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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８月２日（火）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     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 

     都市計画課長 根本 雅美  都市計画課長補佐 今瀬 博之 

会議事件と概要 

     （１）道路の申請、採択、工事等の状況について 

        概要：現在の道路の申請状況、申請件数に対する採択の件数や基準、工事の

進捗について執行部から説明を受けた。 

     （２）那珂市区域指定の進捗について 

        概要：６月20日の会議で説明を受けた内容について、更に詳しく執行部から

説明を受けた。 

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57分） 

委員長 それでは時間も少々早いんですが、全員そろいましたので、始めたいと思います。 

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いたします。 

会議内での発言は必ずマイクを使用し、質疑答弁の際は簡潔かつ明瞭にお願いいたしま

す。 

携帯電話をお持ちの方は電源をお切りいただくか、マナーモードにしていただきますよ

うご配慮ください。 

ただいまの出席委員は５名でございます。 

欠席委員は須藤委員の１名であります。 

定足数に達しておりますので、これより産業建設常任委員会を開会いたします。 
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会議事件の説明のため、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、そして議会事務局職員が出席をしております。 

ここで議長よりごあいさつ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。 

議会閉会中のところ、産業建設常任委員会を開催いただきましてご苦労さまでございま

す。 

レジュメにもありますように、本日、非常に重要な案件の審議になろうかと思います。

委員各位におかれましては、慎重なご審議を賜りまして、より一層いい方向へ行きたいと

思いますので、よろしくお願いをいたします。 

ご苦労さまでございます。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

続きまして、副市長よりごあいさつをお願いいたします。 

よろしくお願いします。 

副市長 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を開催していただきまして誠にありがとうございます。 

やっと梅雨も明けまして、暑い日が続いております。暑い夏はまだこれからが本番でご

ざいますので、議員の皆さんにおかれましては、くれぐれもご自愛くださいますようお祈

り申し上げます。 

さて、本日は２件の案件がございますので慎重なご審議をよろしくお願い申し上げまし

て、あいさつとさせていただきます。 

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。 

それでは、これより議事に入りたいと思います。 

本委員会の会議事件は別紙、会議次第のとおりでございます。 

初めに、道路の申請、採択、工事等の状況についてを議題といたします。 

土木課より説明をお願いします。 

土木課長 はい、土木課でございます。 

会議事件（１）道路の申請、採択、工事等の状況につきまして、お手元に配付いたしま

した資料に基づきまして、ご説明をさせていただきます。 

まず、１枚目が表紙になっております。 

資料がたくさんございます。資料①から資料⑥まで、18ページに及んでおります。中身

は大変多いんですけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、ページをまずめくっていただきまして、１ページでございます。 

ここでは、道路協議採択取扱いの概要ということで、資料①として掲示させていただき
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ました。 

この資料①を説明する前に、皆様方には資料②、２ページのほうをお開き願いたいと思

います。 

資料②でございますけれども、資料②では本市で実施している道路整備の種類ですね、

表示しております。 

この表の左端の縦の欄、四つございます。 

整備基準、それから狭あい道路、暫定舗装、排水路整備。本市はこの四つの種類に分け

て道路整備を、あるいは排水路整備を行っております。この四つの整備の種類があるんだ

ということをまずご理解いただきたいと思います。 

それではまた１ページのほうにめくっていただきまして、じゃあ、その道路整備を進め

ていくときのいわゆる流れでございますが、ここに整備完了までの流れというのが図で表

示してございます。 

本市の場合はこの四つの道路整備、あるいは排水路整備はすべていわゆる事前協議制で

進めております。自治会長並びに地区の、その路線の代表者の連名による事前協議申請と

いうものを市の土木課のほうに出していただきます。それに基づきまして、市では毎年12

月に狭あい道路整備審査会というものを開催しております。 

これは副市長をトップといたしまして関係部長さんによる内部組織でございますが、こ

の狭あい道路整備審査会で現地調査あるいは書類の審査をした上で、採択の可否を決定い

たします。 

これが12月ぐらいに実施しておりますので、実際の結果は翌年の１月になるんですけれ

ども、この結果を、採択の結果を自治会長及び申請者のほうへ、市のほうから通知を行う

というのが流れでございます。 

次に事業説明会の開催ということで、これは年度が明けた２年目ということになろうか

と思いますけれども、事業の説明会を開催している中で、事業の同意を取りまとめて、同

意がまとまれば今度は市道拡幅整備の申請、いわゆる本申請のほうを市のほうへ提出して

いただくという流れになります。 

この本申請を受けて、市といたしましては事業化に向けた予算化というものを、予算を

計上していくということになります。 

そして、さらにその翌年、３年目になろうかと思いますけれども、測量・設計、境界の

立ち会い等を含めた測量・設計を行いまして、地元に対して法線、いわゆるどういう道路

をつくっていくんだという説明会を開催し、このときも法線同意書という形で同意をとっ

ております。 

これがまとまりますと４年目に用地交渉、いわゆる用地の契約、あるいは補償契約、こ

ういったものを行って、５年目に工事というような流れでいくというのが、今市のほうで

行っているの道路整備の流れでございます。 
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ページをめくっていただきまして次の２ページでございますが、じゃあ実際に市のほう

にどのぐらいの採択路線数があるのかというのを一覧表にまとめたのが資料②でございま

す。 

先ほども申しましたとおり、縦のほうの欄に整備基準、狭あい道路、それから暫定舗装、

排水路整備ということで、四つの項目を設けさせていただきました。 

道路整備基準というのは5.5メートルの幅員を有する道路整備、狭あい道路は原則４メー

トルの道路整備、それから暫定舗装というのは2.5メートルから４メートル未満の道路舗装

整備、それから排水路整備というのは道路の側溝あるいは水路の整備と、こういったもの

があるわけでございます。 

この４種類の整備の採択の件数が横の欄にずっと出てくるわけでございますが、整備基

準でいいますと21年度は（２）。（２）というのは、これはいわゆる申請件数が２件あっ

たうち１路線を採択しましたという表示でございます。 

22年度に関しましては２路線の申請が上がって２路線採択しました。 

23、24のときは東日本大震災があった関係で２年度分で行っておりますけれども、３路

線の申請に対して２路線の採択。 

25年度は３路線に対して３路線の採択。 

26年度も３路線に対して３路線の採択。 

27年度につきましては６路線に対して４路線の採択を行ったという実績となっておりま

す。 

狭あい道路あるいは暫定舗装、排水路整備についても同様な記載となっております。 

じゃあ、続いてその右隣、27年度末というところで未完了路線というのがございますが、

27年度末でどれだけできていない路線があるのかというのは、この道路整備基準でいいま

すと24路線あると。そのうち未着手路線というのは13路線ありますと。括弧書きで７路線

というのは、24年度以前に採択した路線数がそのうち７路線というような、そういった表

示でございます。 

さらにその右隣、28年度の予定ということで記載しております。 

これは28年度に予定をしている工事予定の路線、整備基準でいいますと３路線。委託予

定路線では同じく３路線。用地交渉のみ路線というのは、もう既に委託、設計等が終わっ

て用地交渉だけを行う路線が１路線。そのうち完了する予定をしている路線が１路線とい

うような、そういった記載をしてございます。 

さらにその右隣でございますけれども、28年度末、今年度末でどれだけの未完了路線が

あるのかということになりますと23路線ですね。整備基準に基づく未完了路線は23路線。

また、さらに未着手路線は13路線。うち24年度以前の採択分で７路線ということで記載を

しております。 

さらにその右隣、28年７月末での協議路線というのは、いわゆる今年度分として自治会



 - 5 - 

長あるいは地域の関係者の方からの連名で上がってきた、いわゆる事前協議申請の路線数

が整備基準については、まだありません。狭あい道路だと13本あります。暫定舗装だと３

路線。排水路整備だと６路線というような、そういった表示をしてございます。 

合計で見ますと、採択件数でいいますと21年度で合計では４路線、13の申請に対して４

路線。 

22年度は５路線中５路線を採択。 

23、24年度では44路線中28路線を採択。 

25年度は33路線中29路線。 

26年度は52路線中39路線。 

27年度は40路線中32路線を採択したという合計の路線数になっております。 

そのうち、27年度末で未完了路線というのは、142路線あるということでございます。そ

のうち、さらに未着手、まだ手がつけられていない路線が96路線、うち24年度以前が20路

線ということでございます。 

さらに28年度ではどういった予定をしているのかというと、工事予定路線で９路線、委

託設計関係で13路線、用地交渉のみ行う路線で10路線となり、そのうち完了を予定してい

るのが７路線というような状況になってございます。 

28年度末での予定といたしましては、未完了路線として先ほどの27年度末で142路線、う

ち完成するのが７路線でございますので、135路線が28年度末をもってしても残るというこ

とでございます。そのうち未着手の路線は95路線で、うち24年以前の採択分が19路線。 

既に今年度上がってきている事前協議路線の本数が22路線というような状況になってい

るという、そういった進捗状況の資料でございます。 

続きまして、３ページのほうをお開き願います。 

３ページは、ただいま申し上げました採択の内訳をですね、地区別、８地区ですね、神

崎、額田、菅谷、五台、戸多、芳野、木崎、瓜連という地区別に、その採択件数を記載し

たものでございます。 

縦軸は整備基準、同じように整備基準、狭あい道路、暫定舗装、排水路整備というよう

なことで掲げ、横は地区別に、今言った８地区の路線数、採択路線数を記載してございま

す。 

整備基準でいいますと、神崎は７件、うち未着手が５件、延長で6,060メートルというよ

うなことになります。 

額田につきましては２路線ですね。うち１路線が未着手で延長は1,505メートル。 

菅谷は５路線で４路線が未着手、1,171メーター。 

五台は３路線で、うち１路線が未着手で2,370メーター。 

戸多はございません。 

芳野については、４路線中１路線が未着手で、延長で3,080メーター。 
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木崎が３路線で未着手１路線、700メーター。 

