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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９月７日（水）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  委  員 須藤  博 

欠席委員 な し 

職務のため出席した者の職氏名 

     議   長 中﨑 政長  事務局長 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 

     商工観光課長 中庭 康史        商工観光課長補佐 川﨑 慶樹 

     建設部長 小泉 正之          土木課長 引田 克治 

     土木課長補佐 海老沢美彦        用地Ｇ長 平野 正行 

     都市計画課長 根本 雅美        都市計画課長補佐 今瀬 博之 

     建築課長 玉川 秀利          建築課長補佐 平野  敏 

     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       業務Ｇ長 猪野 嘉彦 

     水道課長 助川 啓治          水道課長補佐 鹿志村 則男 

     総務Ｇ長 秋山 洋一          農業委員会事務局長 山田 甲一 

     農業委員会事務局長補佐 綿引   稔  農地Ｇ長 水野 泰男 

     外関係職員 

会議事件と概要 

     （１）議案第 72号 平成 28年度那珂市一般会計補正予算（第３号） 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （２）議案第 74号 平成 28年度那珂市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （３）議案第 75 号 平成 28 年度那珂市農業集落排水整備事業特別会計補正予算（第１

号） 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （４）認定第１号 平成 27年度那珂市各種会計歳入歳出決算の認定について 
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       概要：認定すべきもの。 

     （５）認定第２号 平成 27年度那珂市水道事業会計決算の認定について 

       概要：認定すべきもの。 

     （６）那珂市区域指定の素案について 

       概要：指定が予定される地区が図示された。 

     （７）産業建設常任委員会懇談会について 

       概要：日程及び内容についての確認を行った。 

     （８）議会報告会での報告案件について 

       概要：正副委員長一任。 

     （９）茨城県市議会議長会の平成 28年度第１回議員研修会について 

       概要：花島委員が出席。 

議事の経過（出席者の発言内容は以下のとおり） 

     開会（午前 10時） 

委員長 おはようございます。 

   開会前にご連絡をいたします。 

   会議は、公開しており、傍聴可能といたします。 

   また、会議の映像を、庁舎内のテレビに放送します。 

   会議内での発言は、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ください。 

   ただいまの出席委員は４名でございます。欠席委員は須藤委員、花島委員の２名でございます。 

   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、ご挨拶をお願いいたします。よろしくお願いします。 

議長 おはようございます。 

   寺門委員長をはじめ委員の皆様にはご苦労さまでございます。本日は、27 年度の決算の認定

と議案がございます。慎重なるご審議をお願いし、また、執行部におかれましては、簡潔かつ明

瞭なる答弁をお願いして、議長の挨拶といたします。 

   ご苦労さまでございます。 

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。 

   付託案件は、今回６件でございます。執行部につきましては、丁寧な答弁を心がけてまいりま

すので、委員の皆さんにおかれましても、ご協力のほどよろしくお願い申し上げまして、挨拶と
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させていただきます。 

   どうぞよろしくお願いします。 

委員長 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。 

   審議をスムーズに進行するため、お手元に配付しました審議順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。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部提出をお願いしたいと思います。 

   なお、認定第１号の討論及び採決は、全ての該当項目への質疑、答弁が終了した後に行います。 

   それでは、審議に入ります。 

   初めに、議案第 72号 平成 28年度那珂市一般会計補正予算（第３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。 

   お願いします。 

財政課長 財政課長の茅根です。外関係職員が出席しております。どうぞよろしくお願いします。 

   それでは、議案第 72号 平成 28年度那珂市一般会計補正予算（第３号）についてご説明いた

します。 

   説明につきましては、当委員会所管の部分についてご説明いたします。 

   17ページをお願いいたします。 

   ２段目になります。 

   款項目、補正額の順に読み上げてまいります。 

   ５款農林水産業費、１項農業費、２目農業総務費 10万円の減。 

   ７目集落排水整備費 58万 5,000円の減。 

   ６款商工費、１項商工費、１目商工総務費 342万 8,000円。 

   18ページをお願いいたします。 

   中段になります。 

   ７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁総務費 1,064万 4,000円の減。 

   ７款土木費、３項都市計画費、１目都市計画総務費 600万円の減。 

   ４目街路整備費 100万円。 

   19ページになります。 

   ５目下水道整備費 49万 1,000円。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

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。 
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     （なし） 

委員長 ないようですので、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 72号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしと認め、議案第 72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いたします。 

     休憩（午前 10時６分） 

     再開（午前 10時７分） 

委員長 では、再開いたします。 

   下水道課が出席しております。 

   議案第 74号 平成 28年度那珂市下水道事業特別会計補正予算（第１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 下水道課長の植田です。外３名が出席しております。よろしくお願いします。 

   議案第 74号 平成 28年度那珂市下水道事業特別会計補正予算（第１号）。 

   平成 28年度那珂市の下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次の定めるところによる。 

   （歳入歳出決算の補正）第１条 歳入歳出決算の総額に、歳入歳出それぞれ 65 万 2,000 円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 20億 3,665万 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 歳入歳出の補正」による。 

   平成 28年８月 30日提出。那珂市長。 

   続きまして、詳細です。 

   補正予算書の６ページをお開きください。 

   ２、歳入。 

   ６款繰入金、１項繰入金、１目一般会計繰入金、補正額 49 万 1,000 円。一般会計への繰入金

でございます。 

   ７款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額 16万 1,000円でございます。 

   続きまして、７ページ、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、補正額 215万 2,000円でございます。人事異

動に伴う職員人件費の差額調整分でございます。並びに一般管理費事務費として、備品購入費、

シュレッダーが故障したことによる庁用備品の購入分でございます。 
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   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、補正額 150万円の減。

こちらも人事異動に伴う職員人件費の差額調整分でございます。 

   以上でございます。 

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。 

     （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 74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 74号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   続きまして、議案第 75号 平成 28年度那珂市農業集落排水整備事業特別会計補正予算（第１

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 議案第 75号 平成 28年度那珂市農業集落排水整備事業特別会計補正予算（第１号）。 

   平成 28 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１号）は、次の定めるとこ

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 58 万 5,000 円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億 2,541万 5,000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。 

   平成 28年８月 30日提出。那珂市長。 

   続きまして、内訳でございます。 

   予算書の６ページをお願いします。 

   ２、歳入。 

   ６款繰入金、１項繰入金、１目一般会計繰入金、補正額 58 万 5,000 円の減。一般会計繰入金

でございます。 

   続きまして、７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、補正額 379万 9,000円。職員人件費、人事異

動に伴う職員人件費の調整分でございます。 

   続きまして、２款農業集落排水整備事業費、１項農業集落排水事業整備費、１目農業集落排水
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整備費、補正額 438万 4,000円の減。職員人件費、人事に伴う調整分でございます。 

   以上です。 

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 75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 75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、認定第１号 平成 27 年度那珂市各種会計歳入歳出決算の認定について、下水道

課の所管部分ですね、これを議題といたします。 

   まず、一般会計の所管部分のうち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

部より説明を願います。 

下水道課長 決算書の 136ページをお開きください。 

   ４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費、下水道課所管事業分だけ説明いたします。 

   137 ページ、一番下段の浄化槽設置補助事業 2,005 万 3,000 円でございます。こちらは合併浄

化槽の設置 62基、単独浄化槽撤去補助７基の事業費分でございます。 

   以上です。 

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 ないようですので、質疑を終結いたします。 

   次に、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、これらは繰出金のため、繰り出し先の各特別会計の説

明時に説明をいただく形で進行してまいります。 

   続きまして、下水道事業特別会計の歳入歳出について、執行部より一括して説明をお願いしま

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。よろしくお願いします。 

下水道課長 決算書 310ページの、下水道事業特別会計の前に繰出金のほうを先に説明いたします。 

   まず、下水道事業のほうです、決算書の 176ページをお願いします。 
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   ７款土木費、３項都市計画費、５目下水道整備費、支出済額９億 7,716万円。下水道事業特別

会計繰出金でございます。 

   続きまして、決算のほうに移ります。特別会計の決算のほうです。 

   決算書 310ページをお開きください。 

   歳入です。 

   １款分担金及び負担金、１項負担金、収入済額 9,695万 430円。収入済額の詳細ですけれども、

過年度滞納繰越金 870万 9,800円、現年度分については 221万 1,300円、対調定に対する収入率

でございますが、89.2％になります。対象世帯については 75 世帯、主に生活困窮、経営難によ

るものでございます。 

   続きまして、２款使用料及び手数料、１項手数料、収入済額４億 7,447万 3,413円。収入未済

額でございますが、過年度滞納の繰越分については、このうち 598万 2,965円、現年度分につき

ましては 836万 8,593円。こちらは、水道事業と賦課徴収を一元化しており、滞納調整分につい

ては水道課と一元化した徴収事務を行っております。調定に対する収入率でございますが、97％

でございます。対象世帯が 721世帯でございます。 

   続きまして、２項手数料、収入済額 261万 1,600円。排水整備等の計画確認手数料等でござい

ます。 

   続きまして、３款国庫支出金、１項国庫補助金、収入済額１億 9,454万円。下水道建設費国庫

補助金でございます。 

   ４款県支出金、１項県補助金、収入済額 130万円でございます。こちらは単独事業費の一部県

の補助分でございます。 

   続きまして、５款財産収入、１項財産運用収入、収入済額６万 3,306円。 

   312ページをお願いします。 

   ６款繰入金、１項繰入金、収入済額９億 7,716万円。一般会計繰入金並びに基金繰入金でござ

います。 

   ７款繰越金、１項繰越金、収入済額 9,735万 9,082円でございます。こちらは前年度繰越金並

びに繰越事業の充当財源繰越額でございます。 

   ８款諸収入、１項諸収入、収入済額 267万 2,828円でございます。こちらは消費税還付金並び

に消費税還付加算金でございます。 

   ９款市債、１項市債、収入済額６億 3,230万円でございます。下水道建設債、下水道施設災害

復旧債でございます。 

   以上でございます。 

委員長 歳出もお願いします。 

下水道課長 歳出です。 

   316ページをお願いします。 

   １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、支出済額１億 583万 8,246円。 
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委員長 ただいま花島委員が出席をいたしました。報告しておきます。 

   では、続けてください。 

下水道課長 職員人件費、一般管理事務費、基金積立事業、下水道事業審議会設置事業、公営企業会

計適用推進事業の事業でございます。 

   続きまして、318ページをお願いします。 

   同じく２目維持管理費、支出済額２億 890万 5,040円。不用額でございますが、需用費、光熱

水費等、失礼しました、委託料のほうです。施設保守点検等の委託料の請負差金でございます。

下水道事業維持管理費並びに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、支出済額６億 8,459

万 4,001円。不用額でございますが、主に委託費、工事費の請負差金でございます。職員人件費

並びに公共下水道整備事業費でございます。 

   工事等については、昨年、額田地区、後台地区、中里、門部、戸多、下菅谷、都市計画道路等

の工事を行っております。 

   続きまして、同じく２目流域下水道費、支出済額 535万 1,000円。那珂久慈流域下水道事業の

繰越明許分でございます。 

   続きまして、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、支出済額４億 9,805万 5,450円。単独災害復旧事業費でございます。 

   続きまして、322ページをお願いします。 

   ４款公債費、１項公債費、１目元金、支出済額６億 9,368万 2,374円。起債償還元金でござい

ます。 

   続きまして、同じく２目利子、支出済額２億 863万 6,489円。起債償還利子でございます。 

   ５款予備費、１項予備費、１目予備費ゼロ円でございます。 

   以上でございます。 

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。 

遠藤委員 まず、317 ページ、総務費ですけれども、不用額がかなり多い、積立金がかなり多いんで

すよね。これはどういう意味合いですか。 

下水道課長 基金積立事業については、特別会計の歳入歳出の差金分を積み立てている事業でござい

ます。 

委員長 もう一度説明をお願いします。 

   担当者。 

業務Ｇ長 お答えします。 

   積立金については、３月補正にて、受益者負担金、下水道使用料、前年度繰越金の増収が見込

まれましたので、9,487 万円ほど増額し、現計予算額を 9,487 万 2,000 円としたところでござい

ます。ただし、その後、災害復旧費、災害復旧費に関しましては、平成 27 年度が最後の年度と
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なっておりますので、その災害復旧費が確定いたしまして、災害復旧債が 6,050万円の減、一般

財源が 4,519万 5,000円の増となりまして、一財が当初の見込みよりも不足したため、仮に現計

予算額どおりに積み立てを行った場合、出納閉鎖期間の使用料の納付状況によっては、実質、繰

り越しが赤字になってしまう可能性が生じたために、現計予算額どおり積み立てすることは困難

となったため、災害復旧債の減額相当額を減額しました 3,437万 1,000円のみを積み立てしたと

ころでございます。災害復旧費の確定が３月補正のヒアリングであります１月には間に合わなか

った最後の年度であったために、こちらの不用額を生じてしまったためによります。 

   以上です。 

委員長 副市長。 

副市長 要するに、この 6,050万円を積み立てしてしまうと、歳出の合計が歳入よりも多くなってし

まうと。そうすると、歳入から差し引くとマイナスになってしまうという、その原因はさっきグ

ループ長がお話ししましたように、歳入の起債が 6,000万円から、いわゆる借りられなくなって

しまったということで、歳入がそこが不足したということで、ここの歳出で積み立てを減らした

と。じゃないと、歳出のほうが多くなってしまうというようなことで、それはぎりぎりまで間に

合わなかったということです。 

   よろしいでしょうか。 

委員長 ただいま須藤委員が参りましたので、報告しておきます。 

   遠藤委員。 

遠藤委員 あと、まさしくその災害復旧関係なんですけれども、調書のほうにも 143から 144ページ

に詳細には出ておりますが、大震災に伴う公共下水道施設の復旧、これは今のところどれぐらい

まで来ているんですかね。 

下水道課長 一応、災害から復旧を続けておりまして、５年を目途に平成 27 年度で一応完了として

おります。 

遠藤委員 ということは、調書の 144 ページに 27 年度に行った工事が、大きいものがぱあっと出て

おりますけれども、これで大震災に関連した下水道の復旧は終了というようなことでいいんです

か。 

下水道課長 そのとおりでございます。 

委員長 いいですか。 

   外にございませんか。 

議長 323 ページの起債利子２億 800 万円から、これは下水道工事をやるのにお金を借りた、その返

済の利子だけなのかな。そうすると、この元金は、起債したあれはトータルでいくらになってい

るのかな。 

業務Ｇ長 お答えします。 

   平成 27年度末の公共下水道に係る地方債残高でございますが、105億 361万 6,000円程度でご

ざいます。 
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   以上でございます。 

議長 要するに起債するときには、借金するときには５％以内とかというあれでもって、５％は高い

んじゃないというと、いや、今はそれよりずっと安く借りていますということであれなんだけれ

ども。１回、一般質問で下水道の整備が進まないと。そして、各銀行にわたって 200億円を貸し

てくれと、私、そういう計算書をつくってもらったんですよ。いや、議員さん、200 億円は何ぼ

那珂市でも貸せないですよと。いや、それはわかっていると。ただ、計算上、各銀行、４社なら

４社、50億ずつ４社なら 200億円だと。その計算すると、200億円借りて５年間を据え置きで６

年目から利子と元金を返すと。そして、その５年間据え置いた、その５年間の利子というのは、

200 億円借りて 6,000 万円ぐらいだと計算上出てきたのね。要するに 200 億円を一気に４社から

借りて計算すると。５年間は 6,000万円で済んでしまうのよ、今年１年、２年目は。そして６年

目から、変な話、200 億円の仕事を５年間でやってしまえば、そうすると６年目からは、その利

子と、今度は 200億円の元金を返せるような仕組みになっていきますよと。 

   だから、これ今見てね、２億円の利子を払っているということは、相当高い利子を払っている

んじゃないかと。105 億円しか借金がないのに、２億円もの利子を払っているというのはどうい

うことかなと思って。ちょっともう１回聞きたい。 

業務Ｇ長 お答えします。 

   先ほど議長おっしゃられたのが民間の銀行からの借り入れということで、今お話をお伺いしま

すと、年利 0.3％での借り入れになるんではないかと推測いたします。 

   このたび平成 27 年度の事業に当たりまして、那珂市の下水道事業で借り入れたものは、主に

財務省から借りたもの、それと、全国の地方自治体で出資しております地方公共団体金融機構と

いうところから借りております。条件につきましては、原則 30 年償還、うち据え置きが５年と

いう条件で借り入れております。 

   こちら５月の下旬に借り入れたときには 0.2％、市中銀行で借り入れたときよりも利率はよく

なってございます。ちなみに７月の時点でございますが、７月の時点では 30 年の償還期間で

0.1％まで利率は下がってございます。一般的に申しまして、民間の金融機関で借りるよりも、

財務事務所、政府資金でお借りしたほうが利率的には、こちらにとってはいい条件になってござ

いますので、現時点ではそちらのほうから借り入れを続けてございます。 

   以上でございます。 

委員長 外にございませんか。 

     （なし） 

委員長 なければちょっと私、１点だけ。 

   決算資料 323 ページと、あと決算説明資料の 14 ページ、地方債の状況、公債の状況なんです

けれども、今、議長のほうからもお話がありましたけれども、利率的に高いのは見直しというか、

その辺はちゃんと考えてやっていますねという質問なんですけれども。 

   それと、27 年現在で下水道関係で 105 億円で、それと農集のほうも入れて、これが 42 億円あ
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りますね。合せて 148億円ということは、もう一般のほうの会計でも約 170億円ですので、もう

これに近づきつつあると、これ毎年 10億円借りて 11億円返済という状況が続いていて、毎年ふ

えていきます。今後の決算、当年度だけじゃなくて、非常に厳しいですよね、財政的には。なお

かつ那珂市トータルの一般会計にも影響を及ぼしていると。今後についても、じゃあ、どういう

ふうにしていくのかというのがちょっと、下水道については排管の整備事業がありますし、それ

から今度、新たに設備もしなくてはならないですし。この公債の返還、これもやっていかなくて

はならないということになると、かなり財政、お金の使い方が厳しくなるんで、その辺、副市長、

この辺はですね、財政課のほうもちょっと入って、どういうふうにやっていくのかというのをち

ょっとひとつ、どう対処していくのかという、その辺、お考えどうですかね。 

   副市長。 

副市長 この公営企業につきましては、今、委員長がおっしゃったように、非常に今後まだまだ整備

するところがたくさんございますので、非常に厳しい状況だと思います。そういう中で、国のほ

うでも公会計を引いて、きちんと経営状況を明らかにしなさいよというのが基本だと思うんで。

そこは今後、いろんな事業、今後の整備状況を当然勘案して、それには当然、その大もとになる

経営状況、そこを見ながら今後の整備は当然進めていかなければならないと思っていますんで、

そこは既にもう財政課と入りまして、下水道課と協議を進める段階になっておりますんで、そこ

は今後よく精査してやっていきたいと思っています。よろしくお願いします。 

委員長 わかりました。 

   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。 

   次に、農業集落排水整備事業特別会計、こちらの歳入歳出について、執行部より一括して説明

をお願いします。 

下水道課長 ご説明いたします。 

   まず、一般会計繰出金のほうを先にご説明いたします。 

   決算書 154ページをお願いします。 

   ５款農林水産業費、１項農業費、１目集落排水整備費、支出済額２億 7,676万 4,000円。農業

集落排水整備事業特別会計繰出金でございます。 

   続きまして、特別会計の決算書に移ります。 

   決算書 344ページをお願いします。 

   歳入。 

   １款分担金及び負担金、１項分担金、収入済額 2,164万 2,000円。内訳でございます、過年度

滞納繰越分 349万 8,000円、現年度分 136万円、失礼しました、収入済額の内訳、未済額の内訳

でございます。調定に対する収入率でございます、79.4％。対象世帯が 44世帯でございます。 

   続きまして、２款使用料及び手数料、１項使用料、収入済額 7,415万 272円。農業集落排水の
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使用料でございます。 

   収入未済額の内訳でございます。過年度滞納繰越分 104万 6,695円、現年度滞納繰越分でござ

いますが、74 万 8,593 円。調定に対する収入率でございますが、97.6％、対象世帯が 35 世帯で

ございます。 

   続きまして、同じく２項手数料、収入済額 16 万 2,000 円。排水設備等の計画確認手数料等で

ございます。 

   ３款国庫支出金、１項国庫補助金、収入済額１億 5,000万円。汚水施設整備費交付金でござい

ます。 

   ４款県支出金、１項県補助金、収入済額 3,563万 9,000円でございます。こちら茨城県農村総

合整備事業等の補助金でございます。 

   ５款財産収入、１項財産運用収入、収入済額 15万 176円でございます。 

   続きまして、346ページをお願いします。 

   ６款繰入金、１項繰入金、収入済額２億 8,841万 8,000円でございます。一般会計の繰入金で

ございます。 

   続きまして、７款繰越金、１項繰越金、収入済額 5,106万 4,867円。前年度繰越金でございま

す。 

   ８款諸収入、１項諸収入、収入済額 1,274万 7,801円でございます。消費税還付金並びに消費

税還付加算金でございます。 

   ９款市債、１項市債、収入済額３億 7,850万円でございます。農業集落排水整備事業債並びに

資本費平準化債等でございます。 

   続きまして、支出に移ります。 

   350ページをお願いします。 

   支出。 

   １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、支出済額１億 1,165万 8,053円。不用額でご

