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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６月20日（月）午前10時 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席委員 委員長 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 宮本 俊美       財政課長 茅根 政雄 

     財政課長補佐 飛田 良則    産業部長 佐々木恒行 

     農政課長 加藤 裕一      農政課長補佐 柏  正裕 

     建設部長 小泉 正之      都市計画課長 根本 雅美 

     都市計画課長補佐 今瀬 博之  上下水道部長 石井  亨 

     下水道課長 植田 孝二     下水道課長補佐 箕川  覚 

     外関係職員 

会議事件と概要 

     （１）議案第63号 平成28年度那珂市一般会計補正予算（第１号） 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （２）下水道事業地方公営企業法適用方針について 

       概要：下水道事業、農業集落排水事業について平成32年度から適用する。 

     （３）那珂市区域指定について 

       概要：第12号指定に限り指定を行う方向で検討中。 

     （４）産業建設常任委員会の調査事項について 

       概要：道路及び下水道についての調査を行う。 

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

ただいまの出席委員は６名でございます。欠席委員はありません。 

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、副市長ほか関係職員の出席を求めております。 

職務のため、議長及び議会事務局職員が出席しております。 
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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。 

産業建設常任委員会に付託された議案の審議でございます。最終日の委員長報告がスム

ーズにできますよう、慎重なるご審議をお願いいたしまして、あいさつといたします。 

どうもご苦労さまです。 

委員長 はい、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 はい。改めましておはようございます。 

本日は産業建設常任委員会ということでございます。 

案件につきましては３件でございます。執行部といたしましても、丁寧な説明を心がけ

てまいりますので、ひとつどうぞよろしくお願い申し上げます。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

これより議事に入ります。 

本委員会の会議事件は別紙会議次第のとおりであります。 

初めに、議案第63号 平成28年度那珂市一般会計補正予算（第１号）を議題といたしま

す。 

財政課より一括して説明をお願いします。 

財政課長 はい。財政課長の茅根です。ほか関係職員が出席しております。 

どうぞよろしくお願いします。 

それでは、議案第63号 平成28年度那珂市一般会計補正予算（第１号）についてご説明

いたします。 

説明につきましては、当委員会の所管の部分についてご説明いたします。 

８ページをお願いします。中段になります。 

５款 農林水産業費、１項 農業費、３目 農業振興費、352万6,000円。 

７款 土木費、３項 都市計画費、３目 まちづくり事業費、700万円。 

以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 はい、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 ないようですね。 

ほか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 はい。それではなしということで、討論を終結いたします。 
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これより議案第63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 はい。異議なしと認め、議案第63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します。 

  休憩（午前10時４分） 

  再開（午前10時４分） 

委員長 はい、再開いたします。 

下水道課が出席をしております。 

那珂市下水道事業地方公営企業法適用基本方針についてを議題といたします。 

執行部より説明をお願いします。 

下水道課長 下水道課長の植田です。ほか３名が出席しております。 

よろしくお願いします。 

那珂市下水道事業公営企業法適用基本方針についてご説明いたします。 

資料の29ページをお開きください。 

まず概要です。 

平成27年１月、総務大臣から公営企業会計の適用の推進について通知され、公共下水道

については平成32年度会計までに地方公営企業法を適用、また農業集落排水事業について

もできる限り移行することとされております。 

当市の下水道事業においても施設の老朽化、人口減少による料金の収入の減少等により

経営環境が厳しさを増す中で、将来にわたり安定的な事業継続をしていくためには、中長

期的な視点に立った計画的な経営基盤の強化と、財政マネジメントの向上を図ることが求

められているところです。 

このため、みずからの経営状況を正確に把握し、公共下水道事業、農業集落排水事業並

びに水道事業の共通業務の一元化をはじめとする効率化を進めることができるよう、平成

27年９月補正で公営企業会計適用推進事業を予算計上し、基本的な方向性について那珂市

下水道事業地方公営企業法適用基本方針を取りまとめたところです。 

今後、この方針に沿った計画的な法適用移行事務も進めてまいります。 

２番目として、基本方針の要旨です。 

対象事業として、公共下水道事業、農業集落排水事業を両方とも適用をしていきます。 

適用範囲として全部適用、管理者非設置を適用していきます。 

適用時期については平成32年度会計から適用していきます。 

これらの理由ですけれども、後ろに法適用の基本方針概要版を添付しております。 

そちらの３ページをお開きください。 
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まず対象事業として公共下水道事業、農業集落排水事業の両事業を法適用していきます

