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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 12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   

欠席委員 委 員 須藤  博 

職務のため出席した者の職氏名 

     議   長 中﨑 政長  事務局長 深谷  忍 

     事務局次長 寺山 修一  書  記 萩谷 将司 

会議事件説明ため出席者の職氏名（総括補佐職以上と発言者） 

     副市長 宮本 俊美       財政課長 茅根 政雄 

     財政課長補佐 飛田 良則    産業部長 佐々木恒行 

     農政課長 加藤 裕一      農政課長補佐 柏  正裕 

     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    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 

     水道課長 助川 啓治      水道課長補佐 鹿志村 則男 

会議事件と概要 

     （１）議案第 89号 平成 28年度那珂市一般会計補正予算（第７号） 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （２）議案第 91号 平成 28年度那珂市下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （３）議案第 92 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３

号） 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （４）議案第 94号 平成 28年度那珂市水道事業会計補正予算（第１号） 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （５）議案第 96号 市道路線の認定について 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （６）議案第 97号 市道路線の変更について 
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       概要：原案可決すべきもの。 

     （７）未登記道路整理事業について 

       概要： 執行部から説明を受けた。 

     （８）那珂市区域指定（案）について 

       概要：執行部から説明を受けた。 

     （９）担い手確保・経営強化支援事業について 

       概要：執行部から説明を受けた。 

     （10）議会報告会での意見等への対応について 

       概要：執行部を呼び、確認をする。 

     （11）茨城県市議会議長会平成 28年度第２回議員研修会について 

       概要：遠藤委員が出席。 

議事の経過（出席者の発言内容は以下のとおり） 

     開会（午前９時 58分） 

委員長 おはようございます。 

   時間前ですけれども、ご苦労さまでございます。 

   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５名でございます。欠席委員は須藤委員、１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、議長よりご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

議長 おはようございます。 

   産業建設常任委員会、寺門委員長のもと、慎重なるご審議をお願いしたいと思います。 

   きょうは６件の議案の外３件の説明があると思いますけれども、執行部におかれましては、簡

潔かつ明瞭なる説明をよろしくお願いします。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 改めまして、おはようございます。 

   本日の産業建設常任委員会、ご出席お疲れさまでございます。 

   本日の案件につきましては、補正予算をはじめといたしまして９件の案件がございます。よろ
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しくご審議のほどお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

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ございます。 

   初めに、議案第 89号 平成 28年度那珂市一般会計補正予算（第７号）を議題といたします。 

   財政課より一括して説明をお願いします。 

財政課長 財政課長の茅根です。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 89号 平成 28年度那珂市一般会計補正予算（第７号）についてご説明いた

します。 

   （歳入歳出予算の補正）第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億 1,543 万

9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 187億 326万 5,000円とする。 

   ５ページをお願いいたします。 

   第３表、債務負担行為補正になります。一番下になります。 

   排水機場自家用電気工作物保安管理業務、平成 28 年度から 29 年度まで、76 万 4,000 円です。 

   ６ページをお願いいたします。 

   １行目になります。 

   八重桜まつり事業、28年度から 29年度まで、801万 5,000円。 

   14ページをお願いいたします。 

   歳出になります。 

   款項目、補正額の順に読み上げます。 

   中段になります。 

   ７款土木費、４項住宅費、１目住宅管理費 300万円。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明をいただきました。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

   花島委員。 

花島委員 八重桜まつり事業というのは、具体的にはどういうことをやってもらうんですか。祭り全

体の運営というか、企画も含めてなんでしょうか。その辺、簡単でよろしいですから、お願いし

ます。 

商工観光課長 お答えします。 

   平成 29 年度の八重桜まつりにかかわります駐車場の警備委託、それからゴミの処理委託、仮

設トイレ及び料金所等の借り上げの業務の委託を行うものでございます。 

   以上でございます。 

花島委員 わかりました。 
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委員長 よろしいですか。 

   外に質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

   これより討論に入ります。討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 なしということなので、討論を終結いたします。 

   これより議案第 89号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしということで、原案のとおり議案第 89号を可決すべきものと決定いたしました。 

   暫時休憩いたします。 

   執行部は入れかえをお願いいたします。 

休憩（午前 10時５分） 

再開（午前 10時６分） 

委員長 再開いたします。 

   下水道課が出席をしております。 

   議案第 91号 平成 28年度那珂市下水道事業特別会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

   執行部より一括して説明をお願いいたします。 

下水道課長 下水道課長の植田です。 

   議案第 91号についてご説明いたします。 

   平成 28年度那珂市下水道事業特別会計補正予算（第３号）。 

   平成 28年度那珂市の下水道事業特別会計補正予算（第３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に歳入歳出それぞれ 487万 6,000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 4,165万 7,000円とする。 

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

金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

   平成 28年 11月 29日提出、那珂市長。 

   続きまして、４ページをお開きください。 

   まず歳入です。 

   ７款繰越金、１項繰越金、補正額 487万 6,000円、前年度繰越金です。 

   続きまして、５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 487万 6,000円。 

   説明欄の補正額ですけれども、消費税になります。消費税額の確定によりまして、当初予算の
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見積額との差異が生じましたので、増額分を補正するものです。 

   以上です。 

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。 

   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 91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 91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 92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３

号）を議題といたします。 

   執行部より一括して説明をお願いします。 

下水道課長 議案第 92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３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３号）は、次に定めるところ

による。 

   （債務負担行為の補正）第１条 債務負担行為の追加は、「第１表 債務負担行為補正」によ

る。 

   平成 28年 11月 29日提出、那珂市長。 

   次のページ、２ページをお願いします。 

   第１表、債務負担行為の補正、追加分です。 

   事項としまして、処理施設維持管理業務委託、期間、平成 28年度から平成 31年度まで、限度

額１億 6,950万円。農業集落排水処理施設６地区の年間管理委託に伴う３年契約とするものです。 

   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 なしということで、討論を終結いたします。 

   これより議案第 92号を採決いたします。 
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   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 92号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   暫時休憩いたします。 

   執行部は入れかえをお願いします。 

休憩（午前 10時 12分） 

再開（午前 10時 13分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

   水道課が出席をしております。 

   議案第 94号 平成 28年度那珂市水道事業会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

   執行部より一括して説明をお願いします。 

水道課長 水道課長の助川です。外職員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。 

   議案第 94号につきましてご説明いたします。 

   議案第 94号 平成 28年度那珂市水道事業会計補正予算（第１号）。 

   （総則）第１条 平成 28 年度那珂市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

   （債務負担行為）第２条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のと

おりと定める。 

   内容につきましては、事項、期間、限度額の順で説明いたします。 

   平成 29 年度自家用電気工作物定期点検業務委託、平成 28 年度から平成 29 年度まで、106 万

3,000円。 

   浄水場他施設機械警備業務委託、平成 28年度から平成 33年度まで、1,010万 6,000円。 

   浄水場他施設運転管理業務委託、平成 28年度から平成 31年度まで、２億 6,089万 8,000円。 

   平成 28年 11月 29日提出、那珂市長。 

   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。 

     （なし） 

委員長 ないようですので、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 なしですね。 

   討論を終結いたします。 

   これより議案第 94号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 
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     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第 94号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   暫時休憩いたします。 

   執行部は入れかえをお願いいたします。 

休憩（午前 10時 15分） 

再開（午前 10時 16分） 

委員長 再開いたします。 

   土木課が出席しております。 

   議案第 96号 市道路線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お願いします。 

土木課長 土木課長の引田でございます。きょうは私の外５名が出席しております。よろしくお願い

します。 

委員長 お願いします。 

土木課長 それでは、お手元の議案書 106ページをお開き願います。 

   議案第 96号 市道路線の認定について。 

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

したいので、議会の議決を求める。 

   記。 

   整理番号１、路線番号８‐3105 号、起点、那珂市菅谷字鍛治屋敷 4106 番 11 地先、終点、那

珂市菅谷字鍛治屋敷 4105番７地先。 

   整理番号２、路線番号 1190 号、起点、那珂市瓜連字山沢 811 番３地先、終点、那珂市瓜連字

保土通 516番５地先。 

   平成 28年 11月 29日提出、那珂市長。 

   お手元の議案書の 108ページの認定路線位置図１をごらん願いたいと思います。 

   路線番号８‐3105 号線は、現在、県道下菅谷停車場線でございます。下菅谷駅前から旧国道

349号までの 47メートルについて、市道として認定するものでございます。 

   続いて、109ページの認定路線位置図２をごらん願います。 

   路線番号 1190 号は、瓜連地内のＪＲ水郡線沿いに新たに整備する道路でございます。延長約

116 メートルを認定するものでございます。この路線は、現在、県事業で整備が進められており

ます都市計画道路平野・杉本線の整備に合わせ、整備を行うものでございます。水郡線沿いの本

路線の整備を行うことで、周辺の交通の利便性と土地利用の向上を図るものでございます。 

   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） 
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委員長 ないようですので、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 討論を終結いたします。 

   これより議案第 96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 96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 97号 市道路線の変更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お願いします。 

土木課長 議案書 110ページをお開き願います。 

   議案第 97号 市道路線の変更について。 

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

したいので、議会の議決を求める。 

   記。 

   整理番号１、路線番号６‐0029 号、変更前起点、那珂市中台字東下宿 885 番１地先、変更前

終点、那珂市菅谷字下宿西 4113 番１地先、変更後の起点、那珂市中台字東下宿 885 番１地先、

変更後の終点、那珂市菅谷字中宿西 4259番地先。 

   路線番号２、8‐1110 号、変更前起点、那珂市戸崎字下新田 590 番１地先、変更前終点、那珂

市戸崎字新地 414番地先、変更後の起点、那珂市戸崎字下新田 590番１地先、変更後の終点、那

珂市戸崎字下新田 410番１地先。 

   平成 28年 11月 29日提出、那珂市長。 

   112ページの路線変更位置図１をごらん願います。 

   路線番号６‐0029 号線、この路線は、旧国道 349 号の一部でございます。既に認定をしてお

ります中台地内の国道 349バイパスと旧道の交差部から県道下菅谷停車場線の入り口までだった

ものを菅谷中宿交差点、これは網野歯科医院前まででございますが、この間の約 963メートルを

延伸する変更でございます。 

   続きまして、113ページの路線変更位置図２をごらん願います。 

   こちらは、戸崎地内の路線番号８‐1110 号線の一部、約 213 メートルを短縮する変更でござ

います。新しい起点となる場所には、かやの木というグループホームがございます。今般、この

施設の増設計画がございます。路線をまたいで、その開発区域を拡張するということから、企業

主のほうから用途廃止の申請がございました。これを受け、庁内の関係機関での意見をいただき、

問題なしとの判断から、この路線を変更するものでございます。 

   以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 
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   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