ざいますが、委託費、ちょっと使用料はいろいろありますんで、主には控えさせていただきます。 

   同じく２目維持管理費、支出済額 9,243万 2,847円。不用額でございますが、主に光熱費等の

不用額でございます。 

   続きまして、２款農業集落排水整備事業費、支出済額５億 940万 3,893円。不用額でございま

すが、工事請負費並びに水道管移設等の補償費の減によるものでございます。事業については、

職員人件費、農業集落排水整備事業費でございます。 

   続きまして、３款公債費、１項公債費、１目元金、支出済額１億 6,451万 8,680円。起債償還

元金でございます。 

   同じく２目利子、支出済額 7,506万 1,516円。起債償還利子でございます。 

   ４款予備費、１項予備費、１目予備費ゼロ円でございます。 

   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。 

   入れかえの前に 10 分ほど休憩しますんで、11 時まで休憩いたします。再開を 11 時というこ

とで、いたします。 

休憩（午前 10時 51分） 

再開（午前 11時１分） 

委員長 では、再開いたします。 

   水道課が出席をしております。 

   認定第１号 平成 27 年度那珂市各種会計歳入歳出決算の認定について、水道課所管部分を議

題といたします。 

   一般会計の所管部分について、執行部より説明を願います。 

水道課長 水道課長の助川です。外３名が出席しております。 

   座って説明させていただきます。 

   最初から申しわけありませんけれども、訂正がありますので、平成 27 年度の那珂市水道決算

書に訂正がありますので、確認をお願いいたします。 

   平成 27年度那珂市水道事業決算書、こちらの別冊になりますけれども、この 14ページをお願

いいたします。 

   こちらの薄いほうの決算書になります。 

   よろしいですか。 

   それでは、14 ページの下から２行目の中央に、「平成 26 年」３月分の職員とありますけれど

も、その年号のところを「平成 27年」と訂正してください。 

   次に、同じ決算書の 25 ページになりますけれども、収益的支出の５行目、１目のところに原

水及び浄水費の欄の一番右端ですね、備考の欄の仮受消費税及び地方消費税の記述の下の金額

「3,111万 2,745円」を「3,611万 2,745円」に訂正してください。 

   次に、同じページの中段にあります 18節手数料の行の右端、備考の欄の水質検査の金額「579

万 4,548円」を「679万 4,548円」に訂正してください。 

   訂正箇所は以上でございます。 

   決算書の記載に訂正がありましたことをおわび申し上げます。今後はこういうことがないよう

に注意してまいりますので、よろしくお願いします。 

委員長 十分注意願います。 

水道課長 それでは、認定第１号 平成 27 年度那珂市各種会計歳入歳出決算の水道課所管分の説明



－14－ 

をいたします。 

   一般会計決算書の 128ページをお開き願います。 

   それでは、４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、支出済額３億 3,354 万 6,848

円。 

   131ページをお開き願います。 

   中段、丸印２つの事業が水道事業会計の分となります。 

   まず、水道事業会計補助事業、19 節負担金補助及び交付金 50 万 4,000 円。これは広域化繰出

金に基づく補助金です。水道事業会計の収益的収入に入り、地方債の利子支払いに充てられます。 

   続きまして、水道事業会計出資事業、24 節投資及び出資金 8,321 万円。これも広域化繰出金

に基づく出資金です。水道事業会計の資本的収入に入り、企業債の元金償還に充てられます。 

   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。 

   続きまして、認定第２号 平成 27 年度那珂市水道事業会計決算の認定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。 

水道課長 まず最初に、認定第２号 平成 27 年度水道事業決算の収益的収入につきまして、別冊の

平成 27年度那珂市水道事業決算書に基づきご説明申し上げます。こちらの別冊になります。 

   22ページをお開きください。 

   こちらは税抜きの金額となります。 

   平成 27年度那珂市水道事業収益費用明細書。 

   収益的収入。 

   １款水道事業収益 11億 4,523万 9,079円、１項営業収益 10億 9,586万 1,984円。これは、水

道料金及び加入分担金などの収入です。 

   23ページをお開き願います。 

   ２項営業外収益 4,937万 7,095円。主なものは、雑収益の東京電力損害賠償金と長期前受金戻

し入れの収入でございます。 

   24ページをお願いいたします。 

   ３項特別利益ゼロ円。 

   それでは、次に 25ページをお願いいたします。 

   収益的支出についてご説明いたします。 

   １款水道事業費９億 2,188万 3,109円、１項営業費用９億 130万 7,683円、１目原水及び浄水

費４億 5,141万 1,165円。これは主に浄水場の運転管理などに係る費用です。 
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   26ページをお願いいたします。 

   ２目配水及び給水費 4,282万 6,943円は、配水施設及び給水施設の維持管理費で、漏水修繕や

量水器交換、配水管移設に関する費用です。 

   27ページをお願いいたします。 

   ３目受託工事費ゼロ円、４目総係費１億 4,537万 9,145円は、職員人件費、総務事務費に関す

る費用です。 

   29ページをお願いいたします。 

   ５目減価償却費 2億 6,168万 4,280円、有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費でござい

ます。 

   ６目資産減耗費 6,150円、２項営業外費用 2,044万 8,073円。 

   30ページをお開きください。 

   １目支払い利息及び企業債取扱諸費 1,975万 9,842円、企業債の支払い利息でございます。 

   ２目消費税ゼロ円、３目雑支出 68万 8,231円。 

   ３項特別損失 12 万 7,353 円、１目固定資産売却損ゼロ円、２目過年度損益修正損 12 万 7,353

円は、漏水減免分でございます。 

   ５目その他特別損失ゼロ円。 

   ４項予備費ゼロ円、１目予備費ゼロ円。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

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 29 ページの減価償却費２億 6,000 万円ほどありますね。それで、これ建物も何年かで償却す

るということで、この減価償却費を計上しているかと思うんですけれども、一番下から２行目、

施設利用権というのはどういうことなのかちょっとわからないんです。 

水道課長 お答えします。 

   施設利用権につきましては、工業用水を県のほうから買っているんですけれども、その県の施

設のほうの浄水場のほうの修繕、または耐震化というようなことがある場合に、そちらに負担す

る割合で負担している権利でございます。 

   以上でございます。 

議長 そうすると、要するにこの２億 6,000万円というのは、要するにまた別という、これ積み立て

て現金で持っているわけですか。 

水道課長 これについては、現金を伴わない分ということで、そのときに、例えば建物をつくった場

合に、その建物の償却年数によって割り戻した１年１年分の部分を全部足し込んだものの金額を

計上しております。 

   以上でございます。 

議長 企業だと、要するに減価償却というのは、本来は使ってはだめなんだけれども、これは施設な
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んかが老朽化してあれするときには建てかえる計算で、要するに持っていなくてはならないお金

ですよね。だから、その辺がちょっとわからないんです。 

委員長 はい、担当者。 

総務Ｇ長 今のことに回答いたします。 

   減価償却費に関しましては、今年度のほうなんですけれども、４ページと５ページのほうを開

いていただいてよろしいですか。これまでの減価償却費に関しましては、水道会計の場合は損益

勘定留保資金というところに入れておりまして、本年度の資本的支出のほうに過年度分の損益勘

定留保資金ということで充てておる部分と、あと、当年度分の損益勘定留保資金ということで一

部分を充てております。その差額分に関してだけ現金で残っているような形になります。 

委員長 外にございませんか。 

     （なし） 

委員長 ないようですので、これで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 ないということですので、討論を終結いたします。 

   これより認定第２号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり認定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、認定第２号は原案のとおり認定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 11時 15分） 

     再開（午前 11時 16分） 

委員長 再開いたします。 

   農業委員会事務局が出席をしております。 

   認定第１号 平成 27 年度那珂市各種会計歳入歳出決算の認定について、農業員会所管部分を

議題といたします。 

   一般会計の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、執行部より説明を願

います。 

農業委員会事務局長 農業委員会事務局でございます。事務局長の山田外２名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、ご説明いたします。 

   決算書 142ページをお開き願います。 

   ５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費の支出済額でございます。 

   次の 143 ページにございますが、1,484 万 1,649 円でございます。農業委員会の運営に要する

経費でございます。不用額につきましては、特に役務費の中の郵送料、旅費の中の研修日当等で
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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 遊休農地対策事業でございますけれども、この内容について、パトロールなのかなと思い

ますが、ちょっとご説明願います。 

農業委員会事務局長 委員ご指摘のとおり、年に１回、農業委員会全員ですね、各地区を含めた農地

パトロールを実施してございます。それに基づきまして、遊休農地と見込まれるような土地に対

して、農業委員がそれに対しての意向調査を実施したり、あるいは耕作放棄地の対象になるよう

なところを訪問して指導しているという状況でございます。 

   以上です。 

遠藤委員 これは遊休農地自体がどれぐらいふえているか、それによってどれぐらい、事務作業自体

がふえているか、そういったところはどうでしょうか。 

農業委員会事務局長 平成 27 年度の調査結果でございますが、遊休農地という中の農地は 225 ヘク

タールでございます。それの中の耕作放棄地の合計的なものは、約 400筆ほどございました。そ

れに対しまして、今年度、去年の成果を踏まえたものを農地パトロール、７月 20日から 10日間

かけまして調査をして、その意向調査の追跡調査という形で実施してございます。 

   結果的にはまだ全部の成果は出ておりませんが、今年度に関してはかなり改善された部分があ

るということでございます。その理由としましては、農地保全ですかね、作付というよりは管理

保全の箇所がふえた、内容は国の補助事業的なものを活用した多面的機能の交付金などが活用さ

れたのが大きな理由で、水利組合等がその補助金を活用して保全管理を行ったような状況がござ

います。 

   以上でございます。 

委員長 外に。 

福田委員 今のこの遊休農地と言いますけれどもね、これは例えば不農地というのはないの。 

農業委員会事務局長 委員おっしゃる、農地じゃないものという意味ですか。 

福田委員 いやいや、そうじゃなくて、農地であっても、いわゆる耕作できないところ。例えば水が

来ないとか、何かのあれで作物ができないというところも、この遊休地と位置づけをしているん

じゃないんですか。そうじゃなくて、その中身について、ここは全くもう作物はできないよとい

うようなところというのは那珂市にも結構あると思う。そういうところもひっくるめて、こうい

う遊休農地ということを位置づけをしているんですか。 

農業委員会事務局長 遊休農地の位置づけは、委員のおっしゃる作付困難であろう、そういうような

非常に中山間地区というんですかね、那珂市の場合は中山間地区は極めて少ないんですが、特に

谷津田とか、例えば水の来ないところはまた別としまして、作付が困難で非常に耕作ができにく

いようなところ、それは耕作者の年齢的なものも含めた上で、それで捉えているところでござい
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ます。確かに、先ほど申し上げた数字の中には、そういう部分も含まれております。その解消と

しましては、農地パトロールの中で、そういうのを見きわめて、地元の農業委員さん、今年の推

進委員さんを含めた中で、見きわめた中で意向調査を実施して、どういう形で今後、耕作者が意

思の表示があるかとか、そういうものをデータ的に捉えて、最終的にはそういう地区を今後どん

なふうに取り扱っていくかというような、次の段階に入ってくるかと思います。 

福田委員 そうすると、今言った 225ヘクタールあるという中には、そういう部分があるということ

でいいわけですね。 

農業委員会事務局長 そうですね。実際には作付されていなくて、草が繁茂していると、そういうと

ころを含めたものの中に含まれてくるということでございます。 

福田委員 了解。 

遠藤委員 そうしたら、パトロールされているんで、これ後でデータ、資料を頂ければと思うのは、

農振農用地の中に何ヘクタールあって、１種の中にいくら、２種の中にいくら、３種の中にいく

らという、そういう出し方は出ますか。 

委員長 担当者。 

農地Ｇ長 ご指摘の部分なんですけれども、農用地区域とそれ以外の農地という形での集計のほうは

可能でございます。ただ、細かい部分で、１種農地、２種農地、３種農地という区分のほうに関

しましては、ちょっと現時点ではできないかなと思っております。 

遠藤委員 であれば、口頭で今出ますか、ある程度。どれぐらい、どういう未利用農地であっても、

どれくらいの遊休地があるかという数字が、もし、今出なければ、後で数字でいいです、資料で。 

農地Ｇ長 そうですね、ちょっと今手元のほうに資料がございませんので。 

遠藤委員 お願いします。 

委員長 じゃあ、後ほど資料を提示願います。 

   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。 

   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 11時 24分） 

     再開（午前 11時 26分） 

委員長 再開いたします。 

   農政課が出席しております。 

   認定第１号 平成 27 年度那珂市各種会計歳入歳出決算の認定について、農政課所管部分を議

題といたします。 

   一般会計の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、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

て説明をお願いします。 
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農政課長 農政課課長の加藤と申します。外３人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、142ページをお願いいたします。 

   款項目、支出済額、不用額の順で読み上げてまいりたいと思います。 

   ５款農林水産業費、１項農業費、一番下になります、２目農業総務費１億 5,217万 4,034円、

33万 3,966円。 

   144ページをお願いいたします。 

   ３目農業振興費 6,982 万 1,444 円、579 万 556 円。主な不用額は、需用費として修繕費の見込

み減や委託料の入札差金、空中散布補助金の見込み減によるものです。 

   150ページをお願いいたします。 

   ４目畜産業費 17 万 4,149 円、22 万 3,851 円。主な不用額については、家畜伝染病予防注射の

頭数の見込み減によるものです。 

   ５目農地費１億 1,979万 3,807円、うち農政課分としましては１億 1,577万 6,791円になりま

す。不用額 442万 2,193円、うち農政課分は 307万 209円になります。主な不用額は、委託料や

工事請負費による入札差金となっております。 

   154ページをお願いいたします。 

   ８目経営所得安定対策費 7,066 万 8,351 円、171 万 9,649 円。主な不用額は、転作奨励補助金

の見込み減によるものです。 

   ２項林業費、１目林業費 222万 8,151円、13万 4,849円。 

   以上になります。よろしくお願いいたします。 

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。 

遠藤委員 145ページの農業後継者育成事業は何をやっていますか。 

農政課長 内容につきましては、農業後継者クラブへの助成となっております。活動費の支援という

形になっております。 

遠藤委員 農業後継者、あとは担い手育成支援事業というものもありますけれども、実際、若手を育

成する予算というのは、こういったところですか。あと、どれぐらい若手がふえていますか。 

農政課長 農業後継者クラブの会員数につきましては、20 人前後という形で、ふえているというよ

りは、若い人も入ってくるんですけれども、年をとった方が抜けていくような形になっていまし

て、全体的にはふえているんですけれどもクラブ会員数的には同じような推移でなっているとい

う形になっておりまして、あとは担い手育成で新規就農の支援ということで、経費の負担とか機

械の補助とか、そういった形を行っているというのが現状でございます。 

遠藤委員 担い手育成でいくと、73 ページにいろいろとやった内容は出ていますけれども、これと

いうのはいろんな若い方、新しい方が相談に来ると思うんですよね。その内容に関してどれぐら

い応えられているのかなという。当然枠はあると思いますけれども、この内容でどうなんですか

ね。 
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農政課長 相談に参りまして、機械の補助とか新規就農の支援の補助なんかについては、要望どおり

に応えているというような状況でございます。 

委員長 外にございませんか。 

     （なし） 

委員長 ございませんですね。 

   では、なければこれで質疑を終結いたします。 

   暫時休憩をいたします。執行部は入れかえをお願いいたします。 

     休憩（午前 11時 34分） 

     再開（午前 11時 35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。 

   認定第１号 平成 27 年度那珂市各種会計歳入歳出決算の認定について、商工観光課の所管分

を議題といたします。 

   一般会計の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目観光費及び 12

款諸支出金、３項の償還金、１目償還金について、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ございます。外２名が出席をしております。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。 

   それでは、156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、支出済額 6,306万 6,010円。 

   続きまして、156ページから 160ページをお開き願います。 

   ２目商工振興費、支出済額１億 3,504万 9,691円、企業立地促進事業を除く８事業でございま

す。不用額の主な理由といたしましては、プレミアム付商品券発行事業におけます委託料の精算

による残額でございます。 

   続きまして、160ページをお開き願います。 

   ３目観光費、支出済額 5,752万 7,141円、翌年度繰越額 763万 3,000円。これにつきましては、

地方創生加速化交付金による静峰ふるさと公園魅力向上事業を 28 年度への繰越明許費としたも

のでございます。 

   次に、飛びまして 246ページをお開き願います。 

   12款諸支出金、３項償還金、１目償還金、支出済額 2,754万 3,962円。このうち商工観光課所

管額 1,397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 執行部の説明が終わりました。 

   質疑ございませんか。 

遠藤委員 159 ページの産業祭補助事業ですけれども、昨年初めて開催した産業祭ですが、いろんな
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検証をして、反省もして、今年度もまたやるということになるんでしょうけれども、どういった

検証が出て、どんな形でこれ改善するというふうなことになっているんですか。 

商工観光課長 今、委員のほうからもお話がありました初めての産業祭、昨年度実施いたしました。

市と商工会、それからＪＡ常陸ということで、三者で那珂市の産業を広く市民の方に広げて交流

を持とうというような形で行いました。昨年は参加人数としては 7,000人という来場者の方に来

ていただきまして、今までなかった那珂市の産業を市民の方にご紹介できたというふうに考えて

おります。また、会場につきましては、中央公民館の駐車場と一の関ため池親水公園というとこ

ろで、間の道路を歩行者天国にしまして、山車の練り歩きとかということも行いました。 

   今年度につきましては、もう少し本会場と一の関の公園のほうの流れをですね、人の流れをふ

やしたいというようなことで、新たなイベント等を今計画しまして、来週の月曜日には第３回の

実行委員会を予定をしているところでございます。 

   また、今年度につきましては、文化祭と合同で開催しようというようなことも計画しておりま

して、時期的には 10 月 30 日が産業祭でございます、文化祭についてはその前の 28、29、30 と

いうことで、日曜日を一緒にイベントを行ったりということで、昨年よりは盛り上げることで、

今計画をしているところでございます。 

   以上でございます。 

遠藤委員 目的ですよね、目的としては、当然市民の皆さんにというところもありましょうが、市内

外という意味で、那珂市を対外的にも発信をして、那珂市にこういういろんな産業があるんだよ

というのをいろんな方に、多くの方においでいただいて、当日もいろいろと買っていただいたり

体験していただいたりというふうな、そういう機会だと思うんですよね。だから、多くの来場者

がおいでいただけるような場所を考える必要があると思うんですけれども、そうするとどうして

も車の問題の部分でいうと、私なんかは、何となく想定していたのは、やっぱり総合運動公園で

やるのが一番いいのかなというふうに思っていたんですね、当初から。どこの産業祭でも、駐車

場は結構あって、広いところで一堂に集めてやると。そこで多くのにぎわいを持ってやるという

のがまず大体産業祭ですんで。そういった意味で、もっともっと対外的にＰＲする場所、そして

その仕掛けというのが必要なのかなというふうに思っているんですね。 

   ですから、昨年は昨年で、この補助額でということで、これはこれだと思いますが、そもそも

の目的からして、果たして昨年度の規模でよかったのか、やり方でよかったのか。これはやっぱ

り検証する必要があると思っております。今年度もやることはね、もうあの場所でというのは、

これは運営ももう決まっているでしょうけれども、そもそもの目的から考えて、あの場所とあの

内容でいいのかどうかというのは、検証し続ける必要があると思うんですが、そこら辺に関して

はどうですか。 

商工観光課長 昨年度、第１回の産業祭を開く前にも、先ほど言いました商工会、それからＪＡ常陸

さんというところにお呼びかけをいたしまして、ＪＡさんのほうは、毎年 11 月の土日に農協祭

というイベントを開催していると。その農協祭と一緒に産業祭を同時、合同開催できないかとい
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うようなお話も昨年度もさせていただきました。農協祭のほうとしましては、なかなか準備等も