が、その理由として、両事業とも下水道課として一体的に運用しており、会計上も一体的

な運用が効率的であること、また、農業集落排水事業については、全７地区のうち６地区

が完了し、最後の酒出地区が平成32年度の整備計画の完了を見込んでいること等を踏まえ

まして、同時適用をしていきます。 

続きまして法の適用の範囲です。 

公営企業法全部適用、管理者非設置を採用します。 

理由としまして、那珂市の水道事業については全部適用、管理者非設置としており、水

道事業との共通の業務の一元化など、一体的な運用を推進することとし、公営企業全体の

事業運営、組織体制の効率化を目指します。 

適用時期については、平成32年度会計から移行していきます。 

３の今後のスケジュールです。 

４ページのほうに適用スケジュールのほうを記載しております。 

今後のスケジュールとしまして、平成27年度に法適化基本方針づけをしました。 

そのほかに資産の確認と情報収集を行ってまいりました。 

今年度は公共下水道事業並びに農業集落排水事業にかかる固定資産の調査及び評価を行

ってまいります。 

以後、固定資産台帳システムや企業会計システムの構築、条例等の制定の整備及び関係

省庁関係の各種届けを行ってまいりたいと思っております。 

あわせて関係各課との運用検討の調整を順次行ってまいります。 

なお、２ページのほうですね、概要版の２ページのほうに公営企業法適用の効果につい

て載せておりますが、効果として会計情報の明確化、使用料の適正化、効率化によってサ

ービスの向上、住民、議会によるガバナンスの向上という効果が期待されることから、今

後運用検討の整備を順次行ってまいります。 

説明は以上です。 

委員長 はい、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。 

福田委員 今、冒頭ね、施設の老朽化、こういうことが今これも資料にうたわれていますけれ

ど、下水道が普及してもう既にこの老朽化が進んでいる地域、それからまだまだこの見通

しが立っていない、この格差。 

それと同時にですね、今後のこの方針、あるいは目的、これには何といいますか、見通

しが立っていない地域のことが、全然うたわれていない。 

この辺はどうなんですか、これ。 

下水道課長 公共下水道については57年度から事業着手しております。委員さんもおっしゃっ

たとおり施設の老朽化は進んでいる状況にあります。 



 - 5 - 

もう１点は今後の整備の見通しという方向性かと思います。一応、今回の法適用の効果

として、やっぱり経営上も踏まえた整備手法ということで、あわせて検討していかなけれ

ばならない事項だと思っております。法適化に向けた推進事務の中で、その辺の整備計画

も踏まえた中で、下水道審査会のほうも踏まえた形でちょっと検討していく考えでおりま

す。 

今のところはちょっと方向性が。 

福田委員 だからね、これにはうたわれていないでしょうということを言っているんですよ。 

それだけの格差がありながら、今後の方針として、目的として、これにはうたわれてい

ないでしょう。 

下水道課長 今回は法適に向けた推進事務になってきますので、その中で資産関係も確認した

上であわせて検討していきたいと思っております。 

福田委員 ちょっとその答弁では、我々は理解はできないよ。 

すでに老朽化。供用開始されて数十年経っている。それから全く見通しが立ってない地

域、これの格差なんですよ。これが一番大事でしょう。違いますか。 

それに今回のこの方針がうたわれていないということが我々としては残念だなと、これ

を言っているわけですよ。 

だから少なくともね、やはり今後の対応について、この資料にうたわれていないという

ことを私は指摘をしている。 

以上です。 

委員長 ほかに。 

はい、花島委員。 

花島委員 幾つか質問したいんですけれど、会計基準を変えるということのように思うんです

が、そのメリットがここに書いてあるだけではもうひとつよくわからないです。 

要するに、企業会計として、普通の一般会計とは半分独立にして、なおかつ農業集落排

水事業と公共下水道を一つにまとめて会計基準にしてっていうことになると思うんですけ

れど、例えば福田さんがおっしゃったように新規建設しなければならないとか、老朽化の

やつをそろそろ手を入れなければならないという時期が来るかもしれない。そういうとき

に、会計基準で、一企業会計でやっている中でおさまらないですよね、きっと。それに、

仮におさめるとしたら、今までやってきた、もう既にできているところの住民と、それか

ら新規につくらなければならないところにどういうふうに負担をかけるのかとかいう方針

がちょっと見えないんですけれど。 

聞きたいのは、要するにこれは単に会計基準とか整理の仕方だけの問題なのか、将来に

下水道をどういうふうにしていくのかということが、福田さんがおっしゃったようにない

んだと思うんですよね、この中には。 

そういうふうに考えていいんですか。 



 - 6 - 

下水道課長 今までの一般会計、特別会計の中では、それからその企業会計に移るわけなんで

すけれども、その中ではその資産状況、今後の経営状況等が明らかに見えて来ていない状

況になります。 

今後整備するに当たっての、その辺の状況を執行部のほうも把握した中で整備計画の見

出しの根本となるデータ整理を含めた形で考えていかなければならないかと思っておりま

す。その根本となる、公営企業法の適用を、今回まずは行っていきたい。その後に先ほど

の福田委員さんもおっしゃったように、整備の格差ですね、その辺が明らかになってくる

かと思います。それと維持管理費も踏まえて。 

その時点で再度ご報告のほうをしたいと思っております。 

委員長 はい、わかりました。 

じゃあ、ちょっといいですか。 

今ちょっと執行部のほうの回答をいただいたんですが、基本的にこれは管理会計に移行

するので企業会計に入れますよっていう、きっちり管理していきましょうというお話です

けれども、基本的に今福田委員も言っていますし、花島さんも言っていますし、下水道事

業って150億近い赤字を、借金を抱えてですね、この30年返済、長期ではありますけれども、

経営的に非常に厳しいですよね。 

新規の整備もままならず、それも今後どうするかという方針もきちっと示していただか

ないと、管理会計だけ変えて経営をしっかりやっていきましょうと言ったって、その辺は

無理じゃないですか。矛盾していますよね。 

これ施行部はどう考えていますか。ちゃんと考えていますか。 

もっと言えば、きょうこの場で管理会計の説明をするんじゃなくて、さらに同じ、未整

備地区については将来的にこういうふうに考えています、配管にしたってもう30年過ぎて

いますし、老朽は当然進んでいますしね、入れかえしなくてはならないと、このお金はど

うするんだという部分もあります。 

これは公共施設マネジメントで、市全体で効率化をやって延命策をやって、その中で浮

かしたお金でというお話だろうと思いますけれども、その辺もあわせてね、お聞かせいた

だかないと、国から期限つきで公営企業会計やれと言われたからやるということじゃない

と思うんですけれども、その辺の話がちょっと見えないんですね、きょうの説明では。 

これ部長どう考えいるんですか。 

上下水道部長 はい。先ほど福田委員ほか皆様からありましたとおり、老朽化に関して、老朽

化というか今後の整備に対してもうたっていないだろうということがございます。 

今回ですね、私どもはあくまで資産を全部調査して、なおかつ経営計画を立てたいと思

います。その中にですね、当然皆さん今ご指摘のように、昭和58年から旧那珂町のほうで

下水道整備始まっております。約30年ですか、もうなってきますので、その老朽化の問題、

それをどのように対応していくか。それと先ほどからありました、まだまだ未整備地区が
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かなり残っているというものもあります。 

そういうものを全体としてとらえてですね、今後、当然公会計もあります。下水道審議

会もございます。それを一体としてその中で審議して、今後の整備計画、また老朽化の計

画等も考えてですね、また、当然議員の皆様にもそういう考えをお示しして進めていきた

いということで、今回公営企業会計のですね、基本計画を示したわけでございます。 

何とぞご理解いただいて先に進めていければなと思うんですが。 

福田委員 あのね、これ国の方針。総務省からの。これはわかりますよ。 

だけどね、国は既に供用開始されている、いわゆるまだ着工もしていないところに対し

ての今回のこの方針と違うんですよ。そうでしょう。 

これはあくまでも供用開始されているところに対して老朽化とかっていうことをうたっ

ているわけです。だけど本市の場合にはまだ四十数％、三十数％、公共下水道の普及率。

そういうところにこれは当てはまりますかっていうことを私は言っているの。 

国は、あくまでも今回のことっていうのはね、これはもう普及されているところに対し

ての今回の方針であって、普及されていないところはもう置いてきぼりにされちゃってい

るでしょうと、これを指摘しているんですよ、私は。 

どうですか、この辺。 

上下水道部長 はい。ご指摘のように私どもの那珂市のほうの整備でございますけれども、全

体から見ればまだ４割弱。当然、ご指摘のとおりここの会計に至るにはある程度の整備が

済んだときがいいだろうというのもございます。 

ただ、私どもとしましてはですね、議員さんもそうですが市民の皆様方に、要するに今

の料金体系が適正か、今のお金をこれだけつぎ込んで、収入はこれだけで、それがこの使

用料になっていますと。 

あとは当然どのくらいの収益が上がっているのかというのを明確にですね、皆さんない

し市民の皆様に情報提供していくというのも必要かという考えで、今回法適化ということ

で進ませていただければと考えております。 

花島委員 私は当選する前からこのことを考えていまして、普通に考えたら３月の議会の質問

でも言ったように那珂市全体で当初の計画どおり下水道、公共下水道を整備するのは無理

がありますよね。それは認識しているでしょうかね。 

要するにまだ40％くらい、それで残りの60％というのはさらに人口の薄いところに多分

いくと思うんですよね。そこに既に今でさえ１人当たり130万円以上のお金がかかっている。

するとかかる費用、それからこれから保守に必要な費用を考えたら、下水道にそれほどの

お金をかける価値があるのかって、当然の結論になると思うんですよ。 

企業会計じゃなくても僕は実際は、おっしゃるような公的なお金を幾らつぎ込んで、い

くらかかって、それで収入があってっていうのは計算出ると思います。だから、これの本

質は基本的には国に言われているからやるということだと僕は思っているんですよね。 
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だけど、これを機に収支関係を明らかにして、それで根本的に計画を見直してほしいと

思っています。周辺地域にまで下水道をやる価値が本当にあるのか。 

それから、下水道がなければ本当に文化的な生活ができないのかといったら全然そうは

思っていないです、私は。 

私のところも下水道なんかないです。だけどきれいに処理してやっていますんでね。 

これからは、ちょっとそれは多分住民の方も役所の方も下水道に対する思い込みが多分

あって、なかなか転換できないと思うんですが、思い切った考え方の転換が必要だと思い

ますね。 

ですからそのベースになるきちっとした、投資が幾ら必要で、どれだけ収入があって、

維持にどれくらいかかってっていうのは、精査するという意味では賛成なんで、これを機

会にやってみるのも私はいいかなと思います。企業会計への転換ですね。 

須藤委員 今花島委員が言われたけれど、住宅地によっては活用面積が、すごく小さく土地の

中でうちをつくって住んでいる方が多いですよね、南のほうに。どうしてもほかから入っ

てきて。そういうところで、どうしても浸透式じゃあもう間に合わない。だから下水道に

ついては市民の方、もううちのほうにとっては一番の要望なんだよね。 

今いろいろ話を聞いているといつ本当に那珂市が終わるのか。 

これ５年置きで見直しか何かやっているんですよね。ことし見直しの時期かな、きっと。

32年からやるやつ。審議会とか何かでいろいろ審議して。来年かな。 

だからそういうこともやっていくんだろうけれども、部分的にこうやって、本当に福田

委員が言われたようにいつ、どこが終わるんだか全然わからない。 

那珂市に住んでいても私らの時代は下水道は見られないよというような意見もあるので、

やっぱり全体的な計画をしっかり組んで、早急な予算をやっぱり思い切ってつぎ込んでい

かないと、いつになったって追いつかないよ。 

老朽化。こっちが始まらないうちから老朽化。お金かかるからやらなくちゃならないけ

れど、そっちは新規ができない。面積が少なくなってくる。 

だから、全体的にやっぱり今計画されている何期工事とあるかもしれないけれど、そう

いうところもしっかり見直ししてやっていかなければならないと思う。 

今の計画でいったらいつ頃終わるんですか、那珂市は。 

下水道課長 お答えします。 

いつになるかというのは、多分見通しはつかない状況ですね。 

先ほど言ったように今回企業会計を適用しまして、その整備計画も踏まえた、整備計画

の見直しを含めた形で、今同時に進めようとしております。 

具体的な内容は、基本的には企業会計のほうの経営状況を踏まえた形でタイアップしな

がら、計画を進めているところですので、今のところちょっと具体的なお話はこの場では

できないんですけれども。 
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いろいろ、今皆さんのお話、意見というのは十分承知しておりますので、その辺も踏ま