瓜連はゼロというような状況でございます。 

それをすべて合計したものが、一番下の採択残総件数ということになります。 

これが一番欄の右下の端をごらんいただくと、142路線というのが出てくるかと思います

が、先ほど説明した27年度末の未完了路線にこれが合致するということになります。その

うち96路線がまだ未着手と。延長については４万4,159メートルという延長になっていると

いう、そういった一覧、そういった表でございます。 

続きまして４ページをお開き願います。 

この４ページは、さらに今の各地区の採択路線数を路線別に、各路線別にその状況を記

載したものでございます。 

資料④‐１は神崎地区でございますが、神崎地区につきましては、道路整備基準に基づ

く路線の申請が７路線ございました。そのうち３路線が採択、４路線は条件つき採択とい

うことでございます。 

さらにその右、実施状況でございますけれども、測量を、この丸がついているところは、

測量を今年度実施するのがこの丸がついている部分でございまして、額田南郷坂下向山線、

それから道高野所内線、これが測量を今年度実施する、用地買収を行うというのは、さら

に同じように、道高野所内線を行う、用地買収も行う、さらに工事を行うというのが、同

じく道高野所内線ということでございます。そういう路線別の記載をしております。 

同じように、狭あい道路、それから暫定舗装、それから排水路整備ということで記載を

しておりまして、排水路整備のほう、下のほうを見ていただきますと三角の表示がござい

ます。 

三角表示というのは、いわゆる一部の測量が済んでいるということで、これは境界測量、

排水路の整備でございますので、境界測量を行っているというような状況でございます。 

この資料の④‐１から資料④‐９までが各地区ごとの路線別の、いわゆる採択の状況、

実施の状況を示したものになります。各地区ごとの採択の状況、実施の状況ということに

なるわけでございます。 

続きまして13ページをごらんいただきたいと思います。 

13ページから17ページまでが各地区、ちなみに13ページの場合は神崎地区と額田地区の

実施、今後していく路線の位置図、路線の位置図、路線名の入った位置図ということにな

ります。 

これが各地区ごとに、14ページは菅谷地区、15ページは五台、16につきましては戸多、

芳野、17ページは木崎、瓜連というようなことで、位置図の記載をしてございます。 

そして最後になりますけれども、最後は18ページになります。 

18ページは那珂市の市道整備の進め方、資料⑥でございますが、那珂市の市道整備の進

め方ということで、これは昨年度外部評価という事業がございました。外部評価によりま
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して、私どものこの道路改良舗装事業がこの外部評価の対象事業となりました。その際、

今ご説明したように大変、いわゆる未着手の路線あるいはまだまだやらなければならない

路線数が多いというようなことで、今後の道路整備はどのようにやっていくのかというこ

とで、指摘を外部評価で受けたものに応えてこういった形で那珂市道整備の進め方という

ことで、その進め方を記載しました。 

１）は趣旨ということでございますが、記載のとおり、道路は市民生活に欠かすことが

できないものだということで、整備効果、費用対効果等の高い路線あるいは区間を、限ら

れた財源の中で効率的かつ効果的な道路整備を進めていくんだということが趣旨でござい

ます。 

２）の進行スケジュールでございますけれども、進行スケジュールにつきましては、毎

年策定をしております。実施計画に基づいて、５年間内において重点的に整備する路線を

選定し、計画的で効率的な道路整備を進めるというようなスケジュールでやっていくとい

うことでございます。 

３）重要度の選定でございますけれども、市道の整備は広域的な道路網の構築あるいは

緊急避難路などの防災機能あるいは危険箇所の回避、安全、安心な道路や地域の生活に密

着した道路を効率的かつ効果的で投資効果の高い道路の整備を推進していくということで

記載しております。 

４）整備路線の優先順位ということでございますけれども、優先順位は資料には幹線１

級市道、幹線２級市道、それからその他の市道ということでございますけれども、こうい

ったものを合併時からの懸案路線あるいは整備路線、要望路線等の中から、早急に整備す

べき路線などを選定して、まちづくり単位あるいは自治会単位で整備の優先順位を定めて

推進していくと、地域バランスを考慮して道路整備を進めていくというようなことで考え

ているというところでございます。 

以上でございます。 

よろしくお願いします。 

委員長 はい、ご苦労さまでした。 

以上で土木課の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ございませんでしょうか。 

議長 今まで、要するに各議員さんなんかが地域の要望を受けて、あるいは自治会長さんが申

請をして、狭あい道路を舗装してくれとか、あるいはここを拡幅してくれという書類がい

っぱい上がって、百何十件もたまっているんだよという実際の話はいろいろお聞きしまし

た。 

ただ、こういった細かな資料が提出されたのは初めてですか、と思うんですけれども。 

土木課長 はい。今回初めてでございます。 

議長 それでこれね、よくわかったんですけれども、これを予算、完了するのには、路線路線
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によって、やっぱり買収したりいろいろ工事の難しいところもあるかと思うんだけれども、

これの暫定的な予算といったんではおかしいけれども、計画の値段というのは出ていない

んでしょうね。 

土木課長 実はですね、私どものほうで概算の事業費というのを、135路線これからやらなきゃ

ならないのがありますので、これをざっくりでございますけれども、その路線数を単価幾

らではじきますと57億円ほどかかるという概算の見積もりを出しております。 

概算でございますが、一応そういった数字には、金額にはなってございます。 

委員長 はい。わかりました。 

ほかございませんか。 

花島委員。 

花島委員 今のお話ですけれど、57億円というのは今採択されたやつすべてやるお金ですか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

花島委員 そうですか。 

それで、具体的に概算しかわからないと思いますが、道路整備基準が分かれていますよ

ね。整備基準道路、狭あい道路、暫定舗装、排水路整備という。 

それぞれ単価はどのくらいになるのかっていうのはお答えいただけますか。 

土木課長 はい。 

本当に概算の費用ということでございますけれど、整備基準で整備した場合の単価は１

メーター当たり17万円。これは用地費を含む、委託も含んだ値段でございますけれども、

17万円。 

狭あい道路で整備した場合はメーター13万円。 

暫定舗装で５万5,000円。 

排水路整備でメーター６万円というような概算の数字を基にはじき出したのが、先ほど

も申しました57億円ということでございます。 

花島委員 その用地というのは、もともと幅は市が持っている、ある程度の幅は持っています

よね、大体。 

大体その整備基準の場合は平均的にはどのくらいふやさなきゃならないという見積りで

すか。 

土木課長 買わなきゃならない、整備基準でいいますと、買う部分の幅が９尺、２メーター70

ぐらいを買うという前提で用地費をはじきました。 

花島委員 わかりました。 

委員長 はい、よろしいですか。 

ほか、ございませんでしょうか。 

遠藤委員。 

遠藤委員 はい。 
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大変貴重な資料だと思います。 

ちょっと確認なんですけれども、採択件数、また申請件数などを見ますと、資料②のこ

とですが、これ平成23年度、24年度以降、けたが違って上がっていますのは、やっぱり震

災の影響なんでしょうか。 

土木課長 はい、かなりその影響というのはあろうかというふうに考えております。 

遠藤委員 そうなると、その大震災の復旧、復興の計画の中で、復旧の、とりあえずまずは元

に直すという部分というのは、土木関係はかなり進んだかなというふうな、いろんな答弁

があって、そういうふうな、我々も認識ではいるんですけれども、ただ、この中で見ると、

その復旧の関係でいうとどうなんですかね、そこらっていうのは。 

委員長 はい、執行部。 

部長。 

建設部長 はい。 

要は震災における復旧というのは現道に対して復旧しましたので、これはですね、もと

もとの例えば９尺道路、それを５メーター50にしてくださいとか、1.8のやつを４メーター

にしてくださいというのがこの申請なので、震災による復旧とは関係なく、あとはやっぱ

り道路の必要性が地元で感じられて、こうやって申請件数が上がってきているのかなと思

われます。 

以上です。 

遠藤委員 はい、わかりました。 

そもそも道路整備、この内容と復旧は別ですね。はい、わかりました。 

あと、この中で見ると、例えば未完了路線、未着手路線ってあるんですけれど、この違

いっていうのはどの段階ですか。 

土木課長 未完了というのは、要するに終わっていない、いわゆる本来の４メートルにしなき

ゃならないものが終わっていない、採択したけれどもまだ終わってない。 

未着手というのは、測量も何も入ってない。 

そういう意味でご理解いただきたいと。 

遠藤委員 ということは、資料①の各段階でまず採択をしますよね。 

１年目に採択をして、２年目に予算化をしますよね。３年目に測量・設計に入って、４

年目に交渉等、５年目が工事。 

だからこういう各段階があるわけですけれども、未完了というのは、とにかくまだ採択

はしたけれども最後の工事完成にはまだ至っていないというのがまず24件であって、未着

手っていうのは、採択したけれども予算化も何もしていないということ。 

だから、例えば、採択したけれども全然何もしていないのは、例えば整備基準であれば

13件あって、ただ残りの11件は予算化したり、設計には入っていたり、交渉していたり、

そういうことでもって、まだ全部は終わっていないよっていうのが24件という意味ですか。 
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土木課長 そのとおりでございます。 

遠藤委員 あと資料③なんですけれど、延長の数字が載っていますが、これは例えば整備基準

でいうと神崎の７件で、未着手が５件で、延長が6,060。 

これは７件のトータルが6,060ということでいいんですか。 

土木課長 はい、そのとおりでございます。 

遠藤委員 はい、わかりました。 

委員長 はい、ほかにございませんか。 

はい、福田議員。 

福田委員 まず、先ほどの57億円という、申請の出ているところの費用が57億円。これはすべ

て市単独なんですか。 

これは県とか国とか、そういう補助、その対象には全くならないところなんですかね。 

土木課長補佐 狭あい道路の部分に関しては、国の交付金をもらって今整備を進めさせていた

だいています。 

福田委員 狭あい道路のみ。ほかのあれは全く補助対象にはならない。 

あのね、これはそういう補助、これをね、大いにやっぱり活用していただきたい。 

特に那珂市の場合、本市の場合には、このインフラ整備というのがおくれてきている。 

一般企業でいえば設備投資っていうんですが、行政でいえば先行投資かな。こういうこ

とがね、非常に行政っていうのは災いしているんですよ。 

ですから、例えば一路線で仮にですよ、100万円で上がるところが200万、300万かかると

いうのは、いわゆる後手に回っちゃっている。 

例えば道路１本つくるについても用地買収だけで済めばいいんですが、家屋の移転、そ

ういうことが非常に災いしている。そういう事業が金がかかっている。 

ですからね、今言った、やっぱり先行、これをやることがね、私は大事なことだろうと

思うんですよ。 

それが特に那珂市の場合には、私はおくれている、こういう気がね、非常に強く持って

いる。 

例えばこれからこの次の区域指定なんかについても、やはり同じようなことがいえると。 

いわゆる、例えばこれは後であれしますけれど、やはりこれもそういうことが災いして

ね、いわゆる金がかかっちゃって、どこかで歯どめをかけないとこのまま行ったのではど

んどんそういいったことが重なっていく。 

ですからね、一つの区切りとした、そういうこともね、検討する余地があるだろうと、

私はそういうふうに思うんですが副市長どうですか、これは。この辺については長年行政

に携わってきて。 

副市長 一般市道の場合にはですね、３尺道路を5.5メーターにするとか４メーターにするとか

いう話で、先ほども答弁ありましたように2.7メーターないし３メーターぐらいの用地買収
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をするということで、中には、当然家屋等のかかるものもあるでしょうけれど、一般の都