あるんで、昨年、あと今年についても別開催というような計画でいると。来年度以降、またどう

でしょうかというお話し合いもさせていただいているところでございます。ただ、また、なかな

かＪＡ常陸のほうとしましても、合同という、今までやっていたものを総合公園のほうでという、

その辺がなかなか結論が今出せないというような状況ですけれども、市のほうからとしましては、

今、委員さんのほうからお話があった総合公園のほうで大きくですね、農協祭とタイアップした

産業祭ができないかということは、随時申し出をさせていただいているところではございます。 

   以上です。 

委員長 外にございませんか。 

     （なし） 

委員長 じゃあ、すみません、１点私のほうから。 

   なかひまわりフェスティバル事業ですね。これこの間、８月 27 日に行われましたけれども。

ページは 161 ページになります。この中で、今年委託料が前年より 27 万円ほど上がっています

けれども、その中身と、あと、経済効果、あとは収支というのはどうだったのかというのもちょ

っとお聞かせいただきたいと思います。 

商工観光課長 ひまわりフェスティバルの委託料でございます。この中身としましては、進入道路の

畑にヒマワリ畑を耕作者の方に作付、栽培をしていただいております。それの委託料と、それか

ら、昨年につきましては、シャトルバスですね、那珂西部工業団地から会場までのピストン輸送

ということで、一昨年までは那珂市の巡回バス、ひまわりバスを使ってシャトルバスをしていま

したけれども、法律改正によりまして、那珂市のバスは使えないということがありまして、中型

の乗り合いバス３台を利用して行ったために、一昨年よりは委託料が増額になってございます。 

   それから、経済効果ということでございますけれども、これにつきましては、茨城県の観光レ

クリエーション現況動態調査というところで係数等が出ているわけでございますけれども、昨年

度はひまわりフェスティバル、３万 8,000人の来場者というところで、１日当たりの日帰りの観

光消費額等を計算しますと２億 1,800万円という経済波及効果額、これは試算ですけれども、そ

ういった額になるところでございます。 

   それから、イベントの収支でございますけれども、イベントにつきましては、那珂市の補助金

が 950 万円、それから、商工会より 30 万円、イベントのひまわりフェスティバルの協賛金が 45

万円、花火の協賛金が 190 万円、参加団体の方からの負担金が 35 万円というところで、イベン

トの実行委員会は商工会のほうでやられていますけれども、事務局は。そのイベント額としては

1,250万円の決算額になってございます。 

   以上でございます。 

委員長 わかりました。 

   このひまわりの栽培もそうですね、これ委託でやられていますんで。ことしは 25 万円とか聞

いていますけれども、これというのは面積はもっとふえないんですかね。やっぱりひまわりが主
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役なんで、今年みたいに台風で倒れてしまったりとかすると、かなりダメージが大きくて、それ

こそ主役じゃなくて違うお祭りみたいにね、ヒマワリが目立たないんでね。もう少しその辺の手

だてというのは、これから必要になるんじゃないかなと思うんですけれども、その辺はいかがで

すか。 

商工観光課長 現在、隣接の農家の方にご協力いただいております。面積としては４ヘクタールの畑

を借地というか、利用させていただいて、ヒマワリの本数としては 25 万本ということをうたっ

てヒマワリを咲かせているところでございます。その周辺で未利用地の土地がございましたら、

そこの畑をまたお話をさせていただいてふやすということは可能だと思いますけれども、現在隣

接の農地の方は耕作を、作付をされているというところがございますので、今年度までは同じ面

積でということで実施をしているところでございます。 

   以上です。 

委員長 ありがとうございます。 

   ヒマワリの終わった後は、今度は種をヒマワリオイルにして今度は販売ということで。これも

那珂市の特産品ですから、これは数に限りがありますよね、毎年ね。欲しい方がたくさんいると

いうのもあって、なかなか回らないということもありますんで。それと、単価的に 1,000円とい

うのが非常に高いという話もありまして、ヒマワリオイルは。非常に求めづらいという話も聞い

ていますんで、やはりその辺はブランド認証品として、もう少し力を入れたほうがいいのかなと

いう気がするんですが、いかがですか、その辺。 

商工観光課長 ヒマワリオイルの生産につきましては、商工会のほうで生産販売をしているところで

ございます。やはり今年も台風でちょっと倒れた部分もございますけれども、昨年もちょうど収

穫時期の日照不足とか、雨が多く降って、ちょっとその辺の収穫ができなかったというところが

ちょっと生産量に大きな変動をもたらすというところはございますけれども、今年度もこういっ

た形で台風で倒れた部分について、ちょっと収穫量は減るのかなというふうには想定はできるん

ですけれども、今年度の特産品ブランド認証の中で、今年度商工会のほうから、ヒマワリオイル

を那珂市のブランド認証にということで申請が上がってございます。あす、あさっての金曜日に

ブランドの認証委員会協議会が開催予定ということで、そこで認証されることになれば、那珂市

の正式なブランド認証品ということで、今後も、市も当然ですね、ＰＲということで、ヒマワリ

オイルを市内、市外、県外にＰＲしていくというふうに考えているところでございます。 

   以上です。 

委員長 わかりました。 

   外にございませんか。 

遠藤委員 調書で 79 ページでございますけれども、特産品ブランド化推進事業で、これはブランド

認証品はふえてはきていると思いますけれども、これ認証するだけじゃなくて、やっぱりこれを

市としてどんどん応援する、ＰＲすることが必要だと思うんですね。今現在どういうふうな形で

ＰＲして、応援をしているんですか。 
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商工観光課長 お答えします。 

   ブランドの認証につきましては、ブランド認証になったもののパンフレットを作成しました。

昨年度、7,000 部を印刷しまして、27 年度で 6,000部、既に配布をしております。それからポス

ターにつきましても 100 部製作しまして、80 部ほど既に各施設のほうにポスターを配らせてい

ただいております。 

   ＰＲとしましては、他市町村も含めた観光ＰＲのときに、試食も含めてブランドの認証品を他

市町村でＰＲをして活動をしております。 

   また、ブランド認証されました事業者の方からのご意見等も、認証した場合に、認証シールを

その商品に張るわけですけれども、その張ったことによって、他の商品との差別化が図られて、

売り上げの上昇につながったとか、パンフレットとかそういうものも見て問い合せがふえたとい

うようなことで、今まで同じ商品を販売した中でも、ブランド認証したことによって、事業者の

方も喜んでいただいているというところでございます。 

   以上でございます。 

遠藤委員 実際これ、ブランド化されたことによって、どれぐらい、本当に売り上げが伸びているん

ですかね、それぞれの販売数というか。というのは、やっぱり認証しただけではなくて、それか

らまたいろんな下支えをする必要があると思うんですが、例えば対外的に那珂市に来た人がどこ

に行けばこういったものを買えるのかとか、そもそもどこにブランド認証品があるのかとか、そ

ういうのというのはどういうふうにわかるようになっているんですか。 

商工観光課長 ブランド認証品につきましては、まず庁舎の中では、１階の市民課前の待合室のとこ

ろにブランド認証の商品を作成しまして、そこで飾って、来庁された方にわかっていただくよう

な形を図っております。また、当然観光協会のほうでも一緒にＰＲをさせていただいているとこ

ろで、観光協会のホームページにもブランドの商品、それからそこをクリックしますと、お店の

地図もわかるように、そういった形でリンクをさせて、インターネットでもわかるし。あとは、

各施設の、先ほど言いましたパンフレット等を作成しておりまして、それを県内をはじめ、県内

の例えば茨城空港とか、それから県外でいうと東京の茨城マルシェとか、そういうところもそう

いったパンフレットを置いて、市内の方以外の方でもわかっていただくようなＰＲはしていると

ころでございます。 

   以上です。 

遠藤委員 しているんだと思うんですが、実際どれぐらい伸びているかというのは、ちょっと意向調

査、追跡調査というのは、やっているかどうかわかりませんけれども、このブランドに当たって

の推進協議会みたいなものが多分あるんですよね。そういう協議会の中で、市に対してもっとこ

ういったことでやっていただきたいとか、そういう声というのは特段ないですか。 

商工観光課長 今、推進協議会がこのブランド品をＰＲするという役割になっていますので、当然そ

こはＰＲをどんどん進めていくという考えになっております。 

   以上です。 



－25－ 

遠藤委員 じゃあ、あと、対外的な人が来て、ナカマロちゃんのお店がありますよね、あれは商工会

さんの事業だと思いますが。本当に対外的に来た人があそこをわかるかというと、なかなか難し

いと思うんですよね。あれは地元の人が行くところなんですよ、とんがりはっとってね。今外に

道の駅とかが太田も大宮もできて、かなり対外的な方が訪れて金を落とす施設というのを外がか

なり先行しているわけですけれども、その中で那珂市が対外的なところも含めて、相対的にね、

劣って見えているというのはいろんなちまたの声でございますから。そういった認証ブランドが

あるのであれば、それをもっと対外的にアピールできるような、場所もそうだし、やり方もそう

だし、工夫していただかんければいけない部分があると思うので。 

   今のこの事業としての決算の数字は、これはこれでございますけれども、もっといろんな調査

をしてやっていただきたいなというふうに思っております。そうしないと、これからブランド認

証、ふえるにはふえたけれども、実際その効果はどうなんだというふうになってきたときに難し

い部分が出てきますから。せっかく参加してくださっている業者がふえるのはいいと思うんです

けれども、本当にもう少しシビアに見て、きちんと認証が箔をつけることになっているのかとい

うのをそろそろきちっと数字も見て検証していただきたいと思いますけれども、どうでしょう。 

商工観光課長 今後はそういった形で進めていきたいと思います。 

委員長 外ございませんか。 

     （なし） 

委員長 では、なければ質疑を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。再開を午後１時といたします。 

     休憩（午前 11時 59分） 

     再開（午後０時 59分） 

委員長 それでは、定刻よりちょっと早いんですが、全員そろいましたので、午後の部を始めたいと

思います 

   再開いたします。 

   土木課が出席をしております。 

   認定第１号 平成 27 年度那珂市各種会計歳入歳出決算の認定について、土木課所管部分を議

題といたします。 

   まず最初に、一般会計の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 土木課でございます。私は課長の引田です。土木課からは、私の外５名が出席しておりま

す。よろしくお願いいたします。 

委員長 お願いします。 

土木課長 それでは、土木課分の決算についてご説明をいたします。 

   お手元の決算書 151ページの下から 10行目をごらんいただきたいと思います。 

   ５款農林水産業費、１項農業費、５目農地費のうち、湛水防除施設維持管理事業が土木課の所
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管する事業でございます。支出済額 401万 7,016円でございます。この事業は、主に久慈川沿い

に設置されました３カ所の排水機場の維持管理のための経費でございます。 

   続きまして、152ページから 153ページをごらんいただきたいと思います。 

   ６目地籍調査費でございます。支出済額 3,591 万 7,608 円でございます。不用額 86 万 3,392

円です。主な支出といたしましては、戸多地区、木崎地区における地籍調査事業の委託料でござ

います。 

   以上でございます。 

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 戸多地区は大体できていると思うんだけれども、あとどのぐらいかかってしまうのかな。 

用地Ｇ長 戸多地区は平成 28年３月 31日で全部登記が完了いたしました。 

   以上でございます。 

委員長 外にございませんか。 

     （なし） 

委員長 ないようですので、質疑を終結いたします。 

   続きまして、７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁総務費、２目道路維持費、３目道路

新設改良費、４目橋梁維持費及び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、執行部より説明を願います。 

土木課長 それでは、164ページから 165ページをお開き願います。 

   ７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁総務費でございます。支出済額２億 4,822 万

1,839 円、不用額 333 万 1,161 円でございます。主な支出といたしましては、職員の人件費、臨

時職員の賃金、非常勤職員の報酬及び未登記道路整備事業の委託料などでございます。 

   続きまして、166ページから 167ページをごらんいただきたいと思います。 

   ２目道路維持費でございます。支出済額３億 262万 8,460円、不用額 1,521万 7,540円です。

主な支出といたしましては、両宮遊歩道を含めた道路の維持管理費、安全施設の整備等に要した

費用でございます。不用額の主なものは、道路維持補修事業における工事請負費の入札差金でご

ざいます。 

   続きまして、170ページから 171ページをお開き願います。 

   ３目道路新設改良費でございます。支出済額２億 4,993 万 8,604 円でございます。不用額

1,165 万 7,396 円です。主な支出といたしましては、市道の改良舗装及び排水路整備のための調

査測量設計のための委託費、工事請負費、用地購入費と繰越事業で行われました両宮排水路整備

事業の工事請負費でございます。また、不用額の主なものといたしましては、道路改良舗装事業

における委託料及び工事請負費の入札差金でございます。 

   同じく 170ページから 171ページ。 

   ４目橋梁維持費でございます。支出済額 2,006 万 6,400 円、不用額 36 万 3,600 円でございま



－27－ 

す。主な支出といたしましては、五台地内のバードラインにかかる睦橋の長寿命化のための修繕

工事と委託料でございます。 

   同じページ、７款土木費、２項河川費、１目河川総務費でございます。支出済額 99 万 4,526

円、不用額 68 万 1,474 円でございます。主な支出といたしましては、水害を防ぐための那珂川

と久慈川にある樋管施設の維持管理に要した費用でございます。 

   続きまして、２目河川維持費でございます。支出済額 192 万 2,027 円、不用額 43 万 5,973 円

でございます。主な支出といたしましては、両宮排水路及び市内の調整池の維持管理に要した費

用でございます。 

   続きまして、３目河川改修費でございます。支出済額１億 4,332 万 7,442 円、不用額 414 万

6,558 円でございます。主な支出といたしましては、繰越明許分を含めた両宮排水路整備事業の

請負工事費でございます。不用額の主なものといたしましては、両宮排水路整備の工事請負費の

入札差金及び設計変更に伴う工事費の減額でございます。 

   以上でございます。 

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。 

須藤委員 両宮のこの排水整備については、しばらくやっていますけれども、今どのぐらいまで進ん

でいるんですか、これ。 

土木課長 両宮排水路整備につきましては、先月工事を発注いたしまして、国道 349号バイパスまで

は今年度中に完了いたします。残り 492 メートルございます。これにつきましては、29 年度、

30年度、この２年をかけて整備をする予定でございます。 

   以上でございます。 

議長 170 ページの道路新設改良費、この中で不用額が 1,100 万円かな、入札差金とかいろいろあり

ますけれども。やっぱりこういうのを使って狭隘道路の舗装とか、申請出ているやつ、少しでも

前へ進めなくてはならないかと思うんですけれども、そういうわけにはなかなかいかないのかな。 

土木課長 確かに入札差金、予定もされた路線を今年度やるということで計画して、それが入札をす

ることによって差金が出てくるということなので、また新たな路線をということになると、時間

的な問題、あるいは本来かかるべき工事費の問題等で、できるだけそうしたいんですけれども、

思うようにはいかない、あるいは財政当局からもそういったことである程度制限されているとい

うのも現実ではございます。 

議長 やっぱり工事の発注の仕方でもって、要するに年度末完成が最終目標になってしまう。そうす

ると、どうしてもそこで入札差金とか不用額が出て、本来は出てはならないんだろうけれども、

やっぱり入札で安くできたり何かするからだけれども。やっぱりこれ、なるべく道路なんかの場

合は、早目に発注をして、そして年度内で、残さないようにと言ったのでは失礼だけれども、要

するに少しでも要望のある道路ができるようにやっていくべきかなと思うんですけれども。 

土木課長 今年度につきましては、早目に入札差金についても、本来予定していなかった路線、ある
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いは延長を決めていたものを伸ばすとか、そういったことで、できるだけ余計にといいますか、

たくさんやるというようなことで、そういう方針で臨んでおります。 

   以上でございます。 

委員長 外に。 

遠藤委員 道路改良舗装事業にしても、両宮排水整備事業にしてもそうですが、目的として、要する

に排水処理をきちんとして冠水被害を抑制しとか、道路の冠水を改修するための整備を進めると

いうことになるんですが、ちょっとこれ決算なんで申しわけないんですが、どうしても先般の大

雨、台風のところで冠水が、全国のニュースでもひたちなかあたりが相当冠水がという報道が流

れていましたけれども、那珂市内も大変な状況だったというふうに思いますよね。これは今まで

の雨と違ってこれからというのは、そういうふうな被害が多分、続く傾向にあるのかなと思うん

ですね。 

   だから、そういった意味では、排水能力が今までの基準であったろうと思いますけれども、今

後というのは、どうしても市民の皆さんへのかなり影響が、この間の台風なんかは多かったもん

ですから。市としても、この整備の進みぐあい、もしくはいろんな道路の整備状況から見ても、

排水施設の状況というのをこれからちょっと考えなければいけないんじゃないかなというふうに

思うんですが、この間の台風はかなり対応に追われたと思いますが、そこらのところをどういう

ふうにお考えでしょうかね。 

土木課長 委員ご指摘のとおり、特に菅谷地区につきましては、至るところで道路冠水する、あるい

は庭先が冠水する、場所によっては床下冠水するというような被害が出たというところでござい

ます。これは確かに想定を超えるようなゲリラ的な雨が降ったということもございます。あるい

はまた、あそこの竹ノ内地区についていいますと、調整池というものが暫定的な調整機能、それ

というのは、先ほど須藤委員のほうにもお答えいたしましたが、両宮排水路の整備がきちんとで

きることでかなりあの辺の雨水の排水はできるというふうな計算のもとにつくられております。 

   また、道路の側溝等についても、なかなか、いわゆる管理といいますか、行き届かないところ

があって、中に土がたまってしまっていると。そういったことから、どうしても排水し切れなく

て冠水するというようなことが起こったというふうに認識しております。何よりも、やはり私ど

もとしては、両宮排水路の整備をあと２年間で整備することによって、相当菅谷地区の道路冠水

等については防げるんだろうというふうに思っております。 

   以上でございます。 

遠藤委員 本当ね、菅谷、バイパス沿い、もしくは竹ノ内地区あたりも相当、通行どめにしたような

ところもありますよね、冠水がもうひどくて。やっぱりそれは両宮排水の部分をまずしっかりと

進めていただくということかと思いますが、あと、どうしても整備するに当たっては、多額の金

額が。ただ、それを新たに整備するという部分じゃなくて、今あるものでもう、今、たまたま課

長がおっしゃられたように、もう日ごろからヘドロがたまってしまっているとか、掃除されてい

ないから抜けられないんだというふうなところを何人かの市民からも聞きましたので、そういっ
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たところも必要なのかなと。新しく整備していくこともさることながら、今あるものの管理もや

っていかないと。それをやっていけば少しは冠水被害も少しは小さくとどめられるのかなという

ふうな思いもあるもんですから、こういう計画に従った整備はさることながら、そういったとこ

ろのメンテナンスもぜひお願いしたいなと。決算ではありますが、この間のことでも、直後でご

ざいますので、そういう話をちょっとさせていただきますので、よろしくお願いします。 

花島委員 関連してなんですけれども、けさも私の知り合いから、排水路、側溝が流れが悪くてとい

う話がありました。１つお聞きしたいのは、側溝の道路の状況とか、そういうのはどこがやると

いうことになっているでしょうか。きょう聞いた場所のところでは、昔は近所の人が何人かで出

て、それでふたをあけて泥をとってというのをやっていたんだそうです。ところが、だんだん年

をとっていったのか何かでできなくなってということがありまして、市にお願いするにしても、

本来誰がやるべきものなのかという、役割分担ですか、それがどうなっているのか聞かないとい

けないかなと思いまして、聞いているところです。 

土木課長 本来、道路側溝でございますので、道路管理者である私どもがやるというのが原則だと思

います。ですが、昔はそういうことで、地元の方々がみずからボランティアといいますか、やっ

ぱり自分たちのところは自分たちでというようなことで、そういった泥払いといいますか、そう

いったものをやってもらっていたという現実はあろうかと思います。基本的には、やはり私ども

道路管理者ということになろうかと思います。 

   以上です。 

花島委員 わかりました。そういうふうに伝えて、よろしくお願いしたいと思うんですが、ただ、や

はり私自身も、国道の近くに住んでいて、草刈り等なんかを全て行政機関なり何なりに押しつけ

るのはどうかなとは思うんですよね。ただ、やれないところが、地区というんですかね、あるん

だったらやっぱりやってほしいし、何らかの手段で、結果として円滑に進んでいけるようにして

いく工夫をお願いしたいと思います。 

   もう一つ、排水路のことが私非常に気になっていまして、ローカルなのもそうなんですけれど

も、細かい排水路が整備されると、今度、大きい排水路がどのくらいの能力があるのかというこ

とが気になるわけです。両宮排水路というのは完成したらどのくらいの排水能力が期待されてい

るんでしょうか。例えば１分当たり何立方メートルみたいな数字でどうなんでしょうか。 

土木課長 じゃあ、１つ、まず先ほどの泥払いとかという話が１つあると思います。それにつきまし

ては、自治会長を通して、私どものほうに要望というか申請をしていただくということになろう

かと思います。 

   それから、先ほどの両宮排水路の流下能力ということでございますが、今手元に資料はござい

ませんので、ちょっと数字的なものは申し上げられませんが、周辺地区を含めた菅谷地区の排水

については処理できるというような、計算上はそういったことにはなっております。 

花島委員 それは、想定している雨量とかそういうのがあっての話だと思うんですよね。だけれども、

遠藤さんの話がありましたように、昔の想定が今後も有効かどうかわからないという側面もある
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ので、具体的な数字が必要かなと思うので、今は答えられないということですので、認識してい