えた形の中で公営企業のほうの経営計画と事業の整備計画とをタイアップしながら、ちょ

っと計画を練っていきたいと、今進めているところです。 

須藤委員 企業会計ばかりじゃとにかくあれだから、これ財政あたりからやっぱり、しっかり

と予算をつけてもらってやらないとだめだと思うんだよね。 

それはやっぱり副市長らもしっかりそこら辺はよく話してもらわないと、見通しが立た

ないようなこと、100年かかるよね、早いところと遅いところといったら。 

だからその辺をもう少ししっかり庁内で、企業会計ばかりじゃなくて、那珂市のお金も

ある程度つぎ込んでやってもらえるような方法を検討していただきたいな。副市長。 

副市長 はい。下水道事業につきましては要望が一番、住民の皆さんの要望が一番強いという

のは承知しているところでございます。 

現在は特別会計はしいておりますけれども、これは公営企業法適用の非適用という形で

一般会計から繰り出し、緩やかな繰出基準というのがあります。 

今でも両方、農集とあわせて10億の一般会計から繰り出しをしているわけですね。10億

という金額はかなりの大きな金額、さらには下水道事業、農集それぞれの会計の中で地方

債を発行しております。残高もかなりの、一般会計よりも多い残高になっております。 

そういうことを踏まえてですね、現在４割しかまだできていないということで、今後ま

ずは経営状況をきちんと把握した中で、今後の下水道事業の整備をしていきましょうとい

う形での公営企業、いわゆる水道事業と同じように企業会計ですね、ですからそういう、

今後、資産とかそういうものを洗い出しして、那珂市の下水道事業の経営はどういうふう

な状況になっているのかというものをまずチェックした上で、今後の下水道事業を進めて

いきましょうということですので、これの中で、一緒に今後の未整備の地区をどうしてい

くかというのは、これとあわせて一緒に考えていかないとならない問題だと思っておりま

すので、そこは非常に難しい問題でありますけれども、このまま一般会計からずるずる持

ち出ししていくと、要するに北海道での夕張市みたいな、どんどん赤字の垂れ流しという

ことも場合によっては考えられますので、そこは一つの企業の会計としてしっかり整備を

した中でやっていきましょうということだと思いますので、そこはご理解をいただきたい

なと思っております。 

以上です。 

花島委員 さっき、私の考えは基本的に、何ていうかな、見直してほしいということなんです。 

ここの中で、まさに企業会計にするというのは一つのチャンスかもしれないので、そこ

でおっしゃるように現状だけじゃなくて、将来、例えば計画どおり建設するためには幾ら

つぎ込んだら何年かかるとか、そういうことも含めてですね、出して幾つかの、何ていう

んだろう、毎年一般会計がこれだけつぎ込んだらこのくらい済むとか、あるいは下水道料

金を値上げしたらこうなるとか、ケーススタディっていうんですか、そういうのを含めて
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やっていただきたいと思います。 

現状をチェックするだけでは先の展望がね、見えないというか、我々には見えませんか

ら、その辺よろしくお願いしたいと思います。 

副市長 今花島委員おっしゃったそのものでございまして、そこを当然チェックして、今後そ

の下水道をどうしていくかというのは当然そこを考えるべきなもので、花島委員が言った

まさにそのとおりだと思っています。 

委員長 はい。じゃあちょっと私から。 

今副市長のほうからも答弁いただきましたけれども、以前から、早く整備をしてほしい

というのはもう市民の皆さんの熱い要望もあります。 

これも執行部も、今副市長もおっしゃっていたように、これは当然理解されているわけ

でですね、この４年、５年かけて私も随分提案をしてきましたけれども、いくつかの新し

いやり方でやってみましょうという、計画の見直しですね、それはやっていただいている

と思うんですよね。 

こういう場においてはですね、やはりそこのところをきちんとあわせて、公会計システ

ムを入れて管理体系はきっちりやっていきましょうと、経営状況を明らかにしてですね、

やるっていうのはよくわかりますけれども、今まで未整備だった地区をですね、じゃあ公

会計でどう変わっていくのというのは非常に重要な部分だと思うんですよね。 

その辺の意識がやっぱりちょっと違うんじゃないかと思うんですよ。 

公会計は公会計で取り入れてやりましょう。じゃああわせて、今議論になっていますけ

れども、じゃあ見直ししてね、新しいやり方をやっていくんだよというのはよくわかりま

す、これもね。 

ただ、説明としてですね、公会計だけの説明できょうは終わるという、福田議員からの

質問がなければですね、そういう会議になってしまいますよね。それってやっぱりおかし

いですよね。 

本当に市民のことを考えているんであれば、やっぱり将来は未整備地区をこうするんで

すよと。現状、今まで30年かかって40未満ですから、この後また30年かかりますよと、じ

ゃあ何年ごとにはこの地区ですよというような計画があればね、皆さん納得するわけです

よ。 

もっとドラスティックに言えば、あと400億かけてもできないかもしれないよという話な

んで、じゃあ450億ね、借り入れして、市中からですね、一遍で１カ所ずつやりましょうよ

と。後で15年、25年返済でね、これくらいでいけるんですよっていう、そういう案もある

んじゃないですか。お金がないというんであればね。これは石井部長あたりもね、検討の

一つには入っているとは思いますけれど。 

そういうことをやっぱり明らかにしていただかないと、非常に市民が困ってしまってい

るのはね、執行部ではわかっているんだろうかというところの部分だと思うんです。 
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ひとつ、ですからその辺はあからさまに、あわせてですね、本当にそれこそスピードを

上げて報告をしていただきたいと思うんですよね。 

以上です。 

遠藤委員 この下水に関しては非常に、何というかブラックボックスだったわけですよね。 

すごくわかりづらいところで、今どれぐらいまで整備されていてあとどれぐらいなのか

っていうのが、その説明をやっぱり今までいろいろとお聞きしていてもよくわからない。

恐らく説明する側も、核としたものがあってどうっていう部分が難しかったと思うんです。 

委員さんのおっしゃるとおりだと思うので、これから公会計を入れていくのであればこ

れは説明責任だと思いますから、しっかりと我々議会、あと市民の皆さんに今こうなって

いるんですよっていうのがきちっとわかるような説明責任はこれからきちっと、今まで以

上に果たせると思いますから、会計がこうなればね。 

それを明確にしていただいた上で、きちっとした経営計画を立てて進めていただきたい

と思いますのでよろしくお願いいたします。 

福田委員 今回のこれはね、国からの方針ですからこれはこれで我々理解はします。 

ただね、先ほど言ったようにあくまでも今回のこの方針というのは供用開始されている

ところに対しての一つの方針であるわけですね。それは何かというと財政的な、これにう

たわれていますけれど総務課とか財政とか各課がいわゆる順次調整を行うということです

から、それはそれなりにいいですよ。それは、理解できるんですよ。 

ただね、老朽化ということ、これはその格差ということ、そして全く見通しが立ってい

ない、そういうところの人が、今回のこれを住民が聞いた場合にはこれは何だよと、こう

いうことになってくると思うんですよ。 

それと同時にね、人口減少っていうことがうたわれている。 

これはね、まだ整備がされていないところにとってはね、非常に不安があるんです。何

でかといえば、人口減少がこれが続くとするならば、果たしてこれから公共下水道、これ

ができるのかと、こういうことに結びつくわけですよ。そう思わないですか。 

ですからね、そういうことをね、やっぱり那珂市は那珂市の下水道がおくれている。そ

して要望が一番多いというのは先ほど副市長が答弁されたように、そういうことに対して

やっぱり応えていく。答えられないとするならばやっぱりそれに対応する。そういうこと

というのが大事なことなんじゃないですか。 

それを私は今回のこの案で強く求めたいと思います。 

以上です。 

須藤委員 副市長にお話しますけれども、下水道とは直接関係ないんですけれども、先ほど言

ったように合併浄化槽。合併浄化槽をつけても側溝がないんだよね、うちのほうは。 

これは副市長にお願いしたいんだけれど、まだ側溝でも付いていればまだ何とか間に合

うんだけれど、それがなくて側溝の陳情出すでしょう。 
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あそこは水たまりがないから不採択。そういう状況なんだよね。 

現実にうちのほうは住んでいられない。うちはつくったけれども、とてもじゃないけれ

ど住んでいられないと出ていっちゃう人もいるんですよ。 

だからそれはやはり、側溝問題については建設課でまた話しますけれども、副市長も少

し頭にとめてもらって。 

水がたまっていないからとかじゃなくて、今側溝がないところなんてないですよ。常陸

太田市なんかどこ行ったって側溝ありますよ。 

そういうことを、まずお話だけちょっと受け止めておいてください。 

以上です。 

委員長 はい。それではほかにもうありませんですか。 

     （なし） 

委員長 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（午前10時41分） 

  再開（午前10時44分） 

委員長 では再開いたします。 

都市計画課が出席しております。 

那珂市区域指定についてを議題といたします。 

執行部より説明をお願いします。 

都市計画課長 都市計画課長の根本でございます。ほか２名の職員が出席しております。 

よろしくお願いします。 

常任委員会資料22ページをお開き願います。 

この度、区域指定制度の導入に当たりまして、区域指定の基本方針がまとまりましたの

で、ご報告いたします。 

１番、区域指定導入の背景と目的でございますが、那珂市では都市計画を定め、計画的

なまちづくりに取り組んできました。 

線引きにより市街化区域では良好な市街地整備を図る一方で、市街化調整区域では市街

化を抑制する目的で開発許可制度を運用してきました。 

しかし、近年の少子高齢化に伴う人口減少などにより、既存集落のコミュニティを維持

することが困難となるなど、現行制度の運用のみでは既存集落の存続に影響を与える恐れ

があります。 

これらの状況から、那珂市都市計画マスタープランをもとに、市街化調整区域の既存集

落の生活コミュニティの維持保全を図るため、市街化調整区域であっても一定の要件を満

たす既存集落内であれば、出身要件等を問うことなくだれでも住宅を中心とした都市計画
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法の開発許可が可能となる区域指定制度をこの度導入するものでございます。 

