、前年度予算額 1,000 円で増減ゼロ、形

式予算でございます。 

   ２目過年度損益修正損、本年度予算額 63 万 1,000 円、前年度予算額 61 万 6,000 円で

１万 5,000 円の増でございます。内訳といたしましては、下水道料金及び加入分担金の

還付でございます。 

   ４項予備費、本年度予算額 2,000 万円、前年度予算額 2,000 万円で増減ゼロでござい

ます。 

   １目予備費、本年度予算額 2,000 万円、前年度予算額 2,000 万円、増減ゼロでござい

ます。 

   収益的支出合計、本年度予算額 11 億 3,840 万 4,000 円、前年度予算額 10 億 7,815 万

2,000 円で 6,025 万 2,000 円の増でございます。 

   次に、資本的収支につきまして、ご説明いたします。 

   35 ページをお願いいたします。 

   まず資本的収入でございます。 

   １款資本的収入、本年度予算額４億 8,068 万 4,000 円、前年度予算額４億 507 万 7,000

円で 7,560 万 7,000 円の増でございます。 

   １項出資金、本年度予算額 335 万 4,000 円、前年度予算額 8,616 万 5,000 円で 8,281

万 1,000 円の減でございます。これは昭和 60 年度から昭和 63 年度までの広域化促進事

業債の借り入れに伴い、繰り出し基準に基づく一般会計からの出資金で元金償還に充て

られます。減額になった理由といたしましては、出資金の対象であった木崎浄水場の配

水池の築造工事が完了したことによるものでございます。 

   ２項工事負担金、本年度予算額 7,733 万円、前年度予算額 3,731 万 6,000 円で 4,001

万 4,000 円の増でございます。増額の主な理由といたしましては、下水道工事に伴う水

道管の移設工事がふえたことによるものです。内訳といたしましては、配水管移設工事
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費が 6,960 万 8,000 円で消火栓の設置工事が 13 基で 772 万 2,000 円となります。 

   ３項企業債、本年度予算額４億円、前年度予算額２億 5,000 万円で１億 5,000 万円の

増でございます。これは木崎浄水場の更新事業のろ過池及び浄水池建設に伴う企業債と

なります。 

   ４項国庫補助金、本年度予算額ゼロ、前年度予算額 3,159 万 6,000 円で 3,159 万 6,000

円の減でございます。減の理由といたしましては、平成 28 年度は木崎浄水場の更新事業

に伴う国庫補助の対象となるものがないためでございます。 

   資本的収入合計、本年度予算額４億 8,068 万 4,000 円、前年度予算額４億 507 万 7,000

円で 7,560 万 7,000 円の増でございます。 

   続きまして、36 ページをお願いいたします。 

   資本的支出につきまして、ご説明いたします。 

   １款資本的支出、本年度予算額９億 3,079万 3,000円、前年度予算額８億 8,729万 4,000

円で 4,349 万 9,000 円の増でございます。増の主なものは、１項建設改良費によるもの

でございます。 

   １項建設改良費、本年度予算額８億 5,253 万 9,000 円、前年度予算額８億 393 万 3,000

円で 4,860 万 6,000 円の増でございます。 

   ２目配水施設費、本年度予算額８億 2,012万 8,000円、前年度予算額７億 6,770万 9,000

円で 5,241 万 9,000 円の増でございます。増の主なものは工事請負費で、木崎浄水場更

新事業のろ過池及び浄水池などの工事費によるものでございます。 

   37 ページをお願いします。 

   ３目固定資産購入費、本年度予算額 161 万 4,000 円、前年度予算額 194 万 8,000 円で

33 万 4,000 円の減でございます。 

   ６目浄水施設費、本年度予算額 1,939 万 7,000 円、前年度予算額 3,372 万 5,000 円で

1,432 万 8,000 円の減でございます。 

   ８目施設利用権、本年度予算額 1,140 万円、前年度予算額 55 万 1,000 円で 1,084 万

9,000 円の増でございます。これは後台浄水場の受水に係る茨城県企業局那珂川工業用

水路施設の更新事業に伴う負担金でございます。 

   ２項企業債償還金、本年度予算額 7,825 万 4,000 円、前年度予算額 8,336 万 1,000 円

で 510 万 7,000 円の減でございます。 

   １目企業債償還金、本年度予算額 7,825 万 4,000 円、前年度予算額 8,336 万 1,000 円

で 510 万 7,000 円の減でございます。これは企業債元金償還でございます。 

   資本的支出合計、本年度予算額９億 3,079万 3,000円、前年度予算額８億 8,729万 4,000

円で 4,349 万 9,000 円の増でございます。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明が終わりました。 
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   これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

花島委員 ２点お伺いしたいんですが、まず１点目は、34 ページの消費税の説明をちょっと聞

き漏らしてしまったので、もう１回お願いしたいんですけれども。 

水道課長 消費税につきましては、仮受消費税と仮払消費税がありまして、そちらの差し引き

によって支払わなければならない予算を計上しております。 

   以上でございます。 

花島委員 すみません、もうちょっとわかりやすく説明していただきたい。 

水道課長 水道の使用料にかかる消費税がありますけれども、その消費税とあと水道の工事、

事業工事をやるんですけれども、その工事で発生する消費税もあるんですけれども、それ

の差し引きを計上している形になります。 

   以上でございます。 

花島委員 それで工事が減ったから減ったということですか。 

水道課長 工事がふえるとその分消費税がふえるので、それを差し引いた形になるので、消費

税としては減ってくるということになります。 

   以上でございます。 

花島委員 消火栓の設置に係る費用がありますが、それがいくらで何カ所かというのをもう

１回お聞きしたいんですけれども。 

水道課長 消防のほうからの補助金で 13 カ所、13 基ですか、それの消火栓設置の費用を見て

おります。 

花島委員 １件当たりいくらに。 

水道課長 約 50 万ぐらいかかります。 

委員長 よろしいですか。 

   外に質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 外になければ、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 なしということで、討論を終結いたします。 

   これより議案第 54 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 54 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。 
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   執行部は入れかえをお願いいたします。 

休憩（午前 11 時 42 分） 

再開（午前 11 時 44 分） 

委員長 再開いたします。 

   土木課が出席しております。 

   議案第16号及び議案第 17号でございますが、この２件は関連したものでありますので、

一括して説明をいただきます。 

   これより、議案第 16 号 那珂市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例及び議案第

17 号 那珂市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

   執行部より一括して説明を願います。 

土木課長 土木課長、小泉です。外６名の職員が出席しております。よろしくお願いいたし

ます。 

   議案書 138 ページをお開き願います。 

   那珂市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例。 

   那珂市道路占用料徴収条例（平成 15 年那珂町条例第 31 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 28 年３月 10 日提出。那珂市長。 

   提案の理由でございますが、道路法施行令の一部を改正する政令（平成 25 年政令 313

号）が平成 25 年 11 月 20 日に、茨城県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例（平成

27 年茨城県条例 32 号）が平成 27 年３月 26 日にそれぞれ公布されたことに伴い、那珂市

道路占用料徴収条例（平成 15 年那珂町条例 31 号）の一部を改正するものでございます。 

   改正に当たりまして、本日参考資料として配らせていただいた資料がございます。その

内容につきましては、先ほどの県条例に合わせてそっくり市の占用料も改正するというこ

とじゃないものですから、市の考えがございまして３分の１を今回見直そうという趣旨で

ございますので、参考資料をつけさせていただきました。 

   それでは、続きまして、143 ページをお開き願います。 

   改正後の改正案及び現行の料金等を記載しております。この中では那珂市が主に該当

するのは、欄の上から２番目、第２種電柱でございます。改正後の案としましては、1,250

円、改正前としては 1,600 円でございます。それで、この値段の根拠ですが、先ほど追

加でお配りした資料をごらんいただきたいと思います。153 ページの１としまして、道

路占用料及び法定外公共物使用料の今回の改正の算定の参考資料でございます。先ほど

説明しました第２種電柱におきましては、現行では 1,600 円でございます。県の条例で

は、今回 550 円と改正すべきところでございます。その差額のうち、３分の１を今回改

正しようということで 1,250 円としたいと考えております。 

   153 の２ページをお開き願いたいと思います。 
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   中段にただいまの説明とは違う地下埋設物を例にとりまして算定基礎とさせていただ

きました。県の基準と現行の差の３分の１を今回改正させていただこうということでご

ざいます。 

   153 ページの２の下段には、現行で言いますと、27 年度の実績になるかと思うんです

が、1,270 万円ほどの収入がございますが、今後この３分の１改正することによりまし

て 1,012 万円と約 260 万円の収入減になるという試算でございます。 

   続きまして、議案の第 17 号を説明させていただきます。 

   議案書の 146 ページをお開き願います。 

   那珂市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例。 

   那珂市法定外公共物管理条例（平成 15 年那珂町条例第 15 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 28 年３月 10 日提出。那珂市長。 

   提案理由は先ほどと同じ提案理由でございます。道路法施行令の一部を改正する政令

（平成 25 年政令第 313 号）が平成 25 年 11 月 20 日に、茨城県道路占用料徴収条例の一

部を改正する条例（平成 27 年茨城県条例第 32 号）が平成 27 年３月 26 日にそれぞれ公布

されたことに伴い、那珂市法定外公共物管理条例（平成 15 年那珂町条例第 15 号）の一部

を改正するものでございます。 

   議案書の 151 ページをお開き願いたいと思います。 

   先ほどと同じようになるんですが、改正後の案と現行でございます。それで 16 号、17

号同じようなものですが、この違いについてちょっとご説明したいと思います。16 号の

道路占用料は、道路敷及び道路の法面等に電柱もしくは道路敷の中の埋設管ですね、そ

ういったものを占用する料金です。それで、17 号の法定外公共物管理条例、これは水路

ですね、宅地等の出入りのための水路敷を一部占用するという場合のそういった水路敷も

しくは法定外道路を使用すると、そういった場合の管理条例でございます。 

   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。 

   質疑ございませんか。 

   じゃあ、ちょっと 1 点だけ。151 ページなんですが、法定外公共物管理条例新旧対照表

ということで、これ上のほう４行目ぐらいに鉄塔（３脚以上の鉄塔類）ということで、こ

れだけが値下げになっていないんですけれども、何か特別な根拠とかあるんでしょうか。

1,480 円で 1,480 円ということで、余り対象がないからもうそのままということなんでし

ょうかね。 

土木課長 この法定外の敷地及び水路里道等に当然こういった鉄塔等は設置されておりません

ので、今回は見直ししておりません。 
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委員長 対象がないということね。はい、わかりました。 

   外に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。 

   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 なしということなので、討論を終結いたします。 

   これより議案第 16 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 16 号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

委員長 続きまして、議案第 17 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、議案第 17 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、議案第 46 号 平成 28 年度那珂市一般会計予算（土木課所管部分）を議題

といたします。 

   まず、５款農林水産業費、１項農業費、５目農地費、６目地籍調査費について、執行部

より説明を願います。 

土木課長 それでは、予算書 96 ページをお開き願います。 

   ５款農林水産業費、１項農業費、５目農地費、本年度予算額１億 7,446 万 2,000 円でご

ざいます。このうち土木課所管分についてご説明いたします。 

   97 ページをごらんください。 

   説明中段、湛水防除施設維持管理費、本年度 747 万 9,000 円でございます。主なもの

は、本米崎下河原木崎浄水場における操作員の報償費及び光熱費、光熱水費等の費用で

ございます。 

   続きまして、99 ページをお願いいたします。 

   ６目地籍調査費、本年度予算額 4,593 万 4,000 円でございます。主なものとしまして

は、木崎地区地籍調査事業における嘱託員の２名分の報償費、委託料に要する費用でご

ざいます。及び新規事業になります額田地区の地籍調査に伴う事前データの整理、地区

界測量等の委託に要する費用でございます。また前年に比べ 1,292 万 6,000 円がふえて

ございますが、これは戸多地区の地籍調査が完了いたしまして、新たに調査を行います

額田地区の準備作業等に要する費用の減がございまして、ふえているものでございます。 

   以上でございます。 
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委員長 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。 

   それでは、ちょっと 12 時早いんですが、お昼になりますので、暫時休憩します。再開を

１時といたします。引き続きよろしくお願いいたします。 

休憩（午前 11 時 54 分） 

再開（午後 12 時 59 分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

土木課長 先ほどの予算の中で 99 ページなんですが、５目の地籍調査費、本年度予算額 4,593

万 4,000 円、比較 1,292 万 6,000 円の増です。先ほど減と言ってしまったものですから、

額田地区の事業に伴うものでございます。訂正させていただきます。 

委員長 はい、では訂正がありましたので、そのようにお願いします。 

   それでは、午後の部ですね。 

   土木課、続きまして、７款土木費、１項道路橋りょう費、１目道路橋りょう総務費、２

目道路維持費、３目道路新設改良費、４目橋りょう維持費について、執行部より説明を願

います。 

土木課長 予算書 107 ページをお開き願います。 

   ７款土木費、１項道路橋りょう費、１目道路橋りょう総務費、本年度予算額２億 4,671

万円でございます。主に土木課、建築課職員 32 人分の人件費及び臨時雇い賃金２名分、

登記嘱託員 1 名分の報償費に要する費用でございます。 

   続きまして、109 ページをお願いします。 

   ２目道路維持費、本年度予算額２億 5,348 万 7,000 円でございます。主に道路管理事

業、道路以上補修事業、道路維持清掃事業及び交通安全施設整備事業に要する費用でご

ざいます。前年に比べ 7,742 万 9,000 円減となっております。主に幹線道路の補修事業

における国庫補助事業の減によるものでございます。 

   続きまして、110 ページをお願いいたします。 

   ３目道路新設改良費、本年度予算額３億 919 万円でございます。主に道路改良舗装事

業に伴う委託料及び工事請負等に要する費用でございます。前年に比べまして１億 809

万 4,000 円の増額となっております。この事業は各自治会からの道路整備要望等が多く

ございますので、その要望に応えるための事業推進を図るためのものでございます。 

   次に、111 ページをお願いいたします。 

   ４目橋りょう維持費、本年度予算額 1,531 万円でございます。橋りょう長寿命化計画

に基づいて橋面舗装の打ちかえ及び鋼桁の塗装等の委託料及び工事請負費でございます。
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本年度の工事箇所につきましては、大井川にかかる後台橋、旧 349 号線の下菅谷地内で