ただきたいと。 

   それともう一つ。もう一つは、自治会長経由でという話があるんですけれども、それもある面

でもっともなんですけれども、非常に小さなところのやつを常に自治会長まで上げてというのは、

ちょっと僕はいかがなものかと思うんですよね。道路の建設みたいな、お金が大きくかかって、

時間もかかって、それから周辺の合意も必要みたいなところでしたら、自治会長という話でも、

そうかな。それもいろいろ意見はあるんですけれども、市民からは。おかしくないと思うんです

が。たかが 30メートルか 40メートルの側溝の部分の泥をどけてくれという話をね、自治会長ま

で持ってきて通してくださいというのは、ちょっと市の姿勢としていかがなものかと思うんです

けれども。どうでしょうか。 

委員長 花島委員、決算審議ですので、メインのテーマで意見を述べて、質問もお願いいたします。 

花島委員 ただね、そういうのをやるとなると、お金もかかるので、ちょっと機会なんで聞きました。

答えは後でも結構です。 

委員長 じゃあ、答えは後ほどお願いします。 

   外にございませんか。 

     （なし） 

委員長 なければ、これにて質疑を終結いたします。 

   続きまして、10 款災害復旧費、１項土木災害復旧費、１目現年度災害について、執行部より

説明願います。 

土木課長 それでは、244ページから 245ページをお開き願います。 

   10 款災害復旧費、１項土木施設災害復旧費、１目現年度災害でございます。支出済額 145 万

8,000 円、不用額５万 2,000 円でございます。主な支出は、久慈川にかかる木崎橋の復旧のため

の設計委託料でございます。 

   以上でございます。 

委員長 執行部の説明が終わりました。 

   質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 １点、これ木崎橋はもう完全に復旧して通行可能なんですよね。 

土木課長 現在通行可能となっております。 

委員長 先般の台風でも大丈夫でしたですか。 

土木課長 先般の台風時には、一時通行どめにいたしましたが、その後、流竹木の撤去等やりまして、

現在通行どめは解消されております。 

委員長 わかりました。 

   外になければ質疑を終結いたします。 

   暫時休憩をいたします。執行部は入れかえをお願いいたします。 
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     休憩（午後１時 23分） 

     再開（午後１時 24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。 

   認定第１号 平成 27 年度那珂市各種会計歳入歳出決算の認定について、建築課所管部分を議

題といたします。 

   一般会計の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 お世話になります。建築課長の玉川と申します。本日は以下３名が出席しております。よ

ろしくお願いいたします。 

   それでは、座って説明させていただきます。 

   決算書の 172ページをお開きください。 

   ７款土木費、３項都市計画費、１目都市計画総務費、支出済額 7,724万 2,932円。 

   次のページをお開きください。 

   このうち 175 ページ中段になります。建築総務事務費 42 万 3,333 円、主に建築課の総務に係

る経費でございます。 

   続きまして、178ページをお開きください。 

   ７款土木費、４項住宅費、１目住宅管理費、支出済額 2,524万 2,220円です。市営住宅 280戸

の管理費に使用した経費でございます。 

   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。 

遠藤委員 179 ページの市営住宅管理ですが、今 280 戸ということですけれども、老朽化しているよ

うな市営住宅もあると思いますが、今は 280戸でこれぐらいの経費でございますけれども、今後

の見込みというか、どういうふうなことになっていくかというのを教えてください。 

建築課長 現在、７団地 280 戸のうち旧耐震でつくられた建築物というか団地ですね、４団地で 82

戸ございます。新基準でつくられた 192戸に関しましては、引き続き管理を続けていきます。そ

れで、今年度、長寿命化の計画を今作成しているところなんですが、古い住宅に関しては、一昨

年からあり方の検討を進めてまいりました。いろんな多方面、入居者からのアンケートであった

り、耐震診断とかやってはみたんですが、状況的には非常に悪い状態になっております、建物の

寿命としてはですね、悪い状態になっているんですが、入居者からのアンケートによりますと、

全体の 85％の方はそのまま住み続けさせてくれというようなご要望もございますので、その辺

を鑑みて、今後の計画、要するに用途廃止にするのか、そのまま使い続けていくのかというのは、

今年度の長寿命化の中でもちょっと検討していきたいなとは考えております。今までの、一昨年

までやっていた４団地のうち、特に古い２団地につきましては、今のところ募集はちょっと停止
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しているような状態なんですが、残りの２団地に関しましてもまだ方向性が決まっておりません

ので、今のところはちょっと募集は停止しております。ただ、ほとんど空きはございません。 

   以上でございます。 

遠藤委員 そうなっていくと、あり方の検討をしていて、長寿命化の中で、古いところが 82 戸、新

しいところが 192戸。やっぱり古いところというのは本当は住み続けられるかどうかがなかなか

厳しいということであれば、それはもう順次廃止というか、していくような流れになるんですね。

そして、この管理事業のこの枠自体は、これはどんどん小さくなっていく傾向なんですか。 

建築課長 近年の特にこの修繕費の部分なんですが…… 

委員長 暫時休憩します。 

     休憩（午後１時 29分） 

     再開（午後１時 30分） 

委員長 では、再開いたします。 

   執行部。 

建築課長 修繕費に関しましては、震災以前から比べますと、全体的に、経費的には約３倍近くにな

っております。特に、先ほど 192戸は新耐震でつくられた建築物というお話をさせていただいた

んですが、もう既にそれでも古いところですと、もう既に 25 年たっております。新しい基準で

つくられたところでも 25 年ぐらいたっております。どちらかというと面積もかなり大きいです

ので、入退去に係る経費というのはかなりかさんでいる状態でございます。 

   それから、古い住宅は、どちらかというともう長く住まわれている方がいらっしゃるので、あ

まり大きな要望というのはございません。ですので、思ったほど古いほうの住宅に修繕費がかか

っているということはございません。 

   以上でございます。 

遠藤委員 ちなみにその古い住宅４つというのはどことどこですか。 

建築課長 まずは昭和 42年につくられた額田第２住宅、それから同じ 42年につくられました中宿住

宅、昭和 45年から 46年につくられたかしま台住宅、45年から 48年につくられました上宿西住

宅のこの４団地でございます。 

   以上でございます。 

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。 

   暫時休憩いたします。執行部は入れかえをお願いす。 

     休憩（午後１時 33分） 

     再開（午後１時 34分） 

委員長 では、再開します。 

   都市計画課が出席しております。 
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   認定第１号 平成 27 年度那珂市各種会計歳入歳出決算の認定について、都市計画課の所管部

分についてを議題といたします。 

   まず一般会計の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 都市計画課長の根本でございます。外２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。 

   座って説明させていただきます。 

   それでは、決算書 172ページをお開きください。 

   款項目、支出済額の順にご説明します。 

   ７款土木費、３項都市計画費、１目都市計画総務費、支出済額 7,724万 2,932円。職員人件費

等でございます。 

   続きまして、174ページをお願いします。 

   ２目土地区画整理費、支出済額１億 547万 466円。土地区画整理事務費及び上菅谷駅前地区土

地区画整理事業特別会計繰出金でございます。 

   続きまして、同ページの一番下になります。 

   ３目まちづくり事業費、支出済額３億 1,147万 380円。不用額の主なものとしまして、下菅谷

地区まちづくり事業、上菅谷地区まちづくり事業及び菅谷地区まちづくり事業におきまして、委

託料及び工事請負費等の入札差金でございます。 

   続きまして、176ページをお願いします。 

   ４目街路整備費、支出済額 8,482万 8,341円。不用額の主なものは、上宿大木内線におきまし

て、委託料の入札差金等でございます。 

   続きまして、178ページをお願いします。 

   ６目公園事業費、支出済額 3,594 万 6,745 円。中谷原公園外 11 公園、11 カ所の都市公園の緑

化管理費でございます。 

   以上でございます。よろしくお願いします。 

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。 

遠藤委員 下菅谷地区のまちづくり、上菅谷駅前地区のまちづくり、調書でいうと、それぞれ 96 ペ

ージとか 98 ページにありますけれども、それぞれの進捗状況ですね、どの程度というようなこ

とになっていますか。 

都市計画課長 お答えします。 

   下菅谷地区まちづくり事業及び菅谷地区まちづくり事業でございますが、特に下菅谷区まちづ

くり事業におきましては、全体で区画道路が 24 本ございまして、そのうち幅員６メートルの街

区道路が 24 路線、延長で 4,735 メートルのうち 1,570 メートルが完了でございます。排水整備

等も含めまして、これまでの事業費は約 10億 4,100万円を投入してございます。 
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   続きまして、上菅谷駅前地区まちづくり事業ですけれども、この事業につきましては、上菅谷

駅前地区区画整理事業に関連する公共施設等をここで事業費として計上しているところでござい

ますが、昨年度につきましては、最後に残っております市道大木内線の整備が完了したところで

ございまして、上菅谷駅前地区につきましては、平成 30 年の換地処分、事業完了を目指してお

りますので、事業としましては、ほぼここの上菅谷駅前地区については完了しているといった状

況でございます。 

   以上でございます。 

遠藤委員 わかりました。上菅谷に関してはほぼ完了しているということですね。下菅谷に関しては、

24本のうち、全部でトータルの延長が 4,735メートルのうち 1,570メートルが完了しているとい

うようなことになるとすると、この割合でいうと３分の１程度というふうなことになるんですか。 

都市計画課長 それが現在までの進捗状況という形になります。 

   なお、下菅谷地区まちづくり事業につきましては、現在、社会資本整備総合交付金の補助対象

事業として、今年度が事業期間の最終年度という形で整備を進めております。 

   来年以降、平成 29 年度以降につきましては、その補助対象が受けられないという形の状況で

ございまして、今後、下菅谷地区の残りの区画道路等の整備に当たりましては、地区で結成して

おりますまちづくり協議会というのがございまして、そちらのほうとですね、整備の優先度等を

加味しながら、とりあえず平成 29 年度からの５カ年度の計画をその地元の協議会と一緒につく

った中で、下菅谷地区の道路等の整備については進めてまいりたいというように考えております。 

委員長 執行部。 

都市計画課長 すみません。先ほど 4,735メートルのうち 1,570メートルが完成と申しましたが、完

成した路線と、今年度までに施工中の路線も含んでの延長という形になります。 

遠藤委員 総延長 4,735で、既に終わったものと、あと今年度中に完了予定のものというものを含め

て 1,570という意味だということですか。 

都市計画課長 そのとおりでございます。修正いたします。 

遠藤委員 今年度末までやっても３分の１ということですよね。まだまだこれから。 

   そこまで含めてが 10 億 4,100 万円、既に投資をしているということですが、今後、それ以降

はどれぐらいかかる予定ですか。 

都市計画課長 下菅谷地区につきましては、地区でつくっております下菅谷地区計画というもので定

めてございます。その中で、地区施設という形で、先ほどの道路延長 4,735メートルの区画道路

というのを計画しているところでございますが、この地区計画、残りの路線等の整備に関しまし

ては、基本的には現道が狭い中で両脇に張りついているお宅等がございます。整備する地区計画

の手法としましては、そういった道路に接している方が、例えば塀であるとか、家を建てかえて

改築して、そのセットバック部分といいますか、道路幅員がとれた時点で整備をするというよう

な手法でこれから地区計画のほうで考えておりますので、整備時期につきましては、全部の完成

がいつになるかというのはちょっと今のところ何とも言えないところでございますけれども、少
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なくとも来年度以降、今年度で一応区切りをつけまして、来年度以降の整備につきましては、先

ほども言ったとおり、優先順位等を地元の協議会と検討しまして、それで着実に整備を進めてま

いりたいというふうに考えているところでございます。 

委員長 執行部、金額。 

都市計画課長 金額と申しますのは、残事業に対しての総金額という形でしょうか。申しわけござい

ません、総額として事業費というのはちょっと今のところ、総額をはじいてはございません。 

委員長 執行部。 

都市計画課長 全体の事業費としてはあれなんですけれども、まだはっきりした数字は出ていないん

ですが、先ほど言った来年度以降の５カ年の整備計画で考えている路線等につきましては、その

５カ年で終われる予定で考えてございますので、事業費ベースとしまして、毎年 5,000万円程度

の事業費で５カ年度で整備を考えているところでございます。ですから、今後５カ年につきまし

ては、総額で約２億 5,000万円強の金額等で整備を進めていきたいというふうに考えております。 

遠藤委員 整備の内容が違うんですかね。道路の３分の１終わっているところで今まで 10 億円かか

っていて、残りまだ３分の２をやるのに２億円という話なんですか。 

委員長 部長。 

建設部長 すみません、私のほうからちょっとご説明したいと思うんですが、今までは社会資本整備

総合交付金というような形で、下菅谷エリアを入れて平成 28年度までということで、平成 25年

度から４カ年で整備してきたところなんですが、そのときにはそういった交付金が使えたんです

が、今後、28 年度以降につきましては、交付金事業の第２期分を当初考えていたのがなくなっ

てしまったもんですから、それで今後、今、課長が言いました５年間というのは、市の一般財源

を 5,000万円程度、年間ですね。その範囲の中で５カ年の事業を計画して進めていきましょうと

いうのが今の考えでございます。 

   あと、地区計画をつくった当時の地元とのお約束では、１号線、２号線、３号線ということで、

都市計画決定しております上菅谷・下菅谷線の縦のラインと、あと、１号線と称しまして、郵便

局ございますよね、かわねやさんのところから。そこからの現道の路線を１号線、それが下菅谷

停車場線の代替する路線ということで１号線、それとあとバイパスのお墓のところから下菅谷の

踏切、駅方面に向かう部分を２号線として、それが本来の都市計画道路の下菅谷停車場線の補完

するものとしての位置づけの２号線。それと、２号線の途中から菅谷飯田線、都市計画、昨年開

通しましたね。そこにアクセスする道路として３号線という位置づけの中で、その３号線につき

ましては、地区計画を決めるときにおおむね 10 年間で整備していこうかということで当初入っ

たんですが、25 年に社会資本総合交付金ですか、それが該当になったんで、その事業に一部く

らがえたところがございます。 

   それで来年からその交付金事業がないもんですから、向こう５カ年については、５カ年計画で

一財 5,000万円相当の事業費をまちづくり協議会と協議しながら整備していこうというような計

画で今おります。 
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   以上です。 

遠藤委員 そうすると、10 億円かかっていたというのは、交付金含めての額、そのうちの市の単費

というのは、大体年間 5,000万円ぐらいの額で４年間整備していたということですか。 

都市計画課長 先ほど総額で 10 億円と申しましたけれども、そのうち補助金額は 9,200 万円ほど補

助金が充当しております。したがいまして、残り 5,000万円につきましては起債等で充てて、そ

れを財源としております。 

   以上でございます。 

遠藤委員 起債が入っての話ですが、補助金自体は 9,200 万円だから、10 億 4,000 万円のうち９億

5,000 万円ぐらいは市のほうでやらなければいけないお金で、あとは市債で賄って整備してきた

というふうなことなんですよね。それでまだ、それでも３分の１しか終わっていなくて、残りの

３分の２を今度は単費で 5,000万円、年間掛ける５年の２億 5,000万円でこれはできるであろう

と、協議会と一緒にやりながらね。そういう予定ですか、そうすると。 

都市計画課長 先ほど年間 5,000万円の２億 5,000万円というお話をしましたが、一応、来年度から

の５カ年計画の立てている総額につきましては、ちょっと訂正させていただきまして、４億

3,000 万円のほうを実施計画のほうでは今のところ計上しているところでございます。そのうち

一般財源と申しますか、その中が各年度で大体 5,000万円程度の充当という形で充てると。残り

等につきましては、起債等を活用しまして整備を進めていくというような形になります。 

委員長 部長。 

建設部長 ちょっといいですか、すみません。 

   地区計画でつくったから、決定したから、何年までにやれというようなことじゃないんですよ。

基本的に地区計画というのは地区のルールなんで、そういった施設、道路の決定された施設の用

地が確保でき次第、道路を整備していきましょうねというのが基本的に地区計画で決めたルール

です。それで先ほど言ったのは、今後、来年からは５年サイクル、残りのやつを何年までに終了

しましょうじゃなくて、５年サイクルの中で残事業を考えて進めていきましょうというような考

えで進めたいということです。 

   以上です。 

遠藤委員 それはわかるんですね。そうではなくて、私が知りたいのは、下菅谷まちづくりに関して

は大体大枠でどれくらいかかるのがどれぐらいまで今終わっているのかなというのが知りたいわ

けですよ。一応その道路の延長ベースでいうと３分の１は終わったよと。ただ、残り３分の２あ

るわけで、それを残り５年かかるか 10 年かかるか、それは今後のご協力のいただき方とか協議

会の話の進め方によって変わるというふうなことだとは思いますが、だから、まだまだ何億円ぐ

らいそこに市として投資をしていかなければならないのかなという概要がわからないもんで、そ

れでお聞きしたんですね、概要が。 

都市計画課長 総額につきましては、先ほど言った、お金の構成としましては、土地の購入費、それ

と建物等があれば、それに対する補償費、それとあと最終的な工事費という形で、それでメータ
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ー割でやればお金は出るところなんですけれども、その中で、先ほど部長が言ったとおり、基本

的には道路用地が６メートルなら６メートルの道路を整備するのに土地があいた時点で整備をし

ましょうというルールのもとに進めていくものですから、基本的には、その中で移転補償が少な

くともあまりかからない、特に家屋移転等がかかってしまうと、それだけでも事業費がかかって

しまうというところがございまして。基本的には家屋移転等が伴わないような、そういったあい

た空間ができているところを優先的に今のところ進めていくという形になります。 

   したがいまして、その全額の、今言った総額、残りがいくらで総額いくらかかるのかと申しま

しても、先ほど言った補償費等によって、それはお金の考え方がちょっと変わってきますので。

まだそういった形で申しわけございません。ちょっと総額についてははじいていないというのが

現状でございます。 

委員長 よろしいですか。 

   外にございませんですか。 

     （なし） 

委員長 なければ、これで質疑を終結いたします。 

   続きまして、上菅谷駅前地区土地区画整理事業特別会計の歳入歳出について、執行部より一括

して説明を願います。 

都市計画課長 それでは、決算書 392ページをお開き願います。 

   上菅谷駅前地区土地区画整理事業特別会計歳入についてご説明いたします。 

   款項、収入済額の順にご説明いたします。 

   １款使用料及び手数料、１項手数料、収入済額 3,000円。 

   ２款繰入金、１項繰入金、収入済額１億 535万円。特別会計の不足分を一般会計から充当する

ものでございます。 

   ３款繰越金、１項繰越金、収入済額 373万 6,477円。内訳としまして、前年度決算の実質収支

差による繰越金額でございます。補正予算は平成 26 年度分歳入歳出最終確定による増額でござ

います。 

   ４款市債、１項市債、収入済額 940万円。 

   歳入については以上でございます。 

   続きまして、394ページをお願いします。 

   歳出でございます。 

   款項目、支出済額の順にご説明いたします。 

   １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、支出済額 1,020万 9,770円。職員１名分の人

件費等でございます。 

   続きまして、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、支出済額 1,567万

5,821円。不用額の主なものは、工事請負費の入札差金等でございます。 

   ３款公債費、１項公債費、１目元金、支出済額 8,091万 248円。区画整理事業費にかかわる起
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債償還の元金分でございます。 

   続きまして、396ページをお願いします。 

   ２目利子、支出済額 902万 9,834円、区画整理事業費にかかわる起債償還の利子分でございま

す。 

   続きまして、４款予備費、１項予備費、１目予備費、支出済額ゼロ円。 

   以上でございます。よろしくお願いします。 

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。 

     （なし） 

委員長 ないようですので、質疑を終結いたします。 

   暫時休憩といたします。 

   再開を２時５分、14時５分といたします。 

     休憩（午後１時 55分） 

     再開（午後２時５分） 

委員長 では、再開します。 

   続きまして、那珂市区域指定の素案についてを議題といたします。 

   なお、本件はあくまでもまだ決定事項ではございません。素案でございますので、審議のほど

よろしくお願いいたします。 

   それでは、執行部より説明をお願いします。 

   部長。 

建設部長 すみません、私のほうから一言おわびをさせていただきます。 

   さきの９月１日の一般質問におきまして、質問の内容の中で、箇所数、面積等を答弁の中でお

答えしてしまいました。まことに申しわけございませんでした。今後こういうことがないように

十分に注意いたしますので、よろしくお願いしたいと思います。 

   以上です。 

委員長 今後ですね、二度とないようにちょっと気をつけていただきたいと思います。 

   それでは、説明のほうをお願いします。 

都市計画課長 それでは、那珂市区域指定素案についてご説明する前に、本日、当日になりましたけ

れども、お配りしました資料が２つございます。追加資料としてお配りしましたのは、指定対象

集落の境界設定の手順というとじているもの、それと、今回作成しました区域指定の素案につい

て、図面等がついているものでございます。 

   本日は、この素案等を、区域指定の設定手順及びこの素案等を中心にご説明してまいりたいと

思います。 

   それでは、常任委員会資料の１ページのほうをお開きください。 

   最初のほうは、ポイントのみご説明したいと思います。 
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   まず１番、背景と目的でございます。 

