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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29年２月７日（火）午前10時 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席委員 委員長 寺門  厚  副委員長 木野 広宣 

     委 員 花島  進  委  員 遠藤  実 

     委 員 福田耕四郎 

欠席委員 な し 

職務のため出席した者の職氏名 

     議   長 中﨑 政長  事務局長 深谷  忍 

     事務局次長 寺山 修一  書  記 萩谷 将司 

会議事件説明ため出席者の職氏名（総括補佐職以上と発言者） 

     副市長 宮本 俊美          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 海老澤美彦       農業委員会事務局長 山田 甲一 

     農業委員会事務局長補佐 綿引  稔  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 

会議事件と概要 

     （１）議会報告会での市民等からの意見への対応について 

        概要：農政課、土木課、農業委員会事務局、下水道課に対し確認を行った。 

     （２）静峰ふるさと公園魅力向上事業について 

        概要：集客力向上、多世代で楽しめる公園づくり、健康増進施設の付加を目

的に整備を行うことについて執行部から説明を受けた。 

     （３）視察研修を終えての意見交換 

        概要：新潟県阿賀野市及び魚沼市の視察から、参考にしたい事例や那珂市で

の課題等について意見交換を行った。 

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59分） 

委員長 おはようございます。 

常任委員会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、答弁の際は簡潔明瞭にお願いいたします。 
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携帯電話をお持ちの方は電源をお切りいただくか、マナーモードにしていただきたいと

思います。 

ただいまの出席委員は５名でございます。欠席はおりません。 

定足数に達しておりますので、これより産業建設常任委員会を開会いたします。 

会議事件説明のため、副市長ほか関係職員の出席を求めております。 

職務のため、議長及び議会事務局職員が出席をしております。 

ここで、議長よりご挨拶をお願いいたします。 

議長 おはようございます。 

寺門委員長のもと、産業建設常任委員会、ご苦労さまでございます。 

レジュメにもありますように、盛りだくさんの審議事項でございます。慎重かつ活発な

意見の交換ができ、実のあるものができればなと、そういうふうに思っています。 

執行部の皆様におかれましても、よろしくどうぞお願いします。 

ご苦労さまでございます。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

続きまして、副市長よりご挨拶をお願いいたします。 

副市長 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。 

本日は、執行部からは静峰ふるさと公園魅力向上事業についてご報告をいたします。そ

のほか、議会報告会での市民の意見等が５件ほど出ているようでございます。 

これに関しまして、丁寧な答弁に心がけてまいりますので、よろしくお願い申し上げま

して、挨拶とさせていただきます。 

よろしくお願いします。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

これより議事に入ります。 

本委員会の会議事件は別紙、会議次第のとおりであります。 

初めに、議会報告会での市民等からの意見への対応についてを議題といたします。 

昨年の議会報告会にて、参加者からいただきましたご意見につきまして、所管課ごとに

確認をしてまいりたいと思います。 

なお、確認しました内容はご意見への回答としまして議会だよりに掲載する予定でござ

います。紙面の都合、全てとはいきませんけれども、本日の内容に応じて調整したいと思

いますので、ご了承いただきたいと思います。 

それでは、最初にですね、中台地区の下水道整備の遅れについて確認をしてまいります。 

議会報告会での意見の内容につきましては、中台地区の整備の遅れ、下水道の整備です

ね、深刻であるということと、早く整備をしてもらいたいというものでございます。 

整備の進捗はどのようになっているのかについて確認したいと思いますので、説明をお
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願いいたします。 