   遠藤委員。 

遠藤委員 この変更する理由ですが、先ほど整理番号２のほうはございましたけれども、１番のほう

の変更の理由を教えてください。 

土木課長 １のほうはですね、先ほど申しましたとおり、現在、下菅谷停車場線までが市道として認

定をされております。本来、この 349 の旧道は、349 号のバイパス、現在のバイパスがきちんと

整備できれば、市のほうで管理移管を受けるという約束事の中で整備が進められてきました。さ

らに、菅谷飯田線の跨線橋、小原内水戸線として整備をされておりますが、それも既に供用を開

始したというようなことで、もともとのそういった約束事を今回履行する形での管理移管という

ことになるわけでございます。 

   以上でございます。 

委員長 よろしいですか。 

   外に。 

   福田委員。 

福田委員 これ関連してちょっと伺いたいのは、旧横堀地区、あの辺でいわゆる市道に認定されてい

る行きどまり道路、いわゆる専用道路だ、個人の住宅の専用道路、そういうのが非常に多いです

よね。場所、大体わかりますか。あの辺たくさんあると思うんだけれども、いわゆる１軒しかな

いところ。そこまでの、俗に言う門口というのかな、それがいわゆる市道になっているところが

たくさんありますよね。この前、あの辺は下水道が整備された、そういうあれで本当に庭先まで

が市道になっている。そして、その住宅が建っている、これ行きどまりでしょう。そういうとこ

ろというのは、那珂市というのは相当あると思うんですが、特にこの神崎地区、この辺が目につ

くようなんだけれども、それは今後はどういう対応をしていくんですか。 

土木課長 ちょっと手元に資料というか、認定するところがないんで、詳しいことはなかなか申し上

げづらいところなんですけれども、そのつくられている住宅が、ちょっと今、開発行為とか何か

でできているんであれば、おそらく逆に市道認定の要件を満たしていなければ、認定はしていな

いんじゃないかなと。それ以前に、例えば道路だったものを市道として認定して、今、委員さん

がおっしゃられるような行きどまりになっているというのもあることはあるのかもしれません。 

   ちょっと今、具体的にどこというのは把握しないもんですから、なかなか答えられない、申し

訳ないです。 

福田委員 課長ね、その辺よくわかっていないんだろうと思うんだけれども、いわゆる独占道路です

よ。その住宅がある、そこで行きどまりになっている。しかも、通常の市道から 100メートルぐ

らいずっとね、独占道路ですよ。それは市で認定している市道ですよ、市道。それで住宅が１軒

ぽつんとある。そういうところの場所を課長わかっていないのかな。 

委員長 部長。 

建設部長 すみません、私も場所は特定できないんですが、委員さんおっしゃるように、私道として
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使っている道で、市のほうに認定している道路もありますし、逆に認定していないで、昔言う里

道ですか、里道的な扱いの道路もございます。それで、場所は特定できないんですが、基本的に

そういった部分の整備につきましては、通常の狭あいなりの申請を地元から上げていただいて整

備するかしないか、地元の合意を得ながら進んでいるというのが、もし市道の認定をされている

道路で、１人だけが使っている道路であってもですね、地元の合意が得られてそういった狭あい

の申請が上がってくれば、整備するかしないかという判断をしたいと思います。 

   以上です。 

福田委員 本当にね、ああいうところこそね、この認定から外すべきだろうと思うんですよ、見直し

をするというのかな。門口かなと思ったの、そうしたら市道だった。ですから、下水道整備した

ときに、いわゆる道路から通常のね、一般道路から 100メートルぐらいずっと道路があるんです

よ。道路というのは、俺、門口かなと思った。それは市道なの。１軒、家がぽつんとある。いわ

ゆる門口的なその独占道路、たくさんあるでしょう、あの辺は。 

建設部長 細かく把握はしていないんですが、そういったところが見受けられるかと思います。ただ、

今度認定されているものを廃止するとなれば、建築基準法の関係で、後々の建てかえとか何かで

いろいろトラブルが生じることも考えられますんで、一概に市道に認定してあるものを、それを

廃道するとか廃止するというのは、なかなかちょっと検討させていただかないと、ケース・バ

イ・ケースですね、それで検討させていただかないと、判断できないという部分があるかと思い

ます。 

   以上です。 

福田委員 ちょっとあれは、俺は問題があると思うんだけれどもね。だって、例えばね、さっきもち

ょっとお話ししましたけれども、下水道整備でも、市道ですから、そこまでというのは全然負担

がかからないんですよ、個人的には。市道ですから。その道路というのはね、その１軒のために

あると、いわゆる通常言う門口ですよ、門。これはね、さかのぼると、本当にこれは古い大正時

代ぐらいのときからのあれかな、あれは。だからね、そういうところの見直しというのは、もう

既に来ているのかなというふうに私は感じてきているんですけれども。ですから、下水道整備す

るときも、個人負担というのはほとんどなくてできている。そういうところが結構あるんだよね。 

土木課長 ちょっと委員さん、後でその場所をぜひご教示いただきたいということと、それから、確

かに使われ方として、そこまで、そこの 100メートルから先に１軒だけあって、そこまでしか、

その人しかいないんで、使われ方としてそこまでなんですけれども、実際には、現地は公図上は

抜けているというケースもあろうかと思うんです。これはケース・バイ・ケースの話になろうか

と思うんで、先ほど部長も答弁しましたが、そういったことで。ケース・バイ・ケースで検討さ

せていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

福田委員 それはね、なぜそういうことを言うかというと、いわゆる何ていうんですか、いろいろ地

域としては問題があるみたいですよ、地域として。その辺を土木課のほうでちょっと調査してい

ただきたいなと思いますね。いろいろ近隣の、あるいは地主との関係とかいろいろあるらしい。
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それは、その道路というのは、いわゆる門口的に使っているやつですから、独占道路みたいな。

だけれども、それが市道ですから、公の道路になっている。そうすると、その道路に対しての地

権者がたくさんいるわけだ。100 メートルあれば相当何人かの地権者いますよね。そういうとこ

ろとのトラブルとかね、いろんな問題が起きているらしいです。後で場所を教えますよ。 

委員長 外に。 

   花島委員。 

花島委員 ２番目の、短縮する件なんですけれども、廃止した部分というのは結局道じゃなくなると

いうことで、それで、グループホームか何かが敷地の一部として使うということですか。そうす

ると、その土地の所有権、所有とか、あるいは貸し借りするのかどうか、その辺をお伺いしたい。 

土木課長 市としては、そこの廃道になった部分は申請者のほうに払い下げを行うと、有償での払い

下げを行うということで考えています。 

委員長 よろしいですか。 

   外になければ、質疑を終結いたします。 

   これより討論に入ります。討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 ないですね。 

   討論を終結いたします。 

   これより議案第 97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 97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、未登記道路整理事業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お願いします。 

土木課長 それでは、常任委員会資料 14ページのほうをお開き願います。 

   未登記道路整理事業についてご説明をさせていただきます。 

   未登記道路整理事業の経緯についてでございますけれども、未登記道路整理事業は、旧瓜連町

の道路拡幅改良事業において、当時買収した道路敷地の分筆や所有権移転登記等の事務処理が行

われず、個人名義のままで残っていた箇所が 183 筆確認され、これについて平成 22 年度から 24

年度の３カ年で 79筆を処理をいたしました。平成 25年度からは、相続や個人抵当権の設定など、

処理が困難になっていた 104筆について、その事務処理を進めてきたところでございます。 

   その未登記道路整理事業の進捗状況でございますが、28 年度末の見込みでございます。未登

記処理対象筆 183筆に対しまして、既に処理を完了いたしました筆数が 154筆、年度別内訳とい

たしましては、平成 22年度から 24年度で 79筆、25年度に 28筆、26年度 14筆、27年度９筆、

28 年度 24 筆、さらに処理見込み筆数として４筆、残る 25 筆、これが処理困難と判断される筆

数でございます。その内訳といたしましては、共同墓地ということで、相続人が多数いるという
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のが２筆、大正時代の共有地で管理者が不明というものが３筆、それから相続人間での問題があ

り、処理が大変難しいというのが 20筆というような状況になってございます。 

   今後の進め方でございますけれども、この未登記道路整理事業につきましては、28 年度末を

もって終了したいというふうに考えております。 

   それから、処理が困難となっている 25 筆につきましては、相続等の問題が解消され次第、順

次処理を進めていきたいと考えております。 

   平成 29 年度以降の予算措置でございますけれども、地権者、相続人等への登記協力者謝礼金

につきましては、用地管理事務費に計上し、委託料については道路改良舗装事業に計上して処理

を進めてまいりたいというふうに考えております。 

   以上でございます。 

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。 

   花島委員。 

花島委員 瓜連町時代の何ですかね、事務処理がちゃんとできていなかったミスの後始末ということ

と理解してよろしいでしょうか。 

土木課長 そのとおりでございます。 

委員長 遠藤委員。 

遠藤委員 これね、当時かなり問題になりましたよね。まだずっと継続してやっていらっしゃったん

ですね、これだけね、大変だなと思いますが。 

   処理困難とされる筆数がまた 25筆あって、処理困難なのが 20筆なんですね。これは、じゃあ、

その予算をとって事業として上げていく、未登記道路整理事業としては、ここで一旦やめるけれ

ども、当然、事務自体はまだ残っているから、それは実質別の事業として予算を計上して、処理

を１個１個やっていくと、そういうふうな今の予算の組み替えというか、そういった整理ですよ

という意味でのご報告なんですね。 

   それはわかりました。どこかで区切りは多分つけるべきなのだろうと思いますが、実際の事務

処理の仕方として、まずこの処理困難というのがどれぐらい処理困難の程度なのかなんですが、

見込みとしては、これどんな感じなんですか。 

土木課長 やはり相続人が、その土地の相続人が大変多いということが大きな課題になっております。

話を聞きますと、その道路に係る分だけだったら理解はしてくれるんですけれども、その人たち

が外にも何筆か持っていまして、そういったものが一緒じゃないと、なかなかご了解を得られな

いというようなことになっているというのが現状でございます。 

遠藤委員 それぞれに関しては、相続人自体はもう特定はされていて、あとはその調整の段階で時間

がかかっているというふうなことでいいんですか。 

土木課長 そのとおりでございます。 

委員長 外に質疑ございませんか。 
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     （なし） 

委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

   執行部は入れかえをお願いします。 

休憩（午前 10時 42分） 

再開（午前 10時 43分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

   都市計画課が出席をしております。 

   那珂市区域指定（案）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。外２名の職員が出席しております。よろしくお願