市計画道路と違って丸々うちがかかるとかいう問題はそんなにはないと思うんですね。 

ですので、これ全部やると57億円かかるといいますけれども、市としましても生活道路

は一番市民が望んでいる部分でありますので、当然これはやらなくてはならない問題だと

思っています。 

しかし、今なかなか、この57億円、なかなか予算化するというのは非常に難しい問題で、

今年度も一般市道の道路整備については３億円という形で予算化しました。これも前年度

から見ますと５割増しで、28年度はかなり頑張ったつもりでおりますけれども、やはり生

活道路というのは一番にやらなくてはならない問題かと思っていますので、できれば本当

に先行投資やっていけばいいんでしょうけれど、なかなかそこは難しい問題かなというふ

うに思っております。 

以上でございます。 

福田委員 確かにね、今回も予算、そういう面では大分配慮、そういう面は確かに見受けられ

ます。 

ただね、やはりどこかでね、一つのやはり区切りというのも大事な、それをいつってい

うこと、それはね、これからのいろんな計画の中で、そういうことも私は必要かなと。 

今、副市長言いました、生活道路。特に那珂市の場合はこの生活道路、こういうことっ

ていうのは、各地域からの要望というのはこれ見て、ごらんのとおり。そういうことをで

すね、ひとつしっかり。 

それと、先ほど言いましたけれども、やっぱり補助。これをいかに活用して、やっぱり

やっていくかっていうことが大事だろうと思います。 

本市が金がないのは我々わかっています。でもね、やっぱり今は国でも先行投資という

のは結構しているんじゃないですか。そういうのは那珂市にはないですか。 

委員長 はい、部長。 

建設部長 はい、すみません。 

本来のですね、市道整備につきましては、那珂市みたいに人口集中地区がないところに

関しましては、ＤＩＤとよく皆さん耳にするかと思うんですが、そういったものに対して

は前々から国の補助事業というのがあったんですよ。 

それで、那珂市みたいにそういった集中地区がない地域につきましては、先ほど総括の

ほうで狭あい道路というお話がありましたが、狭あい道路の整備というのはほんの四、五

年前から適用になった部分なんです。 

それで、基本的にこういった市道の６メーター未満の道路整備というのは、基本的には

市独自の事業で起こすのが通例です。 

そういった中で、四、五年前から狭あい道路で、４メーター未満の道路を整備する場合

には、その補助が採択されるようなったというのが今の現状です。 
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そういった中で、国のほうもなかなか補助金の額が減っておりまして、要望した額の、

今ですと大体３割くらいしか補助がつかないと、そういった状況です。 

基本的に言いますと、市道の６メーター未満の道路というものに対しては、補助がない

というのがスタートです。 

以上です。 

福田委員 生活道路ですから、ひとつしっかり。一つのやっぱり区切りというのも私は必要か

なと。 

それから先行投資というのも必要かなと思うんですよ。 

いわゆる次の区域指定なんかっていうのもね、一つにはやっぱりもう過疎化が進んでい

るから、各地方の。 

そういうことで国からのこういった制度っていう、こういうことが出てきているわけで

しょう。 

ですからやっぱりね、そういうことも含めた行政というのをしっかりやっていただきた

いなと、私はそういうふうに思います。 

以上です。 

委員長 はい、ほかにございませんか。 

遠藤委員。 

遠藤委員 はい。 

ちょっとお聞きしたいのは、採択の基準ですね。総合的に勘案してというのは以前から

お聞きしておりますけれども、これはあくまでも採択をしたものがどれぐらい残っている

か。 

ただ、恐らくはいろんな案件が上がってきている。最悪ならなかったよというものも結

構ある。 

この割合はわかりませんけれども、なかなか総合的にという部分ではありましょうけれ

ども、お答えできる範囲内でどういう観点を重視するか、もしくはそういうものっていう

のはポイント制とかそういったものになっているのか。 

採択の内容がちょっとよくわからないので、これもお答えできる範囲で結構ですが、教

えてください。 

委員長 はい、執行部。 

部長。 

建設部長 25年に常任委員会のほうで、議員さんのほうの意見で、基本的に地元で必要があっ

て上げてきているものであるから、基本的には採択する方向でいてくださいというものを

尊重しております。 

それで、近年の不採択になった事例ですが、人家等がない補助整備の外周道路、そうい

ったものに対して、認定道路であるっていうことで地元としては通過のために必要だよと
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いうことで上がってきているんですが、直接人家等がない路線につきましては、25年の常

任委員会の意見以降はですね、そういった道路以外は採択しております。 

基本的に、人家として使っているところについてはほぼ採択しております。 

遠藤委員 ケースバイケースでしょうが、例えばいわゆる行きどまりっていうか、突き抜けら

れない、そういったところもそういう考えですか。 

建設部長 はい。人家等で使っていれば基本的に採択しているというのが現状です。 

遠藤委員 わかりました。 

あとですね、この路線を改めて見てみるとですね、やっぱり当然、場所にもよりますが、

かなり長い。延長がね、長い。これはかなりの当然、工事費になるわけだと思いますし、

期間もかかります。 

この中においての優先順位はわかりませんが、例えばこれはこの中でやっぱり何本も見

ると、この道路そうだなと、我々議員も見ればわかるなという道がたくさんあると思うん

ですが、やっぱりこれは危険だから出してくるわけでして、例えばこれが一体何年後にな

るのというのはわからない状態で、例えばですね、例えばこれはいっぺんにバンとできれ

ばいいんだけれどもそうはならない場合ですね、一部一部のその危険回避という意味では

ね、待避場所、ここだけは設置するとか、そういう部分的に住民の皆さんの安全を確保す

るという意味で、そういうふうな対処っていうのは可能なんでしょうか。 

土木課長 基本、地元から、今部長が言ったとおり、上がってきた路線は、その路線で４メー

トルに整備する、あるいは5.5に整理するという考え方を踏襲はしております。 

でも、中には、今委員さんがおっしゃられたような、いわゆる待避所ですか、そういっ

たものでどうですかというような、こっちから提案をしている、そういう路線も現実的に

はございます。 

そういうのもあるということで、全くできないわけではございませんけれども、どちら

かというと、やっぱり地元としてはきちんと幅員を確保した道路をつくってくださいとい

うのが要望でございますので、そういったところは地元の要望というのは尊重しなければ

ならないというふうには考えております。 

遠藤委員 はい、わかりました。 

もう１件だけ。 

じゃあ、あとこれはあくまで市道。だから県道ですね。 

県道なんかで、やっぱり地元要望が高いところもあると思うんですよ。危険なところ。 

そういったところの対応っていうのは、どうなっていますかね。 

そういうのは聞いていますか。箇所数で、県道、危険なところ結構あるんですが。 

建設部長 県道につきましては、主に歩道設置の要望が地元から何本か来ております。 

その場合はですね、交通安全プログラムに登録してですね、県道の場合補助事業がつき

ますので、地元の要望、ＰＴＡの要望等の歩道設置については市を通じて、市を通じてと
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いうか学校教育課のほうの交通安全プログラムなんですが、そこに登録して、県のほうに

要望してと。 

県のほうも、それに登録されたことによって補助が採択になるというようなことを聞い

ております。 

以上です。 

委員長 はい、よろしいですか。 

はい、ほかに。 

花島委員。 

花島委員 いくつかお伺いしたいんです。 

一つは、１月ごろに、何だっけ、最初の選定みたいな結果が出るっていうんですが、地

元から申請出すのはいつごろまでだと、今年度のその申請の枠に入るんですか。 

土木課長補佐 大体12月に開催する予定になっていますので、一応11月末ぐらいまでにという

ことで。 

あと、その前段で自治会のほうから相談があるんで、いつまでに出してくださいという

ことは自治会さんのほうにはお話ししています。 

花島委員 はい、わかりました。 

それと、まずこの件数がですね、最初にちょっと質問がありましたが、この件数ですね。 

最初のころは、何ていうんだろう、狭い道路とか整備基準が低いやつはなくて、あとは

ずっと増えていますよね。これは要するに地元の要望にこたえる形でそうなったというこ

とと考えていいんですか。 

というのは、私自身ね、要するに立派な道路をつくることもそれは必要かもしれないけ

れど、問題はそこに住んでいる人たちの生活の便ですよね。だからバランスっていうんで

すかね。いい道と生活に密着してしているけれど少しこう基準の低い道路等を、うまく組

み合わせていかないといけないと思っているんです。 

その流れですかということを聞きたい。 

委員長 はい、執行部。 

部長。 

建設部長 整備基準、狭あい道路、暫定舗装と、この三つに分けたのはですね、基本的に市道

の整備は５メーター50で整備したいというのが市のほうにはございます。なぜかといいま

すと、側溝が入って交互通行ができる道路をつくりたいなというのが市の考えです。 

でも、やっぱり地元の状況によりまして４メーターはできるけれど５メーター50はでき

ないなというのがあるかと思います。その関係で地元で選択してもらうと。 

それで４メーターも、障害物とかいろいろあるんで４メーターもできないよという場合

には、最低限２メーター50はとれるように協力していただきたい。というような形でこう

いった暫定舗装と、この３種類に分けて、地元で選択して上げていただいているというの
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が現状です。 

以上です。 

花島委員 それはわかりました。よろしくお願いしたいと思います。 

それから、先ほど遠藤さんのほうからも話がありましたけれど、路線長いところを整備

するんじゃなくて、待避する場所とかですね。 

特に額田地区であるのは、国道が広くなって、それでかえって危険になっているところ

があるんですね。出入りに関して。その場合、長い路線をやるんではなくて、出入り口の

数メートル、あるいは10メートルから20メートルだけでも広げてほしいという要望もある

んですね。 

そういうのはこの基準とは別の対応をしていただきたいんですが、その辺はどうなって

いますでしょうか。 

建設部長 基本的に地元から上がってくるのは長い路線で採択してくださいということで上が

っています。 

そういった中で、今おっしゃられるように、特にその県道のタッチだけは早目にしてく

れないかなというような要望があればですね、先ほどの整備の順番ですね、この概要、こ

こにありましたように、採択したからすぐ来年から入れるかというと、そういうことはご

ざいませんので、ここに書いたのはあくまでも入れるような時期になったらこういうスケ

ジュールで進みますよというのがこのスケジュール、狭あい道路の進め方ということです。 

ですから、その入るに当たってもですね、完了路線がありまして、新規の路線に入る場

合は一番最後に示しましたその整備の進め方ということで、地元の自治会と相談しながら

次はどの路線に入りますか、それに当たって、今おっしゃられたようなその整備の手法を

地元で選択するんであれば可能かなと思います。 

以上です。 

花島委員 それはわかりました。 

地元から先に、ここだけ早くしてほしいというのがあればそれを受けられるということ

ですね。 

一応この枠の中だと、そういうふうに解釈してよろしいんでしょうか。 

建設部長 新規の枠があればですね。そういったものも可能かなと思います。 

花島委員 次にお伺いしたいのは、この中で条件つきというのがありますよね、採択。それで

一部反対者があるとかですね、そういう。 

私、地元で道路を考えたときに一番悩ましいのは、市がやってくれるかどうかもそうな

んだけれど、地権者がそれをちゃんと合意してくれるかっていうところがあります。 

この辺は対応はどうなっているんでしょうか。 

その条件つきっていうのはそういうことなんですかね。そのほかの条件なんですか。 

それもお伺いしたい。 
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土木課長 例えばですけれど、資料④‐１の一番上を見てもらうとよくわかると思うんですけ