下水道課長 下水道課長の植田です。 

よろしくお願いします。 

それでは、中台地区の下水道事業の遅れということで、まず、現在下水道事業について

は、計画ですけれども、平成22年に公共下水道審議会のほうで第１次優先地区、整備計画

のほうで第１次整備優先地区としてⅠ期、Ⅱ期、Ⅲ期を選定した次第です。 

それに基づいて、平成24年から10年間計画の中で整備区画を渡って整備をしている状況

ですけれども、10年計画と言いながら、間に災害復旧が入っていますので、ちょっと遅れ

は生じておる次第です。 

その第１次優先地区の中には、中台地区というのは含まれておりませんので、そうです

ね、次期整備地区、優先地区の整備地区と選定、今後整備していく予定となっております

ので、今の時点では直接の整備計画の中には盛り込んではいない状況です。 

以上でございます。 

委員長 今、説明がございました。 

説明につきまして皆さん、委員のほうからはご意見はございませんでしょうか。 

はい、福田委員。 

福田委員 中台地区、これ、範囲が広いんですけれども、場所的にね、中台の公民館だっけ、

旧349の。コミュニティセンター。それの西側、旧349の西側。 

あの辺、今度区域指定されたけれども、あそこは今現在浸透式だったね、浄化槽は。 

下水道課長 そうですね。浄化槽処理区域です。 

福田委員 それで、例えばね、あの地区というのは浸透式が目詰まりを起こして、流すところ

が全くない。これは担当課のほうでもわかっているだろうと思うんだけれども。 

今度区域指定にするあそこはエリアになっていますね。 

今後どうするんですか。 

下水道課長 はい、お答えします。 

区域指定については、下水道整備計画の要件には、指定の要件については、公共下水道

も合併浄化槽も含めた形というふうに解釈しておりますので、今現在の浄化槽については、

浸透式でやっていただくしかないかと思っております。 

福田委員 だから、現在のそれでやっていくしかないと言うけれども、そういうところを区域

指定にして、果たしてその効果が出るの。それを我々は懸念するんですよ。 

全く整備がされない。 

いわゆる合併浄化槽だったらわかるんです。あそこは合併浄化槽じゃないからね。浸透

式ですよ。いわゆる排水設備がないということ。 

そういうところを区域指定にして、さらに下水道課のほうでは、まだあの辺の先行きの

見通しがまだ立っていないと。 



 - 4 - 

そういうところを区域指定にして何の意味があるの。どういうメリットがあるんですか。 

全くこの辺については、やはり前々からこれは出ていると思うんですけれども、まず排

水設備がないよね。そこへ来て、地形的に非常に、何というんだろう、砂鉢のようなね、

そこが区域指定される。さらに浸透式。 

これでは、今計画をしている各課との連携、そういうことがね、どうも我々としては疑

問なんですよね。 

委員長 はい、部長。 

上下水道部長 今、委員さん言われるとおり、浄化槽の水を浸透しているっていうことで、も

う浸透し切れないということは、以前から、皆様からご意見等伺っております。 

区域指定に関しましてはあくまで、要するにうちの課長が言ったとおり、公共下水道も

しくは浄化槽で対応できるものに対してくくったわけでございますけれども、我々下水道

課としましてはですね、今の下水道の整備がかなり遅れているということで、市民の皆さ

んに対してもご迷惑をかけていますので、できるだけ早くいろいろ整備を考えなくちゃな

らないという中で、当然、その手法としては公共下水道または合併浄化槽とか、併用する

とか、いろいろあると思うんですけれども、合併浄化槽にした場合には、当然、流末です

ね、それまで考えないと安易には私どもも、じゃあ合併浄化槽に進みますよとか、そうい

うのもできませんので、現在審議会のほうでですね、今後の整備方針としまして、そうい

うものも加味した上で方向性を見出そうということで進んでいるわけなんで、いましばら

く、ちょっとお時間をいただきたいなという考えでおります。 

福田委員 それはわかるけれども、あそこは前々からなんだ。 

だから、そういうインフラ整備、何というんですか、合併浄化槽、そういうことが、あ

の地域でね、できるんであれば、区域指定ということもわかりますよ。 

浸透式でみんなもう悩んでいるんだよ、あそこは。 

そこが区域指定されたって何のメリットがあるのかなって、ちょっと疑問に思った。 

だからね、あの辺はね、もう早急にやっぱり整備、いわゆる下水道といったら、また相

当の期間がかかるんじゃないですか。 

それよりは、やはり合併浄化槽が使える排水設備、こういうのがやっぱり緊急の課題と

違いますか。 

委員長 暫時休憩いたします。 

     休憩（午前10時11分） 

     再開（午前10時14分） 

委員長 はい、では再開いたします。 

はい、花島委員。 

花島委員 前に私、一般質問でね、下水道についてどうなっているか聞きました。 

それで、あれを聞いたのは、こういうことをちゃんと市に把握してもらって、それでそ
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の場所に応じたやり方をやってもらいたいという主旨で聞いたんです。 

