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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11月10日（木）午前10時 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席委員 委員長 寺門  厚  副委員長 木野 広宣 

     委 員 花島  進  委  員 遠藤  実 

     委 員 福田耕四郎 

欠席委員 委 員 須藤  博 

職務のため出席した者の職氏名 

     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 

     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）那珂市区域指定について 

        概要：住民説明会を経ての考え方と条例の概要について執行部から説明を受

けた。 

     （２）水道料金及び下水道使用料の誤徴収について 

        概要：水道料金及び下水道使用料の誤徴収があったことが平成28年10月に判

明したため、その経緯や対応について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58分） 

委員長 おはようございます。お寒い中ご出席をいただきまして、ありがとうございます。 

   開会前にご連絡をいたします。 

   会議は、公開しており、傍聴可能とします。 

   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ください。 

   ただいまの出席委員は５名であります。欠席委員は須藤委員、１名でございます。 
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   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、議会事務局職員が出席をしております。 

   ここで、副市長よりご挨拶をいただきたいと思います。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。 

   めっきり寒くなってまいりました。 

   本日の常任委員会でございますけれども、区域指定についてと水道料金及び下水道使用

料の誤徴取についての案件、２件であります。慎重な審議をお願いしまして、挨拶とさせ

ていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

委員長 ありがとうございました。 

   それでは、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、那珂市区域指定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いたします。 

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。 

   まず最初に、住民説明会の結果等についてご報告するとともに、これまでのさまざまな

ご意見に対して、考え方を整理いたしましたので、お示ししたいと思います。 

   また、区域指定の基準や建築物等の要件を定める条例案について、建築課よりご説明い

たしたいと思います。 

   資料を開いていただきまして、１ページをごらんください。 

   区域指定にかかわる住民説明会でございますが、10 月 12 日の戸多地区を皮切りに、10

月 26 日の神崎地区まで、地区まちづくり委員会単位で計８地区行い、延べ 396 名の参加を

いただいたところでございます。 

   続きまして、２ページをお開きください。 

   住民説明会での意見内容及び回答について説明いたします。 

   なお、質問の内容をもとに分類しました主な質問内容とその回答について説明いたしま

す。 

   ①区域指定の目的についてでございます。 

   区域指定のメリットとは何かというような質問がございました。 

   区域指定することによって、出身要件等の人的要因が外れるということにより、建築物

の建築要件を緩和することで、これまであった所有期間や居住地等の制限がなくなること

から、既存集落への居住が容易となり、集落の維持保全、人口減少抑制につながるという

ことが考えられます。また、空き家対策になると考えております。 

   また、下のほうですけれども、一番下の欄ですが、設定した区域外にも宅地として利用
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するのに適した場所、土地があるため、区域を含めてもよいのではないかというご質問が

ございました。 

   この区域指定は、既存の集落の維持保全を目的としているため、住宅がある程度集積し

ている区域を指定し、新しい集落をつくるということを想定したものではございませんと

いうことです。 

   続きまして、３ページをごらんください。 

   ②区域指定の指定基準でございます。 

   11 号区域、12 号区域の併用等はできないかというような質問がございました。 

   現行の開発許可制度におきまして、開発の許可の件数が年間 75 件程度ある中で、その要

件で建築している方がほとんどであり、また、申請地のほとんどがその 11 号区域に該当し

ております。また、市外化区域について、計画的に整備を進めており、また市全体の人口

バランスについて考え、総合的に判断して、12 号区域に限り区域指定を行う考えでおりま

す。 

   今後のまちづくりについて、人口減少社会に対応した都市計画の施策として、コンパク

トシティの形成が方針となっている中で、那珂市においても市街化区域において、都市機

能を集積していく予定でおります。このようなことを踏まえた上で、11 号区域の指定につ

いては、改めて方向性を検討していきたいという考えでおります。 

   続きまして、４ページ目をお開きください。 

   指定されない集落はなぜ除外されたのかというような質問の内容でございます。 

   最終的に区域指定をするに当たっては、暫定集落を抽出し、指定要件のほうで絞ってい

った結果、最終的に集落内の建築物の戸数が 50 戸に満たない、または集落全体の宅地率が

30％に満たないため、指定対象集落になりませんでしたということでございます。 

   続きまして、５ページをお願いします。 

   優良農地についても有効活用できるようにするべきではないか、区域指定をした後は優

良農地に家を建てられるようになるということかというような質問でございます。 

   都計法の政令の中で、原則優良農地は区域指定の区域から除外すべき区域と定めている

ため、区域から除いております。優良農地につきましては、ほ場整備された水田等や集団

的な農地等が該当します。また、区域指定をしたことに伴い、指定区域内の農地が転用し

やすくなるということではございません。農地転用については、現行の基準のとおり運用

されます。転用許可がおりない限り、転用ができないため、結果として家が建てられない

こともありますということでございます。 

   続きまして、③コミュニティの問題についてです。 

   新しい人が集落に入ってくるということに伴い発生する問題について考慮しなければな

らないのではないか。また、農家の立場からいえば、堆肥をまくことに伴う匂いに対する

苦情等によってコミュニティが悪化することを危惧しているというのが質問でございます。 
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   これは、区域を指定する方針として、営農環境への配慮と優良農地の保全というのを示

してございます。人口がふえることに伴い、新住民の方との摩擦がふえることが懸念され

ておりますが、市街化区域を促進、市内 12 号区域を指定するため、指定区域において急激

に人口が増加することは想定しておりません。また、アパート等の建築を制限するなど、

営農環境への配慮を行っておりますということでございます。 

   続きまして、６ページをお開きください。 

   ④インフラ整備等についてでございます。 

   新たな公共投資を要しない区域とは、今後インフラ整備が必要のない区域かというよう

な質問でございますけれども、インフラ投資については、区域指定に伴いインフラ整備を

するものではなく、道路などがある程度整備されている区域を指定しておりますというこ

とでございます。 

   また、質問で、区域指定した区域について集中的に整備をしていくのかということでご

ざいますが、指定区域については集中的に整備をしていくということではございません。 

   なお、下水道等の整備につきましては、その各種整備計画等に基づきインフラ等の整備

を行ってまいりますということでございます。 

   続いて、⑤指定区域内の税金の課税についてでございます。 

   この税金の問題については、いろいろな地区で質問等が出ました。特に１番、区域指定

が指定されると税金が上がるのかというような質問が多数出ております。 

   回答としまして、区域指定をしたからといって、即固定資産税等が上がるということで

はございませんが、農地の転用等により宅地化されれば、当然固定資産税は上がります。

また、固定資産税については、３年に一度の評価の見直しがあり、その時期に周辺の土地

利用の状況により、評価額が上がることは考えられますというような回答をしております。 

   また、区域指定内において、都市計画税を課税するのかというような質問でございます

が、都市計画税は目的税であり、市街化区域で行っている街路事業等に都市計画税を充当

しておりますというような答弁をしております。 

   続きまして、７ページをお願いします。 

   ⑥区域内で立地可能な予定建築物についてでございます。 

   なぜ区域内の予定建築物から共同住宅などのアパートは除かれるのかというような質問

の内容でございますが、区域指定の制度の導入について、定住促進というのを目的として

おり、アパート等の共同住宅については、定住にはつながらないと考えられること、さら

に営農環境への配慮等の観点から、周辺土地利用との不調和が考えられることから、予定

建築物から除いておりますということでございます。 

   ⑦その他の質問についてでございますが、質問の内容の２番目になります。区域の見直

しはあるのかというような質問でございます。 

   部分的な見直しについては、当初指定区域を定める際に暫定集落で除外された街区につ
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いては、要件を満たせば見直しの対象と考えております。また、指定した区域内で災害の

危険がある区域等のように、指定区域から除外すべき区域が新たに指定された場合につい

ては、改めて当該区域を指定区域から除外いたします。 

   なお、見直しにつきましては、おおむね５年ごとに行っております国勢調査であるとか

都市計画基礎調査のデータ等を参考に検討していくという考えでございます。 

   外の、その他等の意見については、お読み取りをいただきたいと思います。 

   続きまして、飛んで 10 ページ目をお願いします。 

   これまで、この常任委員会でありますとかいろいろな説明をした中で、曖昧な部分、ま

たはその考え方が整理されていない部分がございましたので、改めまして、これまでの意

見に対する考え方についてお示ししたいと考えております。 

   まず、34 条 11 号区域の指定についての今後の方向性について、どういったものかとい

うことでございます。 

   今後のコンパクトシティの形成を見据えた中で、12 号区域に限り区域指定を導入します

が、11 号区域の指定につきましては、コンパクトシティの形成を踏まえた上で導入の方向

性を検討していきます。具体的には、５年ごとの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してまいりたいと考えております。 

   法 34 条 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、大字単位での人口が直近の国勢調査が行

われた年から起算して 10 年前に行われた国勢調査の結果より減少していることとしてお

りますので、今回指定要件を満たさなかった大字後台地区等の追加指定等につきましては、

今後の国勢調査等の人口動態等を考慮した上で追加指定をするものとしております。 

   なお、指定した土地の区域の拡張、または縮小の要件は、都市計画の変更等により、土

地の区域の指定に明らかに不整合が生じた場合、見直すとしてございます。 

   続きまして、道路の要件についてでございます。 

   道路の要件につきましては、主要な道路、車道幅員 5.5 メートル以上の道路が環境の保

全上等により、法律上支障がないような規模及び構造で適宜配置されているということを

要件としております。しかしながら、集落内の道路が全て４メートル以上等に整備されて

いる区域というのは、現実的にはほとんどないため、４メートル未満の道路があっても要

件を満たすものとして判断をしているところでございます。具体的には、自己用住宅等に

ついて、敷地後退により建築行為要件を満たしていること等が考えられます。 

   なお、指定区域に存ずる狭あい道路についても、市が拡幅整備をするものではありませ

んけれども、地区の住民等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

を図っていくということでございます。 

   続きまして、排水施設の要件でございます。 

   排水施設につきましては、区域内の排水路、その他の排水施設、公共下水道や集落排水
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施設等が当該区域内の下水を有効に排出する能力及び構造で適宜配置されているというこ

とを要件としておりますが、公共下水道等の排水施設が整備されている区域については限

られていることから、浄化槽の放流先が確保されており、かつ汚水処理を浄化槽により行

うことについても要件に該当することとしております。 

   また、雨水の処理については、区域内の河川、水路等への放流をすることが可能である

と同時に、区域外の接続先の能力が十分である区域であることを原則としております。た

だし、敷地内浸透処理等することについても要件に該当することとしております。 

   続きまして、11 ページでございます。 

   新たな公共投資を要しない区域でございますけれども、新たな公共投資を要しないこと

を前提として指定している土地の区域におきましては、既に一定水準のインフラが整備さ

れている区域であって、過度のインフラ整備が必要とならない区域としておりますので、

道路や排水施設等の既設インフラで対応可能な範囲で行われる開発行為に限り許容するも

のとしております。 

   したがいまして、区域指定後の開発許可につきましては、開発区域内に新たに区画道路

が整備する開発行為等につきましては、区画道路が接続する既存道路の幅員により制限が

かかるような形になります。これは、新たな区画道路を整備することにより、増大する交

通量に接続先の既存道路が対応できる範囲ということを想定したものでございます。 

   以上につきまして考え方を整理したところでございます。 

   最後に、12 ページになります。 

   今後の予定という形になります。 

   まず、区域指定制度につきましては、本日、住民説明会での意見と、その意見に対する

考え方についてご説明をしているところでございますが、現在素案をですね、意見をもと

にしまして、原案という形で整理をしているところでございます。原案につきましては、

産業建設常任委員会、次回の 12 月の定例会におきまして、区域指定の案という形でお示し

したいというふうに考えております。 

   その後の予定ですけれども、年明け、その案につきまして、パブリックコメントをです

ね、今のところ年明けの１月５日から２月６日、約１カ月間のパブリックコメントを実施

したいというふうに考えてございます。その後、条例との関係がありまして、３月末に都

市計画審議会を開催しまして、区域指定について諮問し、平成 29 年４月１日、区域指定区

域の告示を予定しているところでございます。 

   説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明が終わりました。 

   この後、条例案の説明の予定なんですけれども、要約だけ、ポイントだけ説明というこ

とですよね。じゃあ、先にその案を説明いただいて、それから質疑に入りたいと思うんで

すが、よろしいですか、こちらで。 
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     （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 じゃあ、条例の素案について説明をお願いします。 