ございます。出水橋、後台のスポーツ広場から北上したところにかかる橋でございます。

富士山２号橋、後台の共同墓地付近にかかっている橋でございます。 

   以上でございます。 

委員長 説明が終了いたしました。 

   これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

福田委員 ただいまの道路改良かな、各地域から要望上がっているのありますよね。現在ど

れぐらいあるんですか。 

土木課長 28 年度ですから、27 年度末でございますが、合わせまして約 140 本ほど、道路整

備及び排水整備等合わせた数字でございます。 

   以上です。 

福田委員 それで、これ出されたものに対して不採択されているものもあると思うんですよ。

それはどれぐらいあるのかな。 

土木課長 昨年度の例でございますが、昨年度 27 年度におきましては 40 本ほど申請が上が

りました。その中で８路線について不採択とさせていただきました。その内容としまし

ては、ほ場整備等で整備されている道路の舗装がされていないところ、それとあと排水

整備等で局部的な水たまり等に対して排水要望が出されたところがございます。そうし

た件につきましては、維持補修事業でこういった排水整備事業じゃなくて、維持補修で

対応していこうと、そういった理由でもって不採択とさせていただいた件がございます。 

   以上です。 

福田委員 それ、資料はいただけますか。 

土木課長 後にまとめたものを差し上げたいと思います。 

福田委員 お願いします。 

委員長 外に質疑。 

遠藤委員 道路改良もしくは維持補修になるかですが、今のその道路の要望の件で特に通学

路に関しての問題ですが、通学路に関して土木関係あとは学校関係者、もしくは警察を

含めて一堂に会して会議があると思いますが、会議どういった名称だったか、あとどれ

ぐらい開催してどういったものが上がってきているかという状況を教えていただければ

と思います。 

土木課長補佐 お答えします。 

   交通安全プログラムという形で学校教育課さんのほうが主催になります。一応、土木

課のほうで行くときには年１回開催されています。そちらに土木課のほうでは参加する

という形になっています。構成メンバー的には、学校教育課主催になるんですけれども、

土木課あるいは県大宮土木事務所、ここですとあと警察、それから学校ではＰＴＡ関係
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ですか、という形になっています。名称は、ちょっと名称的には交通安全プログラムと

いうことで…… 

遠藤委員 じゃあ、名称は後でもいいんですが、そういったところで各学校で通学路に関し

て学区内でこういったところが危険ですよという話が出てきているわけだと思うんです

が、それに関しては、その会議で採択をする権利があるかわかりませんが、どういった、

今まで件数が出てきて、要望なり通学路に関して出てきていて、それがじゃあこれをな

んとかしましょうというようなことで、実際に実績としてはどれぐらいのものが改良な

り補修なりというのがわかりませんが、なったのかを知りたいんですが。 

土木課長 箇所数等については、後に資料として出したいと思います。それで、プログラム

の中でそういった会議の中で主に出てくるのは、段差があって危険だからガードレール

を設置してくださいとか、一部損傷がひどいところがあるので、それを補修してくださ

いとか、そういったものについてはその年度内に上がってきた危険箇所に対しての対応

はしております。それ以外の大きな、例えば歩道設置ですね、そういった要望になりま

すと、すぐにできない部分がございますので、そういったものは一部検討させていただ

いているという例がございます。 

   以上です。 

遠藤委員 じゃあ、今課長おっしゃったように、後でその箇所に関しての資料もしくはここ

がこういうふうに直ったよという部分を含めて実績もつけていただければと思いますが、

じゃあ、そういったもの今までの要望が出てきているものが、この中には予算の中に入

っているというふうなことでいいんですか。 

土木課長 維持補修等ですぐ対応する部分は維持補修のほうで行っております。道路改良舗

装事業等での路線については、この予算には入ってございません。というのは、先ほど

言いました歩道設置とかそういった部分がこういった道路改良舗装事業に入っておりま

す。維持補修では全体的なそういった補修部分をやりますので、そういった通学路の安

全点検とかという危険箇所につきましては、この維持補修の事業の中で当該年度に対応

しているというのが現状です。 

遠藤委員 ですので、通学路に関しての要望なんかもその維持補修で対応できるものと改良

しなければできないものがあるはずだと思うわけですよ。その道路改良、この予算に関

してはそういったところまで見込んでいるんですかという話。 

土木課長 道路改良舗装事業の中では計画路線として、例えば額田地区から四堰ですね、向

かう道路についてはこの道路改良舗装事業に入れていますが、それ以外の細かい部分に

ついてのプログラムからの要求の路線は改良舗装事業の中には入ってございません。 

   以上です。 

遠藤委員 じゃあ、そういったのはどこに入っているんですか。そういう関係課が、関係課、

あとＰＴＡ、学校関係者のほうから要望があってそれが予算化されていないということ
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はどこに入るんですか。 

土木課長 歩道等については入ってございませんが、それ以外の局部的な補修とか修繕とか

危険箇所のガードレールとか、それは改良舗装じゃなくて維持補修事業に入ってござい

ます。 

遠藤委員 じゃあ、そのわからないんですけれども、要望されたものが全て予算化する必要

があるかどうかという部分の議論はあるかもしれませんが、そういう必要があるものに

関しては、この維持補修に入っているんですね。 

土木課長 現年度の予算の中で局部的に対応できる部分は、この現年度の予算の中で対応し

ております。説明がちょっとわかりづらいかと思うんですが、局部的なもので当然この

維持補修事業費の中で対応しているものは維持補修費でそういった処理をしていると。

それで、歩道設置等の要望が出た場合には、別途協議しておりますので、維持補修じゃ

なくて改良舗装事業になりますが、今年度の予算ではそういったものは入ってございま

せんが、大きなものに対しては事業化することになるかと思います。 

遠藤委員 端的に聞きたいのは、現場の声が集まってきたら、その会議で出ているものは予

算化されているのかというのが聞きたいんですよ。予算化どれだけされているのかとい

うことが聞きたいのであって、その細かい振り分けはわかるにしても、全然そういう地

域からの要望が予算化されていないのか。それとも半分ぐらいは今年の中で予算化され

ていますよとか、長期的に見なければいけないものは外していますが、どれぐらいは今

年度はできるようになっていますよと。そういう答えが知りたいんです。 

土木課長 申しわけありません。当然大きなものについては、次年度に維持補修の事業費の

中に入れると。そこまでかからない部分については、当該年度の予算で対応するという

ことです。 

遠藤委員 それはどれぐらいなのかな。 

土木課長 具体的に数字的にはつかんでおりませんが、基本的には局部的なものについては

そういったプログラムで出てきた改修要望については当該年度に対応してございます。

具体的にこの部分というような位置づけはしてございませんが、よろしいでしょうか。 

委員長 何件あって何件対象に入れているかというのが今質問だと思いますけれども、その

辺はどうなんですか。 

土木課長 仮に前年度要望に応えるために今年度に見込んでいると部分はございません。な

ぜかといいますと、当該年度に要望があったものについては、当該年度内で対応してお

ります。今年度の維持補修の中では例えば昨年度のそういったプログラムの中で要望が

あった案件について新たに予算づけをしている部分はございませんということです。 

遠藤委員 すみません、たびたびで。今の話、じゃあ、昨年度要望があったものは全部昨年

中にできているので、今年の予算には入っていませんよという説明なんですね、今。そ

ういうことなんですか。そんなわけはないと思いますけれども。 
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維持管理Ｇ長 前年度に上がった部分について全て対応という形ではございません。できる

箇所については全て対応、それで条件的にすぐできない部分というのも当然ありますの

で、そちらについては実施していないところもあります。 

   以上です。 

遠藤委員 これ予算の審議です。予算の審議ということは、この 28 年度の予算でこれをやる

のでこのお金を計上していますと。これを承認してくださいということで出しているわ

けでしょう。だからそうなると、どれだけのものが市民の要望で出ていて 28 年度でこれ

をやりますと。だからこのお金を計上したいんですということで予算書が出ているわけ

ですよね。だから、今までの交通安全プログラム現場のいろいろな方々の要望があって、

これぐらいのできているものはじゃあいいです。できていないものが 28 年度に繰り越さ

れてくるわけですから、これをどれぐらいやるから、このぐらいのお金が必要だという

ことで予算書ができているわけだと思うので、これを審議してくださいということで出

しているわけですよね。じゃあ、どれぐらいのことをこのプログラムで要望が出てきて

いるのか。それがどれぐらいの予算なのか。それが明確でなければ審議できないでしょ

う、ということを言っているんですよ。 

土木課長 例えば維持補修事業に関しましては、補修する箇所は当然位置づけしております。

その部分と先ほどの通学路等からの交通安全プログラムですね、そういった要求の部分

と全部が全部入っているわけではございませんが、逆に通学路の対策のためとしての維

持補修事業というのは、大きな工事名の中では入っていないかと思います。とりあえず

先ほど言いましたように、今までＰＴＡから上がってきている要求書と対応したここ３

年くらいのデータを提示したいと思います。よろしくお願いします。 

委員長 はい、よろしいですか、じゃあ。今の要望については詳しい資料をですね、後ほど

提出のほうをお願いしたいと思います。 

土木課長 わかりました。 

土木課長補佐 先ほどの交通安全プログラムの会議の名称なんですけれども、「那珂市通学

路安全対策推進会議」というものになっています。 

委員長 はい、わかりました。 

   外に質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 なければ、終結をいたします。 

   続きまして、７款土木費についてでございます。２項河川費、１目河川総務費、２目河

川維持費、３目河川改修費について、執行部より説明をお願いします。 

土木課長 予算書 112 ページをお願いします。 

   ７款土木費、２項河川費、３目河川改修費でございます。本年度予算額１億 3,033 万

3,000 円でございます。昨年度費 4,216 万 2,000 円ほど減額になっております。この主
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な理由ですが…… 

委員長 １目河川総務費から。 

土木課長 すみません、申しわけございませんでした。 

   111 ページをお願いします。 

   ７款土木費、２項河川費、１目河川総務費、本年度予算額 125 万 7,000 円でございます。

主に那珂川、久慈川の市が管理する排水樋管の操作員の報償費及び樋管の保守点検の費

用でございます。 

   ２目河川維持費、本年度予算額 308 万 1,000 円でございます。主に両宮排水路及び太

想次溜池等の排水ポンプの電気料、排水路の除草等の委託料でございます。 

   112 ページをお開き願います。 

   ３目河川改修費、本年度予算額１億 3,033 万 3,000 円でございます。両宮排水路整備

事業に要する経費でございます。前年度に比べ 4,216 万 2,000 円の減額となっておりま

す。中間部 349 号線までを本年度予定しております関係上、施工延長の減によるもので

ございます。 

   以上でございます。 

委員長 これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

花島委員 河川費のところで、水門の操作員に報酬を払っているんですが、どういう方がど

ういうふうにやっているのかというのを知らないので教えてください。 

土木課長 久慈川と那珂川には要は河川の外から大雨等によって増水したときに那珂川もし

くは久慈川に流す樋管というのがございます。その樋管の操作を地元の近隣の方にお願

いして管理しているものでございます。 

   以上です。 

委員長 よろしいですか。 

花島委員 地元の方にお願いしているというのはわかりました。それはなんかこう委嘱して

いるんですか。お願いする方をどうやって選んでいるのかを教えてください。 

土木課長 はい、近隣の方で今までずっとお願いしている方とあとは高齢等によって代わる

場合はそうした方の推薦を受けながら、近隣の方でやっぱり川の事情をすぐ操作する関

係がありますので、どうしてもその川の近い区にお住いの方に委託といいますか、その

ような形式でお願いしてございます。 

   以上です。 

委員長 よろしいですか。 

花島委員 そうすると、それはわかりました。例えばその水門操作は時に非常に大事ですよ

ね。それにかかわる技術といっていいのか、操作のレベルをどういうふうに維持してい

るのかというのをついでにお聞かせください。 
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土木課長 当然人が代わればそのときにこのような操作をするんだよというのを講習といい