   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、現行の運用のみでは既存集落の存続に影響を及ぼすおそれがあります。これらの状

況から、市街化調整区域における既存集落の生活コミュニティの維持保全を図るため、誰でも住

宅を中心とした都市計画法の開発許可が可能となる区域指定制度を導入するものでございます。 

   続きまして、２番目、区域指定導入の基本方針についてでございます。 

   （１）区域指定導入のポイントでございます。 

   この区域指定の導入のメリットと申しますのは、市街化調整区域の立地基準が緩和される点で

ございます。一方、そのデメリットと申しますのは、市街化調整区域の立地規制が緩和されるこ

とに伴い、逆に市街化区域への誘導効果が弱くなることから、市街地の形成が難しくなる点と考

えられます。 

   以上のことから、区域指定の導入後の市街地形成のあり方、いわゆるコンパクトシティの形成

を見据えた上で、この区域指定の導入を行うものとしております。 

   そこで、前回の当委員会におきまして、スプロールとはどういう意味かというようなご質問に

対して、私のほうで空洞化の意味ですというようなお答えをしました。これは非常に間違いでご

ざいまして、正確には、スプロールと申しますのは、都市が周辺部や郊外に向かって無秩序に広

がる現象、いわゆる拡散現象のことをスプロール化と申しまして、空洞化というのは、その後、

スプロール、拡散した結果、中心部が空洞化になると。また、空洞化というのは、ドーナツ現象

と申しまして、そちらの形になりますので、前回の答弁の内容についてご訂正をさせていただき

たいと思います。 

   続きまして、２ページのほうをお開きください。 

   区域指定導入の方針でございます。 

   法 34条 11号区域につきましては、既存宅地制度の廃止に伴い設けられた制度でございます。

しかしながら、例えば市街化区域から１キロ以内にある集落を指定した場合、人口増加というの

は見込まれますが、現在以上にインフラの整備を強いられることになり、新たな公共投資をほと

んど要しないという本来の趣旨に相反することになります。そのため那珂市においては、現状を

鑑みると、11号区域の導入に問題があると考えております。 

   一方、34 条 12 号区域につきましては、市街化を促進するおそれがない既存集落の維持保全を

図るために設けられた制度でございます。区域を指定することによりまして、秩序ある集落が形

成され、ライフスタイルの多様化に対応して郊外部の豊かな田園環境のもとでのゆとりある居住

が可能となります。 

   以上のことから、本市におきましては、市街地の拡散や求心力を未然に防ぎつつ、既存集落の

コミュニティの維持時保全を図るため、市街化を促進するおそれがない第 12 号域に限り区域指

定を行うものでございます。 

   なお、12 号区域指定に当たりましては、下に掲げております既存集落の維持保全を図るため



－40－ 

の基本方針をもとに、指定基準を定め、指定区域を設定してございます。 

   基本方針の一つでございます。 

   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、秩序ある集落の形成を図るというものでございます。 

   続きまして、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。 

   ３つ目の方針ですが、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。 

   続きまして、３ページのほうをごらんください。 

   このような導入のポイントや基本方針をもとに、このたび 34条 12号区域の指定基準というの

を作成してございます。作成に当たりましては、県の条例や施行規則、また運用基準、指針や手

引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等を参考に、市の実情に合った指

定基準としております。 

   指定基準で、区域指定の基準でございます。 

   （１）番、人口が減少している区域としてございます。ここの中では市街化調整区域における

大字単位で人口が減少している区域に限り、このたび 12 号区域を指定するというものでござい

ます。 

   （２）番、新たな公共投資を要しない区域でございます。ここの表現の中では、後追い的にで

すね、過度なインフラ整備を要しない区域ということでございます。 

   続きまして、区域指定の基準の中で、まず最初に除外をする区域として定められてございます。

これは、都市計画施行令の中で定められている土地の区域でございますが、そこのものについて

は、指定の区域から除くという形になってございます。 

   １つとしまして、土砂災害区域、溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれがある

土地の区域でございますが、このような災害の発生のおそれがある区域は除くとしてございます。 

   続きまして、農振農用地及び第１種農地等、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、こちらに関しましても農地上保全すべき区域は区域から除くとしてご

ざいます。 

   ３番目の保安林区域、すぐれた自然風景を維持し、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としております。これは、環境上保

全すべき区域は除くとしておるところでございます。 

   続きまして、（４）番、指定対象集落の指定要件でございます。 

   ①番、指定対象となる既存集落を定める要件でございます。その要件としまして、アの、まず

集落性というのが大事になってございます。おおむね 50以上の建築物が敷地間隔おおむね 50メ
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ートル以下、最大 70メートル未満で連担しているということが指定要件となってございます。 

   続きまして、集落の集積度をあらわす指標でございますが、建築物の敷地面積の合計が指定集

落面積のおおむね 30％以上であること。これは宅地率が 30％以上であるということが指定要件

になってございます。 

   続きまして、ウの幹線道路の要件でございます。集落内に車道幅員 5.5メートル以上の主要な

道路が適宜配置されておりかつ地域外の相当規模の道路と接続されていることというのが指定の

要件になってございます。 

   続きまして、エの排水施設でございます。下水を有効に排水する排水施設が適宜配置されてい

るということでございますが、この下水を有効に排水する排水施設の定義でございますけれども、

通常ですと、公共下水道であるとか、農業集落排水というのがこれに該当するところでございま

すが、現行の開発の許可基準の中で、特に道路の側溝や水路等に関しましては、合併浄化槽の処

理水の一時放流先があれば、こういったような浄化槽の放流も認められるところがございます。

仮にその放流先がない場合であっても、敷地内処理で浸透式で、敷地内処理も認めている現状が

ございますので、排水施設の要件としましてはこのような表現で書いてございますけれども、具

体的にこのエの排水施設の要件で、今回の指定区域から除かれたということはございません。 

   続きまして、オの給水施設でございます。水道法の認可を受けた水道事業の区域でございます。 

   このような指定要件をもとに、指定の区域を定めているところでございますが、続きまして、

４ページに代りまして、本日お配りしました指定対象集落の境界の設定手順、こちらのほうで、

具体にどのような手順で今回ご提示する指定区域案を出したかというところをこのお配りした資

料でご説明したいと思います。 

   まず１ページ目です。 

   最初の段階では、暫定集落の設定を行います。市街化調整区域において 50 以上の建築物が敷

地距離おおむね 50 メートル、連担している既存集落地域の宅地を抽出した中で、それらを包括

する直近の地形地物界で暫定集落界というものを設定してございます。 

   その手順でございますが、下の図面のとおり、連担する対象となる宅地を抽出します。抽出し

た全ての宅地を包括するよう、直近の地形地物界で暫定集落界を設定しております。それで、暫

定集落には、政令で定める除外区域、先ほどご説明した１番から③番のところでございますけれ

ども、このように明確な区域が指定されている農振農用地等の区域は含めないことを原則として

おりますけれども、その他、適切な地形地物界がない場合には、筆界で境界等を定めることがで

きるとなってございます。 

   その外、幹線道路や排水施設、給水施設の要件を満たす集落をこの暫定集落界として設定して

ございました。 

   続きまして、２ページをごらんください。 

   その暫定集落界を抽出した中で、今度は次の手順としまして、縁辺街区というのを抽出します。

指定対象暫定集落の縁辺に位置する街区を抽出するわけですけれども、ここで街区の定義でござ
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いますが、下に米印で書いてございますとおり、道路、鉄道、もしくは軌道の線路、その他恒久

的な施設、または河川、水路等によって囲まれた最小の一団の土地を街区と申します。また、縁

辺街区の定義でございますけれども、暫定集落の縁辺部に位置する街区を称しまして、縁辺街区

としております。 

   その中で指定対象暫定集落界に接する縁辺街区というのを抽出します。下の２番の図面で申し

ますと、図面の左側のほうから、Ａからですね、時計回りでＪの番号がついているかと思います。

これがいわゆる縁辺街区と呼ばれるところでございまして、そこの部分について抽出作業を行う

というものでございます。 

   この抽出作業を行った後、この縁辺街区を除外してまいるところですけれども、そのまず１つ

目の除外要件としまして、幅員４メートル以上の道路に接していない縁辺街区を除外してござい

ます。 

   ３ページになりますけれども、縁辺部に位置するＡからＪの街区のうち幅員４メートル以上の

道路に接しない街区を除外してございます。アルファベットの番号で申しますと、右下半分の番

号になりますけれども、Ｆ、Ｇ、Ｈ、ここの街区につきましては４メートル以上の道路に接して

いない関係上、除外するという形でございます。 

   その除外要件につきましては、そこの街区に含まれている宅地率にかかわらず除外するという

ものでございます。 

   その次の作業としまして、縁辺街区の除外その２でございますけれども、その２に該当する縁

辺街区を除外するものです。その２の除外要件としまして、宅地率 30％未満の縁辺街区を除外

するというものでございます。縁辺街区に位置するＡからＪの街区のうち宅地率 30％未満の街

区を除外するというものでございまして、次ページの４ページ目の４番の図面になりますけれど

も、その中で、Ｂ、Ｄ、Ｊという街区がその宅地率 30％未満であることから、除外をしている

区域でございます。 

   続きまして、４ページのほうをごらんください。 

   ここの街区につきましては、宅地率 30％を切ってございますけれども、その中で注意事項と

書いてございますけれども、１）番、車道幅員 5.5メートル以上の幹線道路に接している縁辺街

区、ただいまのＢ、Ｄ、Ｊの街区でございますけれども、宅地率が 30％未満でも特例として以

下の要件で集落内とすることができるという県の設定マニュアルの手順でございます。その部分

につきましては、幹線道路に面している街区のうち、宅地の間口長の合計が道路の延長に対しお

おむね半分以上の場合は、道路端から奥行 50 メートルの範囲を集落として定めることができる

と。半分以下の場合については、全て除外するという条件がございます。 

   そこの部分に該当しますのがＢとＤとＪのうち、幹線道路と図面で表示されているのは赤で入

っている道路の部分になりますけれども、そこに面している道路の部分について、こういった間

口率が 50％、半分を超えた場合については、その沿道端から 50 メートル分入れることができる

ということになってございまして、その分の説明をしたのが次のページ、５ページ目の第５番の
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図面という形になります。Ｂ、Ｄ、Ｊの図面は、幹線道路に面していないところについては白抜

きになってございますけれども、赤の幹線道路に面している部分につきましては、この沿道要件

から 50メートル分区域を含めるというような作業になってございます。 

   その後、縁辺街区の再除外ということで、ただいまの手順の２と（３）と（４）の要件をおの

おの繰り返し行うことによって、縁辺街区になったところについて除くというものでございます。

それが（５）番の作業という形になりますが、ここで該当しますのがアルファベットの小さいａ

とｂという形で染まっている部分についてでございます。ここの部分については、Ｈ、Ｇ、Ｆ等

の街区が抜けた後、再度、先ほどの、繰り返し同じような除外要件の作業を繰り返しまして、道

路が４メートル以上に接しているか、または 30 メートル未満であるかどうかの検証を行いつつ、

これで街区を除外して集落を絞っていくというような作業でございます。 

   そういった形をもちまして、最終的な案と出しますのが最終ページの６ページにございます。

指定対象集落界の設定でございます。既存資料等で明確に把握できない、政令で定める除外区域

を確認するために、最終的には除外区域に該当する土地の担当課でその筆等について協議をして

ございます。ここに該当しますのが明確に区域が指定されていない、農地区分で申しますと第１

種農地であるとか、そういった農地等の区分について、関係課と確認作業というのを行います。

そのうち、そういった形で最終的に示す図面というのが下の図面の６番という形になるわけでご

ざいます。 

   先ほどの中で、本来でありますと政令で定めている優良農地につきましては、当然、農振農用

地については区域が明確でありますので、区域に入ってございませんが、上の四角でくくってい

る部分になりますけれども、優良な集団農地、甲種農地や第１種農地につきましては、明確な区

域が指定されておらず、農地の一団性として、宅地間に複雑に入り込んでいる場合もあるため、

街区として厳密に該当する土地を全て除外するということが困難であることから、文言により、

12 号区域として指定する土地の区域内において、優良な集団農地として保全すべき土地を含ま

ずに行われる開発行為という形で、文言で規定をすることによって、この区域から除外を行って

いきたいというように考えてございます。 

   最終作業としまして、その下の四角でくくっている部分ですけれども、指定対象集落界設定後

に指定対象外となる集落というのがございます。まずアですけれども、12 号区域、この区域内

の全体として宅地率が 30％未満の集落であるものについては、全体の集落ごと落ちるという形

になります。また、縁辺街区の除外により絞り込んだ結果、建築物の敷地数がおおむね 50 に満

たなくなったもの等につきましては、集落から除外をしているという形でございます。 

   このように、先ほど申しました区域指定の指定基準及び対象集落界の境界設定の手順を踏まえ

まして、最終的な農地等の確認をした中で、本日お配りしました指定区域の素案という形でまと

めてきたところでございます。 

   まず、そちらの図面のほうをごらんいただきたいと思います。 

   まず、一番上にＡ３判で全体図が載ってございます。このうち区域指定を予定している箇所に
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つきましては、緑で囲まれている区域につきまして、今回区域指定を予定している箇所でござい

まして、全体で 14 地区に分かれるところでございます。そのうち 12－４のところにつきまして

は、額田地区でございますけれども、基本は大字単位で区域を指定しているところなんですが、

ここの場所につきましては、東郷、北郷、南郷とくっついている、一団として形成されていると

ころがございますので、ここの額田地区の 12－４につきましては、そういった形で一体的に指

定を予定しているところでございます。 

   図面の下のほうに、南のほうになりますが、12－12、12－13、12－14という形で区域指定を予

定してございます。ここは、大字界で隣接してございますけれども、12－12 と 12－13 の地区は、

ここは中台地区と東木倉地区に分かれてございますので、12－12 につきましては東木倉地区、

12－13 と 12－14、ここもくっついてございますけれども、ここは水郡線で区切れた場所と東木

倉堺のところまでが 12－13 として中台地区、また、水郡線から東側、津田地区の一部と中台地

区を含んだものを 12－14としてございます。 

   以上が区域の全体の配置という形になってございます。 

   それでは、個別の地区ごとにご説明をしていきたいと思います。 

   次のページをごらんください。 

   12－１、静地区でございます。 

   この静地区につきましては静神社の東側及び県道日立笠間線の沿線沿いに形成されている集落

でございます。ここの県道日立笠間線のところに、吹き出しがちょっと出ているかと思うんです

が、道路端から 50 メートルというところがございます。ここの箇所につきましては、先ほど申

しましたとおり、街区とすれば 30 メートル落ちるところでございますけれども、この幹線道路

に面して宅地の間口率が 50％を超えているということで、この県道に面しているところの道路

端から 50メートルの部分につきましては、今回の区域指定の集落の中に含めてございます。 

   続きまして、12－２、門部地区でございます。 

   一般的に門部台と言われるところでございまして、県道那珂瓜連線の沿線に面しており、なお

木崎小学校や郵便局、地区交流センターなどの公共施設が建っているところでございます。ここ

につきましても、沿道沿いに発達して、周りがある程度高台になってございまして、一団のまと

まりがある集落という形で、今回予定をしているところでございます。 

   続きまして、12－３、南酒出地区でございます。 

   この南酒出地区につきましては、南酒出駅を中心に、また、県道常陸那珂港山方線が地区の中

の幹線道路で走っております。南酒出駅を中心として形成されており、さらに県道常陸那珂港山

方線の沿道に発達した集落でございます。 

   続きまして、12－４、額田地区でございます。 

   額田地区につきましては、額田十文字を中心に県道、旧国道とですね、県道常陸那珂港山方線

の沿道沿いに発達した集落でございます。ここにつきましても、額田十文字を中心にまとまりの

ある、ある程度基幹的な集落と言えるかと思います。この図面の中で、額田地区交流センターの
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表示の下の部分がですね、かぎ裂きに一部抜けている箇所がございます。ここのところにつきま

しては、額田城のお堀跡という形で、今回の区域からは除外してございます。 

   続きまして、12－５、本米崎地区でございます。 

   本米崎地区の四堰地区でございますが、ここの集落に関しましては、一団のまとまった圃場整

備を行った優良な田んぼと、久慈川沿いに囲まれた、いわゆる農村集落と言えるかと思います。

地区の地図の真ん中あたりで、やはりかぎ裂きで抜けている部分につきましては、ここは農振農

用地区域という形で整理されてございますので、そこの部分を除いた区域どりとなってございま

す。 

   続きまして、12－６、本米崎地区です。 

   本米崎地区の海後と久保の一部という形になってございます。本米崎公民館やそういったとこ

ろが中心となって形成されている集落でございまして、ここもどちらかといいますと、高台であ

りますし、ある意味独立してまとまりのある集落という形が言えるかと思います。 

   続きまして、12－７戸地区でございます。 

   ここの地区につきましては、県道長沢水戸線及び下宿常陸鴻巣停車場線等の県道が走っており、

その県道も沿道により発達したまとまりのある集落でございます。ここの地区につきましても、

両側が圃場整備等をやった優良農地に囲まれており、その道路沿いに発達した集落と言えるかと

思います。 

   続きまして、12－８、鴻巣地区でございます。 

   ここの地区につきましては、常陸鴻巣駅を中心に、または鴻巣十文字を中心とした県道瓜連馬

渡線及び下宿常陸鴻巣停車場線の交通の要所となって発達している集落でございます。ここの部

分につきましても、一部沿道で区域指定をしている部分がございまして、下の図面で吹き出しが

指定されている部分につきましては、街区単位で申しますと 30％は切れますが、その道路に面

して、道路の宅地の間口率が半分以上であることから、道路端から 50 メートルを区域に含んで

いるところでございます。 

   続きまして、12－９、飯田地区でございます。 

   飯田地区は、国道 118号線沿いの沿道で発達してあるまとまりのある集落でございます。北は

常磐高速を挟んだところからずうっと沿道型で通っているところでございます。ここの地区の特

徴としましては、周りが農地に囲まれており、宅地率とすれば 30％切れる街区がございますけ

れども、その吹き出しがあるとおり、道路端から 50 メートルにつきましては、宅地の間口率が

半分は超えていることから、道路端から 50 メートルの部分につきましては、区域に含めている

ところでございます。 

   続きまして、12―10、豊喰地区でございます。 

   ここも国道 118号及び国道の、旧道の 118号ですね、そこの沿道に形成されているまとまりの

ある集落でございます。ここの豊喰地区も、一部、道路端から 50 メートルで区域界をとってい

るところがございます。 
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   続きまして、12－11、西木倉地区でございます。 

   ここも 118号及び県道那珂湊那珂線の道路に面した集落、それと、地区の中で道路等が整備さ

れており、まとまりのある集落という形で形成されてございます。ここも一部、道路端から 50

メートルの箇所等がございます。 

   続きまして、12－12、東木倉地区でございます。 

   この東木倉地区につきましても県道那珂湊那珂線の旧道とバイパス等を含めまして、その沿道

沿いに形成されている集落でございます。この集落の中で、図面の左下のほう、部分的に抜けて

いるところがあるかと思いますけれども、ここの部分につきましては、４メートル以上の道路に

接していなかったり、街区単位で申しますと、宅地率が 30％を超えていない、達していないた

めに除かれている区域でございます。 

   以上が東木倉です。 

   続きまして、中台地区でございます。 

   ここはＪＲ水郡線から西側及び東木倉境のところまで指定されている区域となってございます。

ここも県道那珂湊那珂線の幹線道路沿いに面していて、ある程度まとまりのある集落が形成され

ている区域でございます。 

   続きまして、12－14、中台津田地区でございます。 

   ここは、水郡線から東側の中台地区と大字津田地区の一部がまとまって形成されている集落と

いう形でございまして、国道 349号線と県道那珂湊那珂線沿いに発達している、形成されている

集落という形でございます。 

   以上が今回 12号区域を指定するに当たりまして、指定対象区域とした 14地区の説明という形

になってございます。 

   最後になりますけれども、最初の常任委員会資料の５ページのほうにお戻りください。 

   こういった区域指定した後に、指定区域内における建築物の用途について、次のように定めて

ございます。 

   建築物の用途につきましては、基本的に市街化区域の第１種低層住居専用地域相当の建築用途

については認めるという形で考えてございまして、参考として載せております別表第２、用途地

域内の建築物の制限というのがございまして、その１号の住宅から 10 号のところまでございま

すが、基本的にはこの建築、定める用途について、このたび 12 号区域についての建築物の用途

は認めるという形をとってございます。 

   ただし、３号の共同住宅及び寄宿舎、または下宿等につきましては、12 号区域はもともと定

住であるとか移住促進というのを基本方針に掲げておりますので、一時居住であるという共同住

宅、そういったものについては、12 号区域にはふさわしくないということにおきまして、この

３号の共同住宅、寄宿舎、または下宿等につきましては、これを除いてございます。 

   なお、１号の住宅につきましては、この外厳密に区分しますと、住宅は１戸建ての住宅と申し

ますのと、あと、長屋というのを住宅に分類されてございますが、ここで１戸建ての住宅に限る
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と申しますのは、長屋は縦割りの縦割り長屋というのがございまして、これはどういったものか