建築課長 それでは、条例案と規則案、それと運用基準の案と概要版というのをお手元のほう

に配付させていただきました。 

   それでは、条例の説明に入る前に、今の都市計画課長からの説明とダブるところもある

とは思うんですが、エリアの指定に関しましては、非常に都市計画の考え方で重要な部分

ですので、都市計画課のほうで今までエリアの制定については検討してまいりました。そ

れで、建築課のほうの今後の役目としましては、この条例が制定された後、今現在、建築

課のほうで市街化調整区域における許認可事務を担っているところなんですが、そこは、

この条例が改正されることによって我々が運用していくということになりますので、まず、

条例に入る前にご説明させていただきます。 

   それでは、改めて、同じような説明になると思うんですが、区域指定に関する条例とい

うのは、新たに定める条例ではございません。現在、都市計画法に基づく市街化調整区域

における建築許可の基準となる那珂市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に

関する条例、この中に、この区域指定に関する条文を加えることにより、今、別に定めた

14 地区の区域内におきましては、誰でも建築できるという基準をこの中に盛り込むという

ことになります。 

   それでは、条例案の１ページ目をお開きください。 

   簡単にちょっと概要だけ説明させていただきますと、お手元のほうに黒と赤で示したと

ころがございます。黒い部分は現在の条例の本文そのままでございます。赤い部分は区域

指定に関して追加される文言とお考えください。 

   それでは、第１条としては、この条例の趣旨が書かれております。 

   第２条としては、線引き、それから既存集落、区域指定に関する集落の考え方というの

が定義されてございます。 

   第３条に関しましては、都市計画法上で最低の基準を設けることができるという文言が

ございまして、都市計画の施行令の中でも面積の最低制限 300 平米ということが盛り込ま

れておりますので、こちらのほうをここに書き込んでおります。 

   第４条に関しましては、指定対象となる既存集落を定める要件、これがエリアを指定す

るための要件の部分条例でございます。 

   続きまして、第５条に関しましては、それを具体的にどういうものが建てられるとかと

いうところをお示ししている条文でございます。 

   条例に関しては、大きくここの部分が改正されまして、そこで、この条例案の中で、別

に定めるというところが規則の中に盛り込まれてございます。 

   続きまして、運用基準の１ページをお開きください。 

   この中では、ちょっと抽象的な表現になるようなところをより具体的に、例えば第２条
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の自然・社会的条件の要件とかというのが盛り込まれているのが運用基準ということでご

ざいます。 

   それでは、概要版のほうをお開きください。 

   ちょっと条例のほう、大分走りましたので、その中で、第４条の指定対象となる既存集

落を定める要件、ここの部分について説明させていただきます。 

   この条文の中で、既存集落の維持が困難となっている規則で定める要件ということがご

ざいます。これは、青いくくりの中で、その部分は、直近の国勢調査の結果により、市の

区域内の市街化調整区域内の一部の区域の人口、これは大字単位の話になってくるんです

が、当該国勢調査が行われた年から起算して 10 年前から行われた国勢調査の結果により、

減少しているということをまず指定しております。 

   次に、赤い線で、すみません、ちょっと話が前後してしまったんですが、赤い線でくく

られているとこは条例を意味しておりまして、今説明させていただいた青い線でくくられ

ているところは規則をここのほうに書き込んでございます。 

   それではですね、沿道型集落、独立型集落の定義が条例の第２条のほうにうたわれてご

ざいます。これは、区域を指定するに当たりまして、基本的な考え方で拾い上げの部分な

んですが、沿道型集落というのは、国県道の主要の幹線に沿って発達した既存集落のエリ

アを、今回拾い上げの中でここの部分を定義してございます。それから、独立型集落とい

うのは、農用地とか山林等で囲まれた区域で、集落の拡大のおそれのない集落ということ

を独立型集落として区域を選んでございます。 

   ３号のその他の集落は、前各号に掲げる既存集落以外の既存集落と書かれているんです

が、今回のエリアの中には、これに該当するところはございません。 

   ちなみに、今回 14 地区を指定しているところなんですが、沿道型集落というのは、その

14 地区のうちの 12 地区を指定してございます。それから、独立型としては、四堰であっ

たり、米崎であったりというところの二地区がここに該当するところでございます。 

   この指定の後は、建物の用途とかその他の規制に係るものは全て一緒でございますので、

ここはあくまで区域指定を拾い上げるための基本的な考え方を示している条文でございま

す。 

   次に、概要版の２ページをお開きください。 

   この中で、まず１キロを超えている条文のくだりがございまして、そこには、この青い

枠の中でいくと工業専用地域とか、第２号で言う土地区画整理事業、これはちょっとわか

りづらいんですが、調整区域における土地区画整理事業、実質的には那珂市にはないんで

すが、そのところは１キロに入っていても、そこは区域から除くということですので、基

本的に本市の市街化区域からおおむね１キロという市街化区域というのは、例えば那珂市

の菅谷の地区であったり、瓜連の地区であったりという、住居系が主たる市街化区域の用

途のところから１キロを超えたエリアを 12 号の区域として定めているところでございま
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す。 

   それから、条例の中で、第４条第１項第２号、区域内の建築物が相当程度集積している

ことという文言が入っております。これは、先ほど都市計画課のほうで説明させていただ

いた宅地化率が 30％以上あるところということを規則の中でうたっております。 

   それから、区域内の主要な道路が環境保全上、災害の防止上という文言の話なんですが、

区域内の主要な道路は車道幅員が 5.5 メートル以上あること、それから、区域内の主要な

道路に接続する区域外の相当規模の道路というのは、ここで言う第１号の部分は、全域当

然対象になるんですが、国県道に関しては既に幅員が 5.5 メートル以上、歩道もほぼ完備

されているところなんですが、独立型の集落に関しては、そこが 5.5 メートル以上かつ歩

道が整備されているところから連続してつながっているエリアを指してございます。 

   続きまして、条例の第４条第１項第４号、区域内の排水路、その他の排水施設が下水道

法による下水、この文言の定義としましては、下水は雨水、それから生活雑排水を指すん

ですが、それが有効に排出されるとともに、その排出によって区域外の周辺の区域に溢水

等による被害が生じないような構造及び能力で適宜配置されていることとしております。

これは、うちのほうの開発の基準の中でも、排水がもしない場合は、宅地内でも浸透を認

めるということになっておりますので、その辺のくだりが入ってございます。 

   続きまして、水道法の事業認可を受けたところのエリアを指定しております。 

   それから、第４条第１項第６号、道路、鉄道、その他の施設、河川、崖、その他の地形

地物等、土地の範囲を明示するに適当なものにより境界を定めるというのは、運用の中で、

これは縁辺街区の考え方を示しているところでございます。 

   それから、今まで都市計のほうで説明させていただいた街区のとり方とか、それから、

そこで計算していくと 30％に満たないところを除くとか、そのようなことが書かれている

部分でございます。 

   続きまして、４ページをお開きください。 

   都市計画法施行令第８条第１項第２号のロ及びニに掲げる土地の区域並びにその他長期

にわたる農用地を保全すべき土地の区域を含まない。これはどういうことかと言いますと、

参考に本文を書かせていただいたんですが、ロに関しては、溢水、湛水、津波等、災害の

おそれのある地域は除いてございます。それからハに関しましては、優良な集団農地、そ

の他長期にわたる農用地、農用地を除外しているという文言でございます。 

   それからあと、１種農地もこの中に含まれます。 

   それから、２のすぐれた自然の風景を維持し云々というところに関しましては、保安林

とかその他のエリアをこのエリアの中から除いているということになります。 

   最後に、５ページをお開きください。 

   指定区域内における建築物、用途ですね、どういうものができるかということになりま

す。こちらのほうで、建築基準法別表第二項第１号の文言がございます。これは何を規定
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しているのかといいますと、市街化区域における第一種低層専用住宅の中で建てられる用

途のものをこちらのほうで指定してございまして、その中から第３号の共同住宅、先ほど

言ったアパート等ですね、それを今回のエリアからは除いてございます。 

   それと、通常、市街化区域の一低層の中では建築できない 200 平米以下の事務所とか作

業所は、この区域内に建設することはできるということになってございます。 

   第２号のほうの建築物の最低面積は、先ほどちょっと説明させていただきました法令上、

条例で定めることができるということで、これを最低面積は 300 平米以上ということをう

たってございます。ただし、住宅に限り、500 平米までの上限も設けてございます。ただ、

法基準でいきますと、最低面積の基準を設けるということですので、これは那珂市の独自

の考え方として、他の既存集落と差別化が図られないように、300 平米以上 500 平米以下

というふうにうたってございます。 

   続きまして、開発区域の面積の部分なんですが、一般の調整区域に関しましては、基本

的に分譲等は認められていないんですが、区域指定に関しましては、誰でも建築できると

いうことから、最大、分譲もあり得るだろうと。ただ、上限を持たせないことで急激な市

街化が進むおそれをここで抑制するため、一度の開発行為に関しましては 5,000 平米以下

というふうに規定しております。1,000 平米を超えるものは、技術基準の中でかなり厳し

く制限させておりますので、もし排水等がない場合とか、道路がない場合は、民間の力を

利用して開発行為の技術基準の中で道路をつくってもらったり、排水をつくってもらった

りということが期待されるところでございます。 

   最後に、建物の高さの制限なんですが、これは 10 メートル以下としております。 

   走りましたが、以上でございます。 

委員長 執行部の説明が終わりました。 

   それでは、これより質疑に入りたいと思います。質疑ございませんか。 

   花島委員。 

花島委員 確認したいことがあるんです。排水の基準なんですけれども、最初のほうの説明で

は、10 ページですか、排水施設要件についてということで、排水があるということなんで

すが、その中に、敷地内浸透処理とすることについても要件に該当するということなんで

すが、これは、次の後の概要のほうの説明にあったように、いわゆる下水一般が浸透処理

というふうに考えていいですか。つまり合併浄化槽で処理した水と雨水あわせて宅地内浸

透処理。 

建築課長 まさしくそのとおりでございまして、浄化槽で処理した水を敷地内で処理すること

は認めてございます。それからあと、一般の既存集落の許認可の中でも、技術基準の中で、

宅地内に４カ所の浸透槽をつくっていただければ、それで許可いたしますということにな

っておりますので、それを準用いたします。 

     （「雨水」と呼ぶ声あり） 
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建築課長 雨水ですね。それから、先ほど言うように浄化槽の水は敷地内で処理することを認