いします。 

   常任委員会資料の 15ページをお願いいたします。 

   区域指定につきましては、住民説明会等のご意見を踏まえた上で、素案のほうを再整理しまし

て、本日、那珂市区域指定（案）というものと区域指定対象集落（案）についてご説明をしたい

と思います。 

   続きまして、17ページをお開きください。 

   まず最初に、資料１として整理したものでございますけれども、初めにということで、区域指

定とはについての定義等を整備して記載してございます。区域指定とはということと、２番目に

つきましては、区域指定の種別、11 号区域、12 号区域についての説明を加えております。下に

は、関係条文の都市計画法の 34条の 11号、12号に関する法令の抜粋を載せてございます。 

   続きまして、18ページをお願いします。 

   １番、区域指定導入の背景と目的でございます。基本的にここに記載されているものにつきま

しては、以前と変わりがございません。 

   ここの下から２行目になりますけれども、これにより既存集落への居住が容易となり、さらに

は空き家対策になるなど、既存集落の維持・保全、人口減少抑制につながりますということで、

空き家対策になるというようなことをつけ加えてございます。 

   続きまして、２番目、那珂市の人口動態と市街化調整区域の現状でございます。 

   まず最初に、市街化区域と調整区域の人口動態でございますけれども、下の表のとおり、国勢

調査、平成 12 年から平成 22 年、おおむねその 10 年間の人口動態を市街化区域と調整区域にま

とめたものでございます。トータルにつきましては、平成 12 年から平成 22 年、829 人の減少と

なってございますけれども、内訳としましては、市街化区域の人口につきましては 226人プラス

となってございますけれども、市街化調整区域の人口というのは 1,055 人ということで、3.1％

減少してございます。このことが今後さらに市街化調整区域における人口減少が強まるというこ

とが想定されております。 
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   また、集落機能の維持が困難となっている既存集落の増加です。市街化調整区域におきまして

は、人口減少、少子高齢化が市街化区域と比較して進行している結果、集落コミュニティを維持

することが困難な集落が増加しているということが言えるかと思います。 

   こういった状況を踏まえまして、続きまして 19ページになります。 

   区域指定の導入の方針でございます。 

   （１）区域指定導入のポイントとしましては、以前にお示ししたとおりですけれども、最終的

には区域指定導入後の都市のあり方、コンパクトシティの形成を見据えた上で、この区域指定を

行うものとしますということになります。 

   そういったポイントを踏まえた区域指定導入の方針でございます。 

   下から６行目になっていますけれども、11 号区域、12 号区域ございますが、本市においては、

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の維持・保全を図るた

め、市街化を促進するおそれがない 12号区域に限り、区域指定を行いますということです。 

   続きまして、20ページをお願いいたします。 

   その方針を踏まえまして、12 号区域の基本方針、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、施設インフラの有効活用、この３つの基本方針のもとに

12号区域を定めてございます。 

   本日追加したのが４番のフォローアップの方針でございます。区域指定導入後、フォローアッ

プしていくために次に掲げるフォローアップというのを行っていくという形になります。 

   まず最初に 34条 11号区域の指定についてでございます。ここにつきましては、基本的には、

11 号区域の指定につきましては、今後の社会情勢の変化等を的確に捉えつつ、コンパクトシテ

ィの形成を踏まえた上で導入の方向性を検討します。具体的には、国勢調査や都市計画基礎調査

等により、人口動態や土地利用状況を踏まえた中で検討するということにしております。 

   続きまして、12号区域の指定の見直しについてでございます。 

   指定対象となる既存集落を定める要件として、人口が減少していることとしておりますので、

今回区域指定の要件を満たさなかった既存集落の追加指定につきましては、やはり今後の国勢調

査等の人口動態を考慮した上で行うものとしてございます。 

   続きまして、21ページのほうをごらんください。 

   住民説明会等でいろいろなデータ、意見等をまとめたものでございます。特に区域指定内の今

後の道路整備等について整理をしてございます。 

   基本的には、区域指定内の主要な道路、車道幅員 5.5メートル以上の道路というのは、適宜廃

止されているところでございますけれども、集落内にはまだ４メートル未満の狭あい道路という

のも現実にはいろいろと存在してございます。この区域指定内に存ずる狭あい道路につきまして

は、区域指定後に市が優先して拡幅整備をするというものではございませんけれども、道路の利

用状況及び周辺の道路状況等により、車両の通行上等の支障がある場合につきましては、地区住

民の道路拡幅等の要望を踏まえた上で、地域の実情に応じて整備をすることとしております。 
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   また、同じように排水区域内の排水施設等の整備でございます。基本的には、まだ公共下水道

等の排水施設が整備されている区域というのは限られてございます。今後、公共下水道等の未整

備地区につきましては、下水道の整備計画に基づき、順次整備を行っていくという形で考えてご

ざいます。 

   続きまして、22ページをお開きください。 

   ５番、区域指定の基準と指定要件についてでございます。この指定基準と指定要件につきまし

ては、今までどおりの内容を表にしたものでございます。お読み取りをいただきたいと思います。 

   ６番、指定区域内における建築物の要件でございますけれども、ここの中でも基本的には建て

られる建築物等のところは１戸建て住宅、または延べ床面積 200平米以下の事務所、または作業

所ということで、共同住宅や長屋等については除いてございます。 

   新たに追加したところと申しますのは、その下の開発面積の規模でございます。開発区域の面

積につきましては、5,000平米以下という形で考えてございます。 

   ここで 5,000平米以下と上限をつけたところでございますけれども、市街化調整区域内におけ

る区域指定という形になりますんで、基本的には積極的に宅地分譲を認めるというものではござ

いませんけれども、人口減少への歯どめや既存集落の維持保全等を目的として、比較的小規模な

宅地開発である 5,000平米未満、以下のものについて容認するということにしたものでございま

す。 

   続きまして、敷地面積の規模でございます。300 平米以上という形になってございますが、そ

の下に米印で、１戸建ての住宅の場合につきましては 300平米以上から 500平米以下という形で、

同じく 500平米以下という形で制限を設けてございます。この制限の内容につきましては、現行

の開発基準、既存集落の要件、または転用できる、農地転用の条件が 500平米という制限が加わ

ってございますので、基本的には区域指定をしている区域、または指定されていない指定区域外

の同じような条件というのに整合させた上で、500 平米以下という形で上限を設けているところ

でございます。 

   建蔽率、容積率等については変わりございません。同じく、最高高さについても変わりござい

ません。 

   続きまして、資料２のほうの区域指定対象集落についてご説明したいと思います。 

   24ページをお開きください。 

   まず最初に、資料の訂正をお願いしたいと思うんですが、12‐７、戸地区のところの区域面積

というのが一番右側に今「61 ヘクタール」という形になってございますけれども、１ヘクター

ル少なく「60 ヘクタール」の間違いという形になります。結果、14 集落の合計面積が「591」か

ら「590」という形になってございます。修正のほうをお願いしたいと思います。 

   まず指定対象集落の総括表という形で、今回指定するところをまとめたものでございます。 

   一番左、集落番号でございますけれども、12‐２から 12‐14 という形で番号をつけてござい

ます。最初の頭の 12 というのは、12 号区域ということで 12 というのをつけてございます。そ
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れから連番で１番から 14地区まで番号をつけたところでございます。 

   続いて、集落名については、記載のとおりでございます。 

   その次に区分というのがございます。この区分につきましては、県の基準等に踏まえまして、

集落の形態別に名称をつけてございます。 

   沿道型集落と申しますのは、国県道のような幹線道路に面して発達している集落という形で整

理したところは沿道型集落という形になります。 

   もう一つ、独立型集落というのがございまして、農振農用地区域に囲まれている地形、地物等

の状況により、集落が拡大するおそれがない既存集落、それを独立型集落と定義づけて区分して

ございます。 

   それと、大字と区域、その地区ごとの区域面積が一番右側でございます。合計しますと 14 地

区の 590ヘクタールになります。 

   続きまして、指定対象集落の区域図、別に本日お渡しした資料のほうをごらんいただきたいと

思います。 

   まず最初に、Ａ３判の全体図がついてございます。これも図面の説明をいたしますと、ピンク

で染まっているのが市街化区域、それから１キロ圏内を示すのが、市街化区域から１キロ圏内で

示しているのがピンクのラインで入ってございます。今回、12 号区域ですので、その区域から

外れた、越えた区域について指定集落をするわけでございますけれども、その対象集落というの

が緑色で染まっているところが指定対象集落という形になります。その図の一番左側のほうに、

同じく、先ほども説明した総括表というのがついてございます。 

   それでは、個別ごとにご説明したいと思います。 

   次のページをお開きください。 

   12‐１、静地区でございます。静地区につきましては、沿道型集落であって、面積は 18 ヘク

タールでございます。これは素案でお示ししたとおり、特に変更はございません。 

   続きまして、次のページになります。 

   12‐２、門部地区でございます。門部地区につきましても沿道型集落という形の区分で、面積

につきましては約 29ヘクタールでございます。ここの区域も区域の変更は特にございません。 

   続きまして、12‐３、南酒出地区でございます。集落区分は沿道型集落という形で、面積は

36ヘクタールでございます。ここも素案のとおりで、変更はございません。 

   続きまして、12‐４、額田地区でございます。ここも集落区分は沿道型集落で、面積は 95 ヘ

クタールでございます。ここの区域も素案と変更ございません。 

   続きまして、12‐５、四堰地区でございます。集落区分は、農振農用地等に囲まれております

ので、独立型集落という集落の区分になります。区域面積は 22 ヘクタールでございます。なお、

区域どりについても変更はございません。 

   続きまして、12‐６、加納・海後地区でございます。ここは四堰地区と同じ集落区分は独立型

集落という形になります。面積につきましては 27 ヘクタールでございます。この加納・海後地
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区につきましては、素案のその後、現地踏査後、海後地区の西側の斜面地及び加納地区の共同墓