ますか、伝えてやっていただいております。それと、職員の中で樋管を毎月その機械が

順調に動くかどうかの点検をしてございます。また、メンテナンス等に関しましてでも、

専門の業者さんに年に何回か見てもらうというような委託契約をしてございます。 

   以上です。 

委員長 よろしいですか。 

遠藤委員 事業説明書 110 ページの両宮排水でございますけれども、これ総延長 3,816 メー

トルのうち 742 メートルが未整備でこれをこれからまた整備していくというようなこと

でございまして、あと５分の１ぐらいなのかな。今年は整備延長が 250 メートルという

ことですが、工事箇所の地図もつけていただいているので、ちょっとなんとなくわかる

んですけれども、具体的には今かしま台の南側のあそこの小さい橋のところまでやって

もらっていて、そこからもう少し西側の、これ見るとバイパスのところ、下までという

ような地図ですが、そういうことでいいんですか。 

土木課長 はい、そのとおりでございます。27 年度に一応計画していますのが、先ほど委員

が言われた橋のちょっと下流までです。そこから西側ですね、349 バイパスのちょうど

下のあたりまで 28 年度約 240 メートルほど予定しております。 

   以上です。 

遠藤委員 じゃあ、その 28 年度の分はわかりました。今後これはどういう感じで何年ぐらい

かけて進むんでしょうか。 

土木課長 昨年までは 29 年までに完了しようという計画でおったんですが、なかなか財政事

情等もございまして、30 年まで１年延ばしまして、既設にできていますところまで平成

30 年度完成を目標に今進めているところでございます。 

   以上です。 

遠藤委員 はい、わかりました。いいです。 

委員長 外、よろしいですか。 

   外になければ、質疑を終結いたします。 

   続きまして、10 款災害復旧費、１項土木施設災害復旧費、１目現年度災害について、執

行部より説明を願います。 

土木課長 予算書 165 ページをお願いいたします。 

   10 款災害復旧費、１項土木施設災害復旧費、１目現年度災害費、本年度予算額１万円で

ございます。形式的な予算でございます。 

   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。 

   質疑ございませんか。 
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     （なし） 

委員長 外になければ、質疑を終結いたします。 

   続きまして、次ですが、議案第 56 号、及び議案第 57 号でございますが、この２件は関

連したものであるため、一括して審議をいたします。 

   これより、議案第 56 号 市道路線の認定について及び議案第 57 号 市道路線の廃止に

ついてを議題といたします。 

   執行部より一括して説明を願います。 

土木課長 議案書 305 ページをお願いいたします。 

   議案第 56 号 市道路線の認定について。 

   道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第８条第２項の規定により、市道路線を下記のとおり

認定したいので、議会の議決を求めるものでございます。 

   整理番号、路線番号、起点、終点の順にご説明させていただきます。 

   １番、434 号、那珂市中里字上反町 1904 番地先、終点那珂市中里字上反町 1908 番地先

でございます。 

   ２番、456 号、那珂市瓜連字一本杉 639 番 10 地先、終点那珂市瓜連字一本杉 639 番５地

先でございます。 

   ３番、８-2119 号、那珂市本米崎字薬師前 2284 番３地先、那珂市本米崎字原 2424 番２

地先。 

   ４番、８-3094 号、那珂市菅谷字大木内 733 番 52 地先、那珂市菅谷字大木内 733 番１地

先。 

   ５番、８-3095 号線、那珂市菅谷字大木内 733 番 33 地先、那珂市菅谷字大木内 733 番 41

地先。 

   ６番、８-3096 号線、那珂市菅谷字大木内 733 番 48 地先、那珂市菅谷字大木内 733 番 63

地先。 

   ７番、８-3097 号線、那珂市菅谷字大木内 733 番 42 地先、那珂市菅谷字大木内 733 番 46

地先。 

   ８番、８-3098 号線、那珂市菅谷字大木内 733 番 27 地先、那珂市菅谷字大木内 733 番 31

地先。 

   ９番、８-3099 号線、那珂市菅谷字仲の房東 2136 番 11 地先、那珂市菅谷字原前 2462 番

13 地先。 

   10 番、８-3100 号線、那珂市菅谷字原前 2462 番 30 地先、那珂市菅谷字原前 2462 番 32

地先。 

   11 番、８-3101 号線、那珂市菅谷字仲の房東 2140 番 12 地先、那珂市菅谷字原前 2462

番 21 地先。 

   12 番、８-3102 号線、那珂市菅谷字原前 2462 番 41 地先、那珂市菅谷字原前 2462 番 17



38 

地先。 

   13 番、８-3103、那珂市菅谷字原前 2462 番７地先、那珂市菅谷字原前 2462 番 13 地先。 

   14 番、８-3104 号線、那珂市菅谷字大般若東 2825 番４地先、那珂市菅谷字大般若東 2825

番 15 地先でございます。 

   幅員、延長等につきましては、307 ページ認定資料をごらんいただきたいと思います。

それで、先ほどの整理番号の場所につきましては、308 ページからでございます。 

   まず１番目、308 ページについては整理番号１番を計上しています。場所につきまし

ては、瓜連中里地内の左側に太い線、これが 118 号でございます。真っすぐ行くのは旧

118 号線のところのちょうどこのＹ字路交差のところですね。今コンビニを建設中です

が、その建設に伴いまして既存の路線はあったんですが、新たにこの起終点で認定する

ものでございます。 

   整理番号の２番につきましては、309 ページでございます。場所につきましては、瓜

連駅の駅前広場の南側にございます。駅南停車場線を挟む部分でございます。これは１

番もそうなんですが、後ほど廃止に伴う路線で説明する場所と同じでございます。 

   ３番につきましては、本米崎地内常磐道の側道米崎小学校の若干西側に西方生コンと

いう生コン屋さんがございまして、そこの敷地の西側の三角の部分の土地でございます。

ここにつきまして、後に廃止でご説明しますが、用途廃止に伴いまして市の所有地であ

りましたこの三角の土地を用途廃止する関係上、新たに手前の部分を廃止して、この路

線を認定するということでございます。 

   311 ページからは整理番号の４、５、６、７、８という先ほどの説明の５本ですね、

５路線ございます。これ場所は下のちょっと白く抜けている部分が東組地内の他工事の

ため、そこの若干東側の山林であったところを住宅の分譲等によりまして新たに市道が

帰属されたものですから、認定するものでございます。 

   312 ページでございますが、これも開発による道路なんですが、ときわ台の団地の南

側にございましたところですね、整理番号９番から 13 番までの路線について開発行為等

が終了したものですから、新たに認定するものでございます。 

   313 ページにつきましては、整理番号 14 の路線でございます。場所につきましては、

右側にちょっと白く抜けているのが菅谷小学校の南側のそのかしま台の神社でございま

す。それ道路を挟んだ西側の道路、開発行為が完了したことによって新たに認定するも

のでございます。 

   認定路線の場所等については、以上でございます。 

委員長 57 番も説明願います。 

土木課長 議案 57 号、314 ページでございます。 

   市道路線の廃止について。 

   道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 10 条第３項の規定により、市道路線を下記のとお



39 

り廃止したいので、議会の議決を求めるものでございます。 

   整理番号、路線番号、起点、終点の順にご説明します。 

   整理番号１番、路線番号 434、起点、那珂市中里字上反町 1904 番地先、終点那珂市中里

字上反町 1910 番地先でございます。 

   整理番号２番、456、那珂市瓜連字一本杉 639 番 10 地先です。終点が那珂市瓜連字川ノ

上 604 番１地先です。 

   整理番号３番、８-2119 号線、那珂市本米崎字薬師前 2284 番３地先、終点が那珂市本米

崎字原 2368 番３地先。 

   平成 28 年３月 10 日提出。那珂市長。 

   場所につきましては、先ほど認定でご説明した整理番号１、２、３の路線と同一でご

ざいます。 

   315 ページには、廃止の参考資料としまして、幅員、延長等が記載してございます。

場所につきましては、認定でご説明した整理番号１、２、３と同一でございます。これ

はもともとあった位置を延伸する部分、例えば１につきましては、延伸する部分で全体

を認定しまして、もとの部分を廃止するという手法でございます。１番については。２

番につきましては、ちょうど先ほどの認定が残る部分ですね、残る部分を表示しており

まして、もともとある部分の用途廃止ですね、市道の用途廃止に伴ってもともとある部

分を廃止して、先ほどの残す部分を認定しているという手法でございます。３番目につ

きましても、用途廃止につきまして、もともとある部分を今回廃止し、その前に先立っ

て残す部分を認定すると、こういった手法でちょっとわかりづらいんですが、このよう

な手法でやっております。 

   説明は以上でございます。 

委員長 説明が終了いたしました。 

   これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

花島委員 今のまさに説明にところで、ちょっとわからないのは普通に考えたらまず廃止し

てから同じ番号ですから、廃止してから次に認定するというふうに頭の中で考えてしま

うんですけれども、それが逆になるというのはなんでなんでしょうか。 

土木課長 法的には同時に告示するわけなんですが、基本的な考え方としましては、廃止し

てしまうと１回なくなってしまうと。タイムラグはほとんどないんですが、その関係上、

残す部分を先に認定して後から廃止するというような手続を今までさせていただいてお

ります。実際上の告示行為等は同時にしております。ただ、ルール上としまして、残す

部分を先にしておかないと一旦廃止してしまうとなくなってしまいますよね。そのよう

な考えでやっています。 

  以上です。 
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委員長 よろしいですか。 

花島委員 めちゃくちゃ違和感があります。というのはなんでかというと、何番というのを

言って、それを設置した認定した。それで次にこっち側で同じ番号ということは先にこ

っちが認定してしまうと、先に認定したものを廃止するかのようになってしまいますよ

ね。具体的にこの何地から何地というまでは一部重なっているというので、なんか非常

に違和感がありますね。おっしゃる内容でしたら、特にどうこうという話ではないんで

すけれども、違和感があるということ。 

土木課長 申しわけございません。こういった面で内部でもいろいろ議論しているんですが、

今までこういった中で残す部分を先に認定してかぶる部分を廃止するという手続やって

いたんですが、今花島委員さんが言ったようにちょっとわかりづらい部分もありまして、

例えば起終点の変更というような形で起点が変らず終点が例えばなんかの事情で延びた

場合には変更というような扱いで今後やっていこうかなと検討しています。今回までは

申しわけないですが、今までの手法でやらせていただければと思います。 

   以上です。 

委員長 じゃあ、よろしいですか。 

   外に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。 

   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 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 56 号 市道路線の認定について及び議案第 57 号 市道路線の廃止

について、以上２件を一括して採決いたします。 

   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 56 号及び議案第 57 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。 

   執行部は入れかえをお願いいたします。 

休憩（午後１時 44 分） 

再開（午後１時 45 分） 

委員長 再開いたします。 

   都市計画課が出席しております。 

   議案第44号 平成 27年度那珂市上菅谷駅前地区土地区画整理事業特別会計補正予算（第
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２号）を議題といたします。 

   執行部より説明を願います。 

都市計画課長 （説明） 

委員長 執行部の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。 

議長 じゃあ、私から１点。この事業は、何年ごろ終了予定ですか。 

都市計画課長 平成 30 年度終了を予定しております。 

   以上でございます。 

委員長 よろしいですか。 

   外に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。 

   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 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 44 号 平成 27 年度那珂市上菅谷駅前地区土地区画整理事業特別会計

補正予算（第２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 44 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、議案第 46 号 平成 28 年度那珂市一般会計予算（都市計画課所管部分）を

議題といたします。 

   ７款土木費、３項都市計画費、１目都市計画総務費、２目土地区画整理費、３目まちづ

くり事業費、４目街路整備費、６目公園事業費について、執行部より説明を願います。 

都市計画課長 （説明） 

委員長 暫時休憩いたします。 

     休憩（午後１時 53 分） 

     再開（午後２時５分） 

委員長 再開いたします。 

   先ほどは２目の土地区画整理費まで行っていましたですかね。その途中ですね。はい、

じゃあ、よろしくお願いします、続き。 

都市計画課長 続きまして、114 ページのほうをお願いいたします。 

   ３項まちづくり事業費、本年度予算額３億 4,950 万 2,000 円、下菅谷地区まちづくり
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事業並びに上菅谷駅前地区まちづくり事業、下菅谷地区まちづくり事業の３事業でござ

います。前年度比較増に関しましては、下菅谷まちづくり事業の工事請負費、道路工事

のほうの増によるものでございます。 

   続きまして、115 ページをお願いします。 

   ４目街路整備費、本年度予算額 1 億 140 万円、菅谷市毛線街路整備事業並びに上宿大

木内線街路整備事業でございます。前年度比較しまして大幅に予算減をしておりますが、

その理由としまして、平成 27 年度の補助要望に対しまして大幅な内示額の減によりまし

て、平成 28 年度予算につきましては、実行予算に沿った形の計上をしている関係上、大

幅な減となっております。 

   続きまして、116 ページです。お願いします。 

   ６目公園事業費、本年度予算額 3,742 万 2,000 円、公園管理事業でございます。 

   以上でございます。 

委員長 説明が終了いたしました。 

   これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

遠藤委員 事業説明書の 113、114 ページで都市計画の見直し事業で、区域指定のご説明があ

りましてその導入スケジュールが記されておりますけれども、今後こういった形で導入

をしていくよというふうなことでございますが、これは今年度は予算として 200 万円を

委託業務でやりますよと。これはどちらに委託されるんですか。 

都市計画課長 指名競争入札で業者を選定します。 

遠藤委員 まだわからないということですね。そうしたら、あと基礎調査を実施するという

ことですが、ちょっと那珂市内でこの区域指定をやる。どこでやるか、どれぐらいの面

積でやるか。どういう要件でやるかというようなことなんだと思いますが、イメージと

しては那珂市で何箇所ぐらいとかというのは今のところ、そういう構想というのはある

んですか。 

都市計画課長 ちょっと先ほどの件なんですけれども、平成 27 年度に区域指定制度の検討調

査中で基礎調査昨年やっています。その中に連担性とか道路排水路整備状況等、その基

礎的な事項を調査しております。あくまでも予定項目の中で調査していますので、今後

も検討事項、先ほど述べた連担性とか道路の整備状況もしくは例えば人口減少している

地区とか、そういう項目があるんですけれども、それらも踏まえて那珂市に合った形を

今後検討していくという形になります。最終的には、基本的な事項が方針づけられます

と、必然的にその地区の選定が、選定というか候補地が表示できまして、それを踏まえ

て今後検討していくという形になりますので、今のところは全くわかりません。 

遠藤委員 これは条例改正が 29 年の４月の予定というようなことですけれども、そうすると、

28 年度中に検討委員会も随時４回ほどやっていくのかなと。いろんな検討を詰めて 29
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年の４月ですから１年後には条例をというふうなことになるわけでしょうけれども、こ

れは 28 年度の予算でこのいわゆるコンサルへの委託業務だけの予算で大丈夫なんです

か。 

都市計画課長 本年度の予算の検討事項に関しましては、昨年度の基礎資料に基づいた条件

に合った区域の洗い出し、図面からですね。それと地元説明会とか各検討会の基礎的な

資料の補助関係を考えております。 

遠藤委員 ですから、この目として都市計画見直し事業としては 200 万円、これはおそらく

コンサルだけの委託の内容だと思いますが、それ以外にかかるお金は当初予算で計上し

なくていいんですかという質問です。 

都市計画課長補佐 はい、お答え申し上げます。 

   コンサルさんの経費は予算のとおり 200 万円でございますけれども、実際の作業の内

容としましてコンサル業務委託しますのは、資料の整理であるとか、そういった業務が

中心でございまして、内容的に決めます指定基準案であるとか、そういったものについ

ては、庁内で組織しております区域指定検討委員会等で煮詰めた作業を行いまして、具

体的な作業については市のほうで行いますので、あくまでも補助的な業務という形で委

託業務を考えておるところでございます。 

遠藤委員 ということは、じゃこのスケジュールにある検討委員会数回というのは、庁内の

あくまでもワーキングチームのものであるから、予算を計上するべきものではないと、

そういうことですね。 

都市計画課長 そのとおりです。 

副市長 補足しますけれども、このスケジュールに入っていますように、それぞれの部分の

中でスケジュールが織り込まれていまして、例えば専門的な意見、議員さん、皆さん方

とか公募の市民の方のご意見とか、都計審の中で例えばその中で報酬とか、旅費とか、

そういったことに予算がちりばめられていますので、トータルでは区域指定の見直しと

いうことで別項目になっていませんけれども、予算措置はきちんとしてあります。 

   以上です。 

遠藤委員 わかりました。 

福田委員 この区域指定、これは検討委員会、これからなんでしょうけれども、これ第何号

でやっていくのかというのはまだこれからですか。10 号、11 号ってあるよね。 

都市計画課長補佐 はい、お答えします。 

   区域指定に定めています内容は、都市計画法に定められました市街化調整区域内にお

けます立地基準、今言いました 34 条の中で 11 号と 12 号というのが今回の区域指定を定

める状況になるわけでございますけれども、現在その区域指定を指定する集落ですね、

それにつきましては、11 号指定、12 号指定につきまして、あわせて今検討しているとこ

ろでございます。ですから、今のところ、まだどの部分がどの 11 号にかかるかとか、ま
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たはどれが 12 号にかかるかとか、そういった問題につきましても、これから指定基準を