めてございます。 

花島委員 ４カ所という意味は。 

建築課長 雨水でございます。 

花島委員 雨水を４カ所。 

建築課長 そうですね。宅地内に４カ所の雨水の浸透槽をつくればいいですよというのは、今

の許可の基準の中でもやってございます。 

花島委員 ４カ所の意味がわからないんですけれども。その宅地内に適切に処理されればいい

という意味じゃないんですか。余計な話なんですけれども。 

建築課長 すみません、なかなか図面をお示ししながらのほうがわかりやすいと思うんですが、

県の技術基準の中で、雨水の排水、特に一般の宅地は土の部分が多いので浸透するんです

が、屋根の水とかが一気に流れることを想定したり、ちょっと大きさをすぐにという、ち

ょっとお示ししづらいんですが。 

花島委員 後でその辺は、ちょっとずれてしまいますので、すみません。 

建築課長 申しわけないです。 

花島委員 そういう意味では、ただし、場所によっては浸透処理が不適切な場合がありますよ

ね。ちょっと別件で問題が生じている場所があって、斜面のところなんかは、下手に浸透

処理させると、地盤が緩くなったり、その家はよくても、下の家が困ることもあるので、

そういうところは除外されるというふうに考えていいんですか。後ろのほうの概要の中で

は、そういうことをにおわせる部分があるんですけれども。 

建築課長 大規模な開発等で浸透させる場合は、地盤調査等を全てやっていただいたデータを

もとに、県の技術基準の中で処理したいと考えております。 

   以上でございます。 

委員長 外にございますか。 

   遠藤委員。 

遠藤委員 ８地区、大変お疲れさまでございました。私もかなり出席させていただいて、その

場での市民の皆さんの声をお聞きしました。 

   いろんな意見が出ていたわけですけれども、ちょっと幾つか確認していきますが、まず、

その 12 号区域に指定されているところの方々の声として、私はどちらかというと、結構歓

迎する声が多いのかなというふうに思っていたんですが、意外とそうでもないなというの

が正直な感想でして、意外と皆さん冷静でしたね。こういうふうなことであっても、本当

にこんな、言ってみれば不便なところに人が来るのかというようなところで、過大な期待

はそんなにないんだなというふうに思いました。 

   それでまた、12 号区域の中でも、この緑の、当日の資料でね、斜線なり緑なりのエリア

で示したところということで、各地区の地図をお示ししていただいていましたが、この中
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でも、やっぱりいろんな不満がありましたね。何でここは指定されないんだというような

ことで、いろいろと答弁はしていただいていましたけれども、まだまだこの 12 号に指定さ

れているエリアというか、この地区の中でも、このエリアに対しての理解というのは、当

然、初めての説明でしたから、理解はほとんど、なかなかされていないなという感じがし

ました。説明は受けたけれどもというふうな感じでしたね。 

   その中で、一つちょっとこれは、議会報告会でも出た意見なので、一つお話ししておき

たいのは、指定された中で、やっぱり新しい方が入ってくることによる不安というのが出

ておりました。ですから、この中の意見にも出ていますけれども、いわゆる農村の環境を

理解しない人が、いろんなところで臭いんじゃないかとかうるさいんじゃないかとか、そ

ういうものに関して、そういう新しい新住民が入ってくることによって、どうなってしま

うんだろうというふうな声が、これは議会の報告会でもございましたので、こういう声と

いうのは、やっぱりかなり多数いらっしゃるんだろうというふうに思うんです。 

   ただ、そのときの執行部の答弁が、これはあくまでも既存集落の維持保全であるから、

急激な新しい人がふえるということは想定していないというふうなことでしたけれども、

それはあくまで執行部が考えることですよね。何遍も、ここで委員会でお話ししていると

おり、それは想定していなくても、このエリアが解放されれば、やっぱり来られるわけで

すよ。正直、班にも入らない。そんな入ってきて、もう文句ばかり言っているとかいう方

が、一応そのエリアが解放されたから、便利になったんで、どどっと入って来られたらば

という不安は住民にはあるんですよ、住民には。そこらをきちっと理解していただかなけ

れば、やるのであればですよ、理解をしていただかなければいけないと思いますが、あの

説明会の答弁ではまったく理解はされていないと思いますね。ですから、その方は、明確

に反対だとおっしゃっていました。そこらに関しての見解はいかがですか。 

都市計画課長 お答えします。 

   コミュニティの問題等について、資料の５ページ目のコミュニティの問題についてとい

う形で、先ほどちょっと簡単に説明させていただきました。新しい住民の方とよく問題に

なるのは、農家のやっている方、そこが混在してしまうと、やはりいろんな面で摩擦が生

じたりするというのが言われております。そういった不安があるという形も考えられるか

と思います。 

   その中で、今回 12 号区域指定するに当たっての基本方針というのを３つ定めております

が、その一つとしまして、営農環境への配慮と優良農地の保全というのを示しております。

この内容等につきましては、混住化による営農環境への影響を与えないよう配慮するとと

もに、農地上保全すべき区域を明確にし、秩序ある集落の形成を図るというようなものと

しております。 

   その中で、基本的には、どの程度想定しているのかといいますと、急激にそこの方と、

たくさんの人が入ってきて、そこでコミュニティの崩壊というのは基本的には想定してい
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ない、そういった環境で、営農環境を中心に考えておりますという形になります。 

   また、ここの中に書いてもありますとおり、今回予定建築物の用途として、共同住宅、

アパート等というものも制限しております。これにつきましても、営農環境への配慮とい

う観点からも、または不調和であるとかそういったことの観点から、そういった形で制限

を加えているという形になってございますので、基本的にはこの基本方針に沿った形で、

今のところ指定をしているという形で考えております。 

遠藤委員 ですから、そういう行政的な答弁はそれでわかります。ただし、住民の皆さん、今

回はもう住民説明会をやったわけですから、住民の方から生の声がたくさん出てきたわけ

ですよ。それに対して考えなければいけないんですよ。ですから、確かにわかりますよ、

導入の方針は３本の柱があって、営農環境への配慮と優良農地の保全は一つの柱になって

います。ただ、それを具体的にどうやるかという説明が全くないんですよ、全くありませ

んでした。そういったことを配慮していきますということしかなかったので、じゃあ、住

民の皆さんは、そういうふうなことが入ってきたらどうするんですかというふうに言われ

ています。これに対しての回答はきちっと用意しておかないと、これ 12 号区域に指定され

たところはどこでもそういうことが起こり得るんですよ。それをきちんと考えていただか

ないと、これは、その方は反対とおっしゃっていましたからね。せっかく 12 号で新しい方

が入ってこられるのに。 

   正直この 12 号というか区域指定は、今までの地元要件、出身者、もしくは 10 年住んで

いたという要件以外の人に対しての制度ですから、全く那珂市と縁もゆかりもない方を入

れる制度ですよね。そうなってくると、そういうことは大いにあるんですよ。今アパート

の話をされましたが、これは菅谷でもそうですよ。１戸建てだって班に入らないんですか

ら。アパートを制限しているから大丈夫という論理は全くなくて、戸建てでも入らない。

そういったところは大いに想定されますが、そこらもう少し具体的に、そういう市民の声

にどういうふうに応えるかというのをもう少し答弁してください。 

都市計画課長 先ほども言いましたとおり、営農環境への配慮という形で、例えば具体的なそ

れの方針に基づく対応として、共同住宅等の建築は今回除いているというようなことでご

ざいます。 

   班に入らない、自治会等に入らないとかいう問題につきましては、特に今、市街化区域

の中ででも、そういった問題が、アパートとかができているところについては多くござい

ます。そういった面で基本的にはこの区域指定にする既存集落のコミュニティの維持保全

という考え方ですけれども、今ある集落についてそこの環境を守っていきましょう、例え

ば高齢者によって空き家になってしまうと、そこの部分でそこにまた新たに入ってきても

らう。要はそうやって歯抜けになった分でまた入ってきてもらうという、どちらかという

とそういった集落のイメージで考えてございます。 

   具体的にその辺でどうしたらいいのかと、そこはちょっとコミュニティの話、班の編入
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の話、それはまた難しいことだとは認識しておりますが、そういったことを基本的には配

慮した上で、指定基準であるとか建物等の用途を制限しているということになります。 

   ちょっと回答になっていないかもしれないですけれども、申しわけございません。 

委員長 花島委員。 

花島委員 遠藤さんの言うのはもっともで、確かに若干の配慮はしていると思うんですよ。だ

けれども、もっと大事なのは、その農村に近い環境に移り住んでもらうんだということを

来る人にわかってもらうということが大事なんじゃないですかね。形式の上で、確かに法

とか条例で縛れるのはそうかもしれませんけれどもね。 

   だから、例えば宅地を売ったり住宅を売ったりするときに、重要事項説明というのがあ

りますよね。そういう中で、これこれの場所はこういうところですから、そういう配慮が

必要ですと、つまり我慢しなさいということだよね。例えば農地でちょっと堆肥の匂いが

するとか、あるいは要らなくなった草を多少処分するのに煙が出るとか、そういうことを

わかってもらわないと入れない、あるいは売れないというふうにすべきじゃないかと思う

んです。 

   それで、一方で、私が前から言っているのは、街区という考え方がちょっとね、適切じ

ゃないんじゃないかと思っているんですよ。道路を中心に考えるべきだなと思っているん

ですが、額田の案を見ると、やっぱり街区という中心になったせいで、道路の十字路の中

心の何ていうんだろう、もう既に家が結構ぎゅうぎゅうのところが入っているんですよね。

だから、本来はもっといろんなあちこちの集落で、集落というのは額田という単位じゃな

くて、額田で言えば区が６区まであるわけですけれども、その６区なりの単位で減ってい

くところを埋めていくということが僕は求められていると思うんです。 

   そのためには、もっと緩めなければいけないんですけれども、緩めると同時に、今言っ

た遠藤さんの懸念にも関係しているんですけれども、何かね、今の案では小さな町をつく

るようなイメージでしか捉えていないように思うんです。本当にばらばらと集落があるよ

うなところを抜けていくのを、抜けた分を穴埋めする、おっしゃったようにね。というん

じゃなくて、額田地区のこういう大きいところで、額田地区が減るから、じゃあ既に集中

しているこの部分だけ減らさないようにしましょうみたいな発想なんで、ちょっと私がし

てほしいこととは違うんですね。ぜひ考えてもらいたいと思うんです。 

   ただ、この制度そのものは、何もやらないよりはいいのでね、今のままの案でいったら

12 月なりその先の議会でどういう態度をとろうか困っているんですが。もうちょっと、都

会目線じゃなくて、農村目線で考えてほしいんですよ。わかりますかね、言っていること

が。 

   以上です。 

委員長 部長。 

建設部長 すみません。今言われることはわかるんですが、指定基準というのがございまして、
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それで街区単位での街区の中の宅地化率 30％ということで絞らせていただいております。 

   今、花島委員さんが言うような道路単位で言いますと、先ほどの農地の問題じゃないで

すが、やっぱり農地の中に道路に合わせた例えば 50 メートル、100 メートルの沿線がオー

ケーだよという区域になってしまえば、農村との共存が逆に難しくなってしまうと思うん

ですよ。それで今回示した、街区単位での宅地化率 30％で絞ったほうが逆に農地との混在

がある程度絞られるのかなと考えますが。 

   言われることは、もともとある集落はそのままでいいだろうというお話だと思うんです

が、基本的にこの区域指定というのは、もともとの既存の集落の宅地化率が 30％以上ある

ところが指定できるという大原則がございますので、ちょっと言われている趣旨と若干、

実際指定するエリアが変わってきております。 

   以上です。 

花島委員 半分はわかるんですよね。確かに農地があって、どんと道路ができたから、そこの

両脇というのは、それはそれでもいいと思うんですが、一方で、でも農地を保全するとい

う考えもあるわけですよね。その線で、今だって排除されているじゃないですか。だから、

それで生きていけるというか、この制度でもやっていけると思うんですよ。 

   あと、街区という考え方だけれども、実際に額田地区なんかでは、道路沿いにもう家が

ぽつぽつあって、それで農地はちょっと離れてあるという環境の中で、街区という大きな

単位で考えてしまうと、この辺に道がないから、ばっと道路沿いに住宅が並んでいて、そ

れで、大きな道しかなくて、ここに農地があって。そうすると、ここは住宅が道路沿いに

結構密でも外されてしまうわけですよね。そういうの何とかならないですかねというのが

私の考えです。 

建設部長 お話はわかるんですが、そうした場合の逆に今度は線の引き方ですよね。今回は道

路、水路等の長狭物と言われるもので線を引いていますが、今言われるような形だと、ど

うしても幹線道路沿い、そうすると何メートルというような多分制限になると思うんです

よ。そうしますと、最初の農住混在、１種農地の保全という意味で、ほとんどは大体空間

としてあいているということは、１種農地に該当します。それで、今回指定したエリアの

道路で囲まれた中でも１種農地は存在します。そういった部分を含めて区域指定はしてい

るんですが、ただし、農地の転用についての判断は農業委員会のほうでの確認という事項

になります。委員さんがおっしゃられるような引き方ですと、ほとんどがあいているとい

うことはまず１種農地が該当するエリアになるのかなという意味で、農地とのほうの問題

がちょっと懸念されます。 

   以上です。 

花島委員 ちょっと考えが分かれますね。ただ、今それで長時間やってもしようがないんで、

考えは分かれているなという判断だけで終わります。 

委員長 じゃあ、私から。ちょっと質問なんですけれども、今、各委員のほうからも質問と、
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それから意見も出されていますけれども、今回は建築課、都市計画課のほうで担当でやら