地が同じく西側のところにありましたので、そういった該当する土地の区域を除外しました。結

果 27ヘクタールという形になってございます。 

   続きまして、12‐７、戸地区でございます。集落区分は沿道型集落で、区域面積が 60 ヘクタ

ールでございます。ここの戸地区につきましても、現地踏査後、区域南部の縁辺街区及び北東区

に位置している市道に面した街区について再度検証したところ、基準である宅地率 30％を満た

した集落があったことから、改めて区域に加えたところがございます。また、区域内の農振農用

地に該当する土地があるかどうか再確認したところ、南側のところに農振農用地が該当する土地

が含まれていたため、区域から除いたものでございます。その結果、若干区域どりが変わってご

ざいます。 

   続きまして、12‐８、鴻巣地区でございます。集落区分につきましては、沿道型集落という形

の区分で、区域面積は 39 ヘクタールでございます。ここにつきましても素案のとおり変更は特

にございません。 

   続きまして、12‐９、飯田地区でございます。集落区分は沿道型集落、面積は 64 ヘクタール

でございます。この飯田地区につきましては、現地踏査後、区域北部、区域のですね、118 号の

旧道沿いに面しているところがございまして、北側からたつみやさんのところから入っていった

旧道の部分なんですけれども、そこの街区等について再検証した結果、旧道から東側 50 メート

ル以内の土地を改めて区域に加えたもので、若干区域どりが変わってございます。最終的な区域

どりをやった面積が 64ヘクタールという形でございます。 

   続きまして、12‐10 豊喰地区でございます。豊喰地区につきましても、集落区分は沿道型集

落で、面積が 25ヘクタールでございます。この地区につきましても特に変更はございません。 

   続きまして、12‐11、西木倉地区でございます。集落区分は沿道型集落で、面積は 33 ヘクタ

ールでございます。ここも変更はございません。 

   続きまして、12‐12、東木倉地区でございます。集落区分につきましては沿道型集落で、面積

につきましては 26ヘクタールになります。この地区も区域どりに変更はございません。 

   続きまして、12‐13、中台地区になります。集落区分は沿道型集落で、面積は約 89 ヘクター

ルでございます。ここの区域も素案のとおり区域どりの変更等はございません。 

   最後に 12‐14、中台・津田地区でございます。集落区分は沿道型集落で、面積が 27 ヘクター

ルという形でございます。ここの地区につきましては、現地踏査後、区域南側の部分の街区につ

いて再度検証したところ、国道 349 号から東側 50 メートル以内の土地を改めて区域に少し加え

たところがございます。そういった関係上、区域どりが地区の南側のところでちょっとふえてご

ざいます。最終的な区域の面積が 27ヘクタールという形になってございます。 

   続きまして、常任委員会資料の 15ページのほうにちょっとお戻りいただきたいと思います。 

   今後のスケジュールでございます。 

   本日の常任委員会のほうのご審議の後に、年明け１月５日から２月６日、約１カ月間、ここの
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区域指定の案と指定対象集落の案についているパブリックコメントというのを実施したいと考え

てございます。また、そのパブリックコメント実施期間中に、本日お示ししております区域指定

（案）に関する住民説明会等を開催したいと考えてございまして、年明け１月 22 日日曜日、午

前と午後に分かれまして、午前 10 時からは中央公民館、午後２時から総合センターらぽーるの

ほうでこの案の説明会を説明していきたいと考えてございます。 

   区域指定の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 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。 

   花島委員。 

花島委員 余り変わらないというか、１つは、質問なんですけれども、200 平方メートルから 500 平

方メートルまでという敷地面積の規模なんですが、これというのはどういうことなんですかね。

要するに 300平方メートル以上にしろというのは、狭いところにぎじぎじたくさんつくられては

困るのでというのはわかるんですけれども、500 平方メートルというのは 200 坪にもならないで

すよね。その広い郊外でゆったり住むということを好む人を私はイメージしているんで、それに

対して、何でこういう上限を設けるのかがよくわからないんですけれども。まずこれをお伺いし

たいですね。 

都市計画課長 お答えします。 

   ここの 500 平米上限を設けた理由でございますけれども、現行の宅地開発の許可のほうが約

500 平米、特に農地転用が伴う場合については、転用の許可というのが 500 平米という一つの基

準がございます。それで今回区域指定した区域と区域指定されないその他の集落等につきまして

も、やはりその住宅規模とすれば、500 平米、150 坪でございますので、そこの基本的には考え

方とか、宅地規模等についてもバランスをとったということで、上限を 500平米という形で設定

してございます。 

花島委員 そうすると、例えば既に家があって、農家があって、そこに住む、引き継ぐ人がいなくて、

それでそれを例えば買って移り住むときに、家を壊して新しく建て直すというときに、その敷地

が 500平方メートル以上だったらだめなんですか。 

都市計画課長 既に前から宅地として使っているところの建てかえ等につきましては、場合によって

は開発許可というのが不要になってございますので、その場合についての開発許可の条件として、

新たに宅地化する場合のその条件としての宅地規模の上限を設けたという形になってございます

ので、現行の宅地が 500平米超えている場合も確かに現在ありますけれども、そういったものに

ついては特に開発許可というのが不要という形になってございますので、特に問題はないかとい

うふうに考えております。 

花島委員 それだったら、開発許可の上限というふうに、制限というふうにはっきり明記してくれな

いと困りますね。 

   この中にも空き家対策という話がありまして、これについては、別の議論もあるんですけれど
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も、まさに空き家になって、あるいはなりつつあるところで、そこに新たに農業に関係ない人が

来るというときを考えたら、やっぱり簡単にその 500平方メートルを超えると思うんです。 

   それと、次の話になるんですけれども、空き家対策といいますけれどもね、結局我々の地区で

多分いろいろ問題になってくるのは、額田地区に限っていえば、額田地区に６つの区がある、地

区というのかな、あれは何ていうんだ、区があるんですよね。それで、既存集落の維持というの

は、額田地区としての人口維持というよりは、その６つある各区の社会環境の維持というのは大

事なんでね。これは前々から言っていることなんですけれども、県の基準に沿って線引きをして

いるというんですが、ちょっと何か違うんじゃないかなと、本来の目的から。 

   どうも発想が町の開発みたいな雰囲気になっているんですよね。要するに菅谷地区のじゃなく

て、外のところに住むなら周辺地区が人口減少するから、じゃあ、そのあちこちの地区にぽつぽ

つとミニ菅谷をつくりましょうみたいな話になっているように思うんです。 

   だから、例えば昔あった既存宅地制度みたいなものを廃止されてしまったわけですけれども、

廃止されたものを補うような形も考えていただきたいと前々から思っているんですが、その辺は

どうなんですかね。全然考え直してくれないんですけれども。 

都市計画課長 今回区域指定導入するところにつきましては、やはり既存集落、今ある集落が人口社

会の中で減っていってしまっては、その集落機能というのが保てないということになりますので、

基本的には今現在に形成されている集落、特に今回指定する集落についての環境を維持・保全し

ましょうということになります。基本的には、そういった形で既存集落の維持・保全というのを

目的としてございますので、考え方としまして、新たに集落をつくるという感じで今回指定する

ものではちょっとございませんので、その辺はご理解いただきたいと思います。 

   また、先ほど言った既存宅地制度が廃止になって、この代替としてもこの区域指定等導入され

てございますけれども、そういった意味でこの 12 号区域指定の中に限っては、誰でも、今のと

ころ現行では人的要件があって、合致した人しかつくれないわけですけれども、今回指定区域に

つきましては、そういった人的要件等が外れますので、誰でもつくることができるという形にな

りますので、ある意味、既存宅地の廃止に伴って生まれた制度という形で、今回導入するという

形になってございます。 

   すみません、ちょっと説明が抜けましたけれども、空き家対策にもなるという形で先ほどご説

明したところでございますけれども、その理由としまして、人的要件で建てた、開発されて建て

たところがですね、今回例えば空き家になってしまったといった場合について、そこの宅地につ

いての増改築等につきましては、新たな人が買った場合については基本的にできないという形に

なりますけれども、今回区域指定を行うことによって、人的要件が外れることから、空き家にな

った家を取得して増改築等も可能になるという形が考えられますので、そういった意味で空き家

対策になるというような形で記載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 空き家対策にならないとは言っていないんですよね。だから、それはこの区域指定された
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中だけでしょう、空き家対策になるのはね。それで、既存集落の維持と言いますけれどもね、集

落は、額田地区が集落じゃないですよ。要するに額田地区で全体でいえば、私の６区でいえば、

森戸があり、天神があり、畑中がありと、それぞれ一定の集落みたいになっているわけですよ。

そこの人口減少対策には全然なっていないという気がします。 

   ちょっとね、考え方が違うと思うのは、要するに町的なものじゃなくて今は生活していけるん

ですよね。物流だの、交通の便だのありますから、何ていうかな、特にしっかりした便利な場所、

空間がなくても、結構生活できるんですよ。かなめなのは、やっぱり学校とか、頻繁に動けない

お年寄り、子供に対する設備は非常に大事ですけれども。大人は、広い範囲に散らばっていたっ

て普通にやっていけるんで、その辺でちょっと考え方が私と違いますね。 

   ただ、何もやらないよりは、この区域指定を入れるということについては、私は積極的に進め

ていきたいと思っているんですが。 

   以上です。 

委員長 部長。 

建設部長 すみません、私のほうからちょっとお話ししたいんですが、そもそもこの区域指定という

のは、22 ページにありますように、その地区内に５メートル 50 以上の道路があることとか、そ

この街区の宅地化率が 30％以上あるとか、人口の減少をしている地区に、そういった該当する

ところにこの区域指定制度を当てはめることができるということなんで、花島委員さんが言って

いるようなところにたまたま該当できないと。基本的なこういった基準、要件を満たすところじ

ゃないと、この区域指定制度が取り入れられないという制度でございます。 

   こういった制度を取り入れることによって、多少の人口減少の抑制効果は得られるだろうとい

うことで、こういった制度を取り入れましょうというのが今の考えでございます。 

   以上です。 

委員長 ちょっと、暫時休憩したいと思います。11時 20分まで休憩いたします。 

   訂正いたします。11時 25分再開といたします。 

   じゃあ、暫時休憩します。 

休憩（午前 11時 13分） 

再開（午前 11時 25分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

   先ほど質疑の途中ということでしたんで、その後、質疑ございますか。 

   花島委員。 

花島委員 じゃあ、一言だけ。 

   たびたび、何度も同じようなことを言っているんですけれども、周辺地域の活性化というか、

人口減少対策として、一定の価値は認めるので、ですけれども、やはり私が掲げているのは、周

辺地域に小さなこう何ていうんだろう、ミニ町をね、ミニ菅谷をつくるということじゃなくて、

散らばった場所でも多くの人が住んでいけるようにしたいと思っているので、その点では今回の
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案は、一歩前進ではあるけれども、不十分だなと思っています。国の法律とか県のガイドライン