定めた中で詰めていきたいというふうに考えております。 

福田委員 そうすると、11、12 と両方兼ねてやっていくというようなことをそういうふうに

解釈してよろしいのかな。 

都市計画課長補佐 はい、お答えします。 

   まだ今現在 11 号指定だけであるとか、または 12 号指定だけであるとか、そういった

ところまでにつきましても、まだ詰まっていない状況にございます。両方を、11 号、12

号指定する場合もございますし、それにつきましては、基礎データが集計できましたの

で、今後その指定基準を決めていく間の中で、まずはそのほうが一番大事かと思います

ので。その辺についてもお示ししたいというように思っております。現在のところにつ

いては、今のところまだ未定という形になってございます。 

福田委員 参考までに言うと、常陸太田市、これ 11、12 両方兼ねて計画しているようですね。

那珂市の場合には 11 号よりやっぱり 12 号、こういうことが大事なのかな。なぜそうい

うことを言うかというと、やはり格差が大分開いている。そういう意味で行くというと

やっぱり 12 号、こういうことが那珂市の場合には求められるのかなというふうに感じま

すけれども、副市長、それはこれから検討委員会の中で検討していくと、こういうこと

ですね、じゃあ。 

副市長 今ご発言ご質問ありましたように、まだどちらの号に該当させていく、あるいはそ

の両方にというようなことの決まりはありません。おっしゃるように太田市さんの事例

も承知、こちら理解しておりますが、いずれにしましても地域の実情に合った形はそれ

ぞれ自治体が定められるということになっておりますので、今のご意見も参考にいたし

まして、これから検討を進めたいと思います。 

   以上です。 

福田委員 ぜひ 11 号というと、あれは１キロ圏内、いわゆる市街化１キロ圏内、そういうこ

とよりはやはり那珂市の現状を見るというと、やっぱり 12 号というのが大事なのかなと、

我々これ個人的な意見ですよ。そういうふうに感じられるわけなんですよ。それはいわ

ゆる先ほど言った格差、こういう面からいくとやっぱりそういう 12 号、これあたりがな

んか私は個人的にはそういうふうにこう考えられるのかなと思う。慎重に検討してくだ

さい。 

   以上です。 

委員長 外にありますか。 

花島委員 主要事業説明書の中にここにあったのを、ちょっと気がつかなかったんですが、

調査事項の整理というのが１月に終わっていて、基本事項の整理が今終わろうとしてい

るというところだと思うんですが、このできたものを見せていただきたいということな

んです。今すぐじゃなくていいですけれども。それから、私も多分福田さんと同じこと
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になると思っているんですが、公約で分散型居住の推進と言っているのは、市街化区域

の１キロ周辺ではなくて、もっと広い範囲で考えているので、そのような方向で検討を

お願いしたいなと思っています。資料いただけますよね。 

都市計画課長 導入スケジュールのほうもありますように、一応それらも含めて検討会等も

踏まえて途中議会のほうにも一応この時点では６月を予定してありますけれども、その

時点でちょっとお示ししたいと考えておりますので、よろしいでしょうか。 

花島委員 雑駁のものでもいいのですが、もう少し早く、正式書類じゃなくても、例えば調

整事項の整理は少なくとも１月に終わっているはずなので、メモ書きでもなんでもいい

ですから、見せていただきたいと思います。 

都市計画課長補佐 はい、ここの資料につきましては、まだ表に出せる状況ではございませ

んので、最初に素案の作成の段階で策定基準をまず最初におつくりして、それを６月の

議会のほうにご提出させて、ご報告したいかと思っていますので、まずその基礎資料と

いう形でまだ扱いとしましては、内部資料という扱いになってございますので、今現在

でその資料の内容についてお示しすることはちょっと難しいかと考えております。 

花島委員 ６月でもいいといえばいいんですが、問題はどういうふうなプロセスで決まって

いくかが時間スケールの問題があって、いきなり出されてすぐ承認しろなどという話に

なると非常に困るんですね。見せられて自分１人で決められることでもないし、地元の

方とか、いろんな方と相談しながら対応を考えなければならないので、その時間を十分

考えていただきたいと思います。それを配慮していただければ６月でも結構です。 

委員長 資料提出については６月議会始まりますので、できれば当委員会についても、その

前に報告をいただければというふうに思いますが、いかがですか。 

副市長 ただいま説明しましたように、３月末までその検討基本事項の整理をさせていただ

いております。年度かわりまして、どの程度のスピード感でまとまるかというのはちょ

っと内部で調整しまして、いずれにしましても、事務局並びに委員長にご報告の上、し

かるべき時期に提出をさせていただきたいと思います。また今ちょっと危惧されたよう

に、急に場所が決まった条例案がぽっと出されるんじゃないかということをもしご心配

でございましたら、そういったことはないような形で、意思形成の中で逐次議会にも報

告、次の議会にも報告いたしますし、また議員等がどういう形で入るかわかりませんが、

都市計画審議会等々、外部の有識者も含めてそれぞれご検討いただく中で、来年度内に

それぞれの段階において、またご説明させていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

委員長 よろしいですか。 

福田委員 一点、大事なのを聞くのを忘れた。例えばこれから、区域指定された地域、これ

の税率というのはどうなってくるんですか。 

都市計画Ｇ長 税金に関しては土地が流動的に動いて、それによって税率が上がるというこ
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とは可能性があるということしか今の段階で言えません。あとその都市計画税とか、そ

ういうのに関してとるという形のことは起きないと思われます。 

   以上です。 

福田委員 都市計画税はかからない。ただし、税率は変わっていく可能性はある。その程度。 

都市計画Ｇ長 お答えします。 

   税金のこと、詳しいこと今の現時点でわかっているわけではないんですけれども、都

市計画税に関しては市街化区域の目的税ですので、この区域指定によって都市計画税を

とるということは今のところ考えておりません。あと、宅地になった場合、農地とかそ

ういうのから変わった場合によっては、あとは路線価道路によって税金の税率が変りま

すので、それによって今持っている土地より税金が上がるということは見込まれます。 

   以上です。 

委員長 外に質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 外になければ、質疑を終結いたします。 

   続きまして、議案第 52 号 平成 28 年度那珂市上菅谷駅前地区土地区画整理事業特別会

計予算を議題といたします。 

   これについては、歳入歳出について、執行部より一括して説明を願います。 

都市計画課長 説明いたします。297 ページをお開きください。 

   議案第 52 号 平成 28 年度那珂市上菅谷駅前地区土地区画整理事業特別会計予算。 

   平成 28 年度那珂市の上菅谷駅前地区土地区画整理事業特別会計の予算は次の定めると

ころによる。 

   （歳入歳出予算）第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億 3,900 万円と

定める。 

   ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

   平成 28 年３月 10 日提出。那珂市長。 

   続きまして、303 ページお開きください。 

   ２、歳入。 

   １款使用料及び手数料、１項手数料 2,000 円でございます。 

   ２款繰入金、１項繰入金１億 3,700 万円、一般会計繰入金でございます。 

   ３款繰越金、１項繰越金 199 万 8,000 円、前年度繰越金でございます。 

   続きまして、304 ページをお願いします。 

   ３、歳出。 

   １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、本年度予算額 1,040 万 7,000 円でござ

います。職員人件費でございます。 
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   ２款区画整理事業費、１項区画整理事業費、１目区画整理費、本年度予算額 3,753 万

8,000 円。前年度に対しての比較増に関しましては、先ほど申したように、本年度工事

請負費がなくなり委託料に変わります。委託料に関しては、区域内の各地街区確定測量、

換地計画、事業計画の変更に伴う委託料でございます。 

   続きまして、305 ページお願いします。 

   ３款公債費、1 項公債費、1 目元金 8,215 万 8,000 円、起債償還元金でございます。 

   ２目利子、本年度予算額 800 万 2,000 円でございます。失礼しました。起債償還利子

でございます。 

   続きまして、４款予備費、1 項予備費、1 目予備費 89 万 5,000 円でございます。 

   以上です。よろしくお願いします。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。 

   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。 

   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 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 52 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 ご異議なしと認め、議案第 52 号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   暫時休憩をいたします。執行部は入れかえをお願いします。 

休憩（午後２時 28 分） 

再開（午後２時 30 分） 

委員長 では、再開いたします。 

   建築課が出席しております。 

   議案第 46 号 平成 28 年度那珂市一般会計予算（建築課所管部分）を議題といたします。 

   最初に７款土木費、３項都市計画費、１目都市計画総務費及び４項住宅費、１目住宅管

理費について、執行部より一括して説明を願います。 

建築課長 よろしくお願いいたします。建築課長の玉川と申します。以下４名が出席してお

ります。 

   それでは、座って説明させていただきます。 

   まず予算書 112 ページをお開き願います。 
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   ７款土木費、３項都市計画費、１目都市計画総務費 7,585 万 8,000 円、このうち建築課

の所管分として３つございます。 

   113 ページの下段になります。 

   建築総務事務費、これは主に建築課の総務の事務費になります。 

   続きまして、114 ページをお開き願います。 

   中段のところに木造住宅耐震化推進事業 108 万円を計上してございます。こちらは後

ほど那珂市の耐震改修促進計画の改正版の説明の中でも詳しく説明したいと思うんです

が、従来でございますと、耐震改修の改修計画費が大体三、四十万円かかるんですが、

それに対する補助金、それと改修工事に係る費用の補助金ということで見込んでいたん

ですが、創設以来なかなか使われないということで、平成 28 年度から内容を見直しまし

て、こちらの項目の中の一番下段になるんですが、耐震診断費、これは建築士による簡

易の耐震診断でございます。大体費用は五、六万円ということで、そのうちの１軒当た

り４万円を補助し、啓発活動のほうに重きを置きたいというふうに考えております。後

ほどご説明いたします。その下になります。宅地耐震化推進事業 257 万 1,000 円でござ

います。これはやはり過去の大震災において家屋、特に造成した土地が宅地崩壊なんか

が数多くございまして、それを国の指針に方針に基づきまして調査をしなさいというこ

とで、那珂市においても、全域の過去数十年分にはなると思うんですが、過去の地図の

データ等からこの盛り土したところを割り出して、それを地図に表記してその後の宅地

が崩壊することを防ぐためのまず基礎データの収集ということで計上してございます。 

   続きまして、117 ページをお開き願います。 

   １目住宅管理費 3,433 万 3,000 円でございます。前年度比から 1,100 万円ほど上がって

おりますが、まず一番金額的に大きいのは、もう長年使っている住宅システムのほうの更

新が 523 万 3,000 円計上してございます。それから 13 番の委託費として、市営住宅の管

理業務、こちらが近年経済景気の低迷から住宅の入居者の滞納金がふえたり、あと震災に

よる修繕等ですね。まず震災前の 22年度から今修繕費が約３倍に膨れ上がっております。

それから緊急の修繕で夜間対応であったりということで、いろんな業務が今非常に増加し

ている中で、委託先で今考えているのは茨城県住宅管理センター、これ県営住宅を主に管

理していたところなんですが、近年では各市町村の住宅の管理をここで一括で行っている

ということなので、そちらのほうのお力を借りまして共同で管理をしていくという部分の

経費でございます。 

   次に、同じく 117 ページの市営住宅長寿命化事業、こちらのほうなんですが、那珂市

では今７団地 280 戸の住宅を管理してございます。古い住宅でございますと、昭和 42 年

につくられた建物から比較的新しいと言われる建物でも既にもう 20 年を超えてござい

ます。そのような既存の建物をできるだけ寿命を延ばすために調査をして、今後の方針

を固め、それから改修が必要な部分については先手を打って改修する。この計画を立て
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ることで、国のほうの補助金をいただけるということで 350 万円計上してございます。 

   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。 

遠藤委員 じゃあ今の 117 ページの市営住宅長寿命化事業、内容はその計画をこれでつくっ

ていくということですが、今の話のとおり、古いものから新しいものあると思いますが、

長寿命化というのは具体的には、これから何年ぐらい存続させるというか、建物として

は生かしていくような計画になるんですか。 

建築課長 お答え申し上げます。 

   先ほど申しましたように、７団地で 280 戸あるんですが、昭和の時代につくられたの

がそのうちの４団地ございます。こちらに関しては、耐震診断等もやったんですが、耐

震性も低かったりするんです。ただ、中に入っている入居者の方というのは、やはり家

賃も非常に安いということで、ずっといられる方がほとんどでございますので、そちら

を鑑みながら来年度調査をしながら延命させるべきなのか、解体すべきなのか、それか

ら統廃合すべきなのか。その辺もちょっと考えながら入れたいと思うんですが、外の３

団地 198 戸あるんですが、それが鷺内住宅、鴻巣住宅、静駅前住宅、これは平成になっ

てからつくられたものです。鷺内住宅に関しては、鉄筋コンクリートが 57 世帯ございま

すので、こちらはもともと耐用年数が 70 年見なさいということになりますので、できる

だけ長くそれを維持するための補修を考えたいと思います。それから木造に関しては、

とりあえず耐用年数 30 年なんですが、それも 30 年過ぎたから壊すのではなくて、それ

もやはりできるだけの延命措置ということを考えていきますので、具体的に何年までの

使い方というよりもできるだけ長く使いたいということで、その計画書を来年つくりた

いというふうに考えてございます。 

遠藤委員 わかりました。 

委員長 外にございませんか。 

     （なし） 

委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

   続きまして、先ほどお話に出ました那珂市耐震改修促進計画（改定版）について、これ

を議題といたします。 

   これについて執行部より説明を願います。 

建築課長 それでは、常任委員会の資料の 20 ページをお開き願います。 

   先ほど木造耐震推進事業に絡むところでございます。那珂市の耐震改修促進計画、実

は平成 22 年に当初の制定をしたんですが、そのときの改修の内容としましては、27 年

度末までに耐震化率を 90％にしましょうという時限的な計画書でございました。27 年を
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迎えるに当たって、実際、国の平均値でも 82％、それから那珂市においては 77.3％、こ