れていますけれども、この区域指定についてはですね。それそのものは、今の法的な縛り

もありますので、今までの答えで、その中でできることを少しずつ住民説明会で拾い上げ

て入れていっていただくという、それがいいんだろうというふうに思います。 

   ただ、現実として、私も６回以上、住民説明会のほうへ参加させていただきましたけれ

ども、12 号地域の皆さんが言っているのは、まず３段階ぐらいに分けて、今後の市のあり

方、調整区域の人口を維持していくんだよという部分について、その辺の計画性を示して

ほしいということだろうと思うんですね。どういうことかというと、今のまま 12 号地域を

区域指定してもらっても、現実に転入して定住者が来るのかという問題が一つあります。

これはＰＲをやらなければ、当然来ませんよね。黙っていれば菅谷へ行きます。これは紛

れもない事実なんでですね。 

   ということは、まずはそこで現状、12 号区域に指定するのであれば、ＰＲをやっていか

なくてはいけませんよと。これは市としてトータルで考えないといけないということです

ね。これは、地方創生のまち・ひと・しごと総合戦略の中でもうたわれていますけれども、

住みやすいまち、いぃ那珂暮らしでどんどん那珂市へ来てくださいということですけれど

も、それについて、じゃあ、菅谷以外の那珂市、こういうところがいいところありますよ

ということがまず必要ですよね。そういうことをやらない限りは、幾ら区域指定しました、

ホームページでＰＲしましたといったって誰も来ませんよね、わからないわけですから。 

   じゃあ、地元の人がＰＲするかというと、自分の息子や知り合いの人に、それは言うか

もしれませんけれども、そこはまずどうやってＰＲをして、じゃあ、呼び込むんだよと。

その辺の戦略がわからないと、やっぱり納得しませんよね。これは建築課、それから都市

計画課の皆さん方の領域を超える話ですので。住民の方はその答えを要求しています。区

域指定はわかったよと、方法としては、一手段であるというのも。 

   もう一つ、第２段階目としては、じゃあ、区域指定されたけれども、人が入ってくる、

次の段階として、もっとその周辺も開発、当然開発というのは、これはつきまとう話にな

ってくると思います。今のお話で言うと、開発はもう全然できませんよと、しません、区

域指定したそこだけですよということになりますよね。 

   じゃあ、調整区域は農振地域でもありますんで、農業を一生懸命やれというのかという

ことになりますけれども、減少を抑えて人口維持していくんだよ、集落の維持をしていく

んだよということについても、やっぱりその辺は第２段階の考え方として、区域指定した

ところを拡大していくのかという話ですよね。または開発していくのかということになろ

うかと思うんですよね。その辺の話が全然見えない、どうなるのかわからない。これだっ

たら不安ですよというところがありますよね。 

   三つ目は、今度はその先ですよね。もっと次の段階が必要になると思うんですね。これ

は、先ほど来から出ているコミュニティの維持、自治会の維持ですよね。どうやって活性
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化をしていくんですかというところ、すぐ答えは難しい、非常に重要な問題なんですけれ

ども。これもやっぱり各自治会さん単位でも一生懸命考えていらっしゃいます。まちづく

り委員会もそうだと思います。執行部の皆さんも考えていると思うんですけれども、その

辺がちょっと不透明で、じゃあ、市の考え方として、今後どういうふうにしていくの、コ

ンパクトシティやら住みよいまちづくりやら、いろんな話、アドバルーン上げられていま

すけれども、実態としてどうなるんだというのがよくわからないという部分があると思う

んですね。 

   この３段階をきちんと説明してあげないと、やっぱり受け入れ体制もそうでしょうし、

せっかく区域指定したのに誰も来ないということにもなりかねないですし、何のための人

口維持、減少防止なのかということだろうと思うんですね。 

   これは、副市長にお願いしたいんですけれども、やはり建築課さん、都市計画課さんだ

けの話ではないんで、那珂市としてどうするのというところを各地域の住民の皆さん方に

お答えいただかないと、それがついていないとだめだと思うんですよね。建築課さんの、

法的な縛り、条例の縛りはよくわかります。それをどうやって活性化に生かしていくのと

いうところは、副市長を初め執行部の、建設部以外の各部門、それぞれ総合でやっていた

だかないと、ちょっと建築課さんのお答えだけでは難しいのかなというか、納得していた

だけないよという部分もありますんでね。その辺ちょっとどういうふうに考えていかれる

のか、いろんな諸問題解決ということで、住民説明会も開いていらっしゃるんで、どう生

かしていくのかと、住民の方の要望を。その辺、副市長、どうしてというかね、我々は、

住民の方はそういうふうに言っているんで、答えてあげないとこの話は先へ進まないよう

な気がするんでね。どうですかね。 

副市長 非常に難しい問題だと思いますけれども、要するに今回の区域指定については、12 号

区域、なかなか人が、これを指定してもなかなか人が集まらないだろうというのは、ある

程度は予想はできますが、基本的にどこに住むかという選択権の幅を広げるということだ

と思うんですね。今までの既存の都市計画の中でのいわゆる地域要件がそれだけ建てられ

ない人が、いわゆる外から入ってくる人が、市街化区域に住むのか、もっと田舎に住みた

いという人のための選択の幅を広げるということだと思うんで、そこは、そういう方がど

れだけいるかというのは非常になかなかそう簡単には、多くはないと思っていますけれど

も。それと、今度、受け入れる側としてのもともとの集落、既存集落の方の住民の方々が

そこを新しい住民が入ってきたときに、先ほど遠藤委員さんからもありましたように、自

治会に入らないとかそういう話にもなる人もいるかもしれませんが。そこは、やはりもと

もとの住民の方々とよくそこは話し合いを持って、できるだけそこは説得していくという

形で、その地域を円満に事業をやっていくということだと思うんですね。それしか、我々

行政サイドからは、強制的に入れろとかいうこともなかなか難しいでしょうけれども。そ

こは、今後の、こういう地域にも家は建てられますよというＰＲは当然やっていかなくて
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はならないと思っていますけれども、これを指定した以後については、当然、市を挙げて

できるだけそこに人が張りつくような形の施策は当然考えていかなくてはならないと思っ

ています。 

   基本的に、市街化区域と市街化調整区域のもともとの都市計画法の中での線引きですか

ら、市街化調整区域の開発をどんどんしていくという基本的な方向ではないとは思うんで

すよね。そこはおわかり願いたいと思うんですけれども。基本的に開発して人をふやして

いくのは市街化区域だということですから。市街化調整区域は人口、いわゆる開発を抑制

する地域ですから、その辺が都市計画の線引きの中でなっているということで、なかなか

そこの市街化調整区域に人を持ってくるというのは、正直難しい話だと思いますけれども。

そこはＰＲしていかなくてはならないと思ってはおります。すみません。 

委員長 できるだけ総合的な、部署、部局を超えてご支援をいただきたいというのが本音のと

ころなんですけれども、受け入れ体制については、もう自治会任せということではなくて、

やっぱり相談に乗っていただかないと、あれですよね。その辺は非常に厳しいものがあり

ますよね。 

都市計画課長 この区域指定の案の作成に当たりまして、庁内で組織しておりますワーキング

チーム、または検討委員会というものを作成してございます。その中で、このワーキング

チームの中にも市民協働課さんの方にも入っていただきまして、その自治会の問題である

とかコミュニティの問題をどうしたらいいかというような話もその中で議論しているとこ

ろでございます。今後、区域指定した後に、その自治会に加入を促進、ＰＲであるとか、

そういったものをどうしていくかというのも、今度は市民協働課さん等も含めまして、あ

わせてその中で協議して考えていきたいというふうに考えております。 

委員長 ありがとうございます。 

   すみません、そういう話はですね、やっぱり住民の皆さんにお知らせすべきだと思いま

すよね。一方的にもうトータルの話として聞こえてこないという話もありましたんで、や

っぱり建築課さんなり都市計画課さんのほうで、いろんな人と話をしながらコミュニティ

維持をこういうふうにしていくんだよというのを言っていただかないと、先へ進まないで

すよね、不安材料というのは払拭できないんでね。 

   だから、人口維持のための一つのツールではあるんですけれども、それにまつわるソフ

ト部分というのは、当然言っていく必要があると思うんですよね。その辺のお示しという

のは必要かと思うんですけれども。 

   じゃあ、そういうことで、私の話は一旦終わりにします。 

   福田委員、どうぞ。 

福田委員 非常に今回のこの区域指定、これ我々が考えていることとかなりの隔たりがあるん

ですよ。執行部としては、人口増加ということは余り考えていない。ただね、これは私が

一番言いたいのは、２ページですか、説明会の中での２ページにありますけれども、この
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2040 年には那珂市の人口というのは４万 3,000 人に減少するんだと、こういうことがこれ

言われていますけれども、確かにね、今やっぱり人口ということを考えていく必要がある

だろうと思うんですね。減少が、どんどん減少してきて歯どめをかけてもなかなか難しい

だろうと。そういうことがまず一つ。 

   それから、県内のこの区域指定の 11 号、12 号の各自治体が示している内容と那珂市の

今回のこの内容という、この隔たりですか、考え方、これの隔たりが非常にあり過ぎるよ

うな気がするんですけれども、それだけ那珂市は人口に余りこだわっていないということ

ですから、執行部のほうでは。ですから、余り私は指摘はしたくはないんですが、ちょっ

とその辺が非常に私は疑問に思っているんです。 

   それと、この今回の 12 号ということで言うと、いわゆる既存集落を守るということ、こ

れは目的。ただね、今のこの今回区域指定をされた 14 地区の中で幾つかの区域というのは

その指定をしたことによって、ちょっと私は疑問に思うのは、既に居住性が悪化している、

いわゆる例えば一つの例をとると、子育てをしていくのにはちょっと無理ですよね。これ

はなぜかというと、学校は閉鎖されている、条件的に、居住するのに条件が悪くなってい

るところを指定している。そういうところもあるわけですよ。これはいかがなものかなと

いうふうに思うんですよ。 

   それで、これにも、回答内容に記載されていますけれども、利便性とかそういうことを

考えるんだったら市街地だよと、のんびりした生活を選ぶのであれば区域指定の今回の 12

号に指定された区域。これ年齢層で言うと高齢者になってくるかなと想定する、我々こう

解釈するんですよ。むしろ若い人、若い方に居住してもらうということが将来的にいいの

かなと私は思っているんですが、こののんびりした生活を送るということは、もうそれな

りの年齢のいった方、こういうふうに解釈せざるを得ないんですが、どうなんですか、そ

の辺は。 

   どうもね、その辺に、ちょっと我々が考えていることとの隔たりというのが、差があり

過ぎるなというふうに感じるんですよ。どうですか、これは。 

都市計画課長 お答えします。 

   先ほど委員さんのほうから、例えば学校が閉校になったようなところを指定してあって、

そういったどちらかというと若い人が住みづらい環境のところなんではないか。または、

想定するのはご年配の方というのが想定されるんではないか。もうちょっと新しい方が入

って住むような形がどうなのかというようなお話だったと思います。 

   ただいまの、現行の既存集落の要件で、例えば菅谷地区にアパート暮らしした方が家を

建てたいという場合については、大字隣接する五台地区あたりのところまでは現行で建て

られるところではございますけれども、若い人の中でも、それからもうちょっと外れたと

ころに住みたいという方も、今度の 12 号区域について、指定した区域であれば、そういっ

た郊外暮らしができる、または農業をこれからずうっとやってみたいという方も、今回の
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区域指定したエリアについては、居住していただけるのかなというように考えております。 