これは、条例によりまして住宅などの建てる場合の要件を緩和することで、これまであ

った所有期間や居住地等の制限がなくなることから既存集落への居住が容易となり、既存

集落の維持保全につながることが期待されております。 

続きまして２番、那珂市の人口動態と市街化調整区域の現状でございます。 

（１）線引きと人口割合でございます。 

那珂市の都市計画区域における市街化調整区域の面積の割合は89.9％、約９割を占める

一方で、人口割合は市全体の62％となっております。 

26ページの資料１のほうをごらんください。 

上段のグラフでございますが、中段の表の平成12年から平成22年、10カ年の那珂地区、

瓜連地区、それぞれの市街化調整区域市街化区域内の人口動態をあらわしたものでござい

ます。 

この中段の表のデータのうち瓜連地区の調整区域内の人口が増加している結果となって

おりますが、平成12年は合併前の数字となり集計上信憑性が低い数字ですので、合併後の

平成17年、平成22年を比較しますと瓜連地区におきましては市街化区域、調整区域とも減

少傾向にございます。なお、菅谷地区を中心とした市街化区域の人口は9.7％増加している

ものの、市街化調整区域におきましては５％減少してございます。 

下段の表ですが、中段の表の那珂地区、瓜連地区の市街化区域、調整区域人口をそれぞ

れ合計したものですが、市街化区域内人口は全体で226人、1.1％微増しているものの、市

街化調整区域内人口はマイナス829人、3.1％減少してございます。また、平成22年度にお

ける市街化調整区域内人口の占める割合が62％となっておりますが、市街化調整区域内の

人口傾向が強くなると想定されることから、今後さらに占める割合も減少すると思われま

す。 

22ページのほうにお戻りください。 

（２）市内の人口増減に差が生じているということでございます。 

市全体としましては過去15年、平成12年から平成22年の間に1.5％微増してございますが、

その要因のほとんどが市街化調整区域を含む地区の人口減少によるもので、地域間に差が

生じてございます。 

27ページの資料２のほうをごらんください。 

この表でございますが、那珂市の地区別人口ということで、８地区に分けて集計したデ

ータでございます。 

左側のデータが住民基本台帳のデータで平成28年４月１日から平成18年４月１日、10カ

年の増減をあらわしたものでございます。右側が国勢調査のデータでございまして、平成

27年のデータはまだ出てございませんので、直近の平成22年と平成12年のデータを集計し

たものでございます。 
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増減で申しますと、住民基本台帳データと国調データ含めてですね、ほとんど同じよう

な傾向が示されてございます。 

基本的には菅谷地区を中心とした市街化区域につきましては人口が増加しているという

ことが言えますが、残りのほとんどの地区につきましては人口が減少している傾向にござ

います。 

調整区域におきましても五台地区のですね、大字後台の地区につきましては市街化区域

に隣接、近接している関係上、この地区につきましては人口が増加しているということで

ございます。 

また、すみません、22ページのほうにお戻りください。 

市街化調整区域内の現状で、（３）集落機能の維持が困難になっている既存集落の増加

でございます。 

人口減少・高齢化が市街化区域と比較して進行している結果、特に調整区域の担い手不

足等により農地を維持管理することが困難な既存集落が増加しているといえます。 

続きの23ページのほうをお開きください。 

３番、区域指定の検討のポイントでございます。 

区域指定のポイントとしましては、前ページのですね、市街化区域の現状や状況の中、

都市計画上市街化区域と調整区域のバランスをとることが重要であることから、次の検討

ポイント、特に市街地の形成を加味した上で区域指定を行うものとしてございます。 

（１）既成市街地の開発意欲を低下させない。 

これは、市街化調整区域のほうが開発が進んでしまうと、真ん中のですね、市街化区域

の開発が低下をしてしまうので、そういったことをさせないということが重要かと思いま

す。 

（２）既成市街地の空洞化（スプロール化）を促進しないというものです。 

あわせまして、既成市街地の求心力を低下させない。 

このような市街化区域のですね、市街地の形成によってこのポイントを重要視して検討

していきたいというふうに考えております。 

このように、調整区域の現状や既成市街地のバランスを考慮して区域指定の基本方針を

定めております。 

基本方針の説明の前に、11号区域、12号区域についてご説明したいと思います。 

11号区域と申しますのは既存宅地制度の代替措置として市街化区域に隣近接している集

落を対象とし、工業専用地域を除いた市街化区域からおおむね１キロ圏内の区域のことを

11号区域と申します。12号区域でございますが、集落のコミュニティの維持保全を図るた

め市街化区域から離れている集落を対象として、市街化区域からおおむね１キロを超えた

区域のことを12号区域と申します。 

以上のことから、那珂市における区域指定の基本方針でございます。 
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法34条11号区域は、創設当時の宅地需要などを背景に市街化区域に隣近接し、かつ自然

的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常圏を構成していると認められる地域で、既

に相当程度公共施設が整備されている地区については開発行為が行われたとしても新たな

公共投資を要しないことから、既成市街地の空洞化対策上支障がないとの考えで設けられ

た制度でございます。 

しかしながら、制度の創設時とは異なり本格的な人口減少や超高齢化社会の到来が想定

される中、市街化区域における都市機能の集積や居住誘導などのコンパクトシティの考え

に相反する、既成市街地の空洞化を促進する恐れがあるこの11号区域につきましては、現

行の開発基準での立地も可能であることから区域指定を行わないものとしております。 

以上のことから、本市におきましては市街化区域の市街地の拡散や求心力の低下を未然

に防ぎ、市街化を促進する恐れがない既存集落のコミュニティ維持・保全を図るために、

市街化区域からおおむね１キロの範囲を除いた12号区域に限り区域指定を行いたいという

ふうに考えてございます。 

なお、この12号区域の指定に当たりましては次に掲げる三つの方針のもとに指定基準を

定め、指定区域を設定してまいります。 

一つとしまして、営農環境への配慮と優良農地の保全でございます。 

混住化による営農環境への影響を与えないよう配慮するとともに、農地上保全すべき区

域を明確にし、既存集落基準を設定するということでございます。 

この混住化と申しますのは、集落において農家と農家以外、非農家が混在して存在する

ことでございますが、余りこの非農家の方が既存の集落に混住化してしまいますと、営農

環境とか、そのような環境に影響を与えないよう配慮していきたいというような考えでご

ざいます。 

二つ目としまして、地域拠点（基幹集落）の維持と緩やかな誘導でございます。 

基幹集落としての機能の維持や機能を緩やかに誘導するというものでございます。 

集落におきましてはいろいろな、さまざまな形態が想定されます。同じような形態では

ございませんので、例えば基幹集落といわれる古くから地域の要所となって形成された集

落であり、駅や郵便局などの公共公益施設、事務所等の集積が見られる地区の拠点として

の機能を担う集落という形がございます。 

そういったところにつきましては、ある程度の建築用途を許容するとか、そのようなこ

とで維持と緩やかな誘導を図っていきたいというふうに考えてございます。 

三つ目のポイントとしまして、既設インフラの有効活用でございます。 

幹線道路や下水道施設など既設インフラの利用人口を維持することによって、既設イン

フラの有効活用を図るというものでございます。 

市街化調整区域が人口減少傾向にある中、そのような既設で整備されたストックインフ

ラのですね、利用人口を維持するということも考えの中に入れてこの区域指定を導入した
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いと考えてございます。 