れは住宅だけに絞られたものなんですが、目標値に達していない。そのことから国の方

針のほうで 32 年度末までに耐震化率を 95％にしましょうという目標値の設定が変更さ

れました。これに伴いまして、那珂市においても、その数値に合わせ 32 年度までに住宅

及び特定建築物に関しては 95％にしましょうというのが、基本的な今回の改定の中身で

ございます。 

   それでは、お手元のほうには、概要版と改正版と２部ほど提示させていただいたんで

すが、それでは、概要版のほうでちょっと説明させていただきたいと思うんですが、概

要版のほうのまず目次のところと１ページをお開き願います。よろしいですか。 

   この概要版は、改正版そのものの各章１から第４章まであるんですが、その章の初め

の部分に全て概要とあとその詳細という形で載っているんですが、先ほど言いましたよ

うに、基本的なところとしては、32 年度までに 95％にしましょうという改正なもんです

から、細かい文言の改正文につきましては、割愛させていただきます。 

   では、概要版のほうの３ページをお開きください。１ページ、２ページにつきまして

は、ほとんど基本計画とマスタープランの文言の変更によるちょっとした変更でござい

ます。３ページの右側に那珂市の現状としまして、ちょうど先ほど言いましたように、

前回の耐震計画そのものというのは平成 22 年の３月につくられました。ただ、それをつ

くった瞬間にあの東日本大震災を迎えましたので、ここの部分につきましては、その東

日本大震災で那珂市においては 327 件の全半壊があったという事実を、ここのほうに書

き込んでございます。それ以降もその耐震の改修になかなか皆さん消極的なようなので、

まだまだ現在としてその耐震化がされていない建物が多くあるというような表記をして

おります。その下の部分ですね。計画の期間に関しましては、同じことの繰り返しにな

りますが、28 年から 32 年までの今度は５年間の時限ということで、それがすみません、

これを書き込んでいるのは、次の４ページをお開きください。２番のほうですね。耐震

化の現状、那珂市内の建築物なんですが、現在１万 9,000 戸の住宅がございまして、27

年度末までの推定値でございますが、77.3％、それから病院、ホテル等の人が集まる民

間の特定建築物においては 91.7％、小中学校及び市営住宅等、公共建築物の中で特定建

築物に当たるものは 91.3％、これが現状でございます。 

   次に、３番のほうで、平成 32 年度末までを 95％にする。以上が今回の大きな部分な

んですが、では次の５ページのほうですね。じゃあ、これをもって何をするのかという

ことになります。先ほどちょっと住宅の推進事業の中で、５年間一度も使われていない

補助をまた計上するのかという話になってしまうと思います。この辺を先ほどなかなか

ハードルの高い補助内容よりも、まず皆さんにわかりやすく使っていただきたいという

ことで、簡易の耐震診断のほうの業務に重きを置いた補助事業のほうに転換したいなと

考えております。我々は何をするかということになります。今年度行ったものとしては、
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ホームページのほうを全面的にリニューアルしたことと、ちょうどちょっとまだお手元

には多分配付されていないと思うんですが、今月の３月 11 号の広報紙、ちょうどこれが

震災の日にちになるんですが、これに合わせて耐震診断及び耐震改修の勧めということ

で特集を組ませていただきました。我々のほうもなかなかいろんな事業をやるというの

は非常に難しいので、こういう広報とかホームページ情報で情報を伝えるということと、

あと電話による相談業務は何件か来ております。これをもって、あと５年間の計画を立

ててそれでその啓発活動のほうにつなげていきたいなというふうに考えております。 

   話はすみません、前後してしまったんですが、次に、概要版の７ページのほうをお開

きください。 

   耐震改修促進法による指導等に関しましては、基本的に特定行政庁、いわゆる建築基

準法の所管とするのは那珂市においては茨城県がその所管省庁になりますので、県とタ

イアップをしてその辺の連携をして今後の指導についての対応をしていきたいというふ

うな文言に書きかえてございます。簡単にちょっと説明させていただきましたが、基本

的には来年度以降、これをもって何をするかということと、あとこれをつくることで国

のほうの社総交の補助金をいただけるということで、こちらのほうの改定をいたしまし

た。 

   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。 

花島委員 こういうものをやるときに、どういうことが起こるかというのを想定するのが非

常に大事だと思いますね。そういう点で震源とマグニチュードを推定しているんですが、

じゃあ、それで一体特定の場所でもいいですけれども、どれだけどういうふうに揺れる

のかというのを、なんかぱっと見たところわからないので、その辺をお聞かせ願いたい

んですが。またそれはちゃんとやっぱり市民に示さないとどう対応していいのか考えよ

うがないと思うんですが。 

建築課長 これは平成 22 年の想定地震と今回は全く変更はしてございません。まず変更がで

きない理由としましては、もともとこの耐震促進計画そのものというのは、国の法律の

中でまず都道府県がつくりなさいと。都道府県がこの改修計画をつくってその改修計画

をもとに市町村がつくりなさいという法的な位置づけになってございます。その茨城県

の耐震改修計画の中で、茨城県の場合は県南西部、龍ヶ崎とかあの近辺ですね、そちら

のほうで大きな地震が発生するだろうという想定の中で県北地区においては、その地震

の影響は非常に少ないということで平成 10 年に茨城県が被害想定をつくった中で塩屋

崎の、こちらのほうに書かれているところですね、塩屋崎沖地震が一番可能性が高いだ

ろうということでそちらのデータを使いなさいということになっておりますので、那珂
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市独自がこの被害想定を細かく出すという技術的なことはちょっとできないので、県と

か国がこれを改正した段階で、こちらのほうの内容は変えたいなと考えておりますので、

細かいところのここの地区だったらどのぐらいの震度がというのはちょっと我々のほう

でも想定はしておりません。 

   以上でございます。 

花島委員 なんと言っていいのかわからないくらいちょっと話にならないというか、要する

に、よその機関で推定してもらってもいいんですけれども、具体的にじゃあどれだけ揺

れるのというのが、地震というのは震度だけでは言えないものもありますけれども、例

えばここで言うと、この本体の表にまさに５年前のマグニチュード 9.0 で６揺れていま

すよね。これに比べて先ほどの推定はどうなんですか。例えば、そういうことを見える

ような形にしないと、耐震化考えなさいと言ったって、どのぐらいの揺れが来るんです

かということを与えなかったらできないんじゃないですか。ということです。 

建築課長 ご説明申し上げます。 

   先ほど言いましたように、具体的な数字は今出せるものというのがデータとして残っ

ているものしかお示しできないということで、我々ももっといただけるデータがあるん

だったらそれを使いたいんですが、那珂市の地域防災計画においては、ここの市役所直

下型ということで想定はしておりますが、科学的根拠のものでやっているものではなく

て、最悪の想定をしているということでございます。この耐震促進計画そのものという

のは、先ほど言いましたように、耐震そのものは震度いくつというのは表記してしまう

と非常に難しいんですが、６強のときにでも建物が完全に倒壊しない。かなり傾くとは

思うんですが、倒壊しないで人命を守るためのということでやってございますので、こ

の推定地震というのはどうしてもこれに載せなければいけないんですが、推定地震と耐

震の基準になるものとの因果関係というのは特にないというとおかしいんですけれども、

あくまで６強に耐えるものを耐震補強としてくださいということでお願いするものです

ので、まだ申しわけないんですけれども、こちらに載せるのは県のほうのデータをいた

だければすぐに直したいとは考えております。 

   以上でございます。 

花島委員 その６強というのは、ちょっと私ぱっと見たところ、本市で想定される最大震度

５強というところがありますよね。それを想定しているけれども、６強にと考えてくれ

という指導をしたいということですか。 

建築課長 すみません。これ非常に悩ましいところで今表記できるのはこれしかできないと

いうことなので、先ほど言いましたように、地域防災計画のように最悪の状態を想定し

なさいと言えば６強はいくらでも書けると思うんですが、あくまでこれは時限的なもの

で一番可能性の高いものをここに表記しているものですから。それを数字を単純に６強

にしなさいとかといってもそのもともとの根拠がちょっとないもんですから。ここには
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今のところは表記できないということでご了承願えればと思います。 

花島委員 半分は納得します。例えば原発みたいのと違いますから、100％に近いことを求め

る必要は必ずしもないと思うんですけれども、やっぱり具体的にこのくらいに耐えてく

れという、指導ガイドラインというんですかね、は欲しいと思います。 

   以上です。 

委員長 外に質疑ございませんか。 

遠藤委員 詳細なこととはちょっと別になってしまうんですが、素朴な疑問です。大震災で

あれだけの大きな揺れを経験した建物なわけですよね、みんな今。それで例えばあれ以

降建った建築物であれば、その建築物の中でその揺れでどれぐらい耐えられるかという

のはあると思うんですけれども、計算ができると思うんですが、既にもうひびが入って

いるとか、塀にしてももう倒壊寸前とか、それでなんとか持ちこたえているようなもの

も今意外とあると思うんですよね。だから、それは民家含めて、あの大震災のときには

倒れなかったけれども、結構もうひび入っているよ、弱くなっているよ、土台がもしか

したら危ないよ、そういったものって結構専門家の目から見ても把握がもう不可能に近

いぐらいの困難さがあると思うんですね。そういったものというのを含めて、こういう

改修計画になっているものなんですか。 

建築課長 ここは非常に難しいところで、公共の建築物でいきますと、例えば学校、平成 23

年の震災以降に耐震補強をやったところがあると思うんですが、こちらについては再調

査をして、一度耐震診断やったところももう一度ダメージ診査というのはやりました。

ただ、民間住宅の一般住宅ですね、一般住宅に関しましては、確かに委員さん言われま

したように、木造１回揺り動かされたんだから、もうその状態でもう条件が違うだろう

と言われるとまさしくそうだと思います。今回その簡易の耐震診断に重きを置いたとい

うことは、それをあわせて現場に専門の建築士さん来てもらって、それで見てもらった

中で判断してもらうのがいいのかなというふうには考えております。ただ、それを文面

の中で細かく表記するというのは今回していないんですが、基本的には啓発ということ

は、そういうのを含めて専門家に一度見てもらうというのはいいんじゃないですかとい

うことで、補助費のほうをそちらのほうに重きを置きたいなというふうに考えているん

ですが。 

遠藤委員 そういう文言というか、そういう周知なり指導というか、そういったものがこの

中に入っているんですか。 

建築課長 すみません、そちらに関しては入っておりません。 

遠藤委員 わかりました。 

委員長 外ございませんか。 

花島委員 さっき言ってしまったこととちょっと違うんですけれども、５年前に実際に６強

を経験しているんですよね。それで、あれをどう見るかということなんですけれども、
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やはりこの塩屋崎沖地震で５強しか考えないというのはやっぱりちょっと違うような気

がしますね。あれを例えばよく言う五百年に１回だの千年に１回だのと思う発想が僕は

間違っていると思います。 

   以上、意見です。 

委員長 外ございませんか。 

     （なし） 

委員長 外になければ、質疑を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。執行部は入れかえをお願いします。 

休憩（午後２時 45 分） 

再開（午後２時 56 分） 

委員長 再開いたします。 

   農業委員会事務局が出席しておりますので、議案第 46 号 平成 28 年度那珂市一般会計

予算（農業委員会所管部分）を議題といたします。 

   それでは、５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費について、執行部より説

明をお願いします。 

農業委員会事務局長 農業委員会事務局長の樫村です。外１名の職員が出席しております。

よろしくお願いします。 

   それでは、予算書の 90 ページをお開きください。91 ページまでが農業委員会の所管

部分でございます。 

   ５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、本年度予算額 2,203 万 2,000 円で

ございます。主に農業委員会の運営に要する経費でございます。増額の主な理由でござい

ますが、農業委員会等に関する法律の改正により平成 28 年度から新たに農地等の利用の

最適化の推進に取り組む体制を強化するため、「農地利用最適化推進委員」16 人を設置す

るための委員報酬を予算計上したことにより増額となってございます。 

   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。 

遠藤委員 じゃあ、その増の原因の推進委員の方というのはここに 16 名とありますが、どう

いう方を想定していらっしゃるんですか。 

農業委員会事務局長 農地利用最適化推進委員でございますけれども、これにつきましては、

区域内の農地の利用の最適化の推進を積極的に図るということでございまして、具体的

には地域から、地区まちづくり委員会の８地区から推薦をいただきました各２名、計 16

人の農業者の方でございます。 

   以上でございます。 
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遠藤委員 じゃあ、まちづくり委員会から２名ずつということで農業者ですが、この方々は