ですから、実際に土地の問題もあるし、その合併浄化槽の、単独処理はもうこれからい

ませんからね、それも含めて、実際にどういう性能が出ているのかも含めて、ある程度把

握してもらって、それで各地区ごとにどういうやり方をしたらいいかっていうのを進める、

それから市でやるべきインフラの整備は必要ならやるというふうな形でやってもらいたい

と思うんです。 

そういう意味でいろいろ、何ていうんですかね、調べて、那珂市全体一様じゃなくて、

その場所、場所に応じたやり方を考えていただきたいと思うんです。 

ちょっと申し訳ない、手間がかかることなんですが、きめ細かい対応をしていただけれ

ば、市にかかわる財政負担なんかもですね、減ると思うんで、よろしくお願いしたい。 

委員長 はい、部長。 

上下水道部長 先ほど委員さんからもあったとおり、かなり浸透できない状態は、前からいろ

いろ聞かせていただいております。 

ですから、当然この場でですね、どこどこに流末、流すことが可能かどうかっていうの

はちょっとお答えできませんけれども、当然、今後の手法検討の中でですね、仮にその合

併浄化槽をやるとすれば、じゃあ、その水はどこに流すのかまで考えないと、うちとして

は要するに安易に合併浄化槽をやるよ、あとはどうぞっていうわけにはいかないんで、相

対的にそれを考えた上で、どうしていくというのを、今後、審議会のほうと図っていきた

いということでご理解いただければと思うんですが。 

委員長 ちょっと、今部長の答弁をいただきましたけれども、これは私も一般質問で三、四年

続けて、もう今でいうと４年ぐらい前から言い続けています。 

今おっしゃった内容についても当時から検討をいただくということで、28年度、新たな

手法で整備ができる、できないというのも、いろいろ調査研究して回答すると、下水道審

議会に対してですね。 

それは28年度末までにいろんな、新たな手法なり、整備計画に寄与できるものがね、で

きたのかどうか。 

それと、下水道審議会ですね、公共下水道でいくのか、その新たな手法でいくのか。 

これは費用的な、地区、今お話に出ました地区の問題も含めてですね、抜本的に提案し

ていただけるという回答をいただいておりました。これについてはどうなっているのかで

すね。 

やっぱり、これは産業建設常任委員会としてですね、きちんと徹底的に調査をしていか

ないと、下水道課だけの問題ではないですよね。 

福田委員、それから花島委員から出ましたけれども、流末の問題を考えますと、これは

土木もそうですし、道路のほうに流末、側溝に求めるというのも、これも建築の問題もあ

りますし、いろんな面から検討をしていくということで、進めていかないとね。いつ聞い
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ても次の計画はわかりませんという話になるんでですね。 

中台地区についても、34年から次の計画が始まりますけれども、これ、だから29年度の

下水道審議会で次にどこをやるかっていうのを決めるということなんでね。 

そんなことをやっていたらね、いつまでたっても終わらないじゃないですか。 

だから、一気にやるならやるという案も必要でしょうし、これはもう徹底的にね、やっ

てという話はさんざん言っているんですけれども。 

動いていただいて、答申を待っている状態なんですが、だから下水道審議会にかけても、

じゃあ、次どこをやりましょうだけで終わってしまってはね、これもう何の意味もないん

でですね、これまで30年間やってきてできてない、半分も終わっていないということです

から、あと30年かけて結局ね、終わらないという話になっちゃうんでね。 

そこじゃなくて、まずはできる方法で、しかも水質も保ちながらという、あとは流末の

問題も解決しながらということで進めていただきたいんですよ。 

だから、これから審議するだの研究するっていう話も必要ですけれども、これまでやっ

てきたことのね、研究の成果が出ているはずなんで、そうですよね、部長。 

上下水道部長 前から審議会のほうで、遅れているものを取り戻すためにどのような手法でと

いうことで、言わせていただいております。 

当然今回、今年度の審議会においても、当然公共、農集、合併浄化槽とか、あとは市町

村設置型とかいう手法もございます。 

その中で当然、要は、具体的に審議会には昨年度の、要するにそれぞれの事業において、

整備費、あとは起債でどのくらいの償還をしているか等々を提示してですね、また、それ

によって今後どの手法をとっていくかということで、先ほども言いましたとおり、公共で

いくのか、それとも合併、今と同じ並行させるのか、それともある一定部分を、要するに

合併に持っていくのか、合併浄化槽のエリアを持っていくのかというもので、これからと

いうか、今月も、もう一度審議会があります。 

今後、29年度も当然、早い時期に結論を出していきたいという考えで私どももいますけ

れども、そのようなものを持ってですね、できるだけ早く皆様に提示できるような形で持

っていきたいと。 

そのためには、当然市民の皆さんの意見等も、議員さんの意見等も加味してですね、そ

れで今後の整備方針を決めていきたいという考えでおりますので、できるだけ早く皆様に

お示ししたいと考えております。 

以上でございます。 

委員長 28年度中には、新たな手法も含めてどうしましょうというのが、回答がまとまるとい

うお話を前の部長さんからずっと聞いているんですが、１年早めてね、下水道審議会を開

いて、検討しましょうっていうのを皆さんに問いたいというところまでは聞いておったん

ですが、それはどうなっていますか。 
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上下水道部長 28年度というともう既に、あと２カ月、２月、３月残っていますけれども、そ