と申しますと、メゾネットタイプで１階が玄関で、１階、２階が使って、それがくっついている、

そういったメゾネット式のアパート等がございまして、そういったところも今回除かないと、そ

ういったことが、建設が考えられますので、そういった部分を含めまして、１号の住宅について

は１戸建ての住宅に限るとしているところでございます。 

   その外建築する用途としまして、②番になりますが、延べ面積 200平米以下の事務所、または

作業所としてございます。これは、例えば大工さんの作業所であるとか、そういった作業所につ

きましては、この区域指定の中で認めるということでございます。 

   （２）番、建蔽率、容積率でございますが、現行の調整区域の基準どおり建蔽率 60％、容積

率 200％を予定してございます。 

   ３番の建築物の敷地面積、建築物の最高の高さでございますが、敷地面積は 300平米以上、約

90坪以上という形でございます。高さについては 10メートル以内という制限がございます。 

   ６番につきましては、先ほど説明したとおりの区域指定の素案という形でございます。 

   なお、７番の今後のスケジュールでございます。 

   このたび常任委員会で説明させていただいた後につきましては、９月 12 日に、まず農地が一

部区域指定の中で含まれていることから、農業委員会の総会において、その辺の区域指定の状況

等についてご説明していきたいと思います。 

   その後、９月 21 日にまちづくり委員会の委員長連絡会議がございまして、その中で、10 月か

ら入っていく予定の住民説明会等の出席要望と、あと内容等の説明等を行っていきたいと思いま

す。 

   10 月５日に那珂市都市計画審議会を開催しまして、同じくこういった、今の素案等の説明を

していきたいと。 

   その後に、12 月 12 日、戸多地区を皮切りに、区域指定を行う地区、行わない地区がございま

すけれども、そういったものも含めまして、全地区、まちづくり委員会の各地区、８地区におい

て、説明会等を開催して、素案等の説明をしていきたいというように考えてございます。 

   説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 今、12月 12日からの説明会と言いましたけれども、これいつですか。 

都市計画課長 失礼しました、10月 12日からの説明会です。失礼いたしました。 

委員長 以上で執行部の説明は終わりました。 

   これより質疑に入ります。質疑ございましたら。 

花島委員 私は分散型居住の推進ということをずうっと考えていまして、執行部の考えていることと

ちょっとずれというのがありますよね。何ていうのかな、制度として、区域指定というのは有効

に使えたらとは思っているんだけれども、基本的には、まず今まで農業でもっていた地域が農業

の総体的な重み低下と、もう一つは、働く者は、昔と違って、極端にいえば日本中、仕事を求め

て移動するようになっているということなんですよ。だから、単に農業とか、あるいはそこの地
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の出身者だけで地域社会を維持しようと思ったら、これはもうもたないというのを私は考えてい

るんです。 

   もう一つ、一方、僕なんかもそうなんですけれども、普通に会社勤めなり何なりている人でも、

菅谷みたいに密集しているところじゃなくて、周辺の住宅がまばらで、緑とか畑とかが多い場所

に住みたい人も、そんなに多くはないけれども、ある程度の割合いるので、そういう人たちにそ

ういう場所に移り住んでもらって、周辺地域の集落の維持と活性化に役立てたらなと思っている

んです。 

   それから考えると、まず額田地区でぱっと見て、かなりの部分がもう既に住宅が密集している

場所なんですね。それから、普通に人が住んでいるところに全然外れているというところなんで

す。 

   執行部がもし広い範囲やったら、そこに住宅がびびびっと建たれて、インフラ整備なんかも負

担になってしまうおそれがあると懸念するのはわかるんですけれども、これでは何か、ゼロとは

言わないですけれども、我々の考えている、我々というのは僕だけじゃなくて、周辺地域のある

程度維持ということを考えていると思うんですが、それにはちょっと力不足ではないかなと思い

ます。 

   せめてですね、この地区の選び方のやつを一定程度の道路の周辺という形を、50 メートルと

いうやつが幹線道路についてありますけれども、もう少し考えて拡大したらいいんじゃないかな

と思うんです。 

   それともう一つは、街区単位という発想でいくと、広い街区だったら、そこのところばばばっ

と密に建てられてしまうおそれもあるので、それを規制する方法とあわせて考えると、市の将来

に対する負担軽減と、広いところにゆったり住んでもらうというのと両立する何か手があるんじ

ゃないかなと考えるんです。 

   以上。 

都市計画課長 お答えします。 

   額田地区等を含めまして、もっと広めにとってはというようなお話があったと思います。この

区域界、絞る要件としまして、先ほどご説明したとおり、県で設定する設定マニュアル、その他

の手引というのがございます。基本的には、那珂市の今の開発許可の運用上、基本的にはこの基

準にのっとり指定しているところでございます。そういった関係上、縁辺街区の設定におきまし

ては、１辺が４メートル道路に接していない道路については除いたりとか、その街区で囲まれる

宅地率が 30％を除いたりとか、ある程度、密度のあるところが一つの条件となってございます

ので、そういった土地まで含めてしまうと、ちょっと基準から外れてしまうと。その基準に対し

て、もうちょっと市として厳しくする方向はありかと思うんですが、逆に県から示されている基

準より緩くするということは、なかなかちょっと難しいなと考えております。 

   この外にですね、まずこの農地の関係で申しますと、いろんなところの農地で、第１種農地と

いう優良農地がかなりいろんなところで入ってございます。この額田地区につきましても例外で
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はなく、そういった集団の一団性のある 10 ヘクタール以上のまとまったところの農地というの

は、一団性のある土地ですので。基本的にこういった土地については含めないという形で、それ

は農業委員会さんのほうと照らし合せて協議をしながら絞った関係上、このような区域どりにな

ったという形でございます。 

   １種農地以外であれば特に問題はないかと思うんですけれども、そこの集団性の農地につきま

しては、優良な集団農地という位置づけになっておりまして、それは基本的に除きますという条

件がございます。そのような形から、先ほど言った指定基準の設定要件等に照らし合せてやった

結果がこのような素案という形でお示ししているところでございます。 

花島委員 街区というのは、前から僕はひっかかっていまして、道で囲われているところが広くある

と、要するにその単位で考えると、大きなところをぼんととってしまったら、そこにばばばっと

建てられるわけですよね。だけれども、かなめは、本当のところは、街区が問題なんじゃなくて、

道路に対してその土地がどうなっているかというので、幹線で 50 メートルというのはあります

けれども、それをもっと緩めて、幹線だけじゃなくて、50 メートルかどうかわかりませんけれ

ども、例えば４メートル以上のところだったらある程度通るとか、そういうことを考えるほうが

いいと思うんですよ。 

   県の基準とおっしゃいましたけれども、確かにそれを無視はできないかもしれませんが、県の

基準とか国の基準とか、本当に法律でばっちり制約されているところだったら、それはある程度

しようがないんですけれども。やっぱり那珂市のためにどうしたらいいかということを考えてい

くと、合理的な基準であるならともかく、そうでないんだったら、考え方を変えるというのはい

いし。仮に今回、その県の基準なり何なりで限られたことしかできなくても、将来のこと、そう

いう考えがあるかで、例えば県に働きかけて基準を変えていくとか、そういうことも私は必要だ

と思っているんですよ。全ての政策、国とか県の言うことを聞いていたら、周辺地域の活性化と

いうのは僕はできないと思っていますね。基本的な考え方が若干ずれがあるので、特にそう思う

んです。 

   その辺をどうお考えでしょうか。 

都市計画課長 お答えします。 

   この区域指定基準の案、先ほど、本日追加資料で説明させていただきましたが、この設定基準

は、那珂市のみならず他の県内で指定している市町村につきましては、この条件に基づいて基本

的にやってございます。ですから、那珂市だけそれから拡大解釈して、もうちょっと広く広げな

いか、それは確かにそういったご意見等もあるかとは思いますけれども、基本的にはこの設定基

準、きょうはちょっと細かく手順をちょっとお示しさせていただきましたけれども。その中で設

定しているということで、すみませんけれども、ご理解いただきたいと思います。 

   その外、先ほど言った農地に関しましても、やはり相当優良農地が入り込んでいるというのが

現状でございます。そういった形を踏まえますと、今回の指定区域の指定案という形になってご

ざいます。 
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   以上でございます。 

花島委員 農地を除外するというのは、僕はいいんですよ。それで農地はね、ある程度、何ていうん

だろう、仮に、今はあまり有効に使われていなくても、それを安易に潰していったら、将来に影

響すると思うので、それはいいんですけれどもね。でも、そのある街区の中に農地があり、宅地

も既にありという中で、ちょっとどうかなと思うんですよね、その考え方。 

   ちょっとね、これ全体図を見ると、はい、わかりました、よろしくお願いしますと言えないと

思います。 

   以上。とりあえず。もう一つ何か言おうと思ったのを忘れてしまった。 

委員長 今の答弁はいいですか。花島委員、意見ということでいいですか、今のは。 

花島委員 はい、とりあえずは。 

委員長 外にございませんか。 

福田委員 常任委員会資料、これを見てもわかるように、いわゆる今回の那珂市の区域指定、これの

方針というのは出ていますね。いわゆる既存集落を維持するんだよということを非常に強調して

いる。残念ながら、私はね、それはそれでいいと思うんですが、人口に対しての、人口増に対し

ては、なんら資料にうたわれていない。むしろ人口増になるということを懸念しているようにも

受けとめられる。なぜかというと、11 号でやった場合には、いわゆるインフラの整備が必要に

なってくると。いわゆる金がかかるんだよと。だから、これはやらないんですよということをこ

れはっきり言っていますよね。これ２ページかな。これではね、ちょっと我々が期待した今回の

この区域指定とは全く温度差がありますね。 

   これは決して指摘するわけじゃないですけれども、今回示されました、どこでしたか、四堰で

すか、12－５。12－５、例えばですよ。仮に今回これ 14 カ所指定される、この素案ができた。

１つとっても、この四堰地域、これは例えばこの集落は人口減少しているのかな。あまり我々が

見た目ではね、人口減少というのはあまりないような気がするんですよ。 

   それとね、このいわゆるメリット、デメリット、これで例えばメリット、市街化調整区域の立

地規制の緩和される点、デメリット、いわゆる逆に市街化区域への誘導効果が弱くなることから、

市街地の形成が難しくなる点。ちょっとこの辺が我々には理解しがたい。こういうことがあるん

ですよ。それで、特にこの警戒というかそういう考えを持っている、執行部がですよ、いわゆる

スプロール、空洞化とかということをうたっている。一番大事な、今、例えば常陸太田、隣接し

ている常陸太田なんかというのは人口減少、これを非常に大きく取り上げて、大々的に今やって

います。これの那珂市との温度差、隣接していながら。それは、当然立地条件は違うのは、これ

はおわかりのとおりです。それにしても今回のこの区域指定の趣旨そのものが大きな温度差があ

ると、私はそういうふうに思っている。 

   片や常陸太田では、最近でしたかね、この土地を提供しますよ、上物をつくっていただいて永

住するんであれば、上物を提供しますよと、そこまで常陸太田さんはやっています。那珂市の場

合には、残念ながら人口ということに対しては、全然これには資料にはうたわれていない。むし
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ろ人口増を恐れているようにも一部考えられる。それはなぜかというと、いわゆるこの人口増加

が見込まれますが、現在以上にインフラの整備が用いられると。新たに公共投資などが必要にな

ってくると、こういうことでしょう。全く温度差があり過ぎるんじゃないかなと、非常に私は残

念に思います。 

   ですから、那珂市の人口ということはあまり考えていない。むしろ既存集落を維持していくた

めに今回のこの区域指定 12号を出した、こういうふうに理解してよろしいんですか。 

都市計画課長 お答えします。 

   人口減少の件でございますけれども、区域指定をすれば、確かにそこの分についての、ある一

定の人口減少の抑制効果というのは既存集落にはついてあるかと思います。ただ、区域指定した

からといって、急激に人口がまた戻るとかふえるということというのは、現実的にはそこまでの

効果といいますか、そういったものは望めないのかなというふうに考えてございます。 

   区域指定に対するメリット、デメリット等について、記載をしているところでございますが、

ここに書いてあります、基本的には市街化区域の問題、当然このような調整区域の問題、そこは

いろいろあるかと思います。その導入のポイントとして、やはり市街化区域、調整区域のバラン

スをとるということが一つ大事であるというように考えております。 

   そのうち、その 11 号区域は行わないで、12 号区域だけと申しますのは、現行で、今の既存集

落で開発許可が市でも件数が相当あるわけですけれども、大体、年平均で申しますと 70 から 80

軒の現行の開発基準の中で家は建っているところです。ただ、そこの場合につきましても、おお

むね、ほとんど半分以上は今の現在のこの 11 号区域だけで、ほとんど建てる許可をとっている

という状況でございまして。現在で申しますと、属人性と申しますか、出身要件等がございます。

例えば菅谷等に居住されて、若い夫婦の方が、10 年経過して菅谷に住んでおれば、それに隣接

する大字の中には、現行の要件で、特に 11 号区域等に含まれるところで住宅が建設できる状況

でございまして、その中でほとんどが、半分以上がそういった 11 号区域に含まれているところ

ということが現状でございます。 

   一方で、12 号区域に該当するようなところにつきましては、人口も減少しておりますし、そ

ういった形でいうと、その地区の人口を維持していくのがなかなか難しいであろうということを

考えまして、11 号区域等は、今回といいますか、行わないで、12 号区域に限り今回区域指定を

行うものとしているところでございます。 

   四堰が人口減少しているのかというご質問があったかと思いますけれども、調整区域におきま

して、人口が減少して、大字単位で申しますと、過去５年間の国勢調査や住民基本台帳の人口の

推移等を見ますと、市街化調整区域においては、大字後台の地区を除いた地区につきましては、

ほとんどが人口減少しているという形でございます。ですので、米崎地区、特に四堰地区も含め

て人口が減少していると。今回、区域指定を予定しております地区全てがですね、人口の動態を

見ますと、人口が減少しているという要件に当てはまりまして、人口が減少している地区という

形でなってございます。 
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   以上でございます。 

福田委員 今説明聞いて、もうそういうことを承知していますよ、我々は。それでね、この人口減少

している地域があると、それはわかります。だけれども、那珂市の場合には、那珂市全体の人口

というと、そんなに推移がないでしょう。その辺にね、私は甘いところがあるだろうと、私はそ

う思うんですよ。片や課が違う、部署が違うところでは、いいですか、もう 60 歳以上が何％で、

平成何年にはこれだけ減っていくんですよ、人口が、高齢率がこうなんですよという、もう出さ

れているんじゃないですか。そのときに初めて気がついて人口減少とかといったって、遅いです

よ、これ。後追いをやっているのが今の那珂市の行政なんですよ。 

   なぜそういうことを言うかというと、これにもうたわれているように、これ 11 号をやればイ

ンフラ整備で金がかかるんだよということ。これなんかというのは、いかに行政が後追いをして

いるかということがよくわかるでしょう。そうじゃないですか。だからできないんですよとこと

でしょう、これ。金がかかるから。違いますか。 

   だからね、そういうことをやっぱり先取りをして、そしてそれに対して対応していくと、これ

が大事なんですよ。これはね、行政と民間の感覚というのは、これは温度差はあると思います。

でも、今はね、今、行政に求められているのは、経営ということもうたわれております。ですか

ら、民間でいえば設備投資、行政でいえば先行投資、こういうことも必要になってくる。それの

しわ寄せが今、本市にあらわれている。私はそういうふうに思っています。 

   ですから、今回のこの区域指定においても、11 号というのはちょっと考えなくてはならない

ということで、こんな文言が入っているんだろうと、私はそういうふうに思っている。非常にこ

れは残念ですよ。いずれこれは那珂市だって、人口減少とかということは来ますよ、これは。そ

れに対応して、前倒しをしていくということ、大事なことと違いますか。 

   だから、今回のこの区域指定については、一言で言うならばちょっと趣旨が、我々の考えてい

たこの区域指定と行政の今回打ち出された区域指定との温度差の隔たりというのが、非常に私は

残念です。 

   以上です。 

委員長 執行部いかがですか。 

福田委員 いや、答弁は結構です。 

委員長 答弁はいいですか。 

   では外に。 

花島委員 もう一つ、さっき言い忘れたことなんですけれども、結局インフラがある程度あるところ

というのは、市の経営効率からいったらそうかもしれませんけれどもね。だけれども、例えばあ

る地区で道路をつくってほしいのに全然できなくて、それで結局こういうところから外されたら

ね、踏んだり蹴ったりということなんだと思うんですよね。その辺どうお考えなんでしょうかね。

それはどこにでもね、立派な道路つくれということとは違いますけれどもね。それをやっぱり、

考え方をつくっていかないといけない。 
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   例えばこの額田地区でいえば、もう中心部はいいかもしれないけれども、額田は額田という単

位もあるけれども、区ごとの単位もあるんですよね。その区ごとの地域社会がこれではね、人口

減少を緩和するという足しにはならないんじゃないかなと懸念するんです。どうお考えでしょう

か。 

委員長 部長。 

建設部長 道路の考え方ですが、基本的に今の状態の中で５メートル 50 の幹線道路がございまして、

ある程度のスパンの中で４メートルないし４メートルの道路が整備されているところを指定しな

さいというのが根本です。ですから、申しわけないですけれども、整備がされていないから抜け

てしまったという部分も多くあるかと思うんですが、今の現在の中で、そういった排水があると

か、場合によっては、ないところは浸透でもいいですよというような条件になっていますんで、

そういったインフラが整備されている状況、その中で、連担があって、ある程度の宅地化の密度

があると、30％というですね。そういった条件のもとで指定することができるというのが基本に

なります。 

   以上です。 

花島委員 まず住むのに、どのくらいの人口が張りつくかによりますけれども、必ずしも 5.5メート

ルが必要というわけじゃないですよね。それが１つと、将来、例えば地元の要望なんかでちゃん

とした道ができたら、それはやっぱりこの区割りを考え直すという心づもりはあるんでしょうか。 

建設部長 指定して毎年見直すというのはどうかなと思うんですが、必然的に都市計画というのは、

基本的に５年に一度、基礎調査というのが都計法上でうたわれています。そういった機会に、今

まで人口が減っていなかった、例えば後台地区が減ってきたよということで、そういった事実が

あれば、それは見直すことは可能だと思います。 

   それと、今言われました、道路につきましても、下水道とか道路の整備によって、その条件が

クリアできている地区であれば見直しは可能だと思います。 

   それとですね、根本的に人口密度の考え方、花島さんとちょっと違うのは、基本的に街区の中

でがらんとしていたところのほうが家は張りつくでしょうという考えじゃないんですよ。基本的

にそれなりの、30％くらいの宅地化率があるところを指定してくださいねというのがこの区域指

定の根本です。ですから、30％以上宅地化率があるところですから、逆算しますと約３分の２、

面でいえばですね、要は新たな住宅が建てられる可能性がある部分ですよね、逆数でいえばね。

既存の宅地化率が 30％ですから、それ以外の空地が約３分の２残るということですよね。そう

いったある程度の宅地化がされている地区を指定しましょうねというのがこの区域指定制度です。 

   以上です。 

花島委員 意見ですけれども、先ほど言いましたけれども、やっぱり街区という単位でのとり方が、

こういうふうに道路で囲まれてというよりは、僕は実際の活動というのは道単位だと思うんです

よね。それを考え直してほしいと思います。 

   以上です。すぐには返答できないでしょうから。 
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建設部長 すみません、街区もですね、基本的に４メートルの道路とか４メートル以下の道路とか、