   基本的には、ゆとりのあるという言葉から、どうしても年配の方がという形に考えられ

るかもしれませんけれども、基本的には那珂市は、やっぱり調整区域、農地が多いですか

ら、そういった農業後継者の問題、またそういった形も考えますと、そういった 12 号区域

の既存集落、今度の指定集落内につきましては、そういった農業をやりたいという方も建

てて住んでいただけるのかなというように、これも想定でございますけれども、している

ところでございます。 

福田委員 そこまで言うんであれば、期待するしかありませんけれども、それともう一点、今

回指定された区域で、いわゆる合併浄化槽、それから排水処理、こういうことで非常に難

しい地域ございますよね。地盤が低い、浸透ができない、発散できない、雨が降れば雨水

がたまる。そういったところで、いわゆる処理するといっても非常に難しい地域があると

思うんですよ。そういうところをどういうふうに考えているのかな。それと同時に、その

地域は道路の幅員が非常に狭い。こういう地域、これは今後どういうふうに考えていくん

ですか。 

委員長 部長。 

建設部長 おっしゃるように、場所によっては道路が整備されていない部分もございます。今

回の街区の捉え方としては、４メートルなりの道路が接している区域をしてございますが、

エリアの中ではそれ以下の道路もございます。そういった中につきましては、市道整備等

の要望もいただいて、排水もいただいている地区もございますので、そういった道路整備、

排水整備と整合させながら、なんとか解消に向けた施策をとりたいと思います。 

   ただ、これは早急にこの指定要件の中でインフラの整備が必要のないというのが原則な

んですが、ただ、地域によっては、インフラの整備はすぐには指定しないんですが、土木

課で抱えている道路整備、排水整備等の要望もございますので、その整備と、下水道も計

画されている区域もございますんで、区域指定したからすぐ整備するわけじゃないですが、

お互いの整備スケジュールにあわせて整備していくというのが原則になりますんで。区域

外というか、宅地外、放流が可能かどうかという部分も含めて、地元の要望に応えていき

たいなと思っています。 

   以上です。 

委員長 花島委員。 

花島委員 福田さんの意見と若干違うのは、若い人も、むしろ入りやすいんですよ、本当は。

何でかというと、高齢になってくると車運転できなくなったりしますよね。そうすると周

辺にいると大変で、私の知り合いなんかでも、年とってから都会に移り住んだり、マンシ

ョン買って住んだりする人、結構多いんです。 

   ですから、今後の話になるんですけれども、制度を入れて那珂市でＰＲしてもらうとき

に、若い人にもぜひ入ってもらうＰＲをぜひしてほしいんです。その辺、諦めないでほし
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いというふうに、一言最後に。 

委員長 それでは、暫時休憩をいたします。11 時 25 分再開といたします。 

休憩（午前 11 時 14 分） 

再開（午前 11 時 25 分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

   質疑ある方。 

   遠藤委員。 

遠藤委員 まだ何点かございます。 

   まず、12 号区域のことに関してですが、いろいろと出ていたご意見の中で、税金の件で

すね。ここにも載っておりますけれども、税金は上がるんですかというふうな質問が、か

なりこれはほぼどの会場からも、私も７会場参加しましたが、出ておりました。これに関

しても、執行部としては当然ね、理解をしていただきたいというふうなことだと思います

けれども、やっぱり言い方としては大丈夫ですよというふうなことでは、ちょっと事実は

多分ないと思うんですね。やっぱり外からの方が移り住んできて、より便利な地域になっ

てくれば、当然評価としては上がってくるわけですね、徐々に上がってくるわけだと思う

んです。 

   だから、そういったところはしっかりと、この制度を入れますが、そういったところも、

恐らくそういう可能性が高いので、それはそれでご認識くださいというふうな説明をすべ

きだったと私は思うんですね。だから、この制度を入れたからといって、すぐ上がるわけ

ではありませんから、大丈夫ですよみたいな言い方が多かったので、そこはちょっと言い

方として違うんではないかなと思いましたけれども、その認識はいかがでしょうか。 

都市計画課長 お答えします。 

   答弁書をまとめました６ページに、区域指定の税金の課税についてということで整理さ

せていただきました。その中でも、委員さんおっしゃるとおり、区域を指定したからすぐ

に上がるものではない。例えば宅地外の土地を転用することによって、家を建てた場合に

ついては、もともと例えば農地の課税が宅地になるわけですから、そういった場合につい

ては、固定資産税は上がるけれども、基本的には変らないというようなお話もしてまいり

ました。 

   その中で、ここの回答の中でも、当初はそういった形でお話ししたところでございます

けれども、やはり状況が変わって、委員さんおっしゃるとおり、家が例えばある程度建っ

てきた中でくれば、そこの地価等も、全体の土地の値段が上がってくるということも想定

されているところであります。 

   その中で、固定資産税につきましては、３年に一度、評価の見直しというのは現在行っ

ているところではございますけれども、その時期に周辺の土地利用の状況により、評価額

が上がる可能性がありますよと。そういった形で家がある程度できてくれば、現行よりは
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上がる可能性はありますというようなことで、説明会の中でも、後段のほうはそういった

形で説明というか、回答をしてきたところでございます。 

   以上でございます。 

遠藤委員 伝え方というのも非常に大事かなというふうに思います。 

   あと、エリアの指定の仕方で、前ご指摘したかちょっと失念しましたが、空き家という

のは、これは考慮されていないんだと思うんですよね。市内で 880 棟ほどの空き家がある

というふうな調査がございます。このエリアを指定する際に、単にとりあえず地図上家が

建っているというだけで、実際そこに空き家がもう虫食いであるかもしれないんですよね。

それは、実際に指定基準の意図からすると、空き家は人は住んでいないわけですから、集

落の中でいうと、趣旨ですよ、人が住んでいるかどうかという集落の中からすると、空き

家がどんどんふえているエリアであれば、そこは指定しても、本来はしてはいけないとこ

ろなんだというふうに思うんですね。ですから、空き家がどこまで考慮されたエリアなの

かということをちょっとお聞きします。 

都市計画課長 空き家の件数につきましては、今回指定集落区域した中で、建物との連担性を、

宅地の連担性をカウントしてございます。ただ、そこに空き家があるかどうかというのは、

ちょっと申しわけないです、判断はしてございません。 

   今度、ここの区域指定をすることによって、空き家対策の一つにもなるというような形

で先ほどご説明したところでございますけれども、これは現在、線引き以降、出身要件等

を伴って開発許可を受けた建物について、場合によってそこが空き家になったといった場

合に、普通、現行制度でいうと、空き家についてですね、建てかえであるとか、または改

築というのができないという状況になりますけれども、今回この市区域指定のエリアに入

った土地、または建物等につきましても、空き家になってしまったところの家とか土地を

買い求めて、新たにそこで家を建てるということが可能となってきます。 

   そういった意味で、今回空き家対策にもこの区域指定というのが一部なるのかなという

ふうに考えておるところでございます。 

遠藤委員 それはまさにそのとおりでして、まち・ひと・しごと総合戦略の中でも、人口還流

政策として空き家バンク、入っておりますから、空き家はこれをやることによって、空き

家対策に十分なるよというのは、これはメリットですよね。会場の中で、何人かから、こ

の制度のメリットとデメリットがよくわからないという声がありました。これは、次回ね、

住民の説明会をやるときなどはきちっと明示してやる必要があると思うんですね。これを

やることによってどういうメリットがあるのか、どういうことが懸案材料なのか。でも、

やっぱり市の政策としてはやるんだと。ただ、やる場合は、こういうふうに気をつけてや

るんですといったことを説明していかないと、今回での説明会はいろいろと大変だったと

思いますが、まずは１回説明したというレベルでして、ほとんどの方はわからないで会場

を後にしたと思いますね。 
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   次に、ちょっとお聞きしたいのは、今 12 号区域の方の懸念のお話をしましたが、次に

11 号についての話ですけれども、前々からこの委員会でも、何で 11 号をやらないんだと

いう話はしております、外の委員さんからも出ております。茨城県内で 11 号指定しないの

はここだけですね、今のところ、考えとしてはそういうことです。 

   これは、コンパクトシティの考えに反するからということだったと思いますけれども、

やはり県内の 11 号、12 号併記で指定しているところで、人口が伸びているのはほぼ 11 号

エリアなんですよね、これは現実ですね。人口をふやすという意味では、やっぱり 11 号を

指定するべきだと思うんです、本来は。でも、指定できない理由は、やはり過度な、新た

なインフラ投資が懸念されるからという答弁でしたが、じゃあ、逆に言うと、11 号のエリ

アの中で既に公共下水も入っている、農集も入っている、そういったところを指定すれば、

新たな公共投資は必要ないんじゃないかと思うんですよね。そういったところというのは

どうなんですか。 

都市計画課長 お答えします。 

   11 号区域、このたび、来年度４月に予定しているのは 12 号区域のみで、11 号区域につ

いては指定しないという形で進めているところでございますけれども、その理由としまし

ては、今、委員さんがおっしゃるとおり、市街化区域、特にコンパクトシティ化、それに

整合性をとるというような一つもございます。そういった意味と、市域全体のバランスの

中で、現在の 11 号区域の中は指定はしませんけれども、現行の制度の既存集落要件で建て

ている家については、ほとんどが今の市街化区域に近接している方がそこで建てておりま

す。それというのは、現状で申しますと、菅谷のアパート等に住んでいた方が大字後台で

あるとか、そういった形に家を建てて住んでいるというのが多く見受けられるところでご

ざいまして、そういった中で現行の制度の中でも、ある程度充足している、そこに比べて

12 号区域、市街化区域から離れているところにつきましては、やはり人口が減少してしま

うというところもございまして、基本的には、コンパクトシティ化による市街化区域と調

整区域のバランス。またはその 11 号区域、市街化区域に隣近接している１キロ圏内と、今

回区域する 12 号区域。それぞれのバランスをとりつつ、今回導入をしてまいりたいという

趣旨のもとから、今回そのような形で考えてございます。 

   なお、11 号区域の指定につきましては、今回指定はしてございませんけれども、今後の

考え方ということで、やはりコンパクトシティ化について見据えた中でという形で今回考

えておりますので、またさらに、そのコンパクトシティの中で検討した中でもまた議論を

しつつ、場合によってはそのときに 11 号区域をまた指定するということもございます。 

   今回については、区域指定については 12 号区域だけという形になります。11 号区域に

ついては、それぞれの社会情勢等を考えながら、また方向性をそのときに検討してまいり

たいというふうに考えております。 

遠藤委員 そこらのところが実はよく整理できなくて、既存集落の維持保全が目的だというこ
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とですが、それというのは、でも、新しい人、入ってきてほしいということですよね。つ