続きまして、24ページをお願いします。 

区域指定の導入に当たりまして、那珂市都市計画マスタープランに即した都市政策上の

考えや位置づけに基づき、区域指定の導入について整理したものでございます。 

まちづくりの目標としてマスタープランで掲げてございますのが、市民とともに創る豊

かな生活文化都市でございます。 

このようなまちづくりの目標ベースに、左側のですね、市街化区域の目標ですが、求心

力のあるコンパクトなまちづくり、都市機能の集積や、都市基盤整備による居住誘導とい

うのが市街化区域に求められております。 

右側につきましては市街化調整区域でございますけれども、開発行為の許可制による規

制ということで今現行でも行ってございますが、その下のですね、左側になります、現行

でも立地可能というところがございます。都市計画法により、市街化調整区域においても

以下のようなものについては現行で立地が認められております。 

例えば属人性のある自己用住宅、これは出身等の要件が伴いますけれどもそのような自

己用住宅が今現在も建てられております。 

そのほか、農家住宅であるとか、居住者のための日常生活上必要な店舗、沿道での休憩

所・給油所、既存工場の拡張等につきましては現行のですね、34条のほかの基準によって

認められております。 

それプラス、この度ですね、区域指定の12号について導入するという形になるかと思い

ます。 

この目的としまして、先ほども申しました既存集落におけるコミュニティの維持・保全

及び市街化の拡散や求心力の低下を未然に防ぐため、市街化区域からおおむね１キロの範

囲を除いた12号区域に限り区域指定を行うものでございます。 

下に三つの方針のほうを掲げてございます。 

28ページの図面のほうをごらんください。 

一番後ろの図面になりますけれども、これは瓜連地区、那珂地区それぞれ市街化区域で

あるものについて黒く塗りつぶされているのが、今の住居系の市街化区域になります。そ

こから工業専用地域は除いたおおむね１キロ圏内の範囲というのがその市街化区域のです

ね、そこからわきにぐるっと囲んである線が１キロ圏内の線という形になります。 

先ほども申しました11号区域につきましてはこの１キロ圏内という形になりますので、

この圏内に含まれる既存の集落については11号区域を今回指定しないものとしてございま

す。 

一方で、この区域から外れた12号区域につきましては今回指定の対象となるという形に

なってございます。 

お戻りいただきまして、25ページのほうをお願いいたします。 
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先ほど申しました基本方針をもとにですね、これから区域指定の指定区域を指定するこ

とになるかと思います。 

まず34条12号区域の指定基準の案でございます。 

指定基準につきましては、県の条例や施行規則、運用基準、指針並びに県の手引き等の

規定を基本としまして、区域指定を導入している市町村を参考に、市の実情に合った指定

基準とします。最終的には市の条例等に基準を定めて運用していきたいというふうに考え

ております。 

まず指定基準の案でございます。 

（１）人口減少している区域というのがございます。 

これは12号区域の条件でございまして、国政調査や住民基本台帳をもとに大字単位で人

口減少している区域を指定基準の対象としたいと思っております。 

（２）新たな公共投資を要しない区域というのがございます。 

既にインフラが整備されている区域であって、開発規制を緩和することで過度のインフ

ラ整備が後追い的に必要とならないこと。 

既設インフラの有効活用を念頭に、このような基準を設定してございます。 

（３）除外する区域でございます。 

これは法の政令で定めております土地について除外するという区域で定められておりま

すが、①土砂災害区域。 

溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生の恐れのある土地の区域、こういった区域

を除くとされております。これは災害の発生の恐れがある区域でございます。 

②農振農用地及び第１種農地。 

優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保全すべき土地の区域でございますが、

これは農地上保全すべき区域という形で除外が規定されてございます。 

③保安林区域。 

すぐれた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備

する等のため保全すべき土地の区域は含まないものとしてございます。これは環境上保全

すべき区域という形で、政令で除く区域と定められてございます。 

続きまして（４）、逆に今度は区域指定する該当要件という形になります。 

該当要件でございますが、区域内に車道幅員5.5メーター以上の主要な道路が配置されて

いること、これが該当要件でございます。 

②排水施設要件でございます。 

下水を有効に排水する排水施設が適当に配置されていること、これも該当要件としてご

ざいます。 

③給水要件でございます。 

水道法の認可を受けた水道事業の区域でございます。 
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これらの該当要件が満たす区域が指定区域を選ぶ基準となります。 

続きまして（５）指定する区域の宅地率でございます。 

区域内の建築物が建っている敷地の面積の総計を区域指定の面積で割った百分率で30％

以上の区域について区域指定をするという基準となってございます。 

（６）区域内の建築物の用途の制限等でございますが、先ほどの既存集落のコミュニテ

ィ維持・保全または定住化促進等を考えまして、今現在検討を進めているところでござい

ます。 

続きまして区域指定の設定の仕方でございますが、（１）市街化区域に隣近接していな

いおおむね１キロ圏外の市街化調整区域におきまして、おおむね50以上の建築物が、おお

むね50メーター未満の敷地間隔で連担している集落を抽出するという作業でございますが、

この件につきましては昨年度来からですね、進めてございまして、設定をしてきていると

ころでございます。 

その中で、（２）の指定基準をもとに、最終的には戸数と区域全体の宅地化率の要件が

満たす区域であって、原則、道路や河川、鉄道等の境界、地形地物界で設定した区域を12

号区域というふうな形でまとめていきたいというふうに考えてございます。 

今後のスケジュールでございますけれども、このような指定基準につきましてですね、

細かい区域のとり方と現在並行的に進めて作業を進めているところでございます。それを

もとにして、現行の中で区域の案、素案につきましては８月終わりまして９月のですね、

またこちらの議会のほうでですね、ご報告させて、説明をしていきたいと、このように考

えてございます。 

説明につきましては以上でございます。 

よろしくお願いします。 

委員長 はい、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。 

福田委員 はい。11号はやらない。12号でいくというようなことが今示されましたね。 

それでまずお尋ねしたいのは、現在のいわゆる菅谷地区、この市街化区域、これの普及

率。いわゆるどれぐらいの割合で今なっているのか。 

それで、ここにうたわれているようにですね、市街化の空洞化を促進する恐れがあるか

ら11号はやらないんだよと、こういうことですけれど、これがうたわれていない、どれぐ

らい市街化区域のあれが残っているのか。こういうこともやっぱり示していただきたいな

ということが一つ。 

それとね、近隣のことを一つ例に挙げて申し上げますけれど、常陸太田市、ここは11号、

12号をやっていますよね。ちょっと図面を拝見しましたけれど、かなり区域指定をしてい

るところが多い。 

やはり国の方針としてのね、今回のこの区域指定というのを大いに活用すべきであると、
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私はそういうふうに感じて今、このようなことを申したわけです。 

それと、この12号であっても、ちょうど25ページですか、25ページの中ほど、排水設備

要件として下水を有効に排水する排水設備が適当に配置されていることという条件がござ

いますね。 

そうすると、例えばですよ、一例を挙げますけれど、中台地区、あの辺は何というんだ

ろう。中台の並木から少し西側になるかな。あの辺というのは、今現在浸透式ですよね。

いわゆる浸透式ということは排水設備がないということ。すると、あの辺は該当しないと

いうことですか。 

この３点についてちょっとお伺いします。 

都市計画課長 はい、お答えします。 

まず市街化区域の状況でございます。 

市街化区域の状況で申しますと宅地化率というのが大体申されておりますけれども、昨

年度、都市計画基礎調査を行っておりまして、そのデータの中では、市街化区域の宅地化

率はおおむね57％程度という形で出ております。と申しますとまだ43％がですね、まだ未

整備地区といいますか、宅地化がされていない土地が残っているという形がございまして、

調整区域のですね、11号区域等をやりますと、場合によっては市街化区域の開発よりも土

地が安いと思われる11号区域のほうににじみ出してしまうんではないかということで、市

街化区域のですね、開発意欲の低下を招かないということを考えながら、この度設定して

いるところでございます。 

それと空洞化につきましては、現在空洞化をしているという状況ではございませんが、

今後宅地化率が進んで市街化区域の中がですね、ある程度充足されますとできた後に、そ

の後から、既成市街地形成した後に空洞化という形になるかと思いますんで、現在のとこ

ろは見受けられませんが、そういったことの恐れもありますよということで、そういった

考えも含めた中で市街化区域の求心力の低下を招かないという方針のもとで今回11号区域

を除いているところでございます。 

続きまして、11号区域、12号区域、那珂市の場合につきましてはこのこの度方針としま

して12号区域のみ指定していくということでございますが、県内の状況で申しましても、

11号、12号区域、両方指定しているところは常陸太田市さんを含めですね、14市町ありま

す。逆に11号のみというのも４市あります。それで、12号のみというのは県内におきまし

ては今のところ、現在ございません。 

そういった中で、那珂市はなぜ12号のみという形で指定するのかと申しますと、先ほど

も言いましたようにこの制度ができてですね、平成13年度に制度ができたところですけれ

ども、できた当時につきましてはそういう一斉にですね、11号区域、12号区域指定された

というところがございまして、ですがそれが今現在ですね、制度が導入されていってから

10年以上がたちましてですね、他県の状況で申しますと、今話した恐れ等がありましてで
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すね、市街化調整区域のにじみ出しであるとか、求心力の低下を招いているという状況が