認定してある道路、もしくは水路等で囲まれたエリアを街区という捉え方をしています。それで、

例えばこの額田でいいますと、真ん中に歯抜けで抜けていますよね。これは、この前の手前の県

道と緑で染まっていたこのくさび型の部分が指定されるのは、こういった、これは街区で囲まれ

ています。その歯抜けで抜けている部分は、こういう白い部分での街区で囲まれています。ただ、

ここにつきましては、宅地化率が 30％クリアできないんで抜かれていると。そういった条件で

除外してございます。 

   以上です。 

花島委員 わかっています、それは。 

委員長 外にございませんか。 

遠藤委員 いくつかお聞きしたいことがあります。 

   まず、エリアが出てきましたね。全部で市内で 14 カ所、このエリアというのは、そもそも指

定の基準で、今後新たな公共投資を要しない区域ということで指定しているわけですけれども、

このエリアは本当にこれから新たな公共施設、必要ないというか、もうやらないということにな

りますか。 

都市計画課長 お答えします。 

   公共投資を新たに要しない区域として定めてございますが、その要件として、幹線道路や、先

ほどちょっと説明しました排水要件等がございます。ただ、排水要件につきましては、現実的に

下水道の整備計画に入っておっても、まだ整備されていないところ、またはもう供用開始をして

いるところ、それは分かれてございます。その中で、最初の指定の中では、今回はその排水要件

についても、特に今の現行どおりの基準でやりますということで絞っている関係上、今後、下水

道がそういった形で入ってくることは想定されます。ただ、それ以外の想定というのは基本的に

ございません。 

   以上でございます。 

遠藤委員 じゃあ、やっぱり新たな公共投資が生まれる可能性は大いにあるということですね。 

都市計画課長 はい。下水道の整備状況、整備の順番、結果によっては、そんな形が言えるかと思い

ます。 

遠藤委員 ですから、そもそもこれ外の計画との整合性の問題でいうと、こちらはこちらで区域指定

の考え方は、もう結局誰でも住めるようなエリアになるわけですから、そんな状況になりますの

で、当然いろんな方が新しく移り住んでこられれば、早くうちのところにも引いてくれという要

望が当然出てきますよね。今のところ、合併浄化槽でもいいというところでも、たくさん移り住

んでいただけることができれば、当然、新たな公共投資はばんばん必要になってくるということ

は大いに想定されますが、そうなると、この区域指定をやることによって、多くの方に移り住ん

でいただきたいんですけれども、そのメリットと、それによってばんばん公共投資のニーズが上

がってにっちもさっちもいかなくなる状況の、これはデメリットに近いと思いますが、そのあん
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ばいをどう考えますか。 

委員長 執行部。部長。 

建設部長 新たな公共投資を要しないという意味は、指定したから、今言われるように下水道整備し

ろ、道路整備しろという話じゃないと思うんですよ。当面は今の現状の中で、それなりの道路が

あるところを指定しますので、生活はできます。ただ、市の計画、道路計画、排水計画、下水道

計画というのは、これと別に持ってございますよね。そういった計画は計画として当然進めても

らって、当然いいことなんですが、要は、この指定したエリアだから、道路をすぐつくれとか、

下水道をすぐ入れろとか、そういった意味じゃない、新たな投資という意味でございます。下水

道事業、道路事業、そういうふうな事業で当然計画線路もありますから、この地区の中に。それ

はそれなりのスケジュールで進んでもらっても構わないんですが、進めるべきなんですが、要は、

区域指定をしたから、道路計画をすぐやれとか、下水道をすぐ入れろとか、そういった意味の新

たな投資じゃないというふうに考えています。 

遠藤委員 それは行政が考えることです。でも、新しいいろんな人が移り住んできたら、ニーズは出

てくるんですよ、地域で。そうしたらば、いや、どんどん入れてくれというニーズは起きないと

言えるんですか、じゃあ。 

建設部長 そのニーズは確かにあると思います。ですから、ただ、指定したからすぐという、多分要

望はあるとは思うんですが、ただ、当然それに対してすぐ対応できる部分じゃないんでね、そこ

ら辺はご理解いただく外ない。 

遠藤委員 あらかじめ申し上げておきますが、私はこの区域指定に全面的に反対しているわけではあ

りません。ただ、いろんな要因が、今からでも十分に想定されるから、そういったところは今の

ところどうお考えで進めようとされているのかを聞いているんですね。いや、ばんばん入ってき

てもらったほうがいいわけでしょう。人口はふえたほうがいいわけでしょう。私は、さっき福田

委員がおっしゃったように、人口をこれふやすための制度だと本来思っていますよ。例えばこう

いう集落の中でいえば、今のままでいくと、どんどん人口が減ってしまって、やっぱり集落自体

の存続がという部分でなると大変です。だから、やっぱり人は移り住んできてほしいわけですよ。

そのためにやるわけでしょう。だから、人口増のためにこれはやる制度でなければ意味はないと

思いますよ。人に来てほしいためのこの制度ですよね。それ、まずその認識はどうですか。そう

いうことなんですよね。 

都市計画課長 確かに移り住んでもらいたい、居住をしていただきたいというのは根底にございます。

その中で、例えば那珂市に住んでみたい、住みたいと思う方でも、その方のですね、書いてあり

ますが、ライフスタイルの多様化によって、町なかの便利なところに住みたい人は当然市街化区

域等に土地を求めたりとかいうことがあるかと思います。または、その農村環境のもとに、ゆと

りのあるところでゆっくり暮らしたい、農村暮らしがしてみたい、そういった形の方は、こうい

った 12 号区域の中の土地を選択するということで、そういった意味で、ある程度居住してもら

いたいというところのある程度その枠といいますか、それを広げたと、選択肢をふやしたという
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ことになるのかなというふうに考えております。 

遠藤委員 その考え方はわかりますよ。それはそれでよろしいと思います。 

   だから、いろんな地域に移り住んでくるわけですよ、このエリアに。そうすると、新たな住民

ニーズは発生しますよ、当然。それは、ただ、今の下水道計画とかというのは、今の調整区域で、

今の出身要件で縛られているから、ニーズがね。だから、家が建たないから、今の状況だけでい

けるんですよ、計画が。今の状況だから。ただ、これを指定して新たな人がどんどん移り住んで

きて、これありがたく移り住んできていただければ、今の計画の考え方、スピードとは多分違う

ことを行政は求められますよ。当然そうなると思いますよ。それを覚悟で指定をしてやる予定な

のかということを聞いているんですね。まずそういう基本的な考え方どうですか。これニーズは

必ず発生しますから、いい悪いではないけれども、発生しますよ。 

都市計画課長 調整区域におきましては、基本方針の１番にも書いてある、営農環境でございます。

既に農家として農業をやられている方、そういった農業をやっている方と、今度は新しい住民の

方がそこに移り住んでいただくという形になってくるかと思いますけれども、基本的にはその営

農環境、既存集落と申しますが、その地区の習慣やならわし等いろいろございます。そういった

中で、過度にですね、特に人口をふやしたいということはございますが、過度にそこに例えば人

口をふやすためにたくさんの宅地造成をするとか、そんな形で新しい住民の方が入ってきてしま

うと、１番の集落コミュニティの維持保全という形でいうと、逆にマイナス効果ということが考

えられます。 

   よく言われるのは、新しい住民の方がたくさん移り住んだことによって、そこが例えば夜まで

騒いでいるとか、また逆に農業をやっている方の肥料のにおいであるとか、逆にそういった形で、

新しい住民の方ともともと住んでいる方がいろいろあつれきが生じたりとかいうような話もござ

います。そういった中では、今回もそうですけれども、基本方針の中で、営農環境の配慮と優良

農地の保全というのを一つのこの既存区域指定導入するに当たっての基本方針としております。 

   ですから、この方針に基づきますと、過度のですね、人口をふやすためのそういった選択肢の

形でふやすという形になってございますけれども、急激な人口増加というのは、そこの集落の維

持保全、コミュニティの維持保全につながるのかというと、決してつながらないことも考えられ

ますので、そのような農村集落的な環境を今回そういった形で提供していこうというような考え

のもとに今回区域指定しているところでございます。 

遠藤委員 考え方はわかります。 

   しかし、行政がそう考えようが、もうこのエリア指定してオープンすると、あとは皆さんが考

えることです。皆さんが、那珂市がよくて移り住んできたいと思ったら、どんどん来るわけです

よ。そのときにもう来ないでくださいと、この制度で言えるんですか。言えないですよね。もう

指定してしまっては、もう言えない。どんどん移り住んできていただくのは、それはいいと思う

けれども、例えば今の話、過度に騒いでどうのこうの、もしくは農村の環境がどうのこうの。こ

れはまた新たな課題としてきっと出てきてしまう。これは、この制度の裏腹としてそういう危険
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性もある。それで、それはとめられませんからね、とめられないんですよ、制度をつくると。制

度設計というのはそういうことですから。今だけの考え方で、今後の５年、10 年、20 年の状況

をはかり知れませんから。ただ、想定はしていかなければいけないのは一つ覚悟だと思いますよ。 

   その中で見ると、例えばまたお聞きしたいのは、前の委員会のときに、この市街化区域が市内

の 10％ぐらいで、今回指定するエリアも大体 10％ぐらいというふうなお話がございました。今

回の 14地区トータルで何％ぐらいになっていますか。 

都市計画課長 お答えします。 

   14 地区の面積の総計で申しますと、約 580 ヘクタール等の面積になってございます。全体の

調整区域の面積割合にしまして 6.6％というパーセンテージの面積でございます。 

遠藤委員 わかりました。かなり減りましたね、半分ぐらいになったということかな。それは絞って

いったということでしょうが、あと、ちなみに申し上げておきたいのは、その手引を参考につく

られたという話です。手引の意味合いはどういうことですか。これは強制力はないですよね。あ

くまで行政の内部のルールということであって、これに従う必要はないですね。これは義務では

ない。そこの見解はどうですか。 

都市計画課長 お答えします。 

   手引に定めているルール、確かにそうかもしれませんけれども、例えば集落を指定する要件、

幹線道路や排水施設、また給水施設の要件等を今後区域指定をして定めて運用していく関係上、

これらについては最終的に条例に盛り込んで、基準に盛り込んでうたうという形になってござい

ます。ですから、その中で、例えば宅地率 30％であるとか、あとは集団制度で申しますと 50 メ

ートル連担であるとか、そういった区域指定の要件等につきましても、もとは手引をつくって、

手引と申しますか、県でもその条例案といいますか、そういうのがございますけれども、それに

基づいてやっているところがございますので、そもそもが県の基準に沿った形で指定をしている

ところでございます。 

遠藤委員 ただ、義務はないですね。各市町村に応じた基準を制定してもいいはずですね。 

   あと、知りたいのは、この 580ヘクタールのうち、排水施設に関してですけれども、公共下水、

農業集落排水、あと合併浄化槽、主にこの３つでございますが、それぞれの割合はどれぐらいに

なるんですか。 

都市計画課長 お答え申し上げます。 

   地区の全体として、どのぐらいになるかというのは、現実的にまだちょっとそこまで把握はし

てございません。ただ、そういった集落を中心に指定してきたのは間違いないんですけれども、

例えば額田地区のように、下水道を今整備しているところと、まだ供用開始しているところがあ

ったりとか、そういったところもございますので、厳密に今現在、供用開始しているのが区域指

定の中で何ヘクタールであるとか、そういったことについてはちょっと申しわけございません。

ちょっと調査はしてございません。 

遠藤委員 やはり住民からすると、じゃあ、那珂市に移り住んできたいということで新しく居を構え
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る方、公共下水が入っているところがいいですよね。農業集落排水が入っているところがいいと

思うんですよね。実際に合併浄化槽まで含めてというのは、県内の外の市町村でいうとどうなん

ですか。合併浄化槽まで広げて指定しているところと、あとは、そこに移り住んできている人が

どれぐらいいるのかという調査はどうですか。 

都市計画課長 合併浄化槽、その辺の表現につきましては、側溝等に放流できるというような表現で

各自治体によっては認めているところでございます。ただ、一部によっては、公共下水道じゃな

くてはだめですよとうたっている地区も、例えばつくば市さんなどにつきましては、11 号区域

については公共下水道が整備されていることと、接続することと明記しておりますので、それ以

外のところについては、原則的に 11号区域であろうが 12号区域ですとか、特にその排水要件に

ついては、その合併浄化槽についての放流というのは認めているところでございます。 

     （「どれぐらいが」と呼ぶ声あり） 

委員長 執行部。 

都市計画課長 前回の常任委員会資料の中で、開発行為の開発状況という資料でご説明したところで

すけれども、基本的に 11号区域と 12号区域の枠で申しますと、全体的にどこの地区についても、

11 号区域の開発許可件数の割合がほとんどを占めていると。ほとんどとはどのぐらいかと申し

ますと、８割以上、または場合によっては９割以上が 11 号区域であるということが言えるかと

思います。 

   一方で、12 号区域、市街化区域から離れた縁辺部の 12 号区域については、それは、やはり土

地柄、場所柄はあるかと思いますけれども、かなり低い状況だということでございます。 

遠藤委員 ちょっと各市町村の調査は、まだ詳細にはしていないということですかね。 

   あとは、じゃあ、外のところは大体 11 号がほとんどだと、移り住んできている人は９割方 11

号、12号のところには１割ぐらいしか移り住んでいないと、そういうことになるわけですね。 

   あとは、例えばこれ指定した場合、11 号のエリアだからということで、一定のこの市街化区

域の周辺の地域の方が外されているわけですけれども、おそらくこの指定基準を全てというかね、

これを満たしている地域が 11 号と、いわゆるこの周辺１キロのところにはたくさんあると思う

んですよね。これは、どれぐらいの面積が、この 11 号だからといって外されたエリアの中で、

例えば道路もある、下水もある、集落性もある、そういったエリアというのはどれぐらいあるん

ですか。つまりそういったところが外されて、外のところが指定されているということになるん

ですけれども。 

都市計画課長 お答えします。 

   11 号区域と設定しております市街化区域から１キロ圏で、全体図面のとおり示しているとこ

ろでございますけれども、市街化区域から逆に１キロ圏内に含まれる調整区域の面積につきまし

ては 1,938 ヘクタール、全体にしまして 22％の土地がこの市街化調整区域でも 11 号区域に該当

する土地という形でございます。そこの中の全体の宅地のパーセントとか、あとは農地の割合で

あるとか、そういったことまではちょっと算定してございませんけれども、市街化区域から１キ
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ロ圏内の調整区域の面積は 1,938ヘクタールということでございます。 

遠藤委員 とりあえずいろいろとまだちょっとわからないことがたくさんあります。いろいろとまた

今後お聞きしたいと思います。 

委員長 それでは、暫時休憩をいたします。３時 40分再開といたします。 

     休憩（午後３時 27分） 

     再開（午後３時 39分） 

委員長 それでは、40分には早いんですが、再開いたします。 

   須藤委員。 

須藤委員 私はこの区域指定については推進してきたほうの立場でお話ししますけれども、ただ、こ

のできたことに対して、正直いって私もびっくりしたんですよ。11 号、12 号なんて、そういう

制度がうまくあったのかなと。市街化から離して区域指定をやるなんていうようなことは、ちょ

っと私も考えもしなかったんだけれども。さらにこの 14 も区域が出てきたということに対して、

正直言ってびっくりしているんですけれども。この 11 号、12 号というのは、どうなんですか、

これは。外の地域でもそういうことをやってきているんですかね、太田市とかひたちなかとか大

宮とか。 

都市計画課長 お答えします。 

   34条の 11号区域、12号区域という２つの区域がございまして、そこの導入状況ですけれども、

水戸市をはじめ４市町村につきましては、11 号区域のみを指定しているという市町村になりま

す。一方で、11号と 12号、要は市街化区域から隣接する１キロ圏内の 11号と逆に 12号、両方

指定している市町村というのが 14市町村ございます。 

   今回、那珂市の区域指定に当たりまして、11 号区域をしないで 12 号区域のみだという指定と

いうのは、那珂市が最初になるという状況でございます。 

   なぜそういうふうにするのかと申しますと、最初のほうで定義づけをしてございますけれども、

そのようなことで那珂市だけが 12号指定しているという形の状況でございます。 

須藤委員 前に石岡かな、区域指定のやつで視察に行ったことがありますけれども、石岡は成功した

よと言っておりましたが、まさに密集しましたね。それは、やはり市街化から続いてずうっとい

っているから、自然にまちができているわけだよね。ああいうことを考えたときに、那珂市が本

当に初めてだということをこれから地元の説明会に入ったときに、またいろんな問題が出ると思

うんだよね。 

   だから、この件についてはちょっと私もびっくりしたんだけれども、なぜそういうことをした

のかということに疑問を持つんだけれども。やはり先ほど福田委員からもあったけれども、私も

同じ考えなんですよね。この前のときの説明会の、この前の委員会のときにもそういうお話しし

ましたけれども、もう少し考えるべきじゃないかなというふうに私は思います。 

   以上です。 

委員長 外にございませんか。 
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花島委員 すみません、１つだけ。11 号の話があったんですけれども、各地区に説明会をやるとい

うのは、入れようとしているところはともかく、やるというのはわかるんですけれども、この

11 号関連で入れないところに対しても何か説明会を考えていらっしゃいますでしょうか。それ

だけお伺いしたい。 

都市計画課長 旧村単位で８回ほど住民説明会を行いたいと考えておりますが、今のところ菅谷地区

につきましては、11 号指定区域をしない関係上、菅谷地区に関しては指定する区域がどこにも

ないという状況でございます。ただし、説明会については、そういった経緯でありますとか、な

ぜ 11 号区域を指定しないんだとか、そういった土地も含めまして住民説明会等を開催した中で、

説明をしていきたいというふうに考えてございます。 

委員長 外にございませんか。 

     （なし） 

委員長 じゃあ、私からですね、今回のこの区域指定も 14 地区ということで出ましたけれども、こ

れで線引きでですね、隣、境界で俺のところ外れてしまったよということに対して、これ後台地

区もそうですし、納得のいく説明が果たしてできるのかなというのは非常に不安になっておりま

す、疑問に思ってしまうんですけれども。これは 11 号地区は今回外れていますんで、当然、菅

谷地区でもやられるということであれば、当然その皆さん方に対して、何で外したんだというお

話になると思いますんで、その辺は明確にお答えしていただかないと、住民の方は納得いかない

と思いますね。その辺をきちんと用意していただきたいというのと、その辺どう考えるかなんで

すけれども、まず１点目。 

   それと、納得のいく説明というと、何で人口増を狙うのに、調整区域は当然歯どめをかけると

いう意味で、まずこれをやるんですよということで話はわかりますけれども、じゃあ、それが本

当に今、最優先、優先順位をつけて、人口増の政策というのはたくさんありますよね。区域指定

がその一つでもありますんで、特に調整区域については有効であるというふうに判断されるんで

しょうけれども。そこに至る過程が今までの説明ではちょっとわからない。何で優先順位をつけ

たのかどうかもわかりませんですし、それと、11 号地域は、先ほどの答弁の中で、８割方、黙

っていても人がふえていきますと。当然開発が進んでいくんですよという他地域のお話もありま

したけれども、本当にそうなのかと。他地区も 11 号、12 号、あわせて指定した自治体もたくさ

んありますよね。それは十数年前の話で、それが先ほど須藤委員のほうからも、石岡は成功して

というお話は聞きましたけれども、10 年以上たってどうだったのかというのはもう一度検証す

る必要があるんじゃないかと。それで 11 号もふえるし、12 号もふえていくという策がいいんじ

ゃないのかなというふうに私は気がしているんですね。 

   あえてその優先順位と、今、人口増の問題について、市で今、いぃ那珂暮らしという地方創世

の総合戦略でもやっていますよ。それはもう垣根なく、皆さんどうぞ那珂市へ来てくださいとい

う政策ですんで、それと合致してしっかりとやっていかなければいけないと思いますんで、その

辺を総合的に考えているのか。今までのお話ではそうじゃないと。とりあえず 12 号区域指定あ
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りきでいきましょうというお話だと思いますんで、その辺もしっかりと我々に示していただきた

い。いかがですか。 

都市計画課長 お答えします。 

   道路とか区別、道路１本挟んで区域に入らない人、入る家、入らない区域、この辺をどう説明

していくかというような質問の内容だったと思います。 

   基本的に区域外を設定する場合については、明確に区域内であるとか、区域外とか設定してご

ざいます、基本的には。そういった道路や水路等の長狭物で区切ってございますので、その中で、

先ほども説明した設定の手順といいますか、このような形で、例えば道路１本挟んで入らないと

ころにつきましては、そのような大きな街区の中で宅地率 30％いっていないんですよであると

か、または４メートル道路に接していないんですよとか、そういった設定基準に基づいた説明と

いうのもあわせて説明していきたいというふうに考えてあります。 

   11 号区域、12 号区域、いろいろあるかと思います。最初には、本日の資料にもつけていると

おり、やはり区域指定導入のポイントとしましては、我々が考えているのは、当然今回は区域指

定に関しまして、市街化調整区域におきまして、市街化区域から離れている区域に限って、その

立地基準というのを一部緩和するところでございますけれども、一方で、今後、人口減少社会に

向けて、市街化区域、町なかのコンパクトシティという考え方もございます。そういった中を踏

まえまして、最初、導入のポイントにもあるとおり、基本的には人口のバランス等もある程度、

そのバランスをとった中で考えていくというスタンスで考えております。 

   現実的に、今のところ、那珂市の開発許可の状況を見ますと、先ほど、年間 70件から 80件ほ

ど、今の出身要件に対して、現在でも開発許可をとって家が建っているところがございまして、

じゃあ、今度その 12 号区域に限って区域指定をした場合に、どれだけ人口が増加するのかとい

うような形も、先ほど何か質問があったと思いますけれども、基本的には今の基準の中、運用の

中では、ほとんど 80 件のうち大体半分以上、50 件相当以上は今の 11 号区域で現行基準の制度

の中である程度充足しているのかなということが言えます。 

   一方で、縁辺部の部分については、まだそういった形で、要件でなかなか建ちづらいというと

ころがございますので、そういった意味で、市街化区域から離れた 12 号区域を指定するという

ようなことでございます。 

   また、あと先ほどの区域指定の状況でございますけれども、那珂市と同じように隣接しており

ます東海村さん、またはひたちなか市さん、この２つの市町村に関しましては、区域指定は導入

しておりません。導入しない要因としまして、那珂市と同じように、ほぼ地形的に平たんである

こと、そういったものを踏まえまして、今の現行の運用基準等で充足しているので、区域指定を

導入していないというような形で考えております。 

   那珂市におきましては、急にこれから人口減少社会を迎えるに当たって、まち・ひと・しごと

等を含めて、人口減少について少し考えようということで、そういった施策も含めて、今回その

12 号区域に限って、または立地適正化と申しますか、コンパクトシティの形成のことも考えま
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して、11 号区域は行わず、12 号区域に限り行うというような方針で進めていきたいというよう