れども、これは条件つき、いろんな条件あるんですけれども、一番上のいわゆる本米崎四

堰線ですか、県道部の拡幅にあわせて開始しました、そういった意味でのスケジュール、

そういった条件ですね。 

それはさまざまな条件はあろうかというふうに思います。 

花島委員 次のページの④‐２っていう、資料④‐２にうちの額田地区の一番気にしていると

ころなんですけれど、これも条件つきで備考に一部反対者ありって書いてありますよね。 

これは反対が解消されたらっていう意味ととっていいんですか。 

土木課長補佐 一応、反対者の部分のところは除いた形でも整備をしていきましょうという形

になると思います。 

ですから、そこのところは同意してくれればいいんですけれども、そこでもうこの路線

は絶対やらないよという話にはしないで、ただ、一応協力をいただきながらはやっていき

ましょうという形になると思います。 

花島委員 じゃあいいですか、もう一つ。 

最後にですね、いろいろ条件というのは、なるべく地元から上がった要望は採択すると

いう方向で検討するという考えを聞いて少し安心しました。 

ただ、それも大事ですけれど、やっぱり全体のお金が足りないので、要望を全部聞くの

は当然無理なわけですよね。すぐに聞くっていう意味ではね。100年かければできるかもし

れませんけれど。 

そういう点でバランスっていうんですかね、どういう整備をして、どういう場所にどう

いう道路整備するかということ。 

私は少なくとも自分のかかわる範囲では協力したいと思いますので、土木課のほうでも

よく考えてやっていただきたいと思います。 

委員長 はい、わかりました。 

はい、じゃあ副委員長。 

副委員長 １点だけなんですけれども、神崎地区のほうなんですけれども、結局道路のこうい

う申請を出す場合には自治会長さんを通しますよね。 

ただ、事実その後のですね、結局不採択になっている件が結構多いって言われたことが

あるんですね。 

結局どうしてだめになったかっていう、そういう説明なんかはされているんですかね。 

以前、多分その数年前だと思うんですけれども。 

土木課長補佐 昨年、一昨年ぐらいからは、その採択の、ただ単に通知を出すのではなくて、

一応自治会長さんのほうに、採択にするにしても不採択にするにしても一応手渡しをして、

こういう状況で採択になっています。こういう状態で採択、不採択なんですということを

説明をして結果通知書のほうは渡すようにしております。 
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副委員長 結局２年ぐらい前からっていうことですよね。 

それ以前がなかったっていうことで、多分自治会の人達は何でできないのかというのが

全然説明がないと、結構そういう話があったんですね。 

ですから、今後ともやっぱりその辺しっかりと説明責任をですね、持っていただきたい

と思いますのでよろしくお願いいたします。 

委員長 はい、わかりました。 

じゃあ私からちょっと二つほど。 

まず今回ですね、きょうの説明会ということで、地区別の路線実施状況ですね、これを

つけていただいたというのは初めてなんですが、大変いいことだなと思いましてですね。 

これは公開はできますか。いわゆる、例えば誰でも自由に閲覧できるというのは、そう

いう状況に今後できますか。 

土木課長 この資料につきましてはですね、５月から７月にかけてまちづくり委員会、自治会

長さんにも入ってもらって、まちづくり委員会単位でこの道路整備の話をすべての８地区

行いました。 

その際にこの資料を提示してございますので、これはもう公開していると同じというふ

うに考えております。 

委員長 一つ聞いたのはですね、実際、その当事者にもですね、いつになったら、要はその目

に見える状態になるのというのが非常に聞きたいところなんですね。 

ただ、この結果はわかりましたけれど、じゃあ未開始か、農道整備まだ終わっていませ

んよ、未整備のままですよ、どういう段階にあるのかがわからないということですね。 

例えば承認されたけれども工事はいつ始まるの。端的に言うと赤杭はいつ打たれるのと

いうのは聞きたいというふうに思うんですよね。 

最短で、申請から今５年ですよね、早くてね。今のお話でいいますと、現実に工事が完

了するというのはですね。 

そうしますと、それ以外についてははっきり言っていつになるかわからないよという状

態なんでですね、未整備の路線についても、例えば一、二年については予定がわかると思

うんですね。 

それについてはわかる範囲で明示をしていただきたいというのが１点ですね。 

もう１点は、先ほど福田委員のほうからもお話がありましたように、やはり、これは下

水道問題でも１回決着をという話をしていますけれど、この市道の、生活道路の整備につ

いてもですね、一度未整備路線全部含めて幾らになるのというですね、今上がっているだ

けで57億ですから、これずっとやっていっても終わりませんよね、正直なところ。 

じゃあどうするのというのは、やっぱり将来的な方向も見据えてですね、例えば区域指

定もそうですし、下水道の整備問題もですね、公共道路でその排水路を使用してという部

分で解決可能なですね、その下水道問題というのもありますし、あるいは下水道引く場合
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でも道路もう一遍工事し直しですから、莫大な費用かかるわけですね、別々にやると。 

ですからその辺も含めて、長期的な総合計画もラップした、マッチングしたですね、お

金のやっぱり確保ですよね、財源の、していく必要があると思うんですね。 

どうしてもできないという部分は受益者負担という部分もありますけれども、いずれに

してもその5.5メーターにしても４メーターにしても、受益者についてはご負担いただくと。

いわゆるその貸与なり、無償提供という部分で、今後やっぱり市としてもはっきり要請を、

お願いをしていかなくちゃいけないと思うんですよね。 

いや、全部できますよという話はもうできないんですからね。この辺はきっちり区分け

をしてですね、やっぱり住民へのサービスとはそういうところですね。 

見えないところを見えるようにする、金がないんでいつまでもだらだらとやらないと、

これが大原則だと思うんですけれどね。 

この辺については、副市長いかがですかね。 

副市長 はい。 

先ほども福田議員さんにお答えしましたけれど、生活道路、下水道もそうです、これを

一気にやったら解決するだろうという話になると思いますけれど、財源確保と言われまし

ても、基本的には限られた財産しかないので、これを一気にやるといっても、基本的には

これは全く、100％不可能ですから、やっぱり実際これでも要望が上がっても、正直、工事

に入るまでにはいろいろ反対者もいて、なかなかやれる道路は限られてくるということで

すので、そこがただ全部住民の理解を得られて、用地買収に応じるとなれば工事はできて、

57億はできるんでしょうけれど、それにしても年度３億ぐらいしか予算化できないとなれ

ば、単純にいっても20年ぐらいかかっちゃうということですから、ここをはっきり言って

どうしたらいいかというのは、正直難しい問題ですね。 

これは私が考えても、誰が考えても、非常に難しい。 

この部分を全部道路に投資していいかとなると、そうも正直いかない。 

全部起債でやれるといっても、全部では道路起債はできませんから、限られた道路しか。 

となると、果たしてどうしたらいいかというのは正直私もわかりません。申しわけない

んですけれど。 

ですから、やっぱり順序よくね、やっぱりできるだけ必要な、住民が望んでいる部分は

できるだけ手厚く予算化するというのは当然だと思います、そこは。 

ですから、下水道もしかり、生活道路もしかりだと思いますが、とにかく那珂市の場合

には道路の延長が1,100キロぐらいですからかなり県内でも延長が長いほうですので、ここ

は非常に難しい問題かと思います。 

（「年次計画でできるでしょう」と呼ぶ声あり） 

委員長 今、私もその年次計画だったらできると思うんですよね。 

ずっと、本当に今の副市長のお話ですと、できる範囲のことはできますよというお話な
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んでですね。 

それはきちんと毎年予算をとらなくちゃいけないんでしょうけれども、例えば合併特例

債なんかもまだ期限が延びましたよね。 

残金はまだあるんですけれども、これは合併時の不均衡な状態を是正する意味でのイン

フラ等々に使う費用なんですが、実際それは使われていますんですけれどね、道路整備の

ほうにも。 

瓜連地区はもう既に舗装については終わっていますので、今のところゼロですよね。 

残っているのがこちらだけなんで、この辺も、じゃあインフラきちんとやるというのは、

これね、満遍なく公平にというのは非常に難しい部分もありますけれども、やっぱりその

辺は優先順位というのはきちんとこれから考えていただいてですね、やっていただかない

と大変、非常に、ますます財源も必要になってしまうという状況に陥りますので、ひとつ

ご検討をよろしくお願いしたいと思います。 

副市長 確かに年次計画はそのとおりなんです。 

これも毎年実施計画をつくって、年次計画で事業をやっていくわけですから。 

ただ、経常収支がですね、90％ということは、残り10％しかこういう部分には投資でき

ないんですね。 

といったときに、例えば下水道を29年ゼロにして道路を全部やるかという話も一つの方

法かと思います。ただ、それは現実的にはなかなか難しいと思います。 

その間に例えば学校の体育館の大規模が入るとか、そういうのが年次的に入ってくるわ

けですから、そこに残りの経常収支残りの10％をこういう投資的経費に回していかなくち

ゃならないということは非常に。 

年次計画は当然その通りで、実施計画もつくって、ヒアリングを何回もやっているわけ

で、それでも今年度も今要望上がっているのは前年よりも15億今要求が多いんですね。 

15億ということは前年、28年度も財政調整基金と減債基金で６億投入して、それでも15

億今要望が上がっているのが15億ということは、21億一般財源が足りないということです

から、これを今から、８月お盆過ぎからヒアリングが始まって、ここを何とか詰めていく

ということの作業を今から始まるわけで、確かに年次計画どおりはやっているんですが、

そこは非常に難しい問題、現実的に難しい問題だと思います。 

委員長 はい、部長。 

建設部長 よろしいですか。 

先ほど寺門委員長さんのほうから下水道の整備と道路整備で重複しないようにというお

話があったかと思うんですが、市道整備採択されている路線の整備に当たりましては、下

水道の計画が当然わかっていますので、それに合わせて拡幅してから下水道を入れるんじ

ゃなくて、整備、拡幅要望が出ているところにつきましては、下水道を入れてから道路整

備をするような段取りはして、打ち合わせはして進めています。 
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それとですね、一部、寄附云々かんぬんというお話があったかと思うんですが、以前に

狭あいについては寄附だと早く進むからと、寄附を助長していたというようなご指摘を受

けまして、基本的に狭あいについても寄附じゃなくて、通常の２分の１の買い上げという

方向で、議員さんのほうからのお話をもとにそうやって進めている。 

そういった中でまた寄附というのが市民の皆さんのですね、どれだけ合意が得られるか

というのが、ちょっと課題かなと思います。 

以上です。 

委員長 わかりました。 

寄附ということについてはね、これは慎重にお話は進めなきゃいけないと思いますけれ

どもね。 

あとほかにはないですね。 

市道整備については、できるだけ目に見えるような進捗を図って、オープンにしていた

だきたいということ、これからもですね、お願いしたいと思います。 

できるだけ申請から完了までですね、短い時間で何とか、ご努力のほうをね、お願いを

したいと思います。 

ここで休憩をしたいと思います。 

再開を11時15分ということで、よろしくお願いします。 

執行部は退席をお願いします。 

休憩（午前11時５分） 

再開（午前11時14分） 

委員長 それでは再開いたします。 

都市計画課が出席しておりますので、次の議題、那珂市区域指定の進捗についてを議題

といたします。 

都市計画課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。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 よろしくお願いします。 

都市計画課長 第２回定例会における当委員会におきまして区域指定についての基本方針等を

ご説明いたしましたが、そのときちょうだいしたご意見等を踏まえまして、経過報告をさ

せていただきたいと思います。 

まず１番。最初ですけれども、県内市町村のですね、における区域指定の導入状況とい

うことでございます。 

（１）開発許可。 

法29条の施行状況等について、調べたものでございます。 
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（２）那珂市における新築ですね。 