とかいろいろ制約があると思うんですが、目いっぱい頑張って、広い範囲でやっていただきたい

と思います。 

   それから、今回のやつで少しちゃんと書かれるようになったんですけれども、入ってくる人に

対してそもそもそういう場所であると、つまり周辺の農業とかね、やっている人が新たにそこへ

人がつくことによってやりづらくなるようなことがあってはいけないのでね。そういう点を大事

なこととしてわかるようにしてほしい。例えば開発業者で物を売るときに重要事項説明というの

がありますよね。そういう中に、ちゃんとしたそういう制約があるんだということを加えるとか、

そういうのをしっかり、指導になるんだか何だかわかりませんが、お願いしたいと思っています。 

   以上。 

委員長 外にございませんか。 

   遠藤委員。 

遠藤委員 何回もご説明をいただいておりまして、ありがとうございます。それで、さまざまに質疑

をさせていただきましたけれども、答弁の内容がもうどうもなかなか納得ができないことが多い

のでございますね。市民の皆さんの反応からしましても、この制度なかなかそもそもちょっとわ

かりづらい制度ですので、説明会の中でもほとんどの方がなかなか理解ができない状態だったと

いうふうには思っております。 

   それであと、ただ私、そもそもこの、当然那珂市の人口をふやしていく、もしくはその中で、

この調整区域の既存集落を維持していくということは大事だと思っております。なので、この制

度自体、今、花島委員おっしゃいました、一定の成果はあるであろうというふうに私も思っては

いるんです。ただ、これを制度として入れるに当たって、当然制度が運用されれば、開始されれ

ば、こういったことも想定されるであろうということで、それがメリット、デメリットというこ

とになるのかもしれませんが、こういったことに関してはどうなるんでしょうかということを制

度が始まる前にしっかり議論をして整理をしていかなければいけないと思うもんですから、いろ

いろと今までもお話をさせていただいているわけですが、今回もちょっと、まだまだ今まで質疑

した内容で納得いく回答というのは余りないんです。 

   ただ、余り繰り返してもあれだと思うもんですから、ただちょっと今回改めて、市内の公共下

水が入っているところと農業集落排水が入っているところの地図をちょっと個人的にいただいた

ので、それを見て、改めてこの 12号の区域の地図を見てみると、そもそもこの 22ページにある

区域指定基準の中に、これは最初からお話いただいていますが、新たな公共投資を要しない区域

を指定するんだという話なんですよね。ただ、それはどうもちょっと私はよく理解できないんで

すけれども、新たな公共投資を要する地域、区域はむしろたくさんあるんですよね。たくさんあ

るんですよ。例えばこの 12‐１の静地区を下水の観点からすると、公共下水も農集も入ってい

ないですよね。それをこれから入れていくというふうなことになるんですよね。その 12‐２の

門部もそう、入っていないんですよ。 
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     （「入っております」と呼ぶ声あり） 

遠藤委員 あれ、この地図に落ちていないな。失礼しました。 

   酒出はどうなんですか。 

     （「農業集落排水、現在整備中」と呼ぶ声あり） 

遠藤委員 整備中ですね。地図には全然載っていない。 

     （「まだ二、三年かかるから」と呼ぶ声あり） 

遠藤委員 結局そこなんですね、言いたいのは、これというのは例えば段階で整備していくことはで

きないのかなと思うんです。つまりとにかく指定をする基準に新たな公共投資を要しない区域と

書いてあるんですよ。だから、今この中で入っている地域はこれに該当しますよね。四堰だって

入っていないですよね。だから、そもそもこの対象となる区域の新たな公共投資を要しない区域

なのかどうか、計画はわかりますよ、計画はそれぞれにそれなりに、一応１期整備、２期整備、

３期整備なんていうことで色分けをしてこうありますけれども、ぱっと見た限り、この 12 号区

域の中で公共下水なり農集が入っている区域というのは、鴻巣とあと西木倉、あと本米崎ぐらい

なのではないかと思っているんですが、これに関してどうですか。 

都市計画課長 お答えします。 

   今回区域指定するエリアの中で、下水道もですが、供用されている区域が 509ヘクタールのう

ち 126 ヘクタールございます。また、下水道の計画されている区域というのは、331 ヘクタール

でまだ未整備という形になります。また、農業集落排水等は 97 ヘクタールが区域の中に整備さ

れていて、南酒出地区のように、農業集落排水で計画されているところが 36 ヘクタール、ここ

につきましては平成 32 年ごろ供用開始を予定しているということになります。現在ですね、農

業集落排水とか公共下水道の整備につきましては、大体 38％が整備されているという状況にな

ります。 

   今後も基本的には新たな公共投資を要しないという形の定義づけでございますが、これは既設

の道路やその排水施設などの既存の公共施設を活用し得る範囲で、集落において今回指定すると

いう意味でございまして、区域指定をしたからといって、優先的に例えば、ちょっとフォローア

ップの方針でも申しましたけれども、その地区を指定したから優先的に道路等を整備等するとい

うことではないという形になります。今後、道路につきましては、地元の要望等を踏まえた中で、

土木課で預かっているような基準に合致したところにつきましては整備をいたしますし、公共下

水道につきましても、順次公共下水道の整備計画に基づいて、そのまだ未整備のところについて

も整備をしていくという形で考えているところでございます。 

遠藤委員 前回も 38％は公共下水と農集が入っているという話でしたが、ですから、その指定基準、

新たな公共投資を要しない区域を指定するのであれば、そこをまず指定すればいいのではないか

という素朴な疑問なんですね。つまり残りの 62％は新たな公共投資を要する区域ですよね。そ

れは計画とかはあるのはわかりますし、別にこれを反対しているんじゃなくて、じゃあ、何で今

すぐやらなければいけないのかという話なんです、逆に言うと。計画があるんであれば、もっと



－23－ 

整備をしてからとか、もしくは早くやりたければ、そのやれているところからまず門戸を開いて

いくとかいう考えがあるんじゃないかと思うんですけれども。そこらというのはどうなんですか。 

都市計画課長 指定要件のほうで、排水要件の中で、基本的には公共下水道や集落排水のように放流

できるのはもとより、合併浄化槽についても認めているという形になります。これは、基本的に

は区域指定の中で、現行の中でも合併浄化槽で建てている場合についても認めてございますので、

区域指定をするに当たって、そういった下水道等の整備をしていないところとしているところ、

区域を仮に絞った場合には、現行の既存集落の要件でつくる場合についても、合併浄化槽につい

ても認められているところを考えますと、指定要件の中で下水道等の整備が完了している地域と

いう形で具体的にやってしまうと、その辺でバランスがとれなくなってしまうのかなということ

で、基本的には、排水施設要件については、下水道を適宜放流できること、処理できることとい

う形にしてございますので、特にそこの中では合併浄化槽等による処理というのも認めている関

係上、下水道が整備されていない、まだ今後予定のところについても加わっているという形にな

ってございます。 

遠藤委員 その今回、そもそも区域指定は地元の方、いわゆる出身要件のある方は関係ないわけです

よね、今でも建てられるわけですからね。だから、外から来られた方、例えばよく課長も説明会

で答弁されていたように、東京のほうから田舎暮らししたいなみたいな方を想定されているよう

ですけれども、そういう方がこの 12 号区域の中に移り住んでこられて、班に入るとかね、例え

ばいろんな農業環境の中で順応できるかどうか、これはまたちょっと別の話ですけれども。そう

いったところでいろんな方が移り住んでこられることによって人口が少しふえて、それで既存集

落を守るという考えになるわけですよね。 

   ちょっとごめんなさい、そこだけまず確認したいのは、今までもちょっと少しこう差があるん

ですけれども。これ人口をふやすための政策として私は考えようと思うわけですが、よく、ただ

答弁としては、既存集落を守るため。ただ、既存集落というのは、このままでいくと減っていく

傾向にあるから、きょうはその数字も出していただきましたけれども、減っていく傾向にあるか

ら、そこに新しい人が入ることによって人口がふえるので、既存集落を守るということにつなが

ると思うんですね。だから、それを私はイコールだと思って、これは人口増の政策だと思ってい

るんですけれ度も、そこは違うんですか。 

都市計画課長 お答えします。 

   区域指定制度というのは、そもそも制度ができたときの趣旨としましては、既存宅地制度の廃

止に伴って、その代替制度として設けられた制度でございます。その当時、既存宅地制度の欠点

であった無秩序な建築物の立地の可能性の是正と、郊外部を中心とした、またゆとりのある居住

環境を可能にするということをこの区域指定の目的としているところでございます。 

   その区域指定導入後のメリットとしましては、人口が減少している集落の過疎化対策の一環に

なるというような形で考えているところでございます。 

遠藤委員 どうも言葉遊びみたいになってしまっている。人口増のための政策なんですよね、これは。
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違いますか。 

委員長 執行部。 

   部長どうですか。 

建設部長 はっきり、人口増が見込めればいいなという程度ですよね。なぜかといいますと、線引き

による市街化区域の編入みたいですと、当然宅地造成が先に立つような形になります。本来の人

口減少対策というのは、この区域指定だけじゃなくて、市街地の整備とか環境整備とか、子育て

支援とか、そういったものを充実することによって、新たにふえていただきたいというのが人口

減少対策だと思うんですが。この区域指定制度というのは、あくまでも調整区域のどんどん人口

が減少している中で、本来であれば属人制というのがあるんですが、それを取っ払った形、エリ

アに限定して誰でも住むことができるということで、ひいては人口減少の抑制ですね。人口増ま

での対策とは言えないかと思います。 

   以上です。 

遠藤委員 どうしてもちょっとそこが食い違いますね。人口が減るのを抑制するには、人口を入れな

ければいけないんですよ。人口を増させなければいけないんで、その結果が抑制されるというこ

とですから。これは人口増の政策だと私は思っているんですけれども、そこらがちょっとどうし

てもこの食い違いますね。 

   私なんか思うのは、やっぱり人口増であれば、ちょっと 12 号区域に関していうと、多々外の

市町村の実例を見ると、これをばんと入れたことによって、どんと人口上がっているかというと、

得てしてそうでもないとするのであれば、それほど大きな効果が実はないのかもしれないけれど

も、ただ、部分部分によっては、まだ未整備のところに門戸を開くわけですから、全体的な人口

はそんなにふえなくても、今まで以上の持ち出しは結構していかなくてはいけないというふうな

可能性がある政策ですよね。 

   だから、ちょっとそういう危険性があるんじゃないですかという話をずっとしているんです、

ずっとしているんですよ。意外と、実はそんなにこの 12 号区域に関しては人口はふえないかも

しれないという、どうしてもそういうテイストなので、それでもこれを門戸を広げれば誰でも住

めるようになるわけだから。でも、下水が整備されていないんだから、どんどん整備してくれよ

とあちこちからあちこちから、そういう声がもう出てくるようになりませんかと。それは行政と

してはちょっと困りますよねという、そういう心配を私はしているんですが、それに関してはど

うなんですか。 

委員長 花島委員。 

花島委員 ちょっとですね、執行部が答える前に私の意見を言わせてもらうと、まずね、新たな整備

を要しないという言い方は、しませんということを言っているんですよね、このためにね。そう

なんじゃないですか。下水道だって、特別排水の処理ができないという環境、例えば浸透させよ

うにも地下水位がめちゃくちゃ高いとか、そういう場所だったら何か浸透処理なんかもできない

かもしれないけれども、大概はできるというふうに考えるので、何ていうかな、区域指定をする
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からといって、新たな今までの計画以外に特別に何かを整備することはしませんと言っているこ