まり人口増が目的と違うんですか。 

   そうなると、例えばですよ、東京のほうからとかという話をよくされていましたけれど

も、第２の人生で田舎暮らしをと。東京の方が来る場合に、那珂市の例えば横堀に来よう

か、四堰に来ようかという選択肢なんですか。そうじゃなくて、水戸に来ようか、ひたち

なかに来ようか、那珂に来ようかという、そういう選択肢になるのと違うんですか。つま

り那珂市にとりあえず来てほしいのであれば、やっぱり那珂市の中で家を建てやすいとこ

ろというふうなものをふやしたほうがいいのと違うんですか。 

   そういう考えでいくと、やっぱり 11 号も、選択肢広げる、広げるとおっしゃる、広げた

らいいと思うんですよ、11 号にも。ただし、新たなインフラ投資を必要としないところに。

それだと整合性とれませんか。 

都市計画課長 お答えします。 

   11 号区域については、インフラ等が整っているところを指定したらいかがかというよう

なご質問の内容だと思います。 

   そこの問題につきましては、やはり今後コンパクトシティ化というのが特に強い考えで、

これからの対応をしていかなければならないというふうに感じておりまして、ただ、その

コンパクトシティ化という話だけではなく、先に当然コンパクトシティ化というと、市街

化区域だけの問題なのかというふうにとらわれやすいですけれども、やはり調整区域の中

の拠点、小さな拠点と申しまして、そういった集落であるとか、そういった拠点をつなぐ

コンパクトシティと、そのネットワークという考え方というのが最近で言われているとこ

ろでございます。 

   その中で、11 号区域につきましては、やはり市街化区域に隣近接している関係上、そこ

での線引き、色分けがちょっと難しい、または都市計画税の問題、話とかがいろいろ出た

りもしてございます。その辺のことをバランスを考えた上で、今回については 11 号区域に

ついては導入するというのを見送っているという状況でございます。 

   また、その選択肢につきましては、それは那珂市か水戸市かいろいろあるかと思います

けれども、少なくとも那珂市においては、市街化の中の菅谷なのか、外の区域指定をする

集落の区域なのか。少なくとも那珂市においての選択肢をそういった形で調整区域におい

ても広げたということでご理解いただきたいというふうに思います。 

遠藤委員 じゃあ、コンパクトシティ化というのは、これはわかるんですね、その考えも。で

あれば、今度は市街化区域の方のご意見です、出ていたご意見。そもそも、だからこの区

域指定自体が、やはり調整区域にインフラ、新たに投資されるおそれがある。不安がある

わけですよ、声として。そもそもコンパクト化と言っているのであれば、この区域指定自

体やらなければいいだろうという声もございました。そういういろんな価値観があって、

ご意見があるんですよね。 
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   特に菅谷なんかで出ていたのは、都市計画税です、やっぱり。都市計画税は、我々は市

街化で払っている。これは目的税で、インフラを整備するためのものだから、これは払っ

ている。ただ、菅谷内でも、それだけ払っていても、道路が十分に整備されているのか。

要望してもなかなか道も整備されない。そういった中で、調整区域のほうで新たな投資が

生まれること自体はどうも納得いかないと、こういう声がございます。いわゆる都市計画

税、目的税として払っているのにもかかわらず、整備がされていない、また宅地化率も 60％

程度ですか。本来は家を建てる、住むならば市街化という部分で、まだそこが十分でない

のに、なぜコンパクトシティ化と逆行するような政策をやるんだという声がございます。

そこに関してはどうですか。 

都市計画課長 お答えします。 

   区域指定導入によって、コンパクトシティ化と逆行するんではないかというようなご質

問だと思いますが、まさしくそのとおりという形が言えるかと思いますので、11 号区域は

今回ですね、区域指定を導入をちょっと見送っているという状況でございます。 

   12 号区域につきましては、もともと本来趣旨の中で、市街化を促進するおそれがない区

域というのが 34 条の 12 号区域の大前提という形になります。そういった意味で、市街化

区域から離れていると、距離的要件でいえば、茨城も１キロ圏内を超えていますけれども、

そういった意味で市街化のおそれがない区域という形で、今回 12 号区域という形で指定し

ているところでございます。 

遠藤委員 そうなりますと、ちょっと 12 号のほうに話を戻すと、指定の中で、公共下水はいい

と思います。農業集落排水もいいと思います。それ以外のところというのは、これから公

共下水も農集も入れないんですか。 

都市計画課長 お答えします。 

   現在区域指定を予定している箇所の中で、下水道の供用開始している区域が 126 ヘクタ

ール、農業集落排水を供用しているのが 97 ヘクタールございまして、これが区域指定の予

定面積に対しての現在の整備率というのが大体 38％強ぐらいの数字でございます。そうし

ますと、約４割、残り６割という形がまだそういった施設が整備されていないというとこ

ろでございますけれども、現時点では、農集の整備計画しているところも、平成 32 年に供

用開始の予定もございまして、または下水道も供用はしていないですけれども、下水道の

計画されている区域というのがほぼ全域という形になってございますので、基本的には下

水道と集落排水の整備計画の中に、現在整備されていないところについても入っていると

いう形でございます。 

   ただ、そこはやっぱり整備のおくれと申しますか、現時点では合計しまして４割弱の下

水道、集排の整備率であるということでございます。 

遠藤委員 であれば、その 12 号の中でも、公共下水と農集が入っている 40％、そこだけでも

いいんじゃないですか。つまり新たな公共投資を必要としないというのであればですよ。
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その言葉とその意味が違っていると思うんですよね。 

   まさしくそういったところに予算の配分がされていくわけで、じゃあ、そこで市街化区

域なんかの声で出ていたのは、都市計画税はそこから取らないんですかという話でしたよ

ね。それは確かに調整区域だから取らない。それはそのとおりですよ。ただ、市街化区域

の人たちの気持ちとしては、それでもインフラがまだまだ未整備のところがあるのに、何

でそっちのほうにという思いもあるんで、ここは、やっぱりそれぞれの立場とそれぞれの

意見というのはいろいろあるんですよね。それはきちっと住民の方にもっと説明をして、

100％納得というのは難しいと思いますけれども、もう少し理解していただく努力が必要だ

と思いますよ。 

   そこは、まず今回、正直８地区やって、まず１回説明したという話だと思います。メリ

ット、デメリット、よくわかりません、聞いているほうは。いろんな意見を聞かれたでし

ょうから、きょうのこの委員会もありますし、それを踏まえて、メリット、デメリットを

きちっともう一度、住民の皆さんに説明する必要があると思います。独断専行じゃないか

という声もありますから、ちゃんと住民の皆さんと一緒に進むという必要があると思いま

すよ。そこらについてはどうですか。 

都市計画課長 お答えします。 

   先ほど公共投資を要しない区域の中で、区域指定するに当たって、インフラ等が整備さ

れているということで、下水道とかそういった施設が整備された区域のみ指定してはどう

なのかというようなお話だったと思います。 

   そういった問題等につきましては、いろいろな面で内部の中で検討した中で、最終的に

は下水道要件で、本当に整備されていれば、ここに限ってやればいいわけですけれども、

例えばまだ計画中であって、実際整備も始まっているけれども、供用開始していない区域、

これどうするのか。または、計画はあるけれども、まだちょっとその整備のおくれによっ

て着手していないところ、どうなのか。 

   そういったバランスを考えた中で、やはり現行の既存集落の要件の中でも、排水につい

ても特段、合併浄化槽の放流水であるとか、放流先がなければ、敷地内処理であるとか、

そういった形が可能であれば、開発はできるということを踏まえまして、基本的には下水

道等の排水要件は、整備されているかどうかで指定はしていないということになります。 

   それと、全体的な説明の中で、いろんなお話も聞きまして、我々のほうも説明をしてき

たところでございますけれども、やはり最初に私が感じたものは、住民の皆さんが区域指

定のエリアどりがですね、現実的には今回示しましたけれども、もうちょっと広い意味、

というのは、例えばバイパスと旧道に挟まっている家が点在している農地等があったとこ

ろに、そういったところが区域指定をして、新たにそこの農地等を転用によってですね、

そこに新しい集落をつくるんだ、そういった形のエリアどりなのかなというのを想定され

たという意見をよく聞いております。 
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   現実的に、今回についてお示しした中で、あくまでも既存集落、今まで幹線道路沿いに

発達した集落、そういった環境の、秩序ある集落環境を守りましょう、そのために既存集

落として指定する区域についてはここです、こういった形ですよという説明をした中で、

ちょっとやはり住民の皆さん方もちょっと的が外れたとかといった意見等も聞きました。 

   そういった中を踏まえまして、とりあえず８回、説明会を進めてきたところでございま

して、素案や方針についていろいろ説明してまいりました。今後につきましても、これか

ら原案という形でまとめたもの、方針を立てて、それを今度正式に、年明けにパブリック

コメント等を出しまして、やりたいというふうに考えてございますので、説明につきまし

ては、いろいろな面で、これから概要版を出したりとかですね、そういった内容について

は説明をしていきたいというふうに考えてございますけれども、特に説明会をまたさらに

改めましてやるという予定は今のところございません。 

委員長 よろしいですか。 

   じゃあ、木野委員。 

木野委員 私も７会場出させていただいて、すごく感じたのは、やっぱりこの委員会で思って

いること、そういったことが住民の方も同じような意見が多いのかなと。皆さんこの委員

会でも言われておりますけれども、人口減少に関しては、結構皆さん、どの地区からもあ

ったと思うんですね。各執行部の皆さんも、各説明会へ出られていたのでわかると思うん

ですけれども、でも、結構いろんな意見に関しましては、もう皆さん言われていますけれ

ども、終わった後、結構皆さん質問したかったんだけれども、これを言っても多分、答え

がないというか、的を射て返ってこないんじゃないかという部分があって、結構行った議

員の方に、個人的に言ってこられる方も実際多かったのが現状なんですね。 

   やっぱり質問しても、多分同じような意見なのかなという部分で、その質問会場ではち

ょっと一歩引いて、終わった後に、個人的に、委員長も行っていましたし、遠藤委員も行

っていましたので、すごく個人的に皆さん、住民の方が寄ってきて、実際こういう話はど

うなんだろうかと。やっぱりちょっと執行部に聞きにくいこともあったのが現状だと思う

んですね。 

   総体的に見ますと、この中では、現状はもう少し考えて、この 12 号だけに限らず、11

号もやっていただきたいというのが住民の方も本来思っていることだと思うんですね。で

すから、何かこう話を聞いていると、あくまでも 12 号にこだわってしまうというのがちょ

っと私も聞いていて、ちょっと納得がいかないのかなという。 

   確かに今、遠藤委員が言っていましたけれども、来年パブリックコメントをやるに関し

ても、その間、住民の方はもっとその説明を聞きたいという部分もあったと思うんですね。

今回やりましたので、その後、パブリックコメントまで持っていく間に何かこう、もっと

住民の方にもわかりやすい説明がないのかなという。概要版は、先ほど出すとおっしゃっ

ていましたけれども、概要版を出しても、その文書を見ただけで、住民の方は納得するの
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かなというのが実際思ったところであります。 

   ですから、私の意見としましては、もう少し案を具体的に、もっと考えていただきたい。

また、11 号も含めた上での考えを少し持っていただけないのかなというのが現状でありま

す。 

   以上です。 

委員長 今、要望等も、意見も出されましたんですけれども、執行部としては、パブリックコ

メントまでは、原案に対する住民への説明はやらないというふうな、あとは文書でという、

そういう考え方ということなんですけれども。今までの議論というか話の中で、やっぱり

住民の方が不安に思っていることは、今回、一応執行部としては答えてきましたよという

ふうな解釈だと思うんですけれども、改めてもう一度、説明会を開いて、メリット、デメ

リットを初め、もう少し説明をする必要があるのかなという、私のほうは、気がしていま

す。 

   というのも、課長のほうからもお話がありましたように、他部門と、例えば市民協働課

ですとか農政課ですとか、農業委員会ですとか、いろいろと話をワーキンググループでや

っていますよという、そのコミュニティ問題についてもそうなんですけれども。そういっ

た話の結果をですね、もしくは途中であれば、状況を言ってほしいんですよね、住民の方

に。それは全然知らされていませんので、そういったことは、やっぱりお知らせする必要

がありますし、こういうことでやっていくんですよということで、一度もうやりましたけ

れども、皆さん方からこういう質問があって、これについてはこういうふうに応えていき

ますということで、もう一度お知らせをすべきじゃないかなと。 

   だから、今回、当常任委員会のほうにもそういう回答をいただきましたけれども、そう

いう形式でですね。それは、やっぱり住民の方にももう一度そういう等に対する答えとい

うことでお示しをして、原案ですからね。次に、パブリックコメントというほうがいいか

と思います。 

   今までの流れでいいますと、パブリックコメントをやっても、ほとんどゼロですよね。

総合計画でも何でも、本当にないですよね。そういう状況で、じゃあ、求めてパブコメや

りましたということで、じゃあ、オーケーですねという話ではないと思いますので、ここ

はもう一回、丁寧な説明というのは必要かと思うんですが、部長、その辺いかがですか。 

建設部長 おっしゃられることは重々承知しているんですが、なかなか新たな、また８回の８

地区の説明会というのは難しいと思います、現実的には。あと、そのパブリックコメント

に合わせてどういった形で住民の方に説明する機会を設けられるかどうか、ちょっと内部

で協議させていただかないと、ここでやりますというのもできないんで、ちょっと検討さ

せてもらいます。 

   以上です。 

委員長 原案をこれからまとめられるということで、大体骨子はできているんでしょうけれど
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も、きょうのお話も含めて、住民の方のご要望等もありますのでね、ぜひとも、その原案