に考えてございます。よろしくお願いします。 

委員長 部長。 

建設部長 なぜ今やるのかというような質問があったかと思うんですが、この区域指定制度というの

は平成 13年の既存宅地制度の廃止に伴いまして、平成 14年から茨城県が条例をつくりまして、

この既存宅地制度を導入したわけです。それで当時ですね、この県条例をつくるときに当たりま

して、旧那珂町が条例のシミュレーションの地区として選定されまして、県のほうで各種調査を

なされました。そのときの情報としまして、今の都市計画法ですね、その準用で戸建ての住宅を

建てる要件は地区全体の７割から８割を占めますよというような情報をいただいておりました。 

   そういったことも踏まえて、現行法上での調整区域の宅地等の立地が可能なことから、区域指

定制度は那珂町時代からずっとやらなかったわけなんですが、平成 24年とか 26年、議員さんの

ほうから区域指定についていろいろ質問がございまして、そういった導入をしないのかというよ

うな、一般質問かと思いますが、そういったお話がありました。 

   そういった中で、区域指定を那珂市でも導入しましょうということで、平成 27 年度の予算の

中で指定の要件等の調査を進めますよというお話をしてきたかと思います。それで今年の３月に

ついては、実際導入に当たってのスケジュール等も３月の常任委員会でお示ししてきたかと思う

んですが。そのようなことで、那珂市も導入しましょうということで、今の時期に、来年の、29

年の４月ですね、施行を目指して準備を進めているところです。 

   以上です。 

委員長 来年の４月を目指してというお話ですけれども、現段階では素案の段階ですので、これから

住民説明会もされるということですんで、住民の方々のお話、考え、ご意見を聞いてから、いろ

いろ今度、我々も市民の皆さん、住民の皆様方のお話を聞いて、我々は今度議会内で議論をしな

くてはならないですよね。その時間が来年の４月というとあまりにもない、なさ過ぎますんで、

その辺はいかがかなと。これは住民の皆さんのお話を聞いて、しっかりと我々も検討していかな

くてはいけないなというふうに思っています。 

   それと、今、12 号を導入してということなんですが、これだけのお話なんで、将来的にどう

するのというところは、例えば５年後見直しをして、次に 11 号もやりますよというような長期

的な展望、政策というのはないんですか。今のところは考えていませんか、それは。 

都市計画課長 今回、12 号区域について導入するわけですけれども、先ほども言いましたようにコ

ンパクトシティ、これから立地適正化、もと市街化区域に都市機能を誘導するとか、居住環境を

整えるとか、そういった形が考えてございます。そういったことを考えた上で、この区域指定制

度を導入するものでございますので、11 号区域については、今現在といいますか、導入するの

には、ちょっと今現在の問題があるというようなことで書かせていただいた中で、市街化区域の

市街化のおそれがないスプロールのことがないような形で既存集落のコミュニティ維持保全を図

るという目的で、今回 12 号限り指定するとしてございますので、特によほどの、基本的にはそ
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の 12 号区域だけという形になってくるかと思います。そこがちょっと、すみませんけれども、

11号区域についての指定は今のところ予定してございません。 

委員長 これから住民説明会もありますんで、もうこれだけですよというお話じゃなくて、その辺は

将来的な構想というのは柔軟に持つべきだし、この政策だけで正解ということではないんで、い

ろんな政策がこれから必要ですんで、もっと考えていただきたいなというふうには思います。 

   あとはよろしいですか。 

遠藤委員 このエリアで新しく移り住んできて家を建てるということは自由ですね。このエリアでの

空き家、空き家に対しても誰でも自由に移り住んで来れるようになりますか。 

都市計画課長 この既存集落の指定要件ですね、権限移譲ができる平成 24 年度以前は、建築基準法

の 43 条で許可をとった家とかがございます。そういったところで、それが空き家になった場合

等も、その属人性がついておりますので、その人しか例えば建てかえができないとかいう条件に

なってございますけれども、今回区域指定のエリアに入ったことによって、既に宅地である土地、

家であっても空き家であるとか、そういったところも建てかえであるとか、そういった形も指定

した区域に限っては可能になるということになるかと思います。 

遠藤委員 そこはまだ確定はしていないんですかね。いわゆる空き家バンク事業もこれから本格的に

ということだと思いますが、一方でこれをやることによる空き家バンクは非常に有効かなという

ふうに思いますけれども、そこらというのはどう、確認したいんですが。 

都市計画課長 説明が足りませんでした。空き家に対しても、売買とか、それは可能になります。ま

た、そこの土地についての改築等も可能になります。それは属人性がとれますので、誰もがそこ

の、例えば空き家を買って移り住むであるとか、その空き家を改築して住むことというのも可能

になるかと思います。 

遠藤委員 あと、エリアの指定の、先ほど段取りの説明もございましたが、これはこの中で一軒家の

住宅というふうなことの限定でエリア指定の中での建物の用途、説明ございましたが、これ空き

家は入っているんですか。このうち、ここからここまでと指定しているけれども、空き家じゃな

くてちゃんと人の住んでいる家のエリアを指定して、そこを調べているんですか。 

都市計画課長 建物、宅地の連担性で見ていますので、そこの家が空き家か、家が建っているという

状況で区域を指定しております。ですから、中には空き家となっている家もあるかとは思います。 

遠藤委員 わかりました。 

   あとは、今後、ようやくきょうエリアが出てきました、具体的に。ようやく私たちも具体的な

話がようやくできるようになったなということで、非常にこれはよかったなというふうに思って

おります。なので、これから市民の皆さんへの説明会もあるということでございますが、当然議

会のほうとしましても、私も先ほど個人的にいろいろとご質問をいたしましたが、実態として、

いろいろとわからないところがまだまだあるもんですから、委員会も毎週毎週開けるようなもの

ではございませんし、委員会の中でその制度をしっかりと議論をして、理解をしていくことが必

要かなというふうに思いますんで、そこら、いつまでという目標はあるかもしれませんけれども、
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それに縛られることのない中身の濃い議論をこれからさせていただきたいなというふうに思って

おります。 

   以上です。 

委員長 議長。 

議長 議員らも地域住民から、那珂市は何で家が建たないんだよと、そういう意見をいっぱい聞いて、

各議員さん、地域指定の勉強をしたり、見学に行ったり、いろいろ研修をしてきたわけです。だ

から、決してこの地域指定に反対しているわけではないと思うんです。ただ、そのやり方とか線

引きとか、いろんな問題がいざやるとなると出てきてしまう。それから、執行部のほうだって、

最初、1,000 ヘクタールぐらいを予定していたのが実際やってみると 580 ヘクタールぐらいにな

ってしまう。いろんな細かい問題が出てくる。それを何とか調整しながら、那珂市でも家が建つ

よといういい方向に持っていっていただければありがたい。住民の意見をよく聞きながら、ある

いは議会との意見のすり合わせをしながら前向きに検討していただければと。 

   私は答弁は要りません。 

委員長 外にございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、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いたします。 

     休憩（午後４時１分） 

     再開（午後４時２分） 

委員長 では、再開します。 

   これより認定第１号 平成 27 年度那珂市各種会計歳入歳出決算の認定についての討論及び採

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。 

   これより認定第１号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり認定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、認定第１号は原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

   以上で、本委員会に付託された執行部提出案件の審議は全て終了いたしました。 

   暫時休憩いたします。 

   どうもありがとうございました。お疲れさまでした。 

     休憩（午後４時３分） 

     再開（午後４時４分） 

委員長 では、再開します。 
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   産業建設常任委員会懇談会についてを議題といたします。 

   これについては、ＪＡ常陸さん、それから商工会さんとの調整を行っておりますので、まずそ

の経過について、事務局から報告をいたします。 

書記 それでは、今回のこの那珂市商工会及び常陸農業協同組合との懇談についてということで、お

手元に資料を配付させていただいておりますので、まずそちらをご用意いただきたいと思います。 

   左上が１点、ホチキスでとじてあるものでございます。よろしいでしょうか。 

   それでは、内容につきまして調整を行いまして、日程と時間のほう、決まりましたので、こち

らのほうにまとめてございます。 

   まず日時としまして、平成 28 年９月 28 日火曜日午前 10 時、一応、集合して委員会を開会と

いう流れになってございます。午前 10 時半から那珂市商工会さんと、それからお昼を挟みまし

て午後１時半から、常陸農業協同組合さんと懇談を行うということで調整がつきました。 

   場所のほうは、それぞれの施設のほうに伺ってということになってございます。 

   それから、懇談の内容でございますが、８月 23 日、全員協議会の後に相談いただいた内容に

基づきまして、それぞれテーマをまとめたものを大きなテーマとして３つずつまとめまして、先

方のほうにご連絡をさせていただいております。 

   それから、移動手段のほう、公用車２台ということになっておりまして、ちょっと人数の都合、

１台でおさまらないということで、ご理解をいただきたいと思います。 

   それぞれ３つにまとめた内容についてですが、具体的な内容は、めくっていただきますと、そ

れぞれございます。項目がそれぞれ分かれてはございますが、こちらの内容につきましては、前

回ご相談いただいたものがそのまま分類されて入っているという状態ということでご理解いただ

ければと思います。 

   詳しくはごらんいただければと思いますので、説明については以上になります。 

委員長 事務局の説明が終わりました。 

   報告がありましたとおり、日程は９月 28日ということで実施したいと思います。 

   内容についても、今お話しのとおり、前回皆様と打ち合せた内容というもので先方に申し入れ、

了承をいただいております。 

   この内容で特に問題がなければ、このまま進めたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

     （「水曜日だよね」と呼ぶ声あり） 

委員長 28日水曜日です。 

書記 水曜日です。資料のほうが間違っています。 

委員長 28日は水曜日ですね。 

書記 水曜日です。失礼いたしました。 

委員長 商工会は 10時半ですので、10時集合ということで予定をしております。 

   よろしいですか。 

     （「はい」と呼ぶ声あり） 
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委員長 次に、議会報告会での報告案件についてを議題といたします。 

   まず日程等について、事務局より説明願います。 

   じゃあ、お願いします。 

書記 では、続きまして、議会報告会のほうになってございます。 

   日程のほうが来月、10月 22日、23日、それぞれ土曜日、日曜日ということになってございま

す。場所のほうがですね、10月 22日が総合センターらぽーる、それから 10月 23日のほうがふ

れあいセンターごだいということになってございます。それぞれ今回は午前中の開催ということ

になりますので、お手元のほうに当日のスケジュールと役割分担の案というものをお配りさせて

いただいておりますが、９時に集合していただいて、それから準備等を行いまして、10 時開会、

それから 11 時ごろまで報告を行いまして、最終的に午前中いっぱいで終了、片づけ、解散とい

うような流れで進めているところでございいます。 

   今回、報告会の内容について、どのような内容を報告するか、それから資料をどのように作成

するか等、ご検討を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。 

   それからあわせまして、お手元に担当ということで、各日程の出席者、係の分担等が載ってご

ざいます。各自、自分がどのような対応が必要かというところをご確認いただきまして、何かご

意見等あるようであればお預かりしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

   以上でございます。 

委員長 今、事務局のほうから説明がありました。 

   補足しますと、各役割分担につきましては、今年度 18 名に議員数が減った関係もありまして、

原則全員でやりましょうということで、議運では話をいたして決まっております。役割分担につ

いては、発表等については、各常任委員会正副委員長ということで、それぞれ地元じゃないほう

ということで、予定をしております。 

   あと、記録については、広報編集委員会さんのほうで、メインでやっていただけるということ

でなっております。よろしくお願いします。 

   あと、内容についてですけれども、資料ということで、何を報告するかというのは、まずきょ

うこれからちょっとお話で決めていきたいと思うんですが、よろしくお願いします。 

   今回ですが、３回、２回、１回の定例会の中のメインテーマということで、一応、その辺まで

範囲は広げておきたいなと思うんですけれども。今回は今まだ途中ですけれども。 

   テーマについてはいかがですかね。 

議長 きのうは委員長、副委員長がここの当委員会で一番報告したいようなことがあったら、それを

取りまとめて、やっぱりあれするという。何か委員さんでこれをやってくれというのが…… 

委員長 要望がありましたら。 

     （「お任せで」と呼ぶ声あり） 

     （発言多数あり） 

花島委員 それで、気になるのがこれ報告時間は 50分ですね、全部入れて。 
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委員長 １委員会は５分ですね。 

花島委員 そうですね。１委員会で話せることは限られているということですね。厳しいですね。 

委員長 では、正副委員長のほうでちょっと吟味をして、まとめたものを案としてまたもう一度皆様

方にお諮りしたいと思います。 

   これ議会だよりに載せる都合もありますので、早目に検討したいと思います。 

     （発言あり） 

委員長 そちらのほうもあれですね。 

書記 じゃあ、よろしいですか。その資料について補足でございますが、議会だよりを使うかどうか

も含めまして、各常任委員会のほうにお任せするということで、資料については決まっていると

いうことです。当然ながら、先ほど委員長からもお話ありましたように、報告する案件の時期的

な範囲が、改選後から現在までということで、範囲が広くなってございます。今回の議会だより

は、議会報告会の直前に納品される予定でございますので、資料として参加者の方に配布するこ

とはできるんですが、当然載っている内容は、今回の定例会の案件が中心という形になります。

ですので、前回までの内容とか、また違った調査の内容であるとか、そういった部分に触れる場

合におきましては、今回の議会だよりのほうはちょっと使えないかなということでご理解をいた

だきたいと思います。 

   といういことで、いろいろ含めまして資料を別に作成するという流れであれば、議会だよりの

内容には必ずしもこだわる必要はないかとは思いますので、その辺もあわせてご検討というかご

意見というか、いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員長 補足説明がありましたけれども。 

遠藤委員 今のご説明だと、やはり、たしか前日納品なんですよね、議会だより、たしか。つまりぎ

りぎりなんだけれども間に合うんだ。間に合うんだけれども、それを使って説明するかどうかは

縛られない話ですが、ただやっぱり、先ほどの案件、道路の今までの調査してきた、出てきた資

料とか、あときょうの区域指定の話とかにもしなってくるとすると、地図なり資料というのが多

分必要ですよね、口頭だけじゃなくて。そうなると、議会だよりのあの文字での説明プラス委員

会としてあそこに地図なり、表なりというふうなセットでのほうが多分説明しやすくないですか。

これ委員長、副委員長が当日５分の中で説明しなければいけないので、だから、片や議会広報紙

を見てもらいながら、こちらの資料で、この図にありますとおりみたいな、そういうセットの組

み合せのほうが多分やりやすいんじゃないのかなというふうに想定はしますので。テーマはお任

せしますが、少なくとも説明の仕方は、５分という限られた中で、効率よくやるには、セットで

同じテーマがいいのかなという感じがします。だから、そうなると、広報委員のほうのテーマの

選定とも絡むので、ちょっとそこらはお願いいたします。 

委員長 わかりました。 

   その辺も考慮に入れて、テーマ決めと資料の作成ですね、あわせてやるように進めます。 

   それから、何を載せるかということと、議会だよりの使用云々については今お話がありました
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ので。 

   あともう一点、議会報告会で出た意見について、今度、対応についてどういうふうにしたほう

がいいのかということで、今までは執行部に対するものは執行部へ渡して返事をもらって、あと

で議会だよりで回答というパターンでしたですね。その辺もちょっとあわせてお聞かせいただき

たいんですけれども。 

議長 これは各委員会も同じでしょうから、調整を図りながら、どういうふうに答えを出して執行部

へ諮って、あるいは次の議会報に載せるかというのは、各委員会同じようなあれで、様式でやっ

てもらうようだね。 

委員長 各委員会所管部分は、該当委員会で対応するという形になろうかと思うんですけれども。 

遠藤委員 あくまで前回の参考ですが、やっぱりどうしても今までの説明会の内容を見ていると、住

民の皆さんから、あるテーマについて、どっちかというと要望みたいなものが出てくるケースが

多いんですよね。そうなると、我々議会に執行権がないので、それはきちっと執行部に伝えます

というふうな正副委員長の答弁がややもすると多いんですよね。そうなると、やっぱりそう言っ

た以上は伝えなければいけないから、聞きっぱなしというわけにはおそらくいかないであろうと。

伝えるという機会はおそらく設ける必要がどの委員会もあるんではないかなと思うので、前回ま

での議運の方針としては、それは各委員会で、まず委員会を１回開いてもらって、議会報告会が

終わった後、１回常任委員会を開いてもらった中で、意見を集約して、じゃあ、伝えるものは伝

える。場合によっては質疑をして、ものによっては調査案件でテーマにまで上げてもいいよとい

うふうな形でやってはおりましたが、そこまでのテーマに上がるようなものは前回なかったです

けれども。少なくともその後、１回常任委員会の中で、執行部に伝えたり、場合によっては疑義

をただすような質疑はする必要があると思います。 

委員長 ありがとうございます。 

副委員長 たしか前回の報告内容というのは、議会だよりに出したんですよね。たしかそうですよね。

執行部のやつは何かこう米印にして、これは執行部のやつ、こちらは委員会の答弁というふうに

議会だよりに載せたんですよね。今回も多分同じようになると思うんですけれども、しっかり委

員会で話し合いをしていただければ、私たちも助かると思いますので、その辺よろしくお願いい

たします。 

委員長 そうしますと、報告会が終わって、一度常任委員会を開いて、その中で対応を決めると、い

ろいろ出た案件についてですね。ということで、その後、議会だよりに載せる、あるいは執行部

に申し送りをする、回答をもらうということで、そのように進めていけばいいということですね。 

     （「産業建設の案件が」と呼ぶ声あり） 

委員長 出てくれば、あればという話ですね。 

   じゃあ、そのように、もんでくれという意見が出ればいいんですけれども。そのように進めて

いきたいと思います。 

   最後の議案ですけれども、茨城県市議会議長会の平成 28 年度第１回議員研修会についてを議
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題といたします。 

   この研修会の内容については、まず事務局のほうから説明をお願いいたします。 

書記 それでは、ご説明いたします。 

   まず、お手元にお配りいたしました平成 28 年度第１回茨城県市議会議長会の議員研修会の開

催についてというものをお配りしておりますので、こちらのほうをご用意ください。 

   既に、毎年同じような形で確認しておりますので、ご存じの方も多いかと思うんですが、市議

会議長会のほうで主催している、今回泊まりがけの研修ということになってございます。 

   開催日のほう、11月 15日から 16日の２日間となってございます。 

   研修の演題のほうですが、議会改革の問題点と処方箋という題目になってございます。 

   宿泊の場所については、鹿島セントラルホテルとなってございます。 

   宿泊を挟みまして、翌日は現地の視察研修ということになりますが、こちらが潮来市のボート

センターのほうを視察するということになってございます。一応この施設、補足でございますが、

ボート競技、レガッタという競技だそうですけれども、そういうボート競技のための施設だとい

うことでございます。 

   各委員会のほうからお一人ずつ参加者のほうを出していただくということになっておりますの

で、ご検討のほうをいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

委員長 事務局からの説明が終わりました。 

   この研修会につきましては、慣例といいますか、今まで１期生の方々優先的に出ていただいて

おります。過去、私なんかもそうでございました。 

   ということで、花島さん、どうでしょうか。 

     （「希望者は」と呼ぶ声あり） 

委員長 希望者はいませんか。 

     （「いれば譲ります」と呼ぶ声あり） 

委員長 じゃあ、花島さん、よろしいですか。皆さん。 

     （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 よろしくお願いいたします。 

   では、産業建設常任委員会からは、出席者ということで花島委員といたします。よろしくお願

いいたします。 

   以上で、本日の議題は全部終了いたしました。 

   長時間にわたりまして、大変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 23分） 

 

   平成 28年 11月 22日 

    那珂市議会 産業建設常任委員会委員長 寺門  厚    