とだと私は思っているんです。 

   それから、人口増に対する考え方なんですけれども、わあっとふえるということを期待しては

いないんですよね。だから、とにかくまさにぽつぽつと減っていくところをぽつぽつとふやせれ

ばいいというふうに思って、だから差し引きゼロか、微増か微減かという、そのあたりであって、

ばあっとふえるということは、そもそも期待していないと思うんです。 

   だから、何ていうかな、この割り切りというんですかね。それこそ大規模な宅地開発とか、あ

るいは小さな小規模な宅地開発がたくさんポチポチやることを期待してはいけないと思っている

んです。それをやってしまうと、農業環境維持ということも難しくなってしまう。さっき言いま

した、いろいろここはこういう場所ですよというふうにわかってもらって入ってもらうにしても、

それにしても余りにも多くのミニ団地みたいなやつがポチポチできてしまえば、余計な圧力にな

りますよね。 

   道路とか下水道については、人がふえた結果として、最終的には要望が出てくるということは

あると思いますけれども、そこまではいかないということを期待しています。 

   以上。 

委員長 執行部、遠藤委員と、それから花島委員の発言に対する回答ですね、お願いします。 

   部長。 

建設部長 この区域指定されるエリアですが、何度も言っているように、道路の一部がですね、主要

な道路が５メートル 50 以上の道路がありまして、連担があって、その街区単位でもって４メー

トル等の道路が配置されているというような条件でもって指定します。それで、その指定された

エリアに、委員さんが言うように、家の建築が可能なところはふえてくると思います。ですが、

基本的には基準法上も、生活上もですね、指定の状態のままで家等が建てられて住むことができ

るというような条件のもとに指定をしております。 

   それで、結果的に、そこの仮に道路を入れれば、道路を使う人が多くなれば、地元の要望とし

て、現在よりもっと広いというような要望が上がるかと思うんですが、その整備方針については、

先ほどのフォローアップ方針で示したように、地元の方からのそういった整備要望を受けて、整

備していくという考えでおります。 

   それと、花島委員さんが言ったように、基本的になかなか早急に指定したから、条件によって

ですね、条件のいいところはふえると思うんですが、ふえるということは、やっぱり新たな方が

住む場合に条件のいいところ選択して家を建てると。ただ、その現況の中で生活できるような建

築がされるのかなと思います。 

   以上です。 

委員長 福田委員。 

福田委員 集落番号の 12‐13、この中台地区。この地区のいわゆる県道那珂湊那珂線から北側、こ

この地域でね、今言ったいわゆる道路の幅員が４メートル以上、あるいは排水設備、これ相当な
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投資が必要じゃないですか、この地域は。まず道路が狭い、狭あい道路。４メートル以上の道路、

ここにはないと思うんだよね、私の知っている範囲では。それとね、排水設備が全くない、いわ

ゆる合併浄化槽は使えない、排水設備がないですから。浸透式、これしか使えない。そうすると、

新たな設備投資をしないでやっていくといった場合には、この地域というのは果たしてこれ、こ

の指定にされて、どうなっていくのかな。 

委員長 部長。 

建設部長 おっしゃるように道路の整備がおくれている部分もございます。それと側溝等もほとんど

ないような状況かと思います。ただ、この基準の中では、全てが合併浄化槽に処理した水を側溝

放流にしなければだめですよというような、今の基準はございません。それで、確かに浸透しづ

らいような地形のところもあるかと思います。それは現行の許可、区域指定の要件でつくる方以

外の、今現行で都市計画の許可を持っている方も、合併浄化槽による発散施設でもって建築許可

が得られていますので、そういった面で新たな公共投資を要しないという意味は、道路をすぐ整

備しなければならないとか、下水道を入れなければならないという意味じゃなくて、道路側溝が

なくても発散施設でもって現行で許可はおりていますんで、対応していると。下水道についても

ですね、多分整備計画、かなり遅くなると思うんですが、合併浄化槽での発散処理ができるんじ

ゃないか。あと、道路についても現行の道路の中で、道路幅員が４メートル以上は縁辺にござい

ますんで、それで指定基準に合ったエリアがこれは示しているところです。 

  以上です。 

福田委員 その発散できる場所じゃないんだよ、ここは。発散できなくているの。浸透も詰まってし

まってもうどうにもならない、そういう人が大半なんだよね。これは行政としても把握している

と思うの。そこをこの区域指定にしてね、果たしてどうなのかという、そういう疑問があるから、

私は質問をするんであって。むしろ区域指定というのは、ある程度のライフラインが整備されて

いる、そういうところに対しての区域指定ということであれば、これはまた考え方が違うと思う

んですよ。全くこの条件の悪いところ、そういうところを指定して、果たしてこれが結果的にど

うなってくるのかな、問題点がふえるだけかな、そういう心配をするから、我々これ質問をして

いるんであって。何かこう、せっかくね、頭をひねって努力をしていることに対しては評価はし

ますけれども、問題が余りにもある地域が指定されているというところに我々はいろいろと心配

をするわけ。 

   ですからね、知っている範囲では、私はこの中台地区のこの辺は、地形的にすり鉢なんです。

ちょうどこう低くなっている。ですから、今現在これは排水設備全くないよね、この地域。この

県道から北側。道路も４メートル以上の道路一本もないでしょう、ここは。ちょうどこれは真ん

中にちょっとこう空き地があるのは、これグラウンドだろう。グラウンドよりね、ちょっと左側、

この辺が一番ひどいみたいですよ。地形的にも悪い。 

   ですからね、ここを指定区域にして、さあ、じゃあ、排水はどうするのかといったら、これは

ポンプアップしかないですよ、ここ。残念ながら道路は狭あい道路ばかり。ここおそらく４メー
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トル以上の道路というのは一本もないように私は見ているんだけれども。４メートル以上の道路

はあるかな、ここに。おそらくないと思うんですよ。 

   ですから、新たな公共設備投資をしなくても、しないんだよということであればだよ、ここな

んかというのは、全く当てはまらないのかなと思います。 

建設部長 道路で言いますと、例えばこの後背、後ろのところに今１間道路があるんですが、その４

メートルにしてくれれば区域に入るんですよというような意味であって、それを４メートルの道

路をつくらないでも、現行の中でそういった道路が街区の中で回っている部分をこういった区域

指定に入れております。 

   それとですね、新たな公共投資が必要のないという意味で、道路整備、公共とか集排とか、整

備された地区だけを入れるのは、それは理想なんですが、ただ、今調整区域での開発許可、要件

で認められている排水要件ですね、合併浄化槽の放流、もしくは発散とか、そういったものが認

められていますんで、そういったバランスを考えて、場所によっては浸透しないような場所もあ

るかと思うんですが、個々になかなか把握できない部分もございます。それで、現行の都市計画

法上で許可されている排水要件を満たしているものに限って今回入れているということです。理

想でいえば、下水についても整備されたところがいいんですが、なにぶんに那珂市は市域全体で

公共下水道の整備がおくれていますんで、そういった中で、差別化したんではまずいんじゃない

かなということで、現行法上での許可されている要件の部分を取り入れて指定したということで

す。 

   以上です。 

委員長 遠藤委員。 

遠藤委員 であればね、理想を言えばじゃないの。私たちが言っているのは、ここの 22 ページに書

いてある指定基準について言っているの。だから、その指定基準を現状に合わせて変えればいい

じゃないですか、那珂仕様に。私たちはこれを見て、新たな公共投資を要しない区域と書いてあ

るんだけれども、本当にそうかという観点で見ると、新たに要する地域が多いから言っているん

ですよ。だから、ここが書き方がおかしいんだよ。 

   だから、わかりますよ、部長がおっしゃるその許可基準に整合性とります。じゃあ、そういう

ふうな書き方をしてくれればまだわかるんだけれども、これ私たちが市民の方に説明できないの、

このままだと。新たな公共投資を要しない区域で指定しているんですよと説明を私たちも市民に

しなければいけないわけです。そのときに、え、本当に議員さんそうですか、ここそうですよあ

あですよという声がきっとあると思う。そういうときに、いやまたという、そういうことになる

から、これは非常にわかりづらい。この文言どおりに私たちは聞いているんですよ。だから、そ

こがおかしい。 

   あと、人口増の施策だと思うから、本当は 12号だってね、逆に言うと、11号か。11号内で公

共下水が入っているところがあるわけですよね。11 号で指定したって、新たな公共投資を必要

としないところもあるところは指定されないでというところもちょっと理解がなかなか難しい。
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できないとは言いませんが、なかなか理解が一般的には難しいと思います。何で那珂市だけ 11

号を外しているかという部分も、なかなかちょっと理解が、なかなかまだまだ難しいと思います。 

   言ってみれば、あとは市街化区域の人たちにしたって、何で我々は都市計画税取られていて、

まだまだインフラが十分でないのに、何で外でという、そういう声もたくさんやっぱりあります。

だから、そういった市民の皆さんのご意見を真摯に受けとめて、丁寧に説明はね、説明会をやっ

ていただくようですが、ただ、これぐらいでは全然追いつかないと思いますよ、理解していただ

くには。いろんな整合性がまだまだ足りないと思いますが、どうですか。 

都市計画課長 区域指定の導入等につきましては、住民説明会等も 10 月に８カ所行ってきたところ

です。今後につきましても、この案等のパブリックコメントを実施しまして、本日お示しした区

域指定の案と、指定集落の案についての説明会を開催を考えてございます。 

   また、導入時期のことも関係するんですけれども、本年度より子育て世帯等の定住化を促進す

るために、子育て世帯等住宅取得助成金制度というのを開始しているところがございます。この

ような制度と連携することによりまして、その人口減少抑制対策につながると考えておりますの

で、今のところ来年４月からのこの制度導入についてご理解を賜りたいというふうに思っており

ます。 

   以上でございます。 

委員長 外にございませんか。 

     （「期待するしかないな、これ」と呼ぶ声あり） 

委員長 間もなく 12 時なりますんで、ここで１回休憩を、じゃあ、外に質疑がなければ、これで質

疑を終結いたします。 

委員長 暫時休憩ですね、暫時休憩いたします。 

   執行部はここで、すみません、入れかえをお願いします。 

休憩（午前 11時 58分） 

再開（午前 11時 59分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

   農政課が出席しております。 

   担い手確保・経営強化支援事業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お願いします。 

農政課長 農政課課長の加藤と申します。外２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、担い手確保・経営強化支援事業についてご説明いたします。 