に反映していただいて。説明会については検討するということで、答えていただきました

んで。 

   花島委員。 

花島委員 今後の進め方で１つお伺いしたいのは、パブリックコメントというのは何なんです

かと。いろんなところで、私は国での原子力政策なんかでの話しか知らないんで、那珂市

でどうやってやるのか知らないんですけれども。基本的には、皆さんの意見を聞くという

ことですよね。それは今、例えば説明会の中で聞くのとパブリックコメントと、何が違う

んですか。その意見が出た後で、どう反映させるつもりがあるのかないのか。ただ、とに

かくもう原案は全部つくってしまってね、一通り意見を聞きましたと言って、そのまま議

会に上程するなり、施策へ持っていってしまうのか、その辺をお伺いしたい。 

委員長 部長。 

建設部長 那珂市の中でパブリックコメントをやるのは、新たな市民全体にかかわる施策です

ね。例えばこういった区域指定をやりますよとか、総合計画を新たにつくりますよとか、

そういった新たな市の施策に対しては、ホームページを含めて、市民説明会だけじゃなく

て、そういったネットの中で意見を聞きましょうと。それで、その計画に対する結果もち

ゃんと公表しましょうと。そういった形で次の計画をつくりますというのが那珂市のパブ

リックコメントの扱いかなと思っています。 

   以上です。 

花島委員 じゃあ、確認ですけれども、パブリックコメントを出されて、多分、文書で出てく

るわけですよね。それに検討した結果で、原案なり何なりが変わる可能性を十分考えてい

ると思っていいんですか。 

建設部長 計画の案がですね、確かに言われる意見のとおりだなということであれば、見直し

ますが、原則的には、皆さんに示す案ですから、意見に対してはこう考えていますという

ような回答が今までの事例ですね。 

   以上です。 

委員長 遠藤委員。 

遠藤委員 今の話は、例えばですよ、案として、また説明会をやるとかにしても、結果的には

変らなくたって、住民の方に直接説明するということが大事だということを言っているん

です、私。わかりますか。例えば百歩譲って、全く同じ説明になるかもしれない。もしか

したら 11 号のあれは、検討した結果、やっぱりやらないということなのかもしれないけれ

ども、でも、どういう形にしろ、住民の方が今の段階ではちょっと置き去りになっている

雰囲気がありますよということを、この委員会ではちょっと数名の委員が言っているわけ

です。それを真摯に受けとめていただきたいと思います。 

   それなのに、今後、あと８回やるのは多分段取り上難しいとかという話をされましたけ
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れども、それは行政の都合ですよね。行政は誰のための行政なんですか。有権者、市民が

主役でしょう。市民の方がよくわからないというふうなことでおっしゃっている、しかも、

これは市民の生活に深く、これから制度が導入されれば関係する、税金も上がるかもしれ

ない、新しい住民が入ってきてコミュニティがどうなるか、本当に住民の生活に深く根差

す問題だから、関心があるんですよ。だから、各会場これだけ来られているんです。 

   でも、その方々が、確かに地域性によるとは思いました。期待している地域もあると思

います。ただし、それにしても、やはり理解がなかなかできないなという方が大多数なの

で、それは真摯に受けとめていただきたいと思いますよ。いかがですか、部長。 

委員長 部長。 

建設部長 失礼いたしました。今まで言われたことにですね、ここで即答はできないんで、検

討させていただきます。 

   以上です。 

委員長 そうしましたら、時間もあれですけれども、当委員会としては、今度つくられる原案

に対して、今まで住民説明会での住民からのご要望、当委員会の要望もありますけれども、

それらを踏まえて作成していただいて、その後、住民説明会ということでぜひお願いした

いなと思います。 

   最後に、当委員会として、もう 12 月議会が始まりますけれども、定例会がですね。その

席上、常任委員会としては、その原案を説明いただくんですが、その後、全議員に対して、

全員協議会で、ぜひ執行部のほうからまたご説明をお願いしたいと思うんですが、その辺、

委員の皆さん、どうですかね。原案に対する全議員に対する説明ですね。私が全部答えら

れればいいですけれども、そこまで把握し切れませんので…… 

福田委員 全協ですか。 

委員長 全協で。 

福田委員 だって、委員会で決まらないものを全協に持っていくというのもちょっとおかしい

んじゃないの。 

委員長 原案を聞いて、その委員会の判断で、必要なときは要請するということでいいですか、

必要な時は。 

福田委員 委員会の問題だからね。 

委員長 ええ。ですから、我々のほうで判断はしますけれども、そのための、だから…… 

福田委員 だから、委員会で決まって、それからだろうよ、全協というのは。 

委員長 わかりました。じゃあ、そういうことで、原案については、今度 12 月定例会で説明い

ただきますんで、それを審議してからということで…… 

     （「確かにまだ煮詰まっていないから」と呼ぶ声あり） 

委員長 そうですよね。まだ素案の状況…… 

福田委員 だって、全協に上げてしまったら、委員会の重みなくなってしまうよ。これは全く
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順序が違うよ。 

委員長 ですから、そうですね、次の説明を聞いてからということで、我々の判断ということ

になりますので、させていただきたいと思います。 

   じゃあ、以上で質疑を終了いたします。 

   暫時休憩をいたします。 

   じゃあ、執行部については入れかえをお願いいたします。 

     休憩（午後０時２分） 

     再開（午後０時３分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

   水道料金及び下水道使用料の誤徴収についてを議題といたします。 

   執行部より説明をお願いします。 

   部長。 

上下水道部長 説明に入る前に、私からちょっと時間をいただいて、お話ししたいと思うんで

すが、時間をいただませんでしょうか。 

委員長 許可します。 

上下水道部長 このたび私ども、預金口座情報を料金システムに投入する際、平成 22 年 10 月、

当時、８月、９月分ですか、それから今年度の 28 年８月分まで、６、７月の分でございま

すけれども、確認不足とか注意を払わなかった点で、水道料金及び下水道の使用料を誤っ

て取ってしまったということに対しましては、本当にまことに申しわけございませんでし

た。 

   今後は、監督者として注意を十分払って指導監督してまいりたいと、このように考えて

おります。この後、担当の水道課長のほうから説明させます。よろしくお願いいたします。 

委員長 それでは、担当、説明願います。 

水道課長 水道課長の助川です。外５名が出席しております。 

   座って説明させていただきます。 

   今回水道料金及び下水道使用料の徴収の誤りがありましたので、お手元の資料に基づき

まして、説明いたします。 

   水道料金及び下水道使用料の誤徴収について、報告。 

   このたび、預金口座情報を料金システムに入力する際の確認不足によります水道料金及

び下水道使用料の徴収誤りがありましたので、その内容と対応についてご報告いたします。 

   なお、対象者の方へは謝罪をし、経過内容を説明し、ご理解を得ております。 

   １番の誤徴収及び未徴収の対象者ですが、誤徴収となってしまった方は、横堀のＡ様で、

未徴収となっていた方は、堤のＢ様になります。 

   なお、Ａ様、Ｂ様の氏名につきましては、12 月の議会におきまして、議案として説明い

たしますので、本日の委員会では、Ａ様、Ｂ様で説明させていただきます。 



 - 32 - 

   ２番の経緯ですが、平成 28 年 10 月３日に、Ａ様から水道料金が通帳に毎回２回分記載

されているので、その内容を教えてほしいと問合せがありましたので、調査いたしました

結果、徴収の誤りであることがわかりましたので、平成 28 年 10 月７日にＡ様の自宅を訪

問し、誤徴収となった経緯を説明し、謝罪をいたしました。 

   徴収しました水道料金及び下水道使用料については、誤徴収した全額に遅延損害金を合

わせて返還することで了承を得ております。 

   Ｂ様につきましては、口座振替がなされていなかった経緯を説明し、謝罪をいたしまし

た。未徴収になっていた料金については、時効を踏まえた金額で納付していただくことで

了承を得ております。 

   また、平成 28 年 10 月 24 日には、Ｂ様から水道料金及び下水道使用料を納付していただ

きました。また、平成 28 年 11 月１日には、Ａ様に水道料金及び下水道使用料を返還いた

しました。 

   ２ページをお開きください。 

   ３番の誤徴収になりました原因ですけれども、平成 22 年 10 月にＡ様から口座振替依頼

書が提出され、その依頼書の水栓番号記入欄にＡ様のお客様番号が記入されており、その

お客様番号を水栓番号としてお客様を特定したため、Ｂ様の料金を口座振替で支払うこと

になってしまいました。 

   ここで、お手元の資料の最後のページ、４ページをお開きください。 

   参考資料といたしまして、預金口座振替依頼書を掲載いたしました。この依頼書をもと

にデータの更新をしております。 

   今回の場合、上の大きい四角の升目の下のところに水栓番号の欄がありますが、ここに

申請者、Ａ様のお客様番号が記入されておりましたので、その番号で検索したところ、Ｂ

様の水栓番号と同じ番号だったため、Ｂ様の支払い口座にＡ様の口座が登録されてしまい

ました。 

   ２ページの３番に戻りまして、入力作業後に別の職員が入力データの確認作業の中で、

Ａ様の口座情報、支払い口座が登録されていないことが確認されたので、口座情報の登録

を行いました。その結果、Ａ様の口座情報を２件の水栓に登録してしまったことになって

しまいました。 

   ４番ですけれども、Ａ様の損害賠償金の内容ですが、今回は市側の過失による徴収の誤

りになりますので、民法第 709 条の不法行為に該当し、損害賠償の責を負うことになりま

す。 

   損害賠償金の詳細ですが、（１）過誤徴収期間は平成 22 年 10 月検針分の８、９月使用

分からです。平成 28 年８月の検針分、６、７月の使用分までの６年間になります。 

   （２）遅延損害金基準日は平成 28 年 11 月１日になります。 

   （３）過誤徴収金等の総額は、内訳の表のとおり、誤って徴収しました過誤徴収金 39
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万 6,245 円と遅延損害金５万 9,115 円を加え、合計 45 万 5,360 円になります。 

   ５番、Ｂ様に対する請求額ですが、民法第 173 条により、消滅時効が２年で、民法第 145

条により、時効の援用をしておりますので、水道料金は４万 5,480 円になります。下水道

使用料は、地方自治法 236 条の適用により、消滅時効５年で、22 万 3,440 円、両方合わせ

まして 26 万 8,920 円になります。 

   ３ページをお開きください。 

   ６番といたしまして、今後の対策ですけれども、口座振替情報の入力には、定期的に口

座振替移動者の一覧表を作成し、誤った入力がないことを確認するとともに、口座振替依

頼書のデータ入力時には、より一層の注意を払い、今後は事務の処理の適正化に努めてま

いります。 

   また、今回のデータ入力の誤りに伴いまして、使用者と口座名義人が違う場合などの入

力データの再確認作業を行いました。現在、口座振替を利用している使用者は１万 7,254

件ありまして、そのうち１万 6,000 件、93％が確認済みになっております。残りの分につ

きましては、できるだけ早急に確認作業がとれますよう、今現在作業を進めているところ

でございます。 

   この案件につきましては、弁護士等と協議をしながら進めて処理しております。 

   私のほうからは以上でございます。よろしくお願いします。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

   遠藤委員。 

遠藤委員 ちょっと結果的に残念な事象でございますね、本当になんとかしっかりやっていた

だきたいなというふうに思います。 

   これは、誤徴収の原因はこういうふうに出ておりますけれども、もっとなんとかならな

かったんでしょうかね、実際のところ、作業手順的なもの、もしくはチェックする仕組み

というか、そこらというのはどんなもんなんでしょう。 

水道課長 この作業につきましては、口座振替依頼書に基づいて作業をしておりますけれども、

まず最初に職員が口座振替書に基づきましてデータ入力をしております。その次の段階で、

別の職員が二重に、それが適正に入力されているかどうかというような形でチェック作業

をやっておるんですけれども、今回、その部分で見逃してしまったということですので、

今後こういうことがないように、事務の適正化についてはやっていき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 外にございませんか。 