ございまして、少しではありますけれども、逆に11号区域を指定したのを、今度は全面的

に廃止しているというような動きがございます。そういったこと等も含めましてですね、

那珂市におきましては11号区域はこの度指定をしないで、12号区域のみ区域を指定すると

いうような基本方針を立ててございます。 

３番目の下水のですね、排水についてでございますけれども、先ほども指定基準の中に

下水の要件としましてですね、下水を有効に排水する排水施設が適当に配置されているこ

とという形でされてございますが、基本的に指定するに当たりまして公共下水道であると

か、あと集落排水施設がですね、整備が整っている区域、こういったものにつきましては

既設インフラの有効活用から区域の中に入っていくかというふうに考えております。 

一方でまだ未整備の区域につきましてはですね、現行でも合併浄化槽の放流水であると

か、こういったものについては現行の対応の中でもですね、側溝放流を認めているという

状況がございます。これは自己用住宅につきましてそういう形で認められておりますが、

現行で認められている以上ですね、そういった区域につきましても、それがここに表現で

いる下水を有効に排水する施設が適当に配置されているということに該当しますのでそう

いった区域も含めてですね、この度区域指定の導入というのを検討しているところでござ

います。 

下水の浸透につきましては基本的にはですね、排水については原則として敷地外に放流

することというような条件になるかと思います。ただ、ここは原則という表現を使ってお

りますので、今後地域を指定するに当たって、その指定基準とか運用基準のほうで細かい

ですね、内容のほうを定めていきたいと思いますが、基本的に区域を指定するに当たって

は50メーター間隔で50戸以上の連担がとれる集落につきましてはですね、指定していく方

向で、今のところ検討しているということでございます。 

それから下水道につきましては、公共下水道、集落排水が整っていればこれは問題ない

んですけれども、入っていないところにつきましてもですね、現行の制度で許されている

ところにつきましては、区域指定のエリアとして指定するということになるかと思います。 

福田委員 まず１番目の市街化の進捗状況で57％、残り43％がまだ残っている。その理由とし

て、11号を適用した場合には、いわゆる土地が安いほうということ、そっちへ行ってしま

うんじゃないかというようなことを先ほどおっしゃいましたよね。 

   これはね、ちょっとおかしいんじゃないかなと思うよ。 

土地が安いとか、高いとかっていうことはこれは行政が云々言うべきことではないと思

うよ。まだこれから、これからのことですから。そうと違いますか。 

行政がそういうことを言ってはね、ちょっと先走ってはまずいと思うよ。 

それで空洞化ということ。そうしたらはやっぱりね、例えばですよ、12号にしたってい

わゆる市街化から離れたところであってもだれでもうちが建てられるといったらば今言っ



 - 21 - 

た土地の安いところ、ここに行くんじゃないですか。やっぱりね、それはちょっと考え方

として私はね、適当ではないのかなというふうに感じますね。 

それと二つ目の質問に答弁がございました、いわゆるその14市町が11号、12号を適用し

ていると、こういうことだったんですよね。 

やはりね、これはやっぱり国の方針としてそれは素直に受けとめて私はね、いわゆる範

囲を広げた、そういうチャンスですから、こういうことをやっぱり活用すべきであると、

私はそういうふうに思います。 

それから三つ目の答弁がありましたけれど25ページですね、先ほど言ったこの排水設備

の適当に配置されている。この適当ということもこれはひとついろいろ問題がある。 

受けとめるほう側の考え方、その相違ということもこれは当然考えられますよね。 

私は、ひいて先ほど中台地区ということを言いましたけれど、あそこに関しては果たし

て該当するんですか、しないんですかっていうことをお尋ねしている。 

ここはあくまでも排水設備がない地域ですから浸透式でやっているわけですよね。排水

設備があればいわゆる合併浄化槽で対応しているわけですから。 

あそこなんかっていうのは先ほどの条件で50メーター以内連担しているところたくさん

あります。あそこはこの連たんの部分については該当する地域だと思うんですよ。 

残念ながら、私が見た範囲では排水設備が整っていないと私は感じるんです。 

ひいて先ほどその地域を言ったというのは、そういう意味で私はあの地域を言ったわけ

なんですが、どうなんですかその辺。 

再度、この三つについて、３件について答弁求めたいと思います。 

都市計画課長 お答えします。 

先ほど土地の値段についてですね、私がちょっと失言と申しますか、そのような形で言

ってしまったんですけれども、基本的にはやはり市街化区域の求心力の低下を招かないと。 

やはり居住環境を整備しているのが市街化区域の、特に那珂市の場合についてはですね、

住居系の住環境を大切にした市街化区域の形成という形で、一方でそのような事業を進め

てございます。 

そういった中でその環境をほかにですね、その求心力を低下させないというようなこと

で、今回につきましてはそういった市街化区域の考え方も入れながらですね、区域指定の

基本方針というのを定めてきたところでございます。 

11号区域、12号区域、両方どうでしょうかというようなお話もあるかと思うんですが、

基本的にはまとめてきた関係上ですね、基本方針に沿った形でですね、今のところ区域指

定の導入というのを検討しているところでございます。 

したがいまして11号区域につきましてはこの度区域指定の導入は行わないで、市街化区

域の促進の恐れがない12号区域に限りですね、この度区域指定を導入したいという形で市

のほうは検討している、考えているところでございます。 
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最後の下水道のことになりますけれども、ピンポイントにその場所について、私ちょっ

とすいません、ちょっと存じ上げないので、そこの区域が入るかどうかということについ

ては今すぐにちょっとお返事、お答えできないという形になるかと思いますけれども、基

本的には先ほどもちょっと言ったんですが、下水道がですね、整備されていない区域であ

っても、ある程度一定要件、下水を有効に排水する施設が適当に配置されている、この表

現の中では例えば道路につけられている側溝等も含まれるという形になるかと思います。

その側溝にですね、下水、例えば合併浄化槽を通した後、その処理水をですね、道路側溝

等に認めるかどうかということで、その場合につきましては道路側溝等もですね、その排

水を認めるというような方向でですね、今のところ検討しているというところでございま

す。 

そういったものを考えながら、この度この区域指定のエリア取りというのを検討してま

いりたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

福田委員 この三つについてはね、なかなか理解しがたい点があります。 

それから三つ目の場所まで言ったんですがそれは答えられない、立場上答えられないん

でしょう。そういうふうに私はこう推測をします。 

ただね、やはりそういう非常に困っている地域、条件の悪いところ、そういうところが

ね、今回の対象にならないというようなことがあるとするならば、これは問題点が山積を

していると、だからできないんだと、こういうふうに我々は推測するわけですよね。 

先ほども下水道の件でいろいろありました。全く今回もこれは同じだろうと思うんです

よ。 

そういうふうにやっぱりね、条件の悪いところというのはいつになってもね、救いよう

がない。いわゆる条件に満たない。それではね、やっぱり今回のうたっている地域の格差

ということがますますひらくんじゃないかなと、こういうことを思うわけですよ。 

ですからね、その辺も慎重に検討をしながら、今回のこの区域指定ということに対して、

頑張っていただきたいな、こういうふうに思うわけです。 

副市長どうですか、この今回の11号、12号。もうちょっとね、慎重に現在の既存の市街

化、こういうこの空洞化、そういうことまで配慮するとするならば、もっともっと条件の

悪いところに配慮をすべきだろうと、こういうことを強く思うんですがいかがですか。 

委員長 はい。 

じゃあ部長、どうぞ。 

建設部長 すいません。 

おっしゃることは重々に承知しております。 

そういった中で今回はですね、人口が減少している地域というものをメインに考えた中

で12号地域というようなことが出てきたわけなんですが、それはなぜかといいますとです
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ね、今までも都市計画法上、住宅でいいますと50戸以上の集落があれば、出身要件、だれ

でもというのが今回は特別な部分なんですが、出身要件ですと６親等まで建築可能です。

そうすると、ひいおじいさんとかが、例えば後台の出身であれば、そういった方が建てら

れるということで、この規定より柔らかな、道路条件もないですし、５メーター50以上の

道路もないですし、簡単に言えば１間道路でずっと50戸が連担している集落であれば、今

の都市計画法上の許可で住宅ができると。 

そういった中で、今回の区域指定の中では同等じゃなくて、だれでもという部分で、先

ほどの部分の５メーター50以上とか、排水が可能であるとか、そういった要件がつけ加わ

って12号の指定をしようと考えています。 

それで、12号の指定の中で、排水要件ですが、今の都市計画法上でも浸透式でも許可に

なっております。現行法で許可になっているものを今回の区域指定でなかなか否定するこ

とも、なかなかできないんじゃないかなということで、今福田委員さんの言われたことに

ついては９月のご説明のときにですね、説明できるように参考にさせていただきたいと思

います。 

以上です。 

福田委員 先ほども申したようにですね…何かおかしいですか。 

委員長 福田委員終わってから、花島さん。 

次、順番でお願いしますね。 

福田委員 いわゆる市街化する区域の救済なんかっていうことよりはね、いわゆる条件の満た

ない、いわゆるそういう過疎化が進んでいる、条件の悪いところ、そういうところに対し

ての救済ということを、もう一度考えていただきたい。 

以上です。 

建設部長 25ページにありますようにですね、メインとしまして、人口が減少してると、そう

いった人口、定住促進の１手法として今この区域指定制度を活用できないかということで

今回ですね、このように提案して、来年の４月から、29年の４月からの適用を目指して進

めてまいります。 

今のご意見については十分に参考にさせていただきたいと思います。 

以上です。 

委員長 ではちょっと、もう１時間以上ですね、１時間20分経過していますので、ちょっと休

憩入れたいと思うんですが、よろしいですか。 

再開を35分としますので、ちょっとお休みしましょう。 

  休憩（午前11時23分） 

  再開（午前11時35分） 

委員長 では、再開いたします。 

先ほど質問があるということで、花島委員、どうぞ。 
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マイクを使ってください。 