   １、事業内容についてになります。 

   ①ですが、目的は、売上高拡大や経営コスト縮減など、意欲的に取り組む地域の担い手が融資

を活用して農業用機械、施設等を導入する際に、融資残について助成することで、担い手の育成

確保を図るとともに、主体的な経営発展を支援するものです。 

   ②としまして、補助になりますが、事業費の２分の１以内とし、配分上限は個人で 1,500万円、
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法人で 3,000万円となっております。残りの部分については、事業者の負担となっております。 

   また、国の平成 28年度補正予算による予算措置によって実施するものです。 

   ③助成対象者になります。農地プランに位置づけられた中心経営体で、認定農業者等であるこ

と。農地中間管理機構から賃借権の設定を受けていることとなっています。 

   ２としまして、対象者となります。 

   ①として、今回の対象となる補助事業者は、常陸乃アグリ農事組合法人となっています。 

   ②補助金交付額になりますが、1,451万円です。 

   ③導入機械は２台で総額 3,134 万 2,000 円になります。内訳は、ジャガイモ選別機１台 1,881

万 4,000円、牽引式ポテトハーベスター１台 1,252万 8,000円となります。 

   ３になります。 

   今回の補助事業者ですが、常陸乃アグリ農事組合法人ですが、①法人概要としましては、本社

は東茨城郡城里町石塚になり、事務所は那珂市額田南郷と常陸太田市磯部町になります。代表理

事は北原暁人さんで、法人設立は平成 25 年２月１日で、従業員になりますが、役員３人、常時

雇用１人、臨時雇用 20名となっています。 

   那珂市における認定農業者認定日は、平成 28 年２月１日で、城里町、常陸太田市においても、

認定農業者の認定を受けております。 

   ②の那珂市内における営農状況についてですが、市内経営面積 29.3 ヘクタールで、額田、鴻

巣、戸崎、鹿島、門部等になっています。栽培内容は、ソバ、バレイショ、水稲を行っておりま

す。 

   資料についての説明は以上になるわけなんですが、補足説明をさせていただきます。 

   今回の当該事業者ですが、事業実施地区、那珂市になるわけなんですが、そこにおける成果目

標としまして、売上高の拡大と経営面積の拡大を掲げております。売上高につきましては、現在

より 1.2倍、経営面積については、現在の経営面積 29.3ヘクタールを 32ヘクタールにするとい

う計画となっています。また、ここの法人の雇用につきましても、現在ハローワークに登録して

おり、雇用の拡大に努めているところでございます。 

   経営状況につきましては、融資を受ける際に金融機関等の審査も受けていると思われますので、

比較的健全な状況にあると思っています。 

   なお、今回の事業につきましては、当会期中に追加補正を提出することとしていますので、よ

ろしくお願いいたします。 

   これにつきましては、この補助事業が事業拡大を行おうとする市町村に申請するということに

なっていますので、本社が城里町ですが、那珂市内の農地で事業拡大を行うというような計画か

ら行うものとなっています。 

   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 執行部の説明が終わりました。 

   福田委員。 
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福田委員 この助成対象者の中で、この辺ちょっと詳しく説明してくれる、この最初の認定農業者等

であること、これはわかるけれども、次のこれはどういう解釈をすればいいのかな、農地中間管

理機構からの。 

農政課長 今まで利用権の設定等を行ってきたわけなんですが、２年前から農地中間管理機構という

制度で農地の貸し借り等を行うようになりましたので、そこを通して農地を借りていくというよ

うなことを行っている事業者と、個人も含めてなんですが、そういう人たちが対象になるという

ことでございます。 

福田委員 ということは、農地を借りて、賃貸権を結んであればいいということですか。 

農政課長 そのとおりです。この農地中間管理機構を通してやっていればいいということ、対象者に

なるということでございます。 

福田委員 それともう一点、さっき説明はあったけれどもね、本市が市外であっても、事業所があれ

ばこれに該当すると。しかも、その事業所があって、なおかつ市内の耕作地があればいいという

わけでしょう、対象になるというわけでしょう。 

農政課長 はい、そのとおりです。那珂市内の農地を持って規模拡大を行おうというような計画があ

れば対象になるということです。そこで対象になるということです。 

福田委員 ちょっとその辺がわからないんだけれども。実際に実施していなくても、これからそうい

う計画でいくんだよということであれば対象になるということ、今の説明では。 

農政課長 現在ジャガイモを栽培して耕作しておりますので、そのジャガイモをもって規模拡大を行

うということで、この機械の対象になっているというようなことでございます。 

福田委員 それじゃ、例えば個人の場合、認定農業者であって、この農業機械の導入については対象

になるということで解釈してよろしいわけですね。 

農政課長 はい、そのとおりです。個人でも法人でも対象となるということで、この条件に合致すれ

ば。 

福田委員 それともう一点、これは枠はどれぐらいあるんですか、那珂市の場合。金額的な面でもい

いし、件数でもいいし。 

農政課長 那珂市の枠というのは県の枠、国の補正なんで、国の予算額に対して県の枠がありまして、

その中で各市町村から要望を受けまして、県全体でこう順番がありまして、予算の範囲内で該当

するということですので、今回この法人が該当したということになっています。 

福田委員 了解。 

委員長 議長。 

議長 この補助事業は、国の補助事業、市からの持ち出しというのは。 

農政課長 あくまで国の補助事業で、裏負担は事業者となっていますので、市からの持ち出しは一切

ありません。 

委員長 外に。 

   花島委員。 



－31－ 

花島委員 売上目標 1.2倍ということなんですが、現状で那珂市内の耕作地からの売り上げという額

はどのくらいかというのは把握していますでしょうか。 

農政課長 全体のこの会社の、いろいろ調査というか、これから売上高を確認していかなくてはいけ

ないんですけれども、その中で確定申告書の提出というのは求めるんですけれども、那珂市内で

いくらかというのはちょっと把握はできていない状況でございます。 

花島委員 じゃあ、今わからなければ、全体でいくらの売り上げなのか。 

農政課長 どこまで話していいかわからないですが、個人情報なんで、どこまで話していいかわから

ない…… 

     （「いや、法人情報です。個人じゃないです」と呼ぶ声あり） 

農政課長 現状ですね、約 5,000万ぐらいということでございます。 

委員長 じゃあ、ちょっと私から。 

   向こう３年のこの経営計画というのは出ているんですか、事業計画。今 5,000万の売り上げだ

と言っていましたけれども、29.3 ヘクタールを土地でいうと 32 ヘクタールにしますよというこ

とがありますけれども、それが拡大ですかというのと、その売り上げについても、5,000 万の

1.2 倍というと 6,000 万ですよね。那珂市でどれぐらいこれ拡大していくのかというのは明確に

捉えていますか、先ほどよくわからないという話をしていましたけれども。それと、従業員、お

示ししていただいていますけれども、これはふえないんですか、今後拡大することによって。 

   以上、確認します。 

   執行部、答えてください。 

農政課長 金額等につきましては、ただいまお示ししたとおりだし、経営面積についても 29.3 ヘク

タールを 32 までふやそうというような計画でいるということで、これに伴って、あと雇用なん

ですが、全体的な中でハローワークのほうに登録していますので、ふやしていこうという計画で

はいるということは思っております。 

委員長 全体的にふやすということなんで、詳しくは、詳細は押さえていないということですよね、

わからんということでしょう、違うんですか。 

農政課長 全体的な中で捉えているだけで、ここの中での詳細の部分については、おっしゃるとおり

把握はしていないということでございます。 

委員長 那珂市で、本店は何か違うところにあるんでしょうけれども、出先があるよということなん

でしょうが、那珂市のほうで決裁を上げて国のほうから奨励金をもらうという形になると思うん

ですけれども、那珂市にとってどれだけメリットがあるのというのをきちっと理解していただか

ないとまずいと思いますよね、これ。本拠地はよそだからいいやという話じゃなくて、那珂市に

どれだけメリットがあるのというのは、やっぱり売上拡大による今度税金の問題もありますし、

人がね、雇用がふえれば、それだけ那珂市のメリットにもなりますし。あと、耕作放棄地、ある

いは、これですと中間管理機構が入っていますから、土地の貸し借りは今後も、今もう、あとや

る人がいないよというところは貸してくれて、借り上げてくれという話になるんでしょうけれど
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も。その辺がきちっと把握されていないとまずいですよね、担当部署として。それじゃ、申請書

通ったから、はい、いいですよという話じゃないと思いますよ、これ。 

   だって、過去にもやめたというところが法人さんありまして、実際に困ったという例もあるん

でね。それは国の予算だから、那珂市は腹痛まないからいいよという話じゃないと思いますよ、

これしっかり見てくださいよ。そうじゃないですか。 

     （「これ那珂市の個人というのはいなかったの」と呼ぶ声あり） 

農政課長 第１次要望のときはいたんですけれども、要件がちょっと低かったものですから、該当に

ならなかったということで、今回この法人格を持っている対象者だけがなったという形になって

います。 

     （発言する声あり） 

委員長 いろいろ、その辺はしっかり申請していただいてやっていただきたいなと思いますけれども、

さっきの質問についてはちょっと答えてくださいよ、どういうふうにきちっと把握しているのか。 

農政課長 経営面積の拡大について、今おっしゃられたとおり、耕作放棄地とかそういったところに

ついても、この法人は努めておりますので、そういった部分で那珂市にとってメリットが、これ

から農業をやっていかないような方の土地を耕作していきますので、そういった形で、さらに中

間管理機構を通しているということで、間違いなくやっているということですので、そういう部

分では、那珂市にとってメリットはあるというふうに感じていますので、今後、事業計画がこれ

からなっていますので、それはチェックするようにはなっていますので、ちゃんと現地確認とか

そういったのからいろいろ台帳の確認とかやっていきますので、そこら辺はちゃんとやっていき

たいというふうには考えております。 

   以上です。 

委員長 というか、この申請書を上げる段階、審査する段階で、その書類は整っているということで

すか。それともこれから整えたものを確認するという意味ですかね。通常、だってこの辺の話は

きちんと押さえておかないと審査できないでしょう。それっておかしくないですか、順序が。ど

うですか、執行部。 

農政課長 この補助金をもらうために計画書等々はこちらから整理して出しますので、それを把握し

ているということでございます。 

委員長 その中に、さっき言った詳細、例えば那珂市ですと、どの地区で今後土地を借りていくんだ

とか、何人使ってやっていくんだとかね、そういう細かなというか、詳細というのは当然、経営

計画、向こう３年ぐらい出ていないと、貸し出しというのは普通しないんじゃないですか。 

   過去ね、ちょっと苦い経験があるんで、私ちょっとしつこく言っていますけれども、その辺は

ね、一番困るのは、貸した人が困るんでね、土地を。いや、もういなくなってしまったわという

話では困るんでですね、それはきちんと押さえておいてくださいねというお話です。押さえてい

ましたかというと、いや、どうも詳細のところはわからないですよという話ではまずいですよと

いうことです。どうですか。 
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農政課長 現在借りている土地については、台帳がありますので、それはちゃんと確認しているとい