市街化区域と調整区域における新築の状況等の情報もつけてございます。 

ご説明したいと思います。 

後ろのほうのページのですね、５ページと打ってある資料１のほうをごらんいただきた

いと思います。 

この資料１でございますけれども、区域指定の導入に該当します線引き市町村がですね、

ここの表のとおり１番から33で33市町村ございます。 

その33市町村のうち、区域指定を導入していない市町村と申しますのが１番の龍ケ崎市

さんからですね、15番の八千代町さんまで、ここの15市町村につきましては区域指定は指

定してございません。 

続きまして16番の境町さんから19番の神栖市さんまで、この４市町につきましては11号

区域指定のみの市町村でございます。 

続きまして20番の常総市さんからですね、33番の潮来市さんまでの14市町村でございま

すけれども、この14市町村につきましては11号、12号両方とも区域指定を導入している市

町村という形になります。 

そうしまして、それぞれのですね、市町村に対しまして、上の表でございますけれども、

左からですね、市町村における市街化区域を設定している面積、続きまして市街化調整区

域の面積を載せてございます。 

その次がですね、市街化区域の開発面積でございますけれども、これが法34号12号に関

する今の現行のですね、住宅の用に供する目的で行った開発行為、平成22年から平成26年

の５カ年の平均のですね、開発面積を載せてございます。 

続きまして、同じく市街化調整区域における開発面積でございます。 

それで表のですね、右側でございますけれども、市街化区域の面積割合をあらわしたパ

ーセンテージでございまして、これは市街化区域の開発面積を市街化区域の面積で除した、

割ったパーセンテージで示してございます。 

続きましてその右がですね、市街化調整区域における面積割合でございまして、同じく

市街化調整区域における開発面積を市街化区域面積で除したパーセンテージでございます。 

今お示ししましたですね、市街化区域の開発、市街化区域、調整区域の開発面積につき

ましては、下のグラフの棒グラフであらわしてございます。 

同じく市街化区域の開発面積割合、調整区域の開発面積割合につきましては、折れ線グ

ラフで下のグラフで表示しております。 

市街化区域の色分けとしまして、青く塗っている部分については市街化区域の面積とい

う形になりまして、赤で表示したものにつきましては市街化調整区域の数値をあらわした

ものでございます。 

まずグラフから言いますと、区域指定をしていない那珂市等も含めましてですね、どち
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らかというと開発面積の割合につきましては、基本的にはあまりないというような、低い

状況でございます。 

11号区域のみ指定している水戸市さんや神栖市さんにつきましては、特に市街化調整区

域の面積割合が多くなっているという状況にございます。 

一方で、11号、12号区域、両方を指定している市町村の中でもですね、差が生じてござ

いまして、つくば市さんのようにですね、開発がどんどん進んでいる、都市化が進んでい

る市町村につきましては、市街化区域、調整区域ともですね、開発が進んでいるという状

況にございますけれども、さほどまだ開発が進んでいない、需要もないようなところにつ

きましては、基本的には指定した後についてもですね、低調な状況ということが言えるか

と思います。 

ちなみに那珂市につきましてはですね、市街化区域の面積976ヘクタールのうち、市街化

区域の開発面積ですけれども、これは５カ年平均での１年分で申しますと、1.4ヘクタール

が市街化区域の開発面積になります。調整区域につきましては8,804ヘクタールのうち、年

間のですね、開発面積につきましては3.3ヘクタールという形が考えられます。 

それでこの下のグラフに戻りますけれども、青のグラフ、折れ線グラフで表示したもの

につきましては市街化区域の面積割合、赤の折れ線グラフで表記したものが市街化調整区

域の、折れ線グラフでで表示してございますけれども、基本的なバランスと申しますのは、

やはりまだ那珂市のようにですね、開発が進んでいない、市街化区域のですね、未利用地

が多いところにつきましては、やはり市街化区域の開発面積割合のほうが調整区域の開発

面積の割合より多いという状況のほうがですね、ある意味適正といいますか、バランスが

とれているのかなというふうに状況が考えられます。 

一方で11号区域を指定している、特に神栖市さんのように、調整区域の開発が市街化区

域の開発面積より多いという状況になってきますと、市街化区域の開発意欲等の低下等が

ですね、懸念されるということが言えるかと思います。 

続きまして６ページ、次のページの資料２のほうをごらんください。 

この資料でございますが、那珂市におきまして新築、住居系のみですけれども、新築状

況をあらわしたものでございます。 

表の一番上の表ですが、市街化区域と調整区域に分けて、それぞれ平成22年から平成26

年の新築のですね、件数と面積をあらわしたものでございます。 

それをやはり棒グラフにあらわしたのが中段のグラフになってございまして、青が同じ

く、青の棒グラフがですね、市街化区域における新築面積、赤が調整区域における新築面

積。 

折れ線グラフのほうですけれども、新築件数のほうですが、青の折れ線グラフのほうが

市街化区域、赤が調整区域における新築件数の割合という形になります。 

22年から23年、24、25とだんだん、こう伸びてきている状況でございまして、大体ほぼ
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市街化区域と調整区域の割合は同じような形かなというふうに考えられます。 

平成26年になりましてですね、調整区域等の面積等が、これが少し落ちておりますけれ

ども、これは想定される平成26年４月のですね、消費税が５％から８％に上がったという

ことにより、25年度までについてはですね、そういった駆け込み需要があったのかなとい

うことが考えられるかと思います。 

また、一番下のですね、円グラフであらわしたものにつきましては、市街化区域と調整

区域のですね、それぞれ新築に対しての件数と面積をですね、市街化区域調整区域の割合

であらわしたものでございます。 

まず左側の円グラフですけれども、青が市街化区域の面積割合で大体48％、調整区域の

面積割合につきまして52％という形になります。 

また、新築のですね、面積につきましても市街化区域の面積の割合が52％、調整区域は

48％ということで、ほぼ同じような形で今のところですね、バランスよく行っているとこ

ろでございます。 

すいません、ページをですね、またお戻りいただいて、１ページ目のほうをごらんくだ

さい。 

以上がですね、区域指定の導入状況及び那珂市のですね、建築状況という形になってご

ざいます。 

続きまして、追加資料としまして（３）のですね、農地面積割合というものを載せさせ

ていただきました。 

これから区域指定を導入するわけですけれども、その場合宅地以外の土地、特に農地等

を含めた区域指定のエリア取りということを考えてございますけれども、そのうちですね、

やはり政令で定めている優良農地につきましては、この区域指定の中に含めることはござ

いませんので、その農地の面積割合等をここであらわした資料でございます。 

まず、那珂市の行政面積9,782ヘクタールのうちですね、市街化区域の面積は976ヘクタ

ールで面積割合10％。 

一方で調整区域が8,806ヘクタールで90％というのが主な面積割合になります。 

そのうち、その下になりますけれども農振区域内農地、これは市街化調整区域内におけ

る農振区域における農地の面積でございます。 

今年度の４月１日現在で調整区域におけるですね、農振区域内農地の面積が4,340ヘクタ

ールという形で市域全体に対して44.4％。また、調整区域の面積割合にして49.3％ですか

ら、約半分の調整区域の面積の中で農地がございます。 

その農振区域内農地のうちですね、農用地区域としてほ場整備等を行ってですね、定め

られている優良農地でございますが、その面積がですね、2,203ヘクタールございます。市

域全体に対して22.5％、市街化調整区域の面積の割合にして25％、調整区域の面積割合に

対して約４分の１がこの優良農地といわれている農用地区域という形になります。 
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続きまして、その農振区域の中で農振白地のですね、第１種農地というのがございます。

この第１種農地につきましては農用地区域同様にですね、優良農地として保全すべき区域

という形になってございまして、この場合につきましては基本的には場所とか位置という

のは特定できませんけれども、条件によってですね、優良農地として判断される農地とい

う形になります。 

これが主に想定でございますけれども、農振白地地域、農用地区域を除いた2,137ヘクタ

ールのうち約半分程度はこの第１種農地ではないかという想定のもと、大体その面積がで

すね、1,068ヘクタールというのが第１種農地の面積という形になります。市域全体に対し

ましては10.9％、調整区域の面積割合にして12.1％という形になります。 

そのほかですね、第１種農地以外の転用等の許可が、原則許可がおりるという農地が第

２種農地、第３種農地という形になりますけれども、これが1,060ヘクタールという数値に

なってございます。 

それで、これで区域指定の導入に当たりまして、区域指定のエリアの中にですね、優良

農地を含めないという大原則がございますので、そうするという形で申しますと含めた農

用地区域（Ａ）に該当する面積、それプラス農振白地の第１種農地である（Ｂ）で想定さ

れる面積、合計の面積がですね、除外区域という形で区域指定のエリアから基本的に除か

れますけれども、これが3,271ヘクタール。市域全体に対して33.4％、調整区域の面積割合

にして37.1％ですから、この面積については基本的に除かれるというような形が言えるか

と思います。 

続きまして、前回の定例会でもご説明いたしましたが、このたび区域指定の導入につき

まして基本方針につきまして整理をいたしたところでございます。 

まず（１）区域指定導入のポイントでございます。 

本市の現状を踏まえた中、区域指定の導入に当たりましては、都市の秩序ある発展のた

めに市域内の人口のバランスの確保というのは非常に重要なポイントになります。したが

いまして、人口バランスを確保するためには、後追い的に区域指定制度を導入いたします

本市にとりまして、どのように活用していくかという点を考慮するとともに、中心市街地

の活性化やスプロール防止にも視野を入れた対応というのが必要となると考えております。 

区域指定の導入のメリットとしまして、市街化調整区域の立地規制を緩和する点でござ

いまして、一方そのデメリットと申しますのは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ということから、市街地の形成が難しくなる

という点が考えられます。 

以上のようなことから、今回の区域指定も導入に当たりましては、区域指定導入後の市

街地形成のあり方、いわゆるコンパクトシティーの形成を見据えた上で、区域指定を行う

ものとしております。 

続きまして２ページ目をごらんください。 
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前ページのですね、区域指定導入のポイントを踏まえた上で、（２）区域指定導入の方

針になります。 

法34条11号区域につきましては創設当時の住宅需要などを背景に、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、旧宅地制度とは異なりまして、指定

区域内では全域で住宅建築が可能となります。 

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確か

に見込まれますけれども、現在以上にインフラの整備等を仕入れられる恐れがあり、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しまして、また、都市計画法が目