花島委員 幾つか質問と意見があります。 

まずですね、区域導入の背景と目的の中で少子高齢化、人口減少と、こういうことを言

っているんですけれど、それはあるけどもう一つちゃんと考えなきゃいけないのは、農業

の重みが減っているということなんですよね。 

先ほどの話で、既存の制度でも６親等の範囲までやっていて、７割ですか、残りの３割

っていう、おっしゃっていたんだけれど、それは既存の枠で考えているからであって、今

は職業を求めていろいろ移動する時代ですから、農業をやっている子供がそこに、そこか

ら通勤できる範囲に職を持てるとは限らないんですよ。 

だから、農業全体が重みが減っているということもあって、どんどん抜けていくってい

うことになります。だからそれを補うような形で何か考えてもらわなきゃ困ると思ってい

ます。 

それから福田さんもさんざん言っていましたが、私自身から言うとですね、排水の問題

ですね。 

排水の問題は確かに住んでいてあって、私自身も市街化調整区域に入って合併浄化槽で

浸透処理しています。それどころか屋根の雨水も全部浸透させてやっているんですよ。 

だから、場所にもよるんでしょうけれどね、地下水位が高い低いとか、条件さえとれば

外に水を出さなくても雨水も含めて処理できるんでね。 

そういうことを考えていかないと、それこそうちのところに12号指定できないから、下

水道つくれつくれだの、排水溝つくれつくれだのという話になってね、それで先ほどのこ

の前やった下水道の話と絡んでくるんですけれど、いろいろ難しい問題、さらに難しくな

っちゃうと思います。 

そういうふうに思うんですよね。 

だから、答弁では既存でできるんだったらそれは妨げるものじゃないって言いますけど、

文章でね、こんなふうに施設があることというふうに書かれちゃうと、何か邪魔になると

思いますね。そういうところに住みつくことに対して。 

あとはもう一つは、12号指定でも、人をふやしたいといってもそこにミニ集落というか、

住宅密集地をつくりたいわけじゃないですよね。 

だから、むしろ建ぺい率とか何とかをきちっと制限して、そういう制限があれば先ほど

言いました浸透処理とか、そういうことも可能になってくる、幅も広がるし既存の農業集

落との関連っていうんですかね、何ていうか、軋轢といったらいいですかね、少なくなる

と思うんです。 

以上です。私が思っていることは。 

都市計画課長 はい、お答えします。 

農業、とりわけその農地の問題でございますけれども、基本的にはページの25ページを
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ごらんいただきたいんですが、まず農地につきましてはですね、除外をする区域というの

が政令で定められておりまして、特に農振農用地であるとか第１種農地、特に優良農地と

いわれている土地、農地でございますけれども、これにつきましては農地上保全すべき区

域という形で指定区域から除外するというようなことが政令で定められております。 

そういったものを加味しながら、この度区域指定のですね、エリア取りというのを検討

してまいりたいというふうに考えております。 

続きまして排水問題につきましてはですね、同じく25ページのですね、指定基準案上の

ほうからですね、８行目ぐらいですけれども（２）新たな公共投資を要しない区域という

のが基本的な考え方でございます。 

これは既にインフラが整備されている区域であって、開発規制を緩和することによって

続いて書いてある、過度のインフラ整備が必要とならないこと、というのが今回の区域指

定の大前提という形になります。 

区域指定したからそこの間ですね、例えば道路整備してくれとかそういうことではなく、

基本的には道路の要件であるとかございますとおり既に整備されているというのが基本的

な要件でございまして、その後ですね、指定区域の過度にですね、いろいろな要望等、イ

ンフラの整備等の整備が必要ない区域というのが基本的な区域指定についての考え方でご

ざいます。 

あとはすいません、優良な集落環境を形成するために建ぺい率とか容積率のお話がござ

いましたけれども、この資料には載せてございませんが、指定区域内のですね、建ぺい、

容積は60％の200％という形で定めたいというふうに考えてございます。 

説明は以上でございます。 

花島委員 ちょっと私の言っていることを誤解しているかなと思いました。 

農地は大事にしているっていうのはわかるんですけれど、要はその人口の動き方につい

て農業の相対的ウエイトが減っているということを考えてくれっていうことなんですよ。 

それを誤解なくしていただきたいと思います。 

それから、この先ほどのインフラの関連の話ですけれど、既にインフラが整備されてい

る区域であってというところが邪魔なんですよ。僕から言わせれば。 

要するに、その後の過度のインフラの整備が必要とならないことっていうのは合意でき

ます。それは先ほど言いましたように、物事の考え方がどこかの広域下水道につながる道

があって、雨水も排水もきれいに流されていって、そういうね、ことまで求めているのか

っていうふうに思っちゃいますからね。 

確かにそういうものがなければ文化的な生活じゃないと思っている人は世の中にいるけ

れど、実際今の新しい考え方にすれば、先ほど言いましたようにいろんな処理ができます

のでね。 

そういうふうに幅を広げないとこの政策は有効じゃないと思います。 
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それで、それこそうちは人口減少しているから、何ていうんだろう、それはインフラ整

備がないからで、必要もないのに道路つくれ、下水道つくれっていう話にだって逆につな

がりかねないですよ。 

それからもう一つ、さっき言い忘れたのは、人口が減少している区域っていう話なんで

すけれどね、これはどういう基準でやっているかもちょっとよくわからないんですけれど、

もう一つは人口が減少し始めてからでは遅いということもありますよ。 

だから人口がかなり伸びている地域は除くとか、そのくらいだったらまだいいんですけ

れど、減少しているということを入れられちゃったらちょっとね、どうかなと思います。 

以上。 

都市計画課長 はい、お答え申し上げます。 

まず排水のインフラの整備のことでご指摘があったとおり、既にインフラが整備されて

いる区域であってという表現でございますが、ここの表現も細かく言えばある一定規模の

インフラが整備されているということで、既にすべて完備しているというところまでの表

現をしている言葉ではないというのをご理解いただきたいというふうに考えております。 

あとは人口減少している区域についてですけれども、人口減少してからでは遅いんでは

ないかというご指摘がございましたけれども、27ページの資料の２でお示ししているとお

りですね、五台地区の後台のところ以外の地区につきましては、基本的に人口が減少して

いるという状況でございます。 

そうしまして12号区域を指定する条件としましてですね、これは県の基準等にも即して

今回決めるわけですけれども、この人口が減少している区域というのが指定する条件とい

う形になってきますので、その辺はご理解をいただきたいかなと思います。 

以上でございます。 

遠藤委員 はい。この区域指定、そもそも目的は何かということでいうと、人口をふやすとい

うことなんだと思いますけれども、実際にその県内で先ほど11号、12号が14ですか、11市

町村、11号のみが４市町村だったかなと思いますが、12号のみというのが那珂市だけとい

うようなことですが、まずそういうことでしたか。確認で。 

都市計画課長 はい、お答えします。 

現在ですね、県内44市町村のうち、未線引き、線引きをしていない市町村11市町村を除

いた区域で、指定対象はですね、33市町村という形になりますけれども、そのうち18市町

については区域指定を導入しております。パーセンテージにつきましては18分の33ですか

ら55％は導入しているという形でございます。 

18市町の導入の状況ですけれども、11号、12号同時でですね、両方指定しているという

のが14市町という形になりまして、常陸太田市や茨城町さん等含めまして14市町ございま

す。 

11号のみ指定している市町につきましては４市町ございまして、水戸市、土浦市、神栖
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市、境町等でございます。 