うようなことですし、これから借りようとして、経営拡大をしますので、その分についても台帳

と現地確認をして、ちゃんと確認していくということになっています。 

委員長 しっかりね、押さえるところはきちっと押さえていただいて進めていただきたいと思います。 

   外にございませんか。 

   花島委員。 

花島委員 私、農業のことよくわからないんでお伺いしたいんですが、大体借入料というか、いくら

ぐらいなんですか、１ヘクタール当たり１年間で。その土地によって違うんでしょうけれども、

大体のことで教えていただければ。 

農政課長 場所とか人によっては違うと思うんですけれども、借りてくださいというほうが今多いの

で、そんなにはかかっていないというか、とは感じてはいるところでございます。 

委員長 外にございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、以上であれですね。 

   外になければ、質疑を終結いたします。 

   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。 

   執行部はここで退席となります。お疲れさまでした。 

休憩（午後０時 17分） 

再開（午後０時 18分） 

委員長 再開をいたします。 

   次ですね、議会報告会での意見等への対応についてということで、議題といたします。 

   ちょっとお昼回りましたが、もう少々おつき合いください。 

   10月６日の報告会、大変お疲れさまでございました。 

   先日の全員協議会でご連絡いたしましたとおり、本日は議会報告会で参加者からいただいたご

意見のうち、当委員会所管の内容についてどのような対応をするかを検討していきたいと思いま

す。 

   定例会初日に今回の議会報告会の記録を皆さんのところには配付しております。どのような意

見に対応が必要か、どのように対応するか、事前にごらんいただいていると思いますので、検討

いただきました意見を伺っていきたいと思います。 

   それでは、ご意見をお願いしたいと思います。 

木野委員 議会報告会であった件ですけれども、まず一つはイノシシ対策について、イノシシ駆除に

ついて、昨年の報告会でも言ったが、栃木県西方町の方法をまねしてみてはどうかということで、

去年のときには栃木県壬生町ということで確認があったんですけれども、壬生町ではなかったと

いうことで、西方町ということがあったものですから、この件に関しては、一応執行部に申し入
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れをしますという答弁をさせていただきました。 

   この件については、やっぱり、どうですか、皆さんの中にございますか意見は。 

委員長 申し入れ。確認。 

木野委員 別に確認だけすればよろしいですかね。 

   じゃあ、確認ということでさせていただきます。 

   あと、次に、インフラ整備について、これはらぽーるのほうであったんですけれども、県道

61 号線の、あの環境センター入り口の反対側に水がたまっているという内容でありました。一

応これに関しては、議会として執行部に申し入れをしていくという答弁をしております。 

   この件に関しても何かございますか。 

     （発言する声あり） 

委員長 三者協議会もやってくれという話もありましたね。 

木野委員 じゃあ、一応執行部に言って。 

委員長 申し入れにしましょう、じゃあ。 

木野委員 これも申し入れを。 

委員長 申し入れというか、こういうことがありましたよという話をするということだけです。 

木野委員 来てもらってじゃなくて。 

     （発言する声あり） 

委員長 一応、今回お聞きしたことについては、各担当部課を呼んで、こういうお話がありましたよ

ということと、あと申し入れをするのと、向こうから今度は聞くという３つあると思うんでね。

いずれもその担当部課を呼んでやろうかなというふうには。 

木野委員 最終的には。 

     （発言する声あり） 

委員長 そうですね。あと、我々のほうで確認したい意見は確認しようということで、一応今そうい

う案ではいるんですけれどもね。 

木野委員 そういう方向でよろしいですかね。 

遠藤委員 その何か、この件に関しては、県も入ってどうのこうのというのは、自治会の方がお話さ

れていたので、我々もちょっと議会として把握をしなければいけないのかなと思うもんですから、

市に申し入れする、最終的にはなると思いますが、実際どういうこと、どういう対処をされてい

たのかというのを担当からもお聞きして、最終的には、じゃあ、ちゃんとやってくださいよとい

うふうな話を振るということでいいと思いますね。 

委員長 花島委員。 

花島委員 発言者は特定されているんですかね。実際に現場を見たほうがいいかなと思うんですがね、

全員で行かなくても、１人、２人。 

委員長 現場はわかりますね、発言者も。静地区の…… 

     （「まちづくりの委員会の委員長と自治会長もですね」と呼ぶ声あり） 
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花島委員 ちょっと私は、扱うからには現場を見たいという気持ちがあるんで。 

福田委員 県道でしょう。それは、執行部のほうへ聞いたらば、担当部署、それは土木事務所へ、大

宮の、連絡をして全て把握していると。 

委員長 あとは、促進をせいという話。 

福田委員 だから、那珂市としては、いわゆる向こうの大宮土木事務所、そこのあれを待っている状

態のようなことを言っていたね。 

委員長 回答待ちというか、なるほどね。 

福田委員 それで再度、早急に整備をするように伝えますというようなことをちょっと部長から聞い

たけれども。 

委員長 じゃあ、来てもらって、事情を確認して。 

福田委員 だから、再度確認すればいいんじゃないの。 

委員長 じゃあ、確認をする。 

木野委員 下水道整備に関しては、下水道審議会があるのでということではさせていただいて。これ

は五台地区のほうであった内容ですので、下水道整備について、今後どういう方向性なのかとい

うのを、これもやっぱり執行部のほうにお伺いいたしますということで、話はさせていただきま

した。これもやっぱり執行部を呼んでの対応とさせていただきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

福田委員 それは、先ほど言った地域あたりから出ているの。 

木野委員 あともう一点は、耕作放棄地について、これもやっぱり、那珂市はかなり多いもんですか

ら、その辺をしっかりと調べてほしいということで。 

   あともう一点、要望というか、農業委員会はなくしてもいいんじゃないかというのは、これは

執行部にお伝えしまして、ただ、それしか言えなかったので、そういう答弁はさせていただきま

した。 

   あと、うちの委員会としての、区域指定については、今、現状の状況なものですから、これは

まだはっきりしていないということでしてありますので、当委員会にかかわることは以上になり

ます。 

委員長 しどりの湯。 

木野委員 しどりの湯があるんですね。 

委員長 すみません、これしどりの湯については、不良のたまり場になっているということで、夏は

その部屋をあけて解放、掃除をしているなり何なりしているんですけれどもという話で、やっぱ

りお金を稼ぐ、あるいは健康づくりのための利用法ということで、市議会のバックアップをとい

うことで言われていましたですね。全体に絡む話、観光政策とあれですよね。その辺も確認して、

検討委員会、現実ありますんでね、あそこね、しどりの湯跡地活用の。農政課が主管かな、まだ。

ということなんで、確認をして、こういう話がありましたよということで、要請をして、それで

いいですかね。 
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   以上です。 

   じゃあ、議会報告会については、以上について、各担当部課を呼んでお話をするということで、

または聞くということで進めていきたいと思います。 

   最後になりますけれども、来年１月になりますけれども、28 年度の第２回議員研修会という

ことで、これは主催、茨城県市議会議長会でございます。今度は日帰りで日立ですね。１月 17

日に開催されますんで、花島委員と、前回、私が行ってきましたので、あとどなたか。 

   じゃあ、遠藤委員、お願いいたします。 

遠藤委員 よろしくお願いします。 

委員長 じゃあ、遠藤委員ということでお願いしたいと思います。 

   あと、視察の件について、事務局から連絡がありますので。 

   じゃあ、事務局お願いします。 

書記 視察のほうですけれども、一応、いただいたご意見のほうをもとに調整を行いまして、新潟県

の阿賀野市、それから魚沼市のほうに調整をお願いしまして、一応ご了解をいただくことができ

ました。阿賀野市のほうは、一応農業者支援ということで、市のほうに協議会のほうを立ち上げ

まして、定期的に新聞のような形で農業のノウハウを配信をしているというような事業を行って

いるということです。それから、魚沼市のほうは、ブランド…… 

     （「南魚沼じゃなかったでしたか」と呼ぶ声あり） 

書記 魚沼です、のほうが米なども含めましてブランディングに力を入れた事業を展開しているとい

うことですので、こういった点を中心にということで依頼をしてございます。 

   ちょっと魚沼のほうで、できればそのブランド認定をされている生産者の方なんかお話聞けな

いかということで取り合ってはみたんですけれども、ちょっとそれは難しいということでご回答

いただきましたので、ご了承をお願いしたいと思います。 

   時期としましては、１月 26、27、木曜日、金曜日の２日間の日程となっております。１日目

に阿賀野市、２日目に魚沼市という日程で検討をさせていただいております。 

   詳しい内容のほう決まりましたら、また追って通知をさせ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。 

   以上です。 

委員長 ありがとうございました。 

書記 すみません、補足でございます。 

   移動手段ですけれども、一応バスで検討を、一応観光バスに業務委託をしまして利用して移動

ということで予定しております。 

委員長 わかりました。ありがとうございました。 

   視察については、以上、説明のとおりでございます。 

   各委員については、準備のほうをお願いしたいと思います。 

   本日の議題は全部終了いたしました。 
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   少し長目になりまして申し訳ありませんが、以上で産業建設常任委員会を閉会いたします。 

   どうもお疲れさまでした。ありがとうございました。 

     閉会（午後０時 30分） 

 

   平成 29年２月 14日 

    那珂市議会 産業建設常任委員会委員長  寺門  厚    