指しているスプロール防止の趣旨にも反することになります。 

そのため、那珂市におきましては、現状をかんがみると、11号区域指定の導入に問題が

あると考えております。 

また、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。 

現行の既存集落の運用におきまして建築が認められれば、建物連たん性がとれればどこ

でも同じように扱われておりますけれども、12号区域を定め、既存集落を中心としてその

機能を維持保全することは、現状と比較しても望ましい方策であり、スプロール的開発と

既存集落の秩序ある形成を区別することにつながります。 

また、住まい方の多様化に対応して、居住地を市街地だけではなく郊外部を中心とした、

豊かな田園環境のもとでのゆとりあることになります。 

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の低下を未然に防ぎつつ既

存集落のコミュニティーの維持保全を図るために、市街化を促進する恐れがない12号区域

に限り区域指定を行いたいと考えております。 

なお、この12号区域指定に当たりましてはですね、これまで市街化を促進しないとして

個別に認められてきたよりも、区域を指定することにより幅広く運用することになること

から、次に掲げる既存集落の維持保全を図るための基本方針をもとにですね、指定基準を

定め、区域指定を設定いたします。 

ここに掲げている三つの方針につきましては、前回お示ししたとおり営農環境への配慮

と優良農地の保全、地域拠点（基幹集落）の維持と緩やかな誘導、既設インフラの有効活

用、こういった三つの基本方針を求めて指定基準を定め、指定区域を設定したいというこ

とでございます。 

続きまして、３ページのほうをごらんください。 

こういった基準のもとにですね、基準を定めて対象地というのを絞っていく形になりま

す。 

基本となる基準というのは県の条例等で定めてございまして、そういったものを基本と

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いうのを
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作成します。最終的にはこれを条例等に定めてですね、運用していく形になります。 

改めまして、区域指定の基準についてご説明します。 

区域指定の基準ですけれども、（１）人口が減少している区域。 

これは国勢調査等でですね、前回お話ししたとおり、地区各大字単位でですね、人口が

減少している地域のみこういった区域指定を導入するという形になるかと思います。 

（２）新たな公共投資を要しない地域。 

過度なインフラ等のですね、整備がない地域というのを考慮しつつ、この区域指定とい

うの定めていきたいというふうに考えております。 

（３）除外をする区域でございます。 

政令等で定める土地の区域でございまして、①の土砂災害区域、②の農振農用地及び第

１種農地、③の保安林区域、こういった区域については除外するという形になります。 

特に、先ほどの農地の状況で申しましたとおり、②のですね、農振農用地区域及び第１

種農地区域については除かれるという形になります。 

続きまして（４）指定対象集落の指定要件でございます。 

①指定の対象となる既存集落を定める要件でございますけれども、この要件の中で、ま

ずアですね、集落性というのが特に必要なってきます。 

おおむね50以上の建築物が敷地間隔おおむね50メーター以下、最大70メーター未満で連

たんしていることというのが要件となります。 

続いてイの集落の集積度というポイントでございますけれども、建築物の敷地面積が指

定集落面積のおおむね30％以上であるということ。 

前回も示したとおり宅地率という形になりますが、数字が30％以上であるということで

ございます。 

幹線道路の要件でございます。 

集落内に車道幅員5.5メーター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条件でございます。 

続きましてエの排水施設でございます。 

ここの排水施設の要件でございますけれども、前回の表現の中で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ふうな表現でございましたけれども、前回の

当委員会でのご指摘のとおり、適当という言葉がちょっとあいまいだということで、適宜

配置されているということということで、文言を直してございます。 

それと、前回の意見の中でこの排水施設の要件でございまして、特に合併浄化槽等によ

り側溝放流ができればいいけれども、側溝もできない区域、浸透式でやっているところも

ありますけれども、そういった区域についてはもう最初からこの排水要件で除いてしまう

のかというような形で、整備が進んでいる区域と、未整備な区域で言うとますます格差が

出るんではないかというような表現とかご指摘等が、ご意見等がございました。 
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改めましてここについてご説明したいと思いますけれども、下水を有効に排水する排水

施設の定義でございます。 

一般的には公共下水道や農業集落排水等を使いまして、そういった施設にですね、接続

できて、流して処理ができるというのはそういった考えが普通でございますけれども、そ

れプラス道路の側溝や水路等、合併浄化槽の処理の放流がですね、放流先の同意がとれる

ところにつきましては当然認められているところでございます。 

前回ご意見をいただいたとおり、敷地内処理につきましてはですね、浸透式で敷地内処

理等というのも基本的に認めてございますので、全般的にこの排水要件というのが指定要

件でございますけれども、今回の区域指定の導入に当たってこの排水要件をもとにですね、

その集落が該当にならないと、該当にしないというような区別はつけてございません。 

あくまでもこの参考と申しますか、基本的な基準を載せてございますので、極端なこと

を言えば、道路に側溝がないところでも場合によっては入れるということでございます。 

続きましてオの給水要件については、前回お示した内容になってございます。 

それから次、続きまして②指定対象集落界を定める要件といいまして、現在ですね、暫

定集落界というのをある程度設定しておりまして、それから、基本的には県のですね、手

引き等で絞ってですね、そのエリアをこの区域指定とする形になるんですけれども、その

中で定める要件というのがございます。 

一番最初にアの縁辺街区の除外。 

これは道路要件が、幅員がですね、４メーター以上の道路に接しない縁辺街区を除いて

いく。 

イの縁辺街区の除外（宅地率）もですね、30％未満の縁辺街区を除外する。 

ウの縁辺街区の一部除外という形で、建築物の敷地として適当でない土地を除外すると

いう形で、これは斜面緑地やがけ地及び第１種農地等を除外して定めるという形になりま

す。 

今お話しした内容をですね、ちょっと図で表現したのが次の４ページという形になりま

す。 

区域指定の設定でございますけれども、（１）市街化区域、工業専用地域を除いたとこ

ろから隣近接していない、１キロメーター離れた市街化調整区域において、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たんしている集落、最初にこの暫定

集落というのを設定します。この暫定集落を設定した中で、まずこの下の図面が書いてご

ざいます。 

これの全体のですね、区域で染まっている部分についてが、これがまず暫定集落を設定

したという形になってございます。 

この暫定集落の中で、それぞれ中にですね、道路であるとか水路で囲まれている一つの

固まり、まとまりがございますけれども、これは呼び方として街区というような形になり
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ます。 

その街区ですけれども、道路や鉄道やその他動かないもの、河川等や水路等にですね、

よって囲まれた一団の土地を街区というような形で表現してございますけれども、こうい

った形で道路界等で縁辺街区というのを設定します。 

その街区の中で（２）、下の図のほうをごらんください。 

（１）で抽出しました集落につきまして県作成のですね、『指定対象集落設定の手引き』

等をもとに街区等を設定しまして、最終的に戸数50戸以上と区域全体の宅地率30％の要件

が満たす区域で道路や河川、鉄道との境界、地形地物界で設定した区域というのを最終的

な12号区域指定区域という形にしたいというふうに考えてございます。 

そうしますと上の図面とですね、下の図面というのが最終的な条件に絞った形になって

ございまして、この絞り方でございますけれども、この道路等で囲まれた街区につきまし

てですね、その一番外周部分、外側部分になりますけれども、そこで囲まれた部分につい

ての呼び方としまして縁辺街区というような呼び方をしております。 

これは暫定集落の縁辺に位置する街区を称して縁辺街区と呼んでございますけれども、

この縁辺街区それぞれにですね、条件等を照らし合わせて残るか省かという形になってき

ます。 

例えば図面、下の図のですね、外周で、アルファベットの数字が振ってございます。 

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、ずっと振ってございまして、その一つ一つの街区の条件によって検証

していくと。 

その要件というのが前ページの下、道路にですね、１辺が４メーター以上に接している

かどうか。またはその街区の中で宅地率が30％を上回っているかどうか。こういった基準

のもとに縁辺部の街区から条件に照らし合わせて検証した中で最終的に残った部分が今現

在下の部分での図面で色が染まっている部分ですけれども、ここの部分について区域指定

をするという形を考えてございます。 

これが作業手順で、今現在ですね、鋭意作業を進めている状況でございまして、この区

域指定の原案、素案につきましてはですね、次回の定例会の当委員会におきまして、具体

的に場所等もですね、お示ししたいというように考えてございます。 

説明は以上になります。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

以上で都市計画課より説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ございませんでしょうか。 

はい、花島委員。 

花島委員 幾つかあるんですが、一つはですね、11号指定をしないっていうことについて私は

ちょっと余り今まで考えがなったんですけれど、ほかの市町村で11号を指定してそこが増
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えているというところは、基本的にはある意味で市街化区域を広げているっていう感覚に

近いんじゃないかと思うんですよね。だから那珂市の場合はそれをしようとしているわけ

じゃないのでそれもいいかなとは思います。 

それとですね、次に最後の絞り方なんですけれどね、ちょっとここまで絞っちゃうと本

当の価値が出てくるのかなっていうところがちょっと疑問なんですよね。 

この具体的に、４メートル以上の道路が周辺にない街区はだめっていう感じですよね。 

私の額田地区、つぶさに見てはいないんだが、ちょっとこれでどうなるのかっていうの

が、具体的にどのくらいの面積が指定に入ったり入らなかったりっていう状況を見ないと

何とも言えないんですけれど。 

これで大体どのくらいの面積が新たに区域指定されることになりそうでしょうか。 

これは前に言っていた約、那珂市全体で1,000平方メートル、じゃない、1,000ヘクター

ルというオーダーなのかということですね。 

それと、そのときに、各地区ごとにバランスはどうなのかというところを、わかってい

ればお知らせいただきたい。 

以上です。 

都市計画課長 まず11号区域を指定しない理由としまして、議員さんのご指摘のとおり11号に

すればですね、市街化を広げてしまうのではないかというような恐れがあると、まさしく

そういった形が懸念されるところでございますので、本市においては市街化区域の、まだ

宅地化率が少ない状況等、またはこれからですね、そういった状況等を考えまして、11号

は今回は指定しないで、12号区域に限り区域指定を導入したいというように考えてござい

ます。 

区域指定の最終的なこの絞り方につきましてはですね、前回の委員会等もですね、大体

指定面積がどのぐらいになるのかというお話の中で、今の市街化区域並み、約1,000ヘクタ

ールという数字等をを示ししたところでございます。その数字と申しますのは、ここで言

います今現在でいうこの暫定集落の面積が大体そのぐらいになるのかなという形になって

ございまして、最終的にこの県の基準でですね、やはり絞っていく形になります。 

そうなってきますと、やはり1,000ヘクタールという面積にはちょっと、大分ちょっと下

回るというのが想定されるところでございます。 

箇所数につきましては大体旧村単位のですね、８地区のうち、菅谷地区を除いた各地区

の中では１地区程度のですね、地区は最低でも指定されるというのが想定はされるところ

でございます。 

すいません、戻りまして４メーターで絞るというのはどうかというお話があったと思う

んですけれども、この街区の条件の中で全部４メーターの道路でなければならないという

ことではなくて、添付の街区につきましてはここにはちょっと記載してございませんが、

１辺でもその４メーターに接している道路であればそこの街区は含めるという形になって
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ございます。 