何をされるんですか。 

農業委員会事務局長 推進委員の活動の内容でございますけれども、推進におきましては、

地域における農地の確保と利用調整のための現場活動というのが重要になります。具体

的には、担い手への農地集積や遊休農地の発生防止、解消、新規参入などの促進などに

よる農地利用の効率化、高度化の取り組み等でございます。 

   以上です。 

遠藤委員 文言的にはそういうことなんでしょうが、さっき聞き漏らしたんですが何が変っ

たことによってこれがなるんでしたか。国・県何かでもってこれを設置するんですね。 

農業委員会事務局長 今回農業委員会等に関する法律が昨年９月４日に国の法律が公布され

ました。それを受けまして、その法律の規定に基づき農業委員の外に新たにその農地利

用最適化推進委員を設置しなければならないというようなことでございますので、昨年

市では 12 月の第４回定例議会で推進委員の設置条例ですか、を議決いただきまして、そ

れに基づき今回委嘱をするものでございます。 

   以上です。 

花島委員 周辺地域の活性化のために農業をやはりしっかりやっていかなければならないの

で、その一部としてその集積化とか遊休地の有効利用化というのはすごく大事だと思う

んです。その場合、やはり大事なのは具体的にそのために動く人ですよね。それはどう

なっているんでしょうか。この推進委員の方々があっちこっち走り回って遊休地の持ち

主に働きかけたりなんかそういうことをやるのか。それとも、推進委員の方以外に事務

局みたいなところがあって、市の職員なりそこの方がそういうことをしゃかりきにやっ

てくれるのかどうか。その辺をお伺いしたいです。 

農業委員会事務局長補佐 農業委員さんとあと農地利用最適化推進委員さんが中心になって

進めるというような形になります。 

副市長 ちょっともう少し砕いて補足しますと、農地の流動化等については、委員ご懸念の

ように今一番課題になっているところでございます。これは今法制度、制度の改正によ

って、農業委員も互選からこのような公募等、推薦選定という形になりましたし、推進

委員ということで新たに別のサポーターというわけではないですけれども、加わったメ

ンバーもあります。この方々に加えて基本的に行政の中でそれぞれの成果、あるいは農

業委員会で行っている部分もございますし、組織としては農地の管理機構ということで、

茨城県では農林振興公社のほうで、そちらで流動化の取りまとめ等は行っていると、い

うことで一体となってやはり進めていかなくてはならないことではないかなというふう

には考えております。 

   以上でございます。 

花島委員 大体イメージがわかりました。こういうのは制度をつくって任命するだけじゃな
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くて、具体的にどう動くかがものすごく大事でそれ次第だと思いますので、その辺をよ

ろしく頑張っていただきたいと思います。その点、行政側の動きに漏れがないようにお

願いしたい。 

   以上です。いいです。 

委員長 よろしいですか。 

   外にありませんか。 

     （なし） 

委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

   暫時休憩をいたします。３時 15 分再開といたします。 

   執行部は今度は入れかえをお願いします。 

休憩（午後３時５分） 

再開（午後３時 14 分） 

委員長 それでは再開いたします。 

   農政課が出席しております。 

   議案第 46 号 平成 28 年度那珂市一般会計予算（農政課所管部分）を議題といたします。 

   ５款農林水産業費、１項農業費、２目農業総務費、３目農業振興費、４目畜産業費、５

目農地費、それから８目経営所得安定対策費及び２項林業費、１目林業費について、執行

部より一括して説明を願います。 

農政課長 農政課長、山田でございます。以下３名が出席しております。よろしくお願いい

たします。 

   予算書 91 ページをお開き願います。 

   ５款農林水産業費、１項農業費、２目農業総務費、２目の農業総務費につきましては、

農政課所管分、次の 92 ページをお開きください。農業総務事務費 273 万 7,000 円、その

まま下に行きまして、５款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費 7,310 万 5,000 円。

予算書の 92 ページから 96 ページまでの 16 事業でございます。 

   96 ページをお開き願います。 

   新規事業としまして６次産業化推進事業新たに特産品の開発ということで「米ゲル」

を利用した事業補助金として 80 万円を計上してございます。 

   同じく 96 ページをお開き願います。 

   ５款農林水産業費、１項農業費、４目畜産業費 36 万円。 

   そのまま下に行きまして、農政課所管分が 96 ページから 98 ページまでの湛水防除施設

維持管理事業を除く５事業でございます。１億 6,698 万 3,000 円でございます。 

   100 ページをお開きください。 

   ５款農林水産業費、１項農業費、８目経営所得安定対策費３事業でございます。7,174

万 4,000 円でございます。そのまま下に行きまして５款農林水産業費、２項林業費、１目
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林業費の次の 101 ページにかけましての３事業 19 万 8,000 円でございます。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 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。 

遠藤委員 93 ページの担い手育成支援事業、それと 94 ページの遊休農地解消対策事業、こ

の中身をご説明お願いします。 

農政課長 最初に、担い手育成支援事業についてご説明申し上げます。 

   担い手育成支援事業につきましては、青年就業給付金と新規就農の県補助金を使いま

して認定農業関係、認定農業者を含めた支援をしております。認定農業者の活動費とし

ては 49 万 5,000 円、経営改善支援策としては 850 万円、認定農業者の予算関係の金利補

助としましては 35 万 7,000 円を主なものとして計上してございます。 

   以上でございます。よろしくお願いします。 

     （「遊休農地解消」と呼ぶ声あり） 

農業振興Ｇ長 説明させていただきます。 

   遊休農地解消対策事業につきましては、規格外麦の配布の部分また補助金のほうにつ

きましては、赤クローバーの種の配布ということで遊休農地のほうにまいていただきま

して、土地の飛散等をしないように、土壌の土埃が出ないような形で努めてもらうため

に配布等の事業を行う内容でございます。 

   以上でございます。 

遠藤委員 昨年に比べて、その担い手の育成支援事業というのは、毎年やっているわけだと

思いますが、じゃあ例えば担い手がどれだけ育成できているかなんですよね。新規就農

支援事業もこの中に入っているわけでございまして、予算上は５人を見込んでいるとい

うふうなことが説明書に書いてありますけれども、これ実際に那珂市で農家若い担い手

がどれぐらい今ふえているんですか。 

農業振興Ｇ長 昨年度新たに新規就農使いまして１人ふえております。ただこちらの制度に

つきましては、５年間補助のほうが出ますので、実際に 27 年度で受けている方は新規の

方１人を加えて３名現在ございます。来年度の予算につきましては、今現在相談に来て

いる方が１人いるという部分とあとは１名分は見込みとして予算上は計上させていただ

いておりまして、都合５名を見ているという状況でございます。 

遠藤委員 予算の審議でございますから、お金ですけれども、ただ実際に若い農業者をどう

ふやすかということですよね。昨年は１人という話でもありますけれども、その外の総

合的な施策をもって、若い方にやっぱり取り組んでもらえるようにしなければいけない

んだと思いますが、少なくともこの担い手育成支援事業と銘打って費目を立てているわ

けですので、この額でじゃあ足りているのかというふうな見方からすると、どうなのか。
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あとその担い手としてやっぱり農家で食えなければ就農しないというようなこともある

わけでしょうから、その全体的なこの予算の配分がこれでいいのか。そういったところ

を含めるとどうなんですかね。 

農業振興Ｇ長 この担い手の事業のほうで予算が足りている云々というところは非常に別と

しまして、その新しい担い手後継者になる方を指定している部分はこちらの担い手事業

の中の新規就農の部分の外に市の事業としましては、農業後継者の育成事業ということ

で、後継者クラブ等の活動の補助の部分、また来年度につきましては、やはり若手の方

の意識を高めていただいて将来的にその後継者になる方々が担い手と育っていくような

形で今年度につきましては、産業祭で農業講演会等を行っておりますが、来年はそこの

部分につきまして、その後継者に刺激が出るような方を呼んだ中で、そういった講演会

等を催していきたいと、そういう部分を加えている部分でございます。 

   以上でございます。 

遠藤委員 結局、予算は当然何にどういう目的でどういう事業をやるかということだと思い

ますが、その結果として、じゃあ実際今やっている事業が去年、前年と同じような予算

を消化をして、その結果どうだったか。それをじゃ次年度どういうふうにしたいからこ

ういう事業を組むので予算をこう出していきますよということだと思うんですが、今現

状那珂市の農業の状態として、じゃあその若手、若手だけじゃないかもしれませんが、

担い手が育っているのか。若い新しい人が就農しているのか。そこらはどういう認識で、

それをふやしていくには、じゃあこのメニューでこの金額でいいのかどうかという見解

なんです。それを聞きたい。 

委員長 部長、いかがですか。 

産業部長 はい、お答えいたします。 

   予算のこともありますけれども、今のところ、議員さんからお話にありました担い手

というところは認定農業者と新規就農者、国の補助ということで 45 歳までとかという制

限があるんですが、そういったところの年齢層が担い手育成支援事業に入っております。

先ほど担当のほうから話がありました農業後継者、認定農業者になっている方も入って

いますが、家族経営やっている方の息子さん等もこの中に含まれております。年齢層と

しては、20 代から後継者クラブ等認定農業者、担い手になると八十何歳までという方が

就農、農業についているわけです。その中で農業を規模拡大とかするための農業機械の

助成等も行っておりまして、先ほどお話しした家族経営も含めて携わっていると。新規

就農につきましては、今まで全く農業をやっていなかった方が入るということも含まれ

ていますので、今のところは家族、親子でやっているというところも含めて、それなり

に何人かずつふえておりますので、現在の事業展開というのをこれからも着実に進めて

いきたいというふうに考えております。 

   以上です。 



59 

遠藤委員 ちょっといろんな事業を展開していただく上で、現状としてしっかりまず農家の

方の支援を、おそらく若い方の支援、新規就農の方の要望というのはいろいろと多分お

金の部分というのはどうしても出てきますから、そこらのところはしっかりまず把握を

していただきたいというところと、あともう一つ、遊休農地解消対策、これはもう少し

具体的に何をどうしているのかをちょっと知りたいんですが。この 94 ページの。 

農業振興Ｇ長 １つは、規格外麦という形で麦を 10 月に農家さんのほうに一定の予算の限り

がございますので、その範囲内で畑のほうにまいてもらうために、要は冬場まいて使わ

ない土地のほうでとりあえず緑肥としてすき込む形になるかと思いますけれども、その

ための麦をまず配布している部分が需用費の部分でございます。それと、補助金のほう

につきましては、やはり遊休農地のほうにまいてもらうために、赤クローバーの種のほ

うの購入に対して助成のほうをしているという内容でございます。 

遠藤委員 はい、これはじゃあわかりました。 

花島委員 今の話で余り適切な名前じゃないですね。要するに遊休がそれで解消されるわけ

じゃなくて、農地としてすぐに使えるように維持しているだけに近いような気がします。

今の遊休農地解消対策事業ですか。それともう一つ、聞いていたらかえってわからなく

なってしまったのが担い手育成支援事業で、これはものすごく大事だと思うんですけれ

ども、この項目の中で新規就農総合支援事業というのが 750 万円あるわけですけれども、

この対象というのはもう少し整理してきちっと言ってほしいんですが、全く新たに農業

を始めようという方のみが対象ですか。それとも、係累なり親なりがやっていたものを

新しく若い人が就農するというときにも助けるということなのか。その区別が話を聞い

ていてわからなくなってしまったんですけれども。 

農業振興Ｇ長 新規就農につきましては、国の制度のほうで青年就農給付金という制度がご

ざいます。こちらのほうについては、新たに就農するという形で年齢上 45 歳以下という

形の制限があるんですけれども、その立ち上げの時期で当然収益というか、そこのとこ

ろが非常におぼつかない部分等がありますので、そこを財政的に支援するという制度で

ございます。 

   就農者としては、あくまで新規にその方が営農するという形なので、例えば親御さん

が農業をやっているものについてではなくて親御さんが農業をやっていたとしても、自

分でその分を経営規模を拡大して自分が新たな担い手としてやっていくという場合が条

件になってくるかと思います。ですから、単純に親御さんがやってきたものを引き継ぐ

というものではなくて、親御さんプラスアルファ自分が独立した事業主として農業をや

っていくといった場合に対象になってくるという形なので、まるきり親御さんがいなく

てやっていく場合もありますし、そういう場合もあるというものでございます。 

花島委員 まるっきりない基盤がないところでやるというのは、もうそれははなからわかる

んですけれども、親御さんなりおじさんなんかの場合もあるけれども、その係累がある
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程度やっていて、それを拡大する場合と今のお話でしたよね。それは例えばどのくらい、

だからそれに自分が新たにつくるということも含めてですよ。それはどのくらいふえた

ら認められるんですか。そのほんのちょっとしかふえていないのに認めないということ

はないんじゃないと思うんですが、その区別を。 

農政課長補佐 はい、お答えします。 

   簡単に申しますと、面積とかの基準はございません。原則 45 歳未満の独立また自営就

農者に対して青年就農給付金を給付するものでございまして、みずから農地の所有権、

利用権を持っている。もう一つは主要な機械、施設をみずから所有しているということ

でございます。 

   以上です。 

委員長 よろしいですか。 

花島委員 みずから持っているというのと全くこれから新規というのと一致しないように思

うんですけれども。何もないところにこれから始めるというんだったら結構高額なもの

を支援するというのはわかるんですが、持っているのが前提でなおかつ支援するという

ちょっとよくわかんないんですけれども。独立という点はわかりました。 

委員長 暫時休憩します。 

休憩（午後３時 34 分） 

再開（午後３時 35 分） 

委員長 再開いたします。 

   じゃあ、執行部、回答お願いします。 

農業振興Ｇ長 すみません、もともとの国の大枠の話としましては、２つ分かれていまして、

その給付金のほうは、まず準備型というものがございます。こちらのほうについては、

まず当然農業技術を習得する等の段階ですね。その段階に対する支援のものがあると。

今現在市のほうでやっているのは、その経営開始型という、その次の段階に入っての形

になりますので、当然最初から持っているという機械を持って始めるという、じゃなく

て、１つの一定規模のほ場をまず確保して、その必要な資材をご自分でそろえていくと

いった中の支援で、その最初の５年間を補助していくというのが先ほどの 150 万円とい

う部分でございます。 

委員長 よろしいですか。 

花島委員 大体わかりました。私は別に農業者じゃないんですけれども、周辺の振興策で農

業がすごく大事だと思っていまして、誰かに相談を受けたときに、市にこういう制度が

あるよとある程度こう話ができなければいけないので、その要綱というのを後でもいい

ですからお知らせください。 

委員長 外に質疑ございませんか。 

     （なし） 
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委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