まだ未指定のところにつきましては、ひたちなか市、東海村、大洗等含めまして、那珂

市含めまして今のところ現在ですね、15市町村が未指定の状況という形でございます。 

遠藤委員 はい。12号のみというのは那珂市だけになりそうなんですね。 

都市計画課長 はい。現在ですね、指定状況を見ますと那珂市だけ12号、これから予定してい

るのは那珂市だけという形になってくるかと思います。 

遠藤委員 はい。既に導入されているところで、じゃあそこは実際に人口がどうなってるのか、

その指定の仕方によってね、それはちょっと知っておきたいなというふうに思うんですね。 

それぞれのエリアで指定した後、いくらぐらいのインフラを整備した結果、どれぐらい

に人口がふえているんだよと、実際に指定しても増えていないよとかね、そういうのがあ

ると思うんですよ。 

そこらのところっていうのはちょっときょうは無理でしょうけれども、実際人口をふや

すためにこれやるわけでしょうから、実際どうなのか、この区域指定自体がどうなのか。

効果があるんであれば、しっかり効果がある指定の仕方をしたほうがいいんだろうなとい

うふうに思っておりますけれども、そもそもエリアの指定ってどれぐらいの面積で指定を

していくものですか。 

都市計画課長 はい。この度12号区域指定しますけれども、特にその人口減少の一助となるよ

うな位置づけで今回しておりまして、基本的な考え方とすれば既存集落のコミュニティの

維持・保全というのを目的に掲げているところでございます。 

それで人口減少対策として区域指定の状況でございますけれども、11号区域、12号区域

ございますが、12号区域のみですね、人口減少地区に限るというのが県の基準等に定めら

れております。 

ですから12号区域のみにつきましては外人口減少している集落というのが条件となって

きて、他の市町村でもですね、定めているという状況になりまして、11号区域については

人口減少施策というような特に定めはございませんので、基本的には既存宅地制度のです

ね、廃止に伴ってこの11号区域が指定されたというような状況でございます。 

現在ですね、想定される今後ですね、９月にはですね、具体的な区域についてお示しし

たいというふうに考えてございますけれども、８地区のうちですね、菅谷地区の一部を除

きまして、７地区それぞれに12号区域というのを指定というのが想定されております。指

定される面積の規模でございますけれども、現在のですね、市街化区域と同程度の規模、

市街化区域那珂市の場合976ヘクタールございますけれども、その程度の規模のですね、区

域指定のですね、面積取りの区域のエリア取りというのを想定しているところでございま

す。 

具体的なことにつきましてはですね、９月のときに場所もですね、お示ししたいという

ように考えてございます。 
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以上でございます。 

須藤委員 どこが指定されたとかいろいろ言ってくれたけれど、それ資料として後で配布して

いただけますか。 

都市計画課長 はい。昨年、平成27年11月のですね、県内指定状況という県の資料ございます

ので、そちらのほうをご用意したいと思います。 

委員長 はい。後ほど提出をお願いします。 

ほかありませんか。 

はい、福田委員。 

福田委員 今、市街化の面積が976って言いましたよね。 

那珂市の総面積からいくというと、91％はいわゆる縛りがある地域ですよね。 

市街化というのが、いわゆる那珂市は100平方キロ、約。 

それの１割弱でしょう、市街化は。 

少なくとも人口減少ということが今回の目的であるとするならば、私は25％ぐらい。 

今大体同程度ぐらいということを言いましたよね、今回の区域指定の面積は。 

もうちょっとあってもいいような気がしますよ。相対的に。 

それじゃなかったらば人口減少に歯どめかからないですよ。 

その辺をね、ほかの市町村といわゆる条件が違うというのは那珂市はそこなんですよ。 

特に那珂市、近隣では茨城町かな、これが縛りがきついところはこの２市町なんです。

水戸を中心としてエリアを考えれば。 

ですからね、今回の今言った大体この現在の市街化同程度ぐらいの面積と言っていまし

たけれど、もっとあってもいいような気がしますね。 

以上です。 

都市計画課長 はい、お答え申し上げます。 

那珂市の行政区域の面積がですね、9,780ヘクタール、97.8平方キロでございます。市街

化区域がですね、976ヘクタール、市街化調整区域におきましては8,804ヘクタールという

状況でございます。 

議員さんご指摘的のですね、区域指定の面積につきましては、私のほうで説明申し上げ

たのは市街化区域の同程度と申しますと約1,000ヘクタールぐらいという形になってきま

して、これが調整区域の割合にしますとですね、約10％程度、11％ぐらいになろうかとい

うふうに考えております。 

ご指摘の中で25％というようなご提案等がございましたけれども、基本的にそういった

流れを含みましてですね、基本的に拾えるところの区域等につきましては基準に沿ったで

すね、区域で拾えるところにつきましては最大限拾ってですね、この区域指定を導入した

いというふうに考えてございます。 

ただ、25％と申しますと面積的にそこまではちょっと難しいかもしれませんけれども、
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先ほども言いました、どちらかというとですね、そういった困っている区域というのをで

すね、救済する意味で、基準を満たしているところはですね、できるだけ拾い上げて区域

指定というものですね、指定区域に入れていきたいというように考えてございます。 

以上でございます。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

ほかないですね。 

では次回、９月の議会報告ということですので、きょういろいろと当委員会で申し上げ

ました要望やら意見やらですね、十分ご検討いただきましてご回答いただきたいと思いま

す。 

よろしくお願いします。 

それでは、以上で本委員会に付託された執行部提出案件の審議はすべて終了いたしまし

た。 

暫時休憩いたします。 

執行部はこれで退席になります。 

  休憩（午前11時54分） 

  再開（午前11時55分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

産業建設常任委員会の調査事項についてを議題といたします。 

この件につきましては５月26日の委員会にてご検討いただくよう連絡をさせていただい

ております。これから調査等をですね、行いたい案件について、委員の皆様のご意見を伺

いたいと思います。 

ということで前回お話を、視察研修も含めてですね、調査事項について、今１部配布い

たしますので。 

今お手元にお配りしましたのは閉会中の継続調査申出書ということで、当委員会は農林、

畜産、商工業、道路、橋梁、都市、建設、市営住宅といろいろ幅広くですね、担当してお

りますので、先ほどありました下水道等もそうですね。市街地、水道事業。ということで、

調査事項は多岐にわたっております。 

ということで実際具体的にですね、何を調査していくかということでちょっとご意見い

ただければというふうに思います。 

須藤委員 この前資料をもらったんですけれども、整備基準かな。 

採択されている狭隘道路、暫定舗装、排水路。27年度までに142件が未整備。 

27年度末までに142件が、採択はされているけれども、これについてどういうふうにこれ

から市のほうでやっていくのか、ぜひこれ調査できればなと思うんだけどね。 

委員長 それは道路整備の採択、不採択の。 

須藤委員 採択されたのを、採択はされたけれど、いつ、どういうふうにやっていくのかがさ
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っぱりわからないから、これを委員会としてしっかり調査して、決めてもらえればなと思

うんですけれども。 

予算がないとか、どうだのこうだのって、どんどん後から来るわ、前のはやっていない

わ、いっぱいやるやつがあって全然進んでいないんだよね。 

これはやっぱりしっかりしないとしようがないと思うんだよね。 

委員長 わかりました。 

一つ目は市道整備ですね。 

採択分、当然不採択分もあるでしょうし、採択後のスケジュールどういうふうになって

いくのか、それと採択分ですね、どういうふうにしていくのかっていうところを調査する

ということですね。 

福田委員 きょうもいろいろほら、あったでしょう。 

下水道、その辺をも少しやってみたいですね。 

委員長 下水道の将来、整備計画ですね。 

福田委員 私はそう思います。 

須藤委員 下水道もやったほうがいいな、全体的に。 

委員長 ほかにはございますか。 

  （なし） 

委員長 ほかにはないですか。 

これは、当委員会２年間ありますので、これからしっかり調査していきたいということ

でございますので、順番だけ先に優先だけ、この二つの案件をやっていく場合には、どち

らが先やっていったほうがいいですか。 

福田委員 その辺は正副でまとめてください。 

委員長 はい。私ども正副のほうでちょっと、事務局とも相談しまして決めさせていただきた

いと思います。 

それともう１件、視察研修なんですが、前回行方というお話がありましたんですけれど

も、よく調査をというか、私のほうもちょっと調べてはみたんですけれども、非常に６次

産業化については農業が専門のところですのでですね、230億くらいの生産、出荷額があり

ますので、非常に活発な活動をされているというのはよくわかります。 

過去、アンテナショップも東京に３店舗出していまして、26年にたしか閉鎖しています

ね。それは一応アンテナの情報は集まったということで。 

ですからそういう意味では、生産から販売、加工販売のところまでが詳しく聞けるのか

なというのはありますね。農政関係でいいますと。 

福田委員 行方といえば、霞ヶ浦のあそこに、あれは何大橋といったっけ。 

委員長 霞ヶ浦大橋ですかね。 

福田委員 そこのところに道の駅があったよね。あそこなんかで研修行ったことあったね。 
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あれは何で行ったっけ。 

委員長 水の博物館とかありましたよね。 

福田委員 常任委員会か何かで行ったような記憶があるけれども。 

委員長 特別委員会、活性化委員会で前行っています。 

農業ということで、特にあそこは農工商で。 

確か行きました。 

福田委員 もう四、五年前、もっとになる。 

委員長 ３年前かな。 

そのときは、農業重点ではなかったんですけれども、一応施設は市役所とそこの道の駅

かな。 

福田委員 その辺は正副と事務局と、検討してもらえばいいんじゃないですか。 

委員長 じゃあ、私どものほうへお預けいただいて、お預かりしますので、それで検討させて

いただきます。 

それではまた決定しましたら、皆さん方にご連絡いたしますので。 

以上をもちまして常任委員会を閉会いたします。 

お疲れさまでした。 

閉会（午後０時３分） 

 

   平成28年８月23日 

    那珂市議会 産業建設常任委員会委員長  寺門  厚  