ですから全く４メーターの道路がなければですね、まずそれは確かに除いてしまうんで

すけれども、１辺の道路でもそこの外周部分ですけれども、そこに限って接していれば、

そこのブロック、街区については残るという形になってございまして、そういった検討の

基準に照らし合わせてですね、今その区域の設定をしているところでございます。 

以上でございます。 

花島委員 その街区の４メーターっていうのは、何か論理的にちょっとよくわからないですね。 

この絵があって、この辺なんかはここ４メーターがあって、ここは４メーター未満です

よね。 

それで、ここはオーケーだけどこの家は、この地区はだめっていうと、何か意味がわか

らないっていうか、例えば４メーター未満の道路で接続されるところで何メートル以内に

４メーター以上の道路がなきゃいけないとかいうのはまだわかるんだけれど、この県の基

準なのかどうかわかりませんが、これはちょっとよくわからないんですよね。思想が、考

え方が。 

都市計画課長 ４メーター以上の道路というのは普通でいう、建築基準法でいう、セットバッ

クの必要性がない、ある程度のまとまりがあるという道路という形が言えるかと思うんで

すけれども、そういった単位の道路が、少なくとも外周部分についてはあると、それで区

切られているということが一つ考えられるかと思います。 

それで先ほどの設定の中で、４メーターの道路に１辺でも接していればいいんですけれ

ども、もう一つの要件として、その街区単位での宅地率というのがございます。 

例えば下の（２）ですね。 

一番下の真ん中にＧという表記がされているところがございますけれども、ここの部分

の中ではこれだけ大きな街区の中で家が１軒しか建っていないと、黄色の部分がですね、

１軒しか建っていないという場合につきましては、当然宅地率というのがこの街区体で考

えますと30％を落ちるという形が考えられますので、街区のまとまり単位で考えればこの

Ｇというプロック、街区については除かれるというような形の設定の仕方という形になる

かと思います。 

花島委員 そこがわからないんですよ。 

要するに街区という単位で設定するとなると、要するに実際に宅地なりこれから宅地に

なる場所に行く便とは別の考え方ですよね。 

例えば、何メートル以内の道路がないと家が建てられないみたいなところは、そこに例

えば救急車が入れないとか消防車が入れないとか、そういう便のことを考えているわけで、

街区という単位はまた別の概念ですよね。 

それを何で、県の基準がこうなっているんですか。指導基準というんですか。 

都市計画課長 この設定の方法につきましては、県で作成しておりますその設定の手引きとい
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うものがございまして、その設定基準に伴いましてこういった形で。 

これは、載せている図面につきましてはですね、最初の段階から最後の結論の結果まで

という形で載せているんですけれども、この中でも本当は細かく段階的に落ちてですね、

徐々に一つずつ検証していった結果が最終的に残るのがこんな形になりますという形にな

ります。 

今回お示ししている図面の表示の中につきましては、ちょっと中段のですね、ちょっと

途中検討を除いて、最初と最後だけの形を申していますので、ちょっと違和感が感じられ

るかもしれないんですけれども、そこの中に条件をかぶせた中でですね、最終的にはこの

一番下のような形での設定になりますという形になります。 

委員長 はい、執行部。 

建設部長 ちょっと補足させていただきますと、一番上にあります概略図ですね、区域指定の

概略図、街区と連たんがある図面があるんですが。 

こういった枠のとらえ方の中で、先ほど言いました街区単位での宅地化率及び１種農地

が該当しているとかしていないとか、そういったもののふるいわけをしまして、最終的に

下の図ですね、このようなとらえ方になりますよということで、ＧとかＦとか、農地があ

ったり、宅地化率が少なかったりというようなことで除かれますというようなことで、最

終的にエリアが決まっていくということです。 

以上です。 

委員長 よろしいですか。 

ほかに。 

（なし） 

委員長 ちょっと、私のほうからちょっとお願いですけれども、条件で、こういうところやり

ますよっていうのと、あと２番目はこういう結果、最終形になりますということで、例え

ばＢで50メートルと書いてありますし、それからＪもありますしですね、この辺の説明と、

農地が当然絡んできますよね、那珂市の場合は特にね。 

農地が複雑に宅地の間に点々と入っていると思うんですけれども、その辺の考え方って

どうなんですか。 

都市計画課長 ここでですね、まず今お話があったところでちょっと補足説明させていただき

ますと、幹線道路に面しているところはですね、全部街区の単位では除くんではなくて、

今先ほどＢの街区についてお話があったと思うんですけれども、ここの場合につきまして

は基本的に家がですね、上の図面を見ていただきますと大きな街区にもかかわらず宅地が

三つしかないので、宅地化率30％未満という形になりますので最初は抜けるんですけれど

も、そこでこの赤く染まっている道路というのが幹線道路というような位置づけになって

きます。 

この幹線道路に面している区域、これは道路界からですね、50メーター、ここでは50メ
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ーターに設定してございますけれども、そこの部分につきましては一定の要素を街区ごと

で落とすのではなくて、ある一定の、そこのですね、家が建っている状況等を勘案して、

その部分の区域は含めてもいいんではないかという形で含めているのがここで書いてある

部分で、それが残った形になります。 

ですから結論的に言いますとＢという街区については一旦除いて、だけれども最終的に

はいろんな形で残そうかという形で、沿道50メーター部分が残ったりですね、そういった

形が考えられます。 

委員長 わかりました。 

都市計画課長 すいません。 

あと第１種農地の件でございますけれども、第１種農地につきましては場所場所等によ

りまして、やはり一つずつその場所によってですね、実際検証しなければどれが第１種農

地になるかというのはちょっと難しいという判断がございます。 

そこで我々のほうのですね、都市計画のほうで、ある程度のこの集落界を定めてみた中

で、それについては今度農政部局のほうにですね、投げかけまして、それが第１種農地で

あるかどうかの判断ということで、ちょっと検証を同じくしてもらっているところになり

ます。 

委員長さんご指摘のとおり農地によってはですね、一団の、第１種農地の定義の中では

一団の、10へクタール以上つながっているものにつきましては一団性があるという形で第

１種農地という判断がされるそうなんですけれども、こういったものにつきましては、基

本的には農業委員会さん等にですね、確認しつつ、なってきますが、今お話のとおり、確

かに区域の中にですね、侵食していって、ほとんど農地が、例えばこの区域の中で第１種

農地であるというような可能性も地区によってはございます。 

そういった地域については、基本的にはもう全体的にそういった形で宅地以外のそうい

った農地を含めることにならないと、そこの区域というのはちょっと指定というのは難し

いのかなというふうに検討してございます。 

いずれにしましてもその辺はですね、早急に答えを出して次回のですね、ときにお示し

したいと考えております。 

委員長 はい、わかりました。 

というと（２）の例で地図でいうと、例えばＢの下側は一応オーケーだよっていう話に

なっていますよね。 

この中にこの農地がずっとこう、第１種ですね、入り込んでいるといった場合は、今の

農地法でいうとペケになっちゃいますよね、これね、宅地があっても。 

Ｂの下、全体、一応オーケーだよというふうになりますけれど。それは今お話があった

ように検討をしていくということで間違いないですね、そういう地区は。 

都市計画課長 お話のとおり、それは検討していく形になるかと思います。 
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委員長 わかりました。 

はい、花島委員。 

花島委員 原則は基本的にそちらで立てるんでしょうけれど、やはり具体的な案ができてきた

ときに地元でそれを議論して、その後要望を聞くっていう形にしてほしいんです。 

漠然とされると、多分地域の人に言っても自分のところが聞いた基準だけでどうなるか

っていうのはわからない人が多いと思うんですよね。わかる人はわかるでしょうけれどね。 

道路だって、具体的に何メートル道路だっていうことがわからない。実際とね、公式の

道路幅と違うのがたくさんありますから。 

その辺、そちらで基準つくって、えいやって書いてそれで終わりっていうふうにしない

で、地元の話を聞きながら決めていただきたいと思うんです。 

委員長 はい、部長。 

建設部長 はい。 

この区域指定に当たりましてはですね、基本的にこういった考え方で進めさせていただ

きたいということで議員さんのほうの了解を得て、図面等も次回はお示ししまして、それ

で地元へはですね、こういった考えに基づいて指定するとこのエリアになりますというこ

とで説明します。 

ただ、その説明の中で、いや、うちも入れてくれよっていうふうに言われてもですね、

基準がありますので、基準の中でご説明して、こういうわけで入る、こっちは抜けるとい

うような説明を、各地区で説明会を実施します。 

それで、了解が得られたというような判断のもとに３月の条例改正を受けて、４月から

執行したいというのが今の考えです。 

以上です。 

花島委員 基本的にそれでいいって言っていいのかわからないんですけれど、個々のここを入

れてくれっていう話だけではね、確かにそれだけだったら聞かなくてもしようがないって

思うんだけれど、そういう声が集まって、ある地区で、何ていうんだろう、ここもここも

みたいな形で基準がね、この基準ではどうもっていう話になるんだったらそれはやっぱり

ね、検討してもらいたいと思うんですよ。 

例えば自分が持っている土地を宅地にしたいとかね、売るためとかね、含めて、自分の

ところだけどうこうっていう話はね、それはやっぱり無理があるとは私は思います。 

それをよく検討して、特に地区のバランスの問題があるんですよね。 

なので私の額田地区なんかは多分道路整備もおくれていて、そうすると多分減るんじゃ

ないかと危惧しています。 

そういうところだと、まさにこの前半、きょうの前半の会議であった道路の整備がおく

れているところはさらにこれもおくれてしまうということになって、地域のね、ところに

ある程度人口を減らさないようにしようっていうのとまた離れてしまうというふうになる、
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悪循環というんですか。 

それを危惧しますんで、よく検討して慎重に進めていただきたいと思います。 

委員長 はい、部長。 

建設部長 はい。 

この区域指定制度ですね、皆さんご存じだと思うんですが、だれでも建てられるエリア

っていうことを指定します。 

ですから集落があるところは今までどおり都市計画法に基づいて許可のある、権利のあ

る方等は現行法どおりに、仮に指定されなくても建てられますので、あくまでもだれでも

っていう要件がつくからにはですね、ある程度のその基準がございますので、それに基づ

いて指定したいと思います。 

あと逆にですね、地区の説明会行ったらばうちのほうは要らないよと、指定するなよと

いうことで、皆さんの合意であれば、入れるのは難しいですが抜くのは何とかなるかと思

います。 

以上です。 

委員長 はい、ほかに。 

はい、福田委員。 

福田委員 二、三ちょっと伺います。 

資料を見て、この指定区域の方針。これで11号、これについては、いわゆるこのインフ

ラ整備等で、いわゆる新たな公共投資が考えられるというようなことでこの導入には問題

があると、こういうことですね。 

この資料を見る限りではね、いわゆる既存集落の維持保全ということ、これはわかりま

すよ。 

だけれど人口増については、これは余り考えていないんだよ、本市では。 

いわゆる金がかかることはやりたくない。こういうふうに解釈をされる、私はそういう

ふうに解釈をしているんですよ。 

それでね、例えば今言ったこの12号で行った場合に、現在のところで結構ですが、何地

域ぐらいはあるんですか。 

それで人口にはどのぐらいのメリットが出てくるのか、その辺わかったらちょっとお答

え願いたい。 

都市計画課長 旧村単位８地区ございまして、菅谷地区を除いた８地区、各地区にはそれぞれ

１カ所程度は配置されるかと思います。 

また、その中でも地区によってはですね、二つ三つ等想定されておりますので、大体合

計で言いますと10地区程度は、少なくとも配置されるかと。 

申し訳ございません、詳しい数字はちょっと今検討中ですのであれですけれども、そう

いった形が想定されます。 
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それに関する人口増についてというお話ですけれども、基本的には区域指定につきまし