   続きまして、旧余暇活用施設「しどりの湯保養センター」有効活用に係る今後の進め方

についてを議題といたします。 

   執行部より説明を願います。 

農政課長 委員会資料 18 ページをお開き願います。 

   旧余暇活用施設「しどりの湯保養センター」につきまして、有効活用に係る今後の進め

方についてのご報告ということでございます。 

   しどりの湯に関しましては、平成 26 年３月 31 日で閉館となった現在閉館している施設

でございます。経緯としましては、平成 26 年度に「しどりの湯保養センターの有効活用検

討委員会」を立ち上げまして、３つの方向性ということで議会のほうに報告してございま

す。方向性の実現に向けての課題等を庁内で政策幹部会議等を含めまして議論いたしまし

た。 

   改めて３つの方向性、１つは農業施設である地産池消の促進できるそばどころ、２つ目

が倭文織、その他の文化を継承できるような歴史的な体験教室を設置する。３つ目としま

して、多種多様な体験学習、農業を含める体験学習が行えるよう複合型施設とすることで

方向性を示してございます。それに向けました課題等を今回整理いたしました。現状のま

まということで何回か施設に赴きまして関係者を含めた中で議論した結果でございます。 

   その課題がまず１つ目、そばどころでございますが、今の状況で集客というような形、

営利的なことで各関係団体等に一応諮った状況では現在ではちょっとそこを確保できるよ

うな団体がまだ見つからないということでございます。 

   倭文織につきましては、現在瓜連の総合センターらぽーるの２階のほうで活動している

団体でございますが、その団体におきましても、今の状況を見た段階ではあそこにしどり

の休館施設に移動して活動することが現状ではまだ困難ということでございます。 

   ３つ目にしましては、施設の立地、特性、奥まったところですので、体験プログラムの

集客力が今の段階では低いのではないかということが課題として挙げられていました。 

   今後の進め方としまして、まず基本的に先ほど挙げた課題を見まして農業施設の補助金

でございますので、農業特産物等の開発に係る情報発信及び交流の拠点として活用する。

さらにその集客力に向けたことで静峰ふるさと公園を含めた市のシンボルということで、

その対策を相対的に進めた上で地域の活性化を今後進めていくというような考えでござい

ます。当然、委員会のほうから提案された３つの方向性は視野に入れた中での今後の取り

組みということになります。利活用に向けた取り組みでございますが、先ほど新規事業に

上げました６次産業化推進事業、これにつきましては、現在商工会で行っております３分

の１の補助が出ます那珂市特産品開発事業として「米ゲル」技術を活用した特産品の開発

支援ということを考えております。 

   「米ゲル」につきまして、次のページですね、資料をつけておりますので、簡単にご説
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明を申し上げます。 

   「米ゲル」といいますのは、お米をゼリー状、攪拌機に入れまして炊飯したお米をそ

のままゲル状にする技術でございます。この技術に関しましては国の農研機構の食品工

学研究所におきまして特許を得たものでございます。農業振興として那珂市の特産品、

特に農業の主力産物でありますお米の消費拡大については、外の事業でも支援している

ところでございますが、さらに農業の経営所得安定、さらには所得向上に向けた取り組

みとしまして、米価が低下している中での新たな多角経営ですね、そういうものを目指

すというところに着目しまして、今回こちらの「米ゲル」技術を含めた産品開発を提案

しているところでございます。「米ゲル」に関して詳しい説明とまではいきませんので、

お手元の資料を見ていただいてご確認をしていただきたいと思います。 

   ２つ目が、魅力向上ということで、静峰ふるさと公園を一体化として考えた場合、魅

力をさらに増すためにはどのようにしたほうがいいかということで公園の再生計画とい

うものも視野に入れて、しどりの施設と一緒に考えていくということでございます。 

   簡単ではございますが、ご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 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

遠藤委員 この「米ゲル」に関してなんですが、６次産業化推進事業としてこの「米ゲル」

技術を活用した特産品開発支援をしどりの湯でやるということなんですね。商工会等に

対する支援ということですから、これはじゃあ那珂商工会があそこのしどりの湯を使っ

てこの「米ゲル」を材料にした特産品をあそこで開発をする。できたものをあそこで売る

ということなんですか。具体的にはもう少し何をあそこでするんですか。 

農政課長 しどりの施設は農業施設関連でございますので、当然「米ゲル」に関しての「米ゲ

ル」の提供ということで、その辺を農政課としては一緒にやっていくと。ただ商工会の産

品開発につきましては、今年度の産品開発事業に既に申し込んで２月 24 日に市の農産工

房において試食会を展開してございます。試食会の中で当然関係している商工会の菓子部

会の方にも出席していただきまして、それの原料として「米ゲル」の技術提携を自分たち

の支援、それを使った新たなお菓子ですね、菓子部会のほうで検討するような希望的なも

のもつかんでおりますので、それを支援していく。最終的な「米ゲル」の生産までのノウ

ハウを伝えた上で各菓子部会の方が自分のところでつくる。今のところ販売まではできる

という確約はまだとってはおりませんが、今後の展開としては、ノウハウ的なもので進め

て将来的にはそれが販売につながっていくということであれば、いろんな意味で情報発信

の基地として活用するような方向性で今のところは考えております。 

遠藤委員 具体的に話をしていただきたいのですが、今のご説明では最初３つの方向性が出

ていましたね。そば処、あそこでそばを食べさせるようにしましょうよ、あとは倭文織

なんかの体験をしましょうよ、あとは多種多様な体験学習できるようにしましょうよと



63 

いう３つの方向性が出ていて、それが具体的な検討をした結果、どれもちょっと難しい

よとなって、また新たに策を練られた。その利活用に向けた取り組みとしては、１つは

その６次産業化推進事業として「米ゲル」という話ですが、そこで「米ゲル」を使った商

品をあそこで販売をするということなんですか。つまり具体的に何をするんですかという

のを聞きたいんです。 

農政課長 現在商品開発ということを商工会の会員と一緒に提供していきたいなと考えてお

ります。 

遠藤委員 商工会の菓子部会と手を組んでやるのはわかります。多分産品開発っていろんな

試作品をつくったりどうのこうの各お店でやるんでしょう。各お菓子のお店でやること

ですよね。だから私たちは違う、しどりの湯保養センター有効活用に関する今後の進め方

について聞いているんであって、あそこのスペースで何をするんですかというのを聞いて

いるんですよ。 

農政課長 まずはそちらのほうで厨房施設がありますので、そこを有効に使った上でまず「米

ゲル」をそこで製造していくというのを目標に考えております。 

     （「開発するの」と呼ぶ声あり） 

農政課長 「米ゲル」自体はもう実証実験の段階には至っておりますので、今後それを販売を

目標に考えていくということですね。 

委員長 わかりやすい説明をお願いしたいんですが、要するにその「米ゲル」を使って商品

開発をするというのは何をつくっているという、アイスクリームですとか、いろいろある

んでしょうけれども、それをそのしどりの湯でやるということなんですか。施設を使って

厨房を使って。 

農政課長 はい、将来的には販売まで含めた。 

   例えば、具体的にはアイスクリームの製造ですね。あとは洋菓子、パン、そういうも

のを実証実験の段階ではできておりますので、今後それを商品化に向けたものを展開し

ていきたいなと考えております。 

委員長 いいですか、ちょっと私、しどりの湯については、庁内でその方向性を決めて課題

も整理をして、じゃ次「米ゲル」技術を使って特産品を開発していきましょうという厨

房を使うということだけですよね、今のお話ですと。それともう１点は静峰ふるさと公

園魅力向上対策と。総合的に考えていきましょうよという２つが今提案されていると思

うんですけれども、まずその現状ですよね。今使われていませんので、草ぼうぼうで、

玄関の前には古タイヤが置きっぱなし、あるいは危険箇所もきちんとロープも張られて

いない。コーンも置いていない。そういう現実がありますよね。これって非常に何をし

ているんですかという話ですよね。使っていないからもう管理はいいですよということ

ではないと思います。１つ総合的に使うということであれば、グラウンドゴルフ場とい

うのは静峰グラウンドゴルフ場というのがありますので、昔はお湯が施設があったとき
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には皆さんグラウンドゴルフをしてその後一風呂浴びてというような利用もありました。

現在もそのグラウンドゴルフ場は使われておりますので、その前を通って皆さん行き来

をしていますよね。そういうことから言うと、その遊休施設、お休みしているのでその

まま管理はしなくてもいいというような、これは言語道断の話だと思いますし、今はそ

の庁内だけで考えられて、確かに検討委員会というのはあったはずなので、こちらで総

合的に検討されているのかどうかというのと、そのあとは長期的に考えて静峰公園全体

でその要するに観光客を呼んでいろいろそこがたくさん人が来て、八重桜まつりもあり

ますし、静神社もありますし、当然その静峰グラウンドゴルフ場というのもあるんです

よね。いろんな多目的な使い方もできるので、その辺をきちんと整理をして、じゃあど

ういうふうにしていくのが一番いいのかというのがやっぱり考えていただかないと、ち

ょうどこれがあったからいいやということで、これ「米ゲル」はきちんとこれやってい

ただかなくてはいけないと思いますので、そういうふうに今後とも開発についてはやっ

ていただきたいんですけれども、このしどりの湯保養センターの有効活用ということか

らすると、もう少しきちんと考えていくべきじゃないかなというふうに思うんですけれ

ども、いかがですか。 

農政課長 28 年度の予算としましては、しどりの湯が全館使えるような形で予算化を計上し

てございます。現在は閉館的な状況ですので、週１回くらいの見回りと清掃・点検、職

員とシルバーに頼んでその辺の管理はしている状況ですけれども、閉館と同時にランニ

ングコストを考えた上で電気代関係ですね、そういうものをいろんなものをちょっとダ

ウンさせているような状況でございますので、今年度 28 年度におきましては、３つの提

案に沿うような形を含めた上で、イベント等をやって調査をして、あと関係しているよ

うな機関、例えば歴史探訪教室、そういうものがある。あるいは生涯学習課のほうで子

供たちを遊ばせるようなふるさと教室等がありますので、そちらも庁内の会議等の中で

関係各課のほうに働きかけて、一応予定としては年内にそういうものをやっていく上で

いろいろ調査をして、どんどん計画性に向かって進んでいくというような形で現在は考

えております。 

委員長 ちょっと私は余り、委員長なので。今短期的なお話で遊休、遊ばせたままではいけ

ないので、活用していきましょうというお話だろうと思うんですけれども、加えて長期

的なお話も当然必要なので、先ほどはゲルのお話しか出ていませんでしたので、お聞き

はしましたけれども、やっぱりその何でしょう、きちんとこうフレームができていない

んですよね。どうしていくというのが。だからここはきちんとそのための予算どりであ

ろうと思いますし、毎年閉めていても 380 万円ぐらい管理費がかかっていますので、そ

れは短期的に今みたいな使い方もこれは有効なんでしょうけれども、その辺はやっぱり

きちんと長期的に今考えていくというお話なんでしっかり考えていただきたいなと思い

ますけれども。 
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産業部長 今お話あったようなことで今後進めようとは思っております。それで担当課長か

らも話ありましたけれども、新年度につきましては、ある程度イベントを八重桜まつり

期間以外にでも旧しどりの湯とかそういったものをやりながら集客力を集めていくと、

そういうところで静峰ふるさと公園魅力向上と一体的に進めていこうということです。

その端緒としまして、なかなかそばとかというのはすぐに恒常的な営業というのが難し

いところがあると。幸いにも「米ゲル」の製品化、商品というところが見えてきたと。

それで旧しどりの湯を使ってそういった「米ゲル」の開発をやりながら持っていこうと

いうことです。「米ゲル」、先ほどの絵にあった真ん中のところで「ダイレクトＧｅｌ

転換」というので、ちょっと絵が見えていないですが、その「米ゲル」を製造する機械

というものがありますので、そういったものをしどりの湯に置いておいて、市内の事業

者に参加してもらってやるとか、試食してもらうというのを進めながら製品の確立をし

ていこうということも考えております。これがその次の段階としましては、検討委員会

26 年度に出していただいたような３つの方向性というのがありますので、そういったも

のを加味しながら最終的には静峰公園と旧しどりの湯をうまく活用しつつ集客、市の魅

力発信というところにたどり着ければいいなと。それは 28 年度新規に新年度すぐさま進

めていこうというような考えですので、ご理解いただければなと思います。 

遠藤委員 なかなかわからないですよ。じゃそもそもまずこれ今後の方向性がある程度決ま

ったというふうに報告できる段階の書類なんですか。過去の３つの方向性がなかなかう

まくいかなかったよという報告はこれであっていいと思いますが、今後何をするかとい

うことがもう少し具体的に見えて話を聞いてもわからないですね。だから「米ゲル」と

いうふうなものを使ってやる可能性は方向性は考えますよというような、それはそれで

わかります。それをなぜしどりの湯で、しかもそれをどういうふうにしてやるかが説明

が具体的じゃない。それは今ここで常任委員会で報告できるぐらいの内容になっている

んですか。 

産業部長 お答えいたします。 

   確かに具体性というところでは、「米ゲル」とか一部イベントというところですが、

その外年間通してもっとというところも考えていかなければならないとは思います。お

叱りのお言葉ですけれども、今回は中間ということで考えていただいて、完成形にはま

だ至っておりませんので、もうちょっと熟度を上げたところでまたご報告できるように

したいとは思っております。 

   以上です。 

委員長 よろしいですか。 

   外に質疑なければ、これで質疑を終結いたします。 

   続きまして、もう一つ案件がございますので、「那珂市農業振興補助金交付要項の一部

改正」及び「那珂市土地改良事業補助金交付要項の制定」について、こちらを議題といた
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します。 

   執行部より説明をお願いします。 

農政課長 委員会資料の 19 ページをお願いいたします。 

   「那珂市農業振興補助金交付要項の一部改正」及び「土地改良事業補助金交付要項の制

定」についてのご説明でございます。 

   お手元の資料でございますが、以前比較対照表というよりは今の要項が那珂市農業振興

補助金交付要項ということでございまして、前回の改正が昭和 57 年既にもう 33 年余りた

っているような状況でございます。これに基づきまして現在の米価の下落、そういうもの

を反映した中で、今回新たに見直して那珂市土地改良事業補助金要項として制定するもの

でございます。 

   補助率についてご説明申し上げます。合計で、来年の 28 年度の市の予算は全部で 430

万 2,000 円の計上でございます。まず国及び県の補助があるものということでございます

が、こちらに関しては、国の補助が 50％あるいは県の補助が 25％、そういうものについて

は 10％以内の市の市財の持ち出しということになります。 

   次の状況、国または県の補助金申請の有無は問わないということございますが、実際に

は土地改良区等の事業費の 25％以内ということでございます。来年度調査の結果では、１

土地改良区のほうから 1,000 万円の事業の計画要望がございました。それに 25％の補助を

いたしまして市のほうの補助が 250 万円を予定しております。 

   次に、どこからも国あるいは県からも一切交付金と補助金が出ないもの、俗に言う農家

の方が直接負担しなくてはならない個人ではなくて、この場合は水利組合というような形

になってくると思いますが、調査の結果、７組織でそういう申し出がございました。その

申し出の予算計上が合わせてあと改良区が１件ございますので、その辺で 170 万円の予算

計上をしております。 

   以上が簡単ではございますが、新しい交付要項のご説明でございます。よろしくお願い

いたします。 

委員長 説明が終わりましたので、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 ないようでしたら、質疑を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