の間に方向づけは非常に難しいということになります。 

ですから、できるだけ早くですね、それは検討して方向性を示していきたいということ

でご理解いただければと思います。 

委員長 なぜ今こういう話を聞いたかっていうと、中台地区もね、次の審議会、29年に開かれ

たときに、今度34年度からの計画に入るかどうか全くわかりませんからね。 

中台地区ばかりじゃありません。そのほかの地区もまだまだいっぱいあるんです、そん

なところが。 

だからそれを、きちんと答えが出るようにしていただきたいというのが皆さんの、この

委員の願いなんでですね、きょうのところはですね。 

本当はいつわかりますよっていうのが聞きたいんですけれども、下水道審議会にかけて

からということでしょうから、それは待つことにはしますけれども。 

議長、すいません、じゃあ。 

議長 大体の質問は聞けたんだけれども、第１次優先地区の指定ができて、これが震災でちょ

っと遅れていますけれども、どのぐらいの進捗状況ですかね、今現在。第１次の、完成度

っていうか。 

委員長 はい、部長。 

上下水道部長 第１次585ヘクタールですか、これを選定して、Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期ということで

進めさせていただいております。 

当然Ⅱ期目がかなり大きなヘクタール数がありますけれども、当然、先ほど言ったとお

り震災またですね、そのほか当初のもくろんだ、要するに費用とは、工事費にかなり増額

しないと、整備はできないということですので、現在ところ、ちょっと申し訳ありません、

何パーセント整備っていうのはちょっと今持っていないんですが、まだまだ整備を進めな

ければならないということでございます。 

議長 門部地区なんかは、大体完了だよね。 

それから額田地区なんかも、大きい通りのほうは大体で、あとは支線に入っているのか

なと思うんだけれども、後だよね、その。 

後早くやって、その後の計画を示してやらないと、住民の方は心配しているのかなと思

うんで。 

上下水道部長 今言われたとおり、門部に関しましてはことしで、今年度で整備完了いたしま

す。 

額田に関しましては本通りをやって、今は中の支線部分、西側ですか。 

ですから、それが終われば今度は神社のほうの、東側に入らなくちゃならないというこ

とで、まだまだ額田もありますし、Ⅱ期で、今戸多のほうをやっていますけれども、区域

に関してもかなりまだ残っていますんで、できるだけ早くですね、整備はしたいなと思う
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んですが。 

先ほど言ったとおり、財政面のこともありますのでそれも加味して、できるだけ早く、

ご迷惑をかけないような状態で進めていきたいという考えでおります。 

以上です。 

委員長 はい、遠藤委員。 

遠藤委員 この中台地区のご意見からということで、こういう話にきょうはなっておりますけ

れども、先ほどの話、ちょっと福田委員がお話されたその区域指定ですが、区域指定、確

かに担当所管はほかの課ではありますけれども、これが導入されれば、これは市内庁舎内

の関係各課に、全部自分の事業として落ちてくるわけです。 

ですから、これはご自身の事業だというふうに受け取って、当然関係各課はいただく必

要があると思っていてですね、昨年の秋の市内の、市民の皆さんへの報告会をしていたと

きは担当課しか出ておりませんでしたが、市民の皆さんからすると別に都市計画のことだ

けしか関心がないわけじゃなくて、自分の住んでいる生活全般について、これを入れるこ

とによってどうなるんだっていうふうなとらえ方で聞いていらっしゃったわけですよ。 

ですから下水だって、じゃあこれを入れることによって進むのかなとか、それとも流末

ないんだけれどもどうするのかなとか、そういう思いで聞いていらっしゃったわけですよ。 

ですから、それはそういう意見が出ていたと思いますが、それは都市計画のほうも自分

の所管じゃないからそこは明確に答えていなかったんです。 

でも、本来は住民の皆さんはそういう各課なんて、どの課なんて関係ないですから、こ

れが入ることによって自分の生活がどうなるかっていう観点からすると、区域指定に関し

ては都市計画と下水と一緒になって説明に行くとかね、土木も一緒になって行くとかね。 

その地区をどうするかっていう話をするに当たっては、やっぱりその都市計画課だけで

はとてもカバーし切れない部分があったと思いますよ。 

ですから、この委員会でも前から各課横断的にね、こういった件に関しては特に連携を

とってやってほしいという話も出ていたと思いますが、これはじゃあどうするんですかと

いう話になるんですよ。 

下水のほうで、区域指定が入って、そういう意見がばんばんまた出てくるようになる恐

れが高いわけですよ。 

それを入れることによって、ただその市内全体としては入れるって、導入するってなっ

た以上は、下水道課も自分の所管の事業として、責任持ってこれをやるから、住みやすい

地域にしていくんだよっていうふうに一歩踏み出すわけですよね。 

それについて下水道課も責任を持った答弁ができるような体制にしていかなきゃいけな

いはずですよ。 

それが市内、中台だけじゃない、後台だけじゃない、市内あれだけの箇所を区域指定し

ようとしているわけでしょう。 
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それは下水道としてどうするんですかって、すぐもう来ますよ、ニーズも、突っ込みも。 