ては人口抑制ですね、減少に対しての抑制効果、それで移住、定住等進めましてですね、

やりますので、なかなか増にはつながらないかとは思いますけれども、その辺で集落の維

持保全のためにですね、ある程度人口抑制効果があらわれるというのを期待しているとこ

ろでございます。 

それから具体的なですね、人口増がどのぐらいになるのかという想定というのは、今の

ところしてございません。 

福田委員 ですから私はそれを言っているんですよ。 

人口には余りこだわらないと。 

いわゆる既存集落、そういうことに、やはり今回の12号を導入していくんだよというふ

うに私も解釈はしているんです。 

ただね、せっかくの今回のこういう制度の導入ということには、やはり効率効果的な、

こういうことでやはりプラス人口増にもメリットがある、そういうことを考えてというの

が、私は行政の役割ではないかなと。 

特にね、那珂市の場合には人口減少というものにはそれほど、数字を見る限りではそれ

ほど減少はしていない。 

隣接、常陸太田、あの辺なんかはいろんな事業に人口減少に歯止めをかけよう、それか

ら人口増にプラスになるようにということで、公共投資をしているところもある。 

これは区域の、地区の差ということもありますから、それは一概にどうのこうのという

ことは言えませんけれども、でも、やはり今回のこういう制度をね、いかに活用して、フ

ルに活用していくということは私は必要じゃないかなと、こういうふうに思っております。 

別に答弁は結構ですよ。 

ただ、やはり残念な、私は残念だっていうのは、人口増ということに対しての、この資

料を見る限りは何らこれはうたわれていない。 

やはりそれは今言ったように余り那珂市の場合には人口にはこだわっていないんだなと、

こういうふうに解釈します。 

それからね、一つ伺いたいのは、ちょっと私意味がわからないんですが、スプロールっ

ていうのはどういう意味なんですか。 

都市計画課長 一般的にスプロール化、スプロールといいますのは空洞化と申しまして、中に

行ったものが外に広がってしまう、出ていってしまって真ん中部分が空洞化してしまう。 

空洞化のことをスプロール化というふうに表現しております。 

福田委員 この空洞化、いわゆる前の資料では市街化地域の空洞化っていうことを、空洞化っ

ていう文言を使っていましたよね。 

私はね、市街化の恵まれた地域での空洞化なんかっていうよりは過疎の進んでいる地域

の格差、これにもうちょっと目配りをしていただきたい。 



 - 36 - 

下水道一つとっても30数年前にもう供用開始されているところ、まだ那珂市でもこの下

水道が見通しが立っていないところ、この格差っていうこと、それにもうちょっと目配り、

気配りをしていただきたい。 

市街化の空洞化なんかっていうのはそれなりの条件があるから、売ったり買ったり、あ

るいは親から代々のものだから私は売らないよということで農地を守っているところもあ

るでしょう。 

いろんな条件があって、今空洞化っていうことが出てきていますけれども、私はそうい

うふうに解釈をしているんです。 

それよりは、やはりもっともっと過疎の進んでる地域、いわゆる過疎が進むということ

は、こういうインフラの整備、あるいはライフライン、こういうことが遅れているから、

どんどん過疎化が進むのと違いますか。 

私はそういうふうに、那珂市全体を見てそういうふうに見ています。 

別に答弁は要りません。 

以上です。 

委員長 はい。 

ほかによろしいですか。 

花島委員。 

花島委員 福田さんと同じようなことを考えているんですけれど、11号指定をどうするかとは

別にして、全体にちょっと気になるのはやっぱりコンパクトシティーとかね、いうのをち

ょっと持ち上げ過ぎているように私は思うんですよね。 

それと、スプロールっていうのは、多分那珂市は余り心配する必要はなくて、むしろ今

までやった投資の効率っていうことを考えているんじゃないかなと思います。 

那珂市の中心部が本当に穴があいていくというふうに考えていますか。 

そうじゃなくて、宅地化率がまだ上がっていないというだけを言っているんじゃないか

なと思います。 

それで、先ほど各地区に１カ所とか、あるいは３カ所ぐらいっていうのは、やっぱり全

体でどのくらいの面積が指定されるかというのにも絡んできますけれど、県でこうやって

絞るよりはむしろ広げる形で地域指定を考えていただきたいと思います。 

以上です。 

都市計画課長 委員さんご指摘のとおりスプロール化というのは、現時点では那珂市もまだ宅

地化率が進んでいない状況、また市街整備がおくれてまだ進んでいない状況を考えると、

スプロールという形については今現在とすればですね、そういったことは当然想定されて

いないということが言えるかと思います。 

ただコンパクトシティーというのを、最後のですね、見据えた区域指定を行うというよ

うに書いてございますけれども、このコンパクトシティーの考え方というのはですね、こ
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れは国のほうで、平成26年度都市再生特別措置法の改正によりですね、立地適正化計画制

度の創設によってですね、このようなコンパクトシティーを本格的に推進しなさいよとい

うような形について、これからそういった形で国のほうがですね、基準をつくって進なさ

いという方向がございます。 

そういった、今ある市街地の中でも逆にコンパクトシティーにしなさいよという考えが

あるということを踏まえた上でですね、今回区域指定を行うということでご理解のほうを

お願いしたいと思います。 

先ほどの区域指定、まだはっきり、すいません、場所とですね、面積等今ちょっと申し

上げる状況でないんですけれども、そういった作業をですね、基本はやっぱり基準という

のは基準で一つ設けていないと、どういった形でこの区域を選んだのか、この指定をした

のかという、やっぱり根拠がやはり必要になってきますので、そういった面から申します

と、今の開発のですね、運用自体が市の条例等にですね、基本として、那珂市の開発等の

許可等もしてございますので、基本的にはそういった設定するやり方等も含めてですね、

検討の基準等を参考にして、それをベースにですね、進めていきたいと考えてございます。 

花島委員 それは基本、一定の基準を持ってまず作業を進めるというのはいいんですが、その

結果としてどういう絵になるかっていうのをイメージしてから、また場合によってはその

基準でよかったのかっていうのを見直してほしいということを私は言いたいんです。 

以上です。 

委員長 ほかはよろしいですか。 

今後のスケジュールとしては、９月の議会に説明と、最終案をですね、いうことで、計

画されていると思いますけれども、当委員会としましてもやっぱり、具体的にじゃあどこ

なのというところは非常に、バランス等の問題もいろいろありますんでですね、一度ご報

告いただければということで、議会前にね、できたら。 

もうそこまで固まるんであればご報告をいただいて、ということで進めたいとは思うん

ですよね。 

この場でもう今の議論をずっと深めていっても、ちょっと時間の問題もありますので。 

もう一つは、今各議員のほうから意見がありましたように、やっぱり那珂市として魅力

ある都市、那珂市なんでですね、どんどん定住者の方が人口の少ない地域、これ以上減少

を防止するためにもですね、ぜひとも来ていただきたいというのは本音のところでありま

して、これは再三再四、今まで各委員がですね、先輩方が申し上げてきて、提言してです

ね、やっと今度認められるという区域指定になりますのでですね、そこはその地域のコミ

ュニティーの活性化というのは非常に重要な部分なんでですね、これがないと区域指定は

したけれどだれも来ないということになってしまいますんでね。 

これはぜひ土木課さん、産業建設、建設部含めて、企画課もそうですし、総務もそうな

んですけれど、各横の連携でですね、総合的にコミュニティーをどうやったら活性化でき
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るの、人は来てくれるのというところをひとつ、きちっとしたものをですね、つくってい

く必要があると思うんですよね。 

これは総合計画の、地方創生の、本当に具体的な政策の１手段だと思いますので、区域

指定できた、やったから人は来るということではないんでですね、やっぱりその後コミュ

ニティーをどうしていくのかっていうのは非常に重要な問題なんで、これはまちづくり委

員会さんの方々もね、それぞれ皆さん一生懸命考えておられるんで、また、各委員会の皆

さんもそれは期待するところだと思いますんでね。 

そこが道具だけできたけれど、じゃあどうするのよというところが非常に心配な点があ

るんでですね、そこはきちんとこれから一緒になって考えていかなきゃいけないなという

ふうに思いますんで、ぜひとも検討のほうをいただきたいなと。 

はい、部長。 

建設部長 はい。 

ただいまの意見を十分尊重しまして進めていきたいと思います。 

あくまでもこの区域指定につきましては、単純に人口増が即見込める部分ではございま

せん。 

市街化調整区域のどんどん過疎が進んでいる地域に対して既存集落の保全という意味で、

来られる方、定住促進される方の選択肢の枠を広げるというような意味もございますので、

それで皆さんの意見をですね、どれだけ取り入れて進められるか検討してみたいと思いま

す。 

また議会前の日程ですと、日程とれればいいんですが、ちょっと難しいかと思うんです

よ。 

常任委員会が９月７日だと思うんですが、その前に、ちょっと調整させていただきたい

と思うんですが、ちょっと難しいかもわからないです。 

以上です。 

委員長 はい。 

それはね、日程の都合上もありますんでね、それはどうしてもっていう、間に合わない

という場合は、９月７日ですね、常任委員会。そこで確定というあれじゃなくてね、案が

できましたんでね。そこでいろいろ我々が聞いて、また市民の皆さんにお諮りしてという

ことだろうと思いますんでね。その後時間をかけてということになろうかと思いますんで。 

了解しました。 

皆さん常任委員会でご報告ということでよろしいですか。 

（「いいでしょう」と呼ぶ声あり） 

委員長 了解しました。 

はい、じゃあそれで。 

これで本日の議題は全部終了することになりますけれども、執行部の退席をお願いいた
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します。 

どうもありがとうございました。どうもお疲れさまでした。 

以上で、きょうの議題は終わるんですけれども、１件ですね、前回の常任委員会のとき

に団体さんとの懇談会ということで、ＪＡ常陸さん、それから商工会さん、あるいは視察

研修の件についてですね、委員長副委員長一任ということでお話をいただきましたけれど

も、まず視察研修については現在調査中ですので、固まり次第、秋口ぐらいか、忙しけれ

ば１月ということになるんですけれども、それぞれ提案をまたしたいと思います。 

ＪＡ常陸さんと那珂市商工会さん、こちらとの話し合いをですね、ぜひ持ちたいと思っ

ていますので、９月議会終了後、それぞれ日程を先方さんにおとりいただいてですね、話

をしたいと思うんですが、よろしいでしょうかね。 

スケジュール等の調整と、それから内容についてはまた皆さんのほうにお諮りしますけ

れども、それで進めさせていただきたいと思うんですが、よろしいですか。 

（「お願いします」と呼ぶ声あり） 

委員長 はい、ありがとうございます。 

じゃあ懇談会を実施ということで進めさせていただきますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

きょうは長時間にわたり大変ありがとうございました。 

ちょっとお昼回ってしまいまして、大変、進行のほう、不手際で申し訳ありません。 

以上で終了いたします。 

本日はどうもお疲れさまでございました。 

閉会（午後０時15分） 
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