   執行部は入れかえをお願いします。 

休憩（午後４時３分） 

再開（午後４時５分） 

委員長 再開いたします。 

   商工観光課が出席しております。 
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   議案第 46 号 平成 28 年度那珂市一般会計予算（商工観光課所管部分）を議題といたし

ます。 

   ６款商工費、１項商工費、１目商工総務費、２目商工振興費、３目観光費について、執

行部より説明を願います。 

商工観光課長 商工観光課長の中庭です。外２名が出席をしております。どうぞよろしくお

願いいたします。 

   それでは、予算書の 101 ページをお開き願います。 

   ６款商工費、１項商工費、１目商工総務費、本年度予算額 6,650 万 1,000 円、主に商工

観光課職員９名分の人件費でございます。 

   続きまして、同ページ下段から 103 ページまでをお開き願います。 

   ２目商工振興費、本年度予算額 5,692 万 2,000 円、主に中小企業振興対策事業における

自治金融信用保証料及び利子補給に対する補助金や市商工会への補助金など、また新規事

業といたしまして、企業コーディネーターを配置し、商工業者に対しての相談及び支援を

行うよろず相談事業など、企業立地促進事業を除く９事業に要する予算でございます。 

   続きまして、103 ページから 106 ページまでをお開き願います。 

   ３目観光費、本年度予算額 6,083 万 5,000 円、主になかひまわりフェスティバル事業、

八重桜まつり事業、菅谷まつりへの開催補助事業、市観光協会への団体補助金また、静峰

ふるさと公園や一の関ため池親水公園の管理事業など、11 事業に要する予算でございます。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明が終わりましたので、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 ないようですので、質疑を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

   執行部は入れかえをお願いします。 

休憩（午後４時８分） 

再開（午後４時９分） 

委員長 再開いたします。 

   これより、議案第 46 号 平成 28 年度那珂市一般会計予算の討論及び採決を行います。 

   まず、討論に入ります。 

   討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 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 46 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。 
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     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしと認め、議案第 46 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、執行部から提出いただきました案件は全て終了しました。 

   暫時休憩いたします。 

   執行部はここで退席となります。 

   長時間にわたり大変お疲れさまでございました。ありがとうございました。 

休憩（午後４時 10 分） 

再開（午後４時 13 分） 

委員長 それでは、再開の前に土木課さんのほうで資料がまとまりましたので、ちょっとそ

の説明を許可いたします。 

土木課長 お世話になります。まず 1 枚目としましては、福田委員さんからお話がありまし

た道路の整備路線の採択状況ということで資料を出させていただきました。27 年度末の

要望路線の合計としましては 142 本ほどございます。それで 28 年度何路線か完了します

ので、その中で 28 年度末には 135 路線が積み残しといいますか、残っている状況になる

かと思います。それと、採択件数の表の見方なんですが、括弧にございますのが、括弧

の数字は地元から申請が上がった件数で括弧の外がその中から採択された件数でござい

ます。 

   それと、遠藤委員さんからお話がございました通学路の交通安全プログラム、この中

の資料で 26 年と 27 年につきまして、通学路の交通安全プログラムという位置づけの中

で、ＰＴＡ等から要望された路線とそれに対する対応策等で記入しております外側線の

引き直しとかそういった土木課に関する部分が済んでいる部分等がございます。同じよ

うに、３枚目以降なんですが、27 年度要望で出された部分等についての交通安全プログ

ラムでの回答一覧でございます。 

   以上でございます。 

委員長 ありがとうございました。じゃあ、退席をお願いします。 

   それでは、再開いたします。 

   最後の議題になりますけれども、請願がありましたので、請願第１号 ＴＰＰ協定を国

会で批准しないことを求める請願について議題といたします。 

   事務局に請願の内容を朗読させますので、お願いします。 

書記 それでは、請願第 1 号を朗読いたします。お手元に写しのほうをお配りしているかと思

いますので、ご用意ください。 

   請願第１号、平成 28 年３月２日。 

   提出者のほうが団体、農民運動茨城県連合会県北農民センター、代表者堀江鶴治様です

ね。紹介議員は花島議員でございます。 

   ＴＰＰ協定を国会で批准しないことを求める請願。 
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   請願趣旨でございます。 

   ＴＰＰ環太平洋パートナーシップ協定は、２月４日に調印を終え各国での批准作業に移

りました。政府は交渉過程での秘密主義に続き大筋合意後もその全容を示さないままＴＰ

Ｐ対策費を含む補正予算を通し、約 2,900 ページとされる協定及び付属書の公表も２月２

日となるなど、きちんと精査する時間も与えないで国会に批准を求めようとしています。

国や地域、さらには国民生活にかかわる重大な協定の可否を判断するにはこのような拙速

な手続はふさわしくありません。 

   一方ＴＰＰ協定は、少なくともＧＤＰで 85％以上、６カ国以上の批准がなければ成立せ

ず米国と日本のいずれかが批准しなければ成立しません。今行われている米国大統領選挙

の候補者のうちＴＰＰ大筋合意支持は少数派であり、米国の批准は早くても 11 月の大統領

議員選挙後と見られています。米国の状況とは無関係に今国会中に成立を目指すのは余り

にも拙速過ぎます。協定の内容も問題です。米麦での輸入枠の拡大、牛豚肉での関税引き

下げなど、重要農産品５品目全てで大幅な譲歩を行い、加えて重要５品目の３割その他農

産品では 98％の関税撤廃を合意しています。さらには、政府が守ったとしている重要５品

目の例外も７年後に米国など５カ国と関税撤廃について協議が義務づけられているなど、

今示されている合意は通過点に過ぎず全農産物の関税撤廃が迫られるおそれがあります。

これでは地域農業は立ちゆきません。また透明性や既成の整合性確保を理由に医療をはじ

め、健康や暮らしを守るさまざま規制、制度にかかわる各種審議会に参加国企業からも意

見を表明できる規定さえあります。ＴＰＰと並行して行われてきた日米２国間協議ではア

メリカからの規制緩和要求を担当省庁が窓口になって規制改革会議に諮るという執権放棄

に等しいことにまで踏み込んでいます。 

   以上の趣旨から、下記の事項についての意見書を政府関係機関に提出することを請願し

ます。 

   請願趣旨でございます。 

   １、国会決議に違反するＴＰＰ協定の批准は行わないこと。 

   めくっていただきまして２枚目がこの請願趣旨にのっとった意見書の案でございます。 

   内容につきましては、１枚目の請願の内容と同様のものでございます。こちらにのっと

りまして衆議院議長及び参議院議長に対しこの意見書を提出していただきたいという内容

のものでございます。 

   請願については以上でございます。 

委員長 それでは、この請願について協議を行いたいと思います。 

   ご意見ございませんか。 

花島委員 紹介議員になりまして、本当は何か違う人でやると…… 

委員長 代理を立てないということで、当委員会のメンバーはね。 

花島委員 決まる前だったので、しようがなくこういうことになっています。まずそれをお断
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りします。 

   これは私自身は細かいことは知らないんですけれども、基本はＴＰＰ環太平洋周辺の各

国の間でいろんな関税とか規制ですね、それを撤廃するという方向の協定です。ただ完全

に撤廃するのではなくてそれぞれやはり交渉の中で一部制約したりするんですが、基本は

いろんな規制を撤廃しているということです。規制といいますと、何かこう事業の邪魔を

するばかりというふうに考えるイメージもある方もいらっしゃいますが、実際にはいろん

な安全を守るという点、例えば食品とかあるいは農産物なんかで言えば日本では収穫後の

農薬を強く使うことは禁止されていますけれども、アメリカではそれは普通に行われてい

ますので、そういうことを全て１つの基準でやるという方向が大きな問題ですね。私の個

人的考えで言えば、ここに書いてあるような米国の経緯は余りどうでもいいというか、日

本がどう考えるかだけなんですけれども、ここに書いてありますので、若干紹介しますと

今大統領選挙の前の予備選挙がアメリカで行われていますけれども、民主党のサンダース

氏がかなり強く反対しています。もともと一方のもっと有力と言われているクリントン氏

は国務長官でＴＰＰを推進してきた方なんですけれども、サンダースの勢いで民主党の多

くの方がサンダースの意見に賛成するということから、ＴＰＰ反対に転じております。そ

ういうことで、先がよくわからないという状況があります。 

   それを置きまして、やはり私自身は一番問題なのは我が国の国としての独自性というん

ですかね、それが損なわれるというのが一番気になっているところです。農業に関して言

えば、独立制の外に食料自給率という要素がありまして、現在の農業がすたれていってい

る状況はある程度やむを得ないこととは思っていますが、これがＴＰＰでいろんな関税障

壁なんかが緩和されたりなくなったりすると、さらに大きなダメージになると。それは今

の資本主義の経済原理の中である程度やむを得ないというふうに見る見方もありますけれ

ども、それがその成立しているのは、特にエネルギー事情ですね、エネルギーといっても

電気をつくるという意味じゃなくて、物流のエネルギーです。それが安いということが前

提のシステムです。それから国際関係がある程度安定しているということで成り立つシス

テムです。それがずっと続くとは限りません。何か国際関係が不安定になったときに急に

物事が入らなくなったりすると、じゃあ自給できるかといったら一旦縮小した農業をさら

に立ち上げるというのは非常に大変で、自給率はある程度は下げるべきではないと思って

います。そういう点でも、ＴＰＰでその自給率低下が加速されるのは非常に気になってい

ます。あるいは医療などでいえば、日本では禁止されている薬剤が例えばアメリカなんか

の要求で禁止してはいかんと。医療、薬品なんか新しい薬品で新しい治療ができるという

期待することは多いわけですけれども、それだけじゃなくて、やはりちゃんとしたチェッ

クを済んだ薬品じゃなければ市場に出すべきじゃないという原則もありますが、そういう

ものが日本の規制が認められなくなっていくということがあるということでそれが先ほど

言った独自性ということですね。そういう観点から私もこのＴＰＰに反対するということ
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に賛成です。 

   以上簡単ですが、説明。 

福田委員 今回のこの件については、これ例外として扱っているわけでしょう。会議規則から

言って、そうですよね。そういう方にこの紹介議員が長々と今のこの内容、これはみんな

見てわかっているわけだから。そういうことを発言するということ、発言させるというこ

と、これにちょっと疑問感じますよ。いかがですか。 

議長 今回はですね、先ほども申しましたように、新人さんの議員さんで要するに議会の規則

がわからなかった。それからどこに委員会に所属するのかわからなかったということで、

事務局なんかと相談して要するにこの請願は一応受けましょうと。そして今日のあれを迎

えたわけでございますので、これからは所轄の委員さんはその所轄に関しての請願の紹介

議員にはならないということが規約がありますので、それは守っていただきたいと思いま

す。これは特別例外ということで。 

委員長 外にご意見ございますか。 

遠藤委員 意見の前によくある確認ですが、こういった趣旨のこの請願団体出ておりますけれ

ども、これは同じような趣旨で外の市町村議会には出ているんですか。 

委員長 事務局、どうぞ。 

事務局次長 私のほうからお答えさせていただきます。 

   請願の陳情者に確認いたしましたところ、県北エリアの市町村には請願のほうは提出し

ているというところでございますけれども、時期的に間に合わなかったところもあるとい

うことです。この近隣におきましては日立市につきましては、請願受理、委員会のほうも

審議済みで不採択となったということでございます。水戸市、常陸太田市につきましては、

受理済みでございまして、これから委員会の中で審議をするということになってございま

す。ひたちなか市、常陸大宮市につきましては、提出はないということでございます。 

   以上でございます。 

遠藤委員 わかりました。 

   ではこの請願の内容に関して私の意見を申し上げますけれども、まさにＴＰＰに関しま

しては、今紹介議員の花島議員おっしゃったような内容の観点があるかというふうに私も

認識をしております。これもかなり広範囲にわたった諸国間の取り決めということでござ

いますので、いろんな分野、各種団体それぞれの主義主張があろうかなというふうに思っ

ております。そういった意味でも、今まさに通常国会で審議中というようなことでござい

まして、まさにこれが国益を損ねるか、損ねないのか、逆に国益としては守られるのか、

こういった広範囲な審議を今真っ最中だというふうに私も各種報道で認識をしております。

そういった意味で、このＴＰＰそのものに関して、これが日本にとって是か非かという判

断は、残念ながら地方議会の中ではなかなかこれを審議する、もしくはこれについて是か

非かという物を言うというのはちょっとふさわしくない部分があるのかなというふうに私
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個人としては感じております。この請願の趣旨の行動自体が、おそらくはそもそもこの国

会決議に違反する批准を行わないことというふうな是か非かの部分まで踏み込んでいるも

のでございますので、なかなかこの市議会の決定の裁量をちょっと超えるかなと私個人的

には思うものですから。この請願趣旨の内容そのものはおおむね心情は理解をするもので

ございます。ただ、これをそのまま那珂市議会として採択というのは難しいのかなと、私

個人的には思っておりますので、これは採択はなかなか厳しいというふうに思っておりま

す。 

   以上であります。 

委員長 外にご意見ありませんか。 

     （なし） 

委員長 なければ終結いたします。 

   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 ないようですので、討論を終結いたします。 

   これより請願第１号を採決いたします。 

   本案は挙手により採決をいたします。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

     （賛成者挙手） 

委員長 賛成少数と認めます。 

   よって、請願第１号は不採択とすべきものと決定いたしました。 

   本日の議題は全部終了いたしました。 

   大変長時間にわたりましてお疲れさまでございました。 

   以上で産業建設常任委員会を閉会いたします。 

閉会（午後４時 28 分） 

 

   平成 28 年６月３日 

    那珂市議会 産業建設常任委員会委員長  寺門  厚  

 