   じゃあ、私から。 

   この誤徴収がわかってから、このＡ様のほう、及びＢさん。Ａさんは、特にどなたが謝
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罪に行きましたか。 

水道課長 私外担当と、あと部長、あと市長にも行っていただきました。 

   以上でございます。 

委員長 それは１回ですか、謝罪は。一度だけ。 

水道課長 ３回行っております。その他の事務処理とかもありましたので、訪問は３回行って

おります。 

   以上でございます。 

委員長 それとですね、入力が誤っていて、それをチェックできなかったよという話ですけれ

ども、これは入金処理のチェックはどういうふうにされていますか。徴収、口座引き落と

しですよね。依頼と、その入金した後のチェック、これはどういうふうにしているんです

か。 

水道課長 二月に１回徴収しておりますけれども、それを一覧表等で入金されているかどうか

というのを確認しております。 

   以上でございます。 

委員長 その確認は、個人名と、これはたしか水栓番号がありましたけれども、口座名と金額

というのは、それぞれチェックしているわけですか、１件ごと。 

水道課長 １件ごとに確認しておりまして、納入されていない方については督促とかという形

でやっておりますので、確認はしております。 

委員長 わかりました。 

   もう一点、今、入力ミスが、ダブって入力されているということですけれども、この口

座依頼書を入力する際に、口座と水栓番号、この辺のチェックがされていないですよね。

これ上司の方、そのチェックするというのはどういうことをチェックしているんですか、

これ。これに書いてあって、入力した後ですね。それと、今度は入金処理ですよね。お金

が入った、入っていないのチェックのそのデータ、その辺の確認はされているんですか。 

水道課長 口座振替依頼書に基づいて、データ入力しますけれども、そうすると、その水栓番

号について検索等をして、その情報が正しいかどうか、名前、住所ですね、そういうのを

もろもろ検索して、落ちついて見れば、間違っている場合にはそこで気がつくはずなんで

すけれども、今回の場合は、そこがスムーズにチェックできなかった、見逃してしまった

ということになります。 

   以上でございます。 

委員長 それはチェックになっていないですよね。見逃すというのは。だって、入金情報、間

違いがあるなしというのは見逃してはまずいですよね。 

   データ入力についてもきちんとチェックを上司の方がされていないということになりま

すよね、だって、誤りがわからないんだから。Ａさんで水栓番号、Ｂさんで水栓番号、ど

ちらかが同じデータが入っているわけですから、それはもう入力時点で気がつかないとい



 - 35 - 

けないということは、気がつかないということは、チェックシステムがなかったというこ

とですよね。その辺はいかがですか。 

水道課長 常にですね、外の案件もそうですけれども、水栓番号にお客様番号が入っていると

いう、申請書、振替書というのは結構ありますので、その辺も含めて、間違っているかど

うかというのは、職員も常に頭に置いて、検索しながら進めているので、通常はそこでチ

ェックされて、間違っているというのを見逃さずに訂正しているんですけれども、今回は、

これだけはそこが、画面にはもうちゃんと出ていたはずなんですけれども、それをそのま

までいいというふうには判断はしなかったと思うんですね、そういうふうにすり抜けてい

ってしまったので。そこをよく確認しなかったということで、こういうことになってしま

ったということです。 

   以上です。 

委員長 ちょっとよく、何でミスが起きたのかというのはよくわからないんですけれども、今

の説明だとね。単純にたまたま間違えてしまいました、確認、発見できませんでしたとい

う話になっているんで、決してこれあってはいけない間違いなんで。今後についても、対

策を講じる場合については、その辺のチェックシステムが、入力については担当者がやっ

て、その次に誰がチェックをする、上司の方でしたら、上司の方がチェックしますよ。ど

ことどこ、こういう点をチェックする。もう一方、やっぱり要りますよね、チェック者は。

１人ではちょっと。 

   その辺まで対策していかないとまずいでしょうし、余り入金処理についても、１万数千

件、7,000 件あるということですから、これは大変な膨大な量になりますけれども。その

辺は、個人名で入金されている、されていない。未収金ということで、多分、そっちだけ

見られていますけれども、各個人別にちゃんと入っている入っていないは、消し込みはそ

の辺はされないとまずいですよね。それもできていなかったということですから、水栓番

号、何をキーにそのチェックをしているのかちょっとわかりませんけれども、今後につい

ては、その辺の対策は、二度と間違いがないように、システムと、あとはチェック者を誰

がどういうところをきちんと見るというのをきちんと決めておかないとだめだと思うんで

すよね。その辺はどういうふうにされるんですか、対策は。 

水道課長 振替申請が出てきたものについては、定期的に一覧表をつくりまして、それを突合

せして、間違いがないかどうかというのを再確認するということを考えております。 

   以上でございます。 

委員長 わかりました。 

   外にございませんか。 

   遠藤委員。 

遠藤委員 じゃあ、これに関しての責任の所在といいますか、それはどういうことになります

か。 
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委員長 副市長。 

副市長 これは平成 22 年に起こった事案でございまして、当時の職員は、管理職ですね、全て

退職しているということで、今回は懲戒処分には該当できないということでございます。 

   以上です。 

委員長 １点、お聞きしたいんですけれども、監査制度、監査システムはあると思うんですが、

今、業務監査等々、たしか幾つかあると思いますけれども、この辺の監査の中身について、

今回の件で改めるところはございませんか。 

   今回は、間違いが間違いということで発見されていないんで、支払い者の方がおかしい

よという話で初めて気がついたということでしょうから。本来あってはいけないことがま

かり通っていたわけですよね、６年間。担当の方というか、責任者の方はもうやめてしま

ったという話もありますけれども、その辺で、監査で見つけられるというか、その辺の話

というか、対策というのは特に考えてはいないんですか。あるいは、監査をもうちょっと

こういうふうに変えるとかいう話は。 

水道課長 今回の場合は、水道料金に関しましては、未納という形じゃなくて、外の人が払っ

ていたということで、使った量分についての使用料というのは納まっていた形なので、な

かなか監査では難しいと思いますので。今後こういうことがないように、執行部のほうで、

課のほうで、こういった間違いがないようなチェック体制をとって、誤りのないように適

正化に努めていき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 チェック体制をとるということですけれども、それ、仕組みと、それから誰がチェッ

クをする、その内容をご報告、後ほどいただきたいと思います。それ要望したいと思いま

す。チェック体制を整えますという言葉だけでは、また再発の可能性もありますんで、き

ちんと誰がどういうふうにチェックをしていくんだということで、それは入金体制も含め

て後ほどの提出を要請いたします。 

   遠藤委員。 

遠藤委員 じゃあ、考え方だけお伝えしておきますが、当時の担当の職員の方は退職されてい

る。当時からいらっしゃる上司はいるんじゃないかなと思いますよね。そこらを考えて検

討していただければとは思いますけれども、当時の上司というか責任者は、多分いるのだ

ろうと。 

委員長 副市長。 

副市長 当時の水道課にいた管理職ですね、この方はもう既に全員退職しているということで

ございます。 

委員長 花島委員。 

花島委員 １つお伺いしたいんですが、Ａさんは二重に徴収されたのを気がついたのはつい最

近のことなんですか。それまでおかしいよという話、全くなくて６年間ということなんで
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しょうか。 

水道課長 そのとおりです。今までは、下水と水道料金と両方を納めている人だったので、通

帳のほうに２段に書かれていたのが、上側が水道料金、下側が下水道料金というふうに思

っていたということでした。 

   以上でございます。 

花島委員 口座の振りかえは通帳か何かに載りますよね。その外に、これこれ徴収しましたみ

たいなやつがはがきか何かで来ませんでしたか。それは間違っていなかったんですか。 

水道課長 水道を使っていた、その帳票なんですけれども、それについては、Ｂさんのほうに

行っていましたので、本人のところでは、Ａさんのところでは確認できなかったという状

況です。 

委員長 外にございませんか。 

   遠藤委員。 

遠藤委員 すみません、ちょっとよくわからなくて、ごめんなさい。責任の所在というのは、

例えばそれはその当時はそうだったかもしれないけれども、それまでの６年間の間は、行

政が必要以上に取っていたわけですよね、その期間ずうっと。しかも時効でなくなってし

まっている、市が本来は徴収できたものが時効でもくなくなってしまっているものもある

わけですよね。市に損害を与えているわけですよ、これは考えとして。それは、じゃあ実

際にその６年前の作業がミスをした方の責任は当然ありながら、その間ずうっと不正に取

られていた、もしくは取らなかった。今わかったから、今清算はしたようですけれども、

既に消滅時効２年、消滅時効５年かかってしまったものは、本来市が徴収しなければいけ

なかったものが消滅してしまっているわけですよ。この責任はあると思いますよね。考え

方の問題で、どこまでどう責任をとれるかというのはいろいろと一定の決まりがあるんで

しょうけれども。そこらの考え方というのはどうでしょう。 

委員長 副市長。 

副市長 確かに平成 22 年に原因はそこで発生していて、見つかったのは今年ということで、そ

この間に見つけなければならないのかという遠藤さんの質問かと思うんですけども、そこ

の責任はどうなんだという。そこは非常に、この今回の件については、未納も基本的にな

くて、１人の人が２件分払っていたということですから、そこを見つけるというのは非常

に困難かなと。ただ、やっぱりどちらかが未納で出てきていれば、そこのチェックは当然

できて、おかしいなという話になるかと思いますけれども。そこの未納の金額がどこにも

発生していないということですから、もう最初のシステムの入力の段階でミスれば、それ

がずうっと続いてしまうと。 

   それは今回、そこは改めて逐次、そこは今まで依頼書を出した分については、今も、全

て１万 7,000 件のチェックをしている段階ですから、そこは随時やる必要があると思いま

すけれども、発見できなかったということに対する瑕疵を問われると、ちょっと非常に難
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しいかなと私は今思っていますけれども。 

遠藤委員 おっしゃるとおりだと思います。瑕疵はないかな、過失もなかなか大きくはないか

なと思っていますが、ただ、現実問題、時効が援用されてしまったことによる、本来取れ

るべき金が取れなかったという損失補塡的な意味合い、そこを私は言っているのであって、

確かに発見するのは非常に難しい案件だったと思いますね。だから、そこらというのは、

ただ、当然これは、この責任を追及するという考えではなく、私としては、今後あっては

ならないと思いますので、きちっとやっていただきたい。やっていただきたいけれども、

ただ、何となくおとがめなしというのはどういうものなのかという、そういう一般市民的

な、感情的なもので話をしたまででございまして、後はご検討いただければ。一応、委員

会でこういう話が出たということで、ご検討いただければいいかなという話でございます。 

委員長 外に質疑ありませんか。 

     （なし） 

委員長 じゃあ、なければということで、対策についてはきちっと立てていただいて、二度と

発生しないようにお願いしたいと思います。 

   じゃあ、なければ以上で終わりにしたいと思います。 

   本日の議題は全部終了いたしました。 

   以上で産業建設常任委員会を閉会いたします。 

閉会（午後０時30分） 
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