それを用意していなければ、区域指定を導入したいというのであればですよ、これ一番、

これを入れることによって下水道が一番来ますよ。 

これどうするんですかっていう話なんですよ。 

そこらのところっていうのはちゃんとその横の連携で、都市計画と下水道で、この区域

指定を入れることによってどうするかって、きちっと話はできているんですか。 

それをちょっとお聞きします。 

委員長 はい、部長。 

上下水道部長 区域指定に関しましては私どものほうも委員として検討委員会のほうに入らせ

ていただいております。 

先ほど委員がおっしゃるとおり、市民からすれば、これは１課のものではない、要する

に市が決めるものであって、そうすると市はどう考えいてるんですかっていう話になって

くると思います。 

ですから、私どもとしましてもこのように区域指定が決まるとすれば、それなりの説明

できるようなものは、対応しなくちゃならないんだということでおりますし、また、先ほ

ど言った、全てが要するに、当然迎え管でいきますので、途中抜かしてそっちまですぐに

やるのかっていうのもありますけれども、その地区地区の状態を把握した上でですね、こ

れが一番早く整備ができる方法とか、そういうのを加味しながら進めていきたいというの

もあります。 

そのように考えております。 

委員長 ほか、なければ。 

遠藤委員 すいません。 

これは各課横断の話なので、今、都市計画課が一生懸命ね、頑張って進めていらっしゃ

いますが、これは市全体の話になりますから、副市長、そこらっていうのはどうなんです

か、大丈夫なんですか。 

委員長 副市長、お願いします。 

副市長 当然、今、部長からも話がありましたように、都市計画課で区域指定したからほかの

課は関係ないんだっていう話は、これは全然なくてですね。当然、下水道課でも今も話し

合いは持っていると思っております。 

ですから、今後も区域指定、３月に決定されればですね、当然そこに下水道の問題も出

てくるでしょう。 

今回、中台地区の整備というのが出ていますけれども、中台地区ばかりじゃなくて、ほ

かの地区からも多分こういう要望というのはいろいろ上がっていると思うんで、今後どの

地区を整備していくかというのは非常にナイーブな問題が出てくると思うんで、そこは区

域指定しているからそこが優先だということでは、基本的にはないと思いますけれども、
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いろんな手法があります。 

公共でやるとか、この地区は合併浄化槽でやるとか、そういう問題も今後早急に詰めな

くちゃならない問題が多々ありますので、そこは各課、土木課も含めましてですね、横断

的にそこはよく詰めた上で今後の整備地区の、区域の指定については、整備地区の指定に

ついては、当然そこは横の連絡をとりながらやっていきたいと思っておりますので、そこ

は我々も肝に銘じてですね、委員さんのおっしゃるとおりそういうふうな対応をしていき

たいと思っております。 

よろしくお願いします。 

委員長 ほか、ありませんか。 

なければ本件を終結いたします。 

ちょっと、暫時休憩をいたします。 

     休憩（午前10時31分） 

     再開（午前10時32分） 

委員長 では、再開いたします。 

静地区の排水について確認をしてまいります。 

報告会で出ましたご意見ですけれども、県道61号線の環境センター付近でよく排水溝に

水がたまるという場所があるということで、改善はいつ頃になりそうかという問い合わせ

でございます。 

これについては、自治会からも申請はされているということでございますが、該当路線

は県道であるため、大宮土木事務所の管轄かと思われますけれども、念のため整備につい

ての確認をしたいと思います。 

土木課で内容を把握していればお話を伺いたいと思いますので、説明をお願いいたしま

す。 

土木課長 土木課です。 

質問の内容は、今、委員長が言われたとおり、静地区内の環境整備組合の入り口付近の

県道61号線、これは主要地方道、日立笠間線でございますが、この61号線を横断している

とヒューム管が先の東日本大震災で破損いたしまして、流れなくなってしまったと。それ

で、この修繕をいつ頃やるのかというようなことかと思います。 

この修繕につきましては、委員長からありましたとおり、ここの道路管理者は常陸大宮

土木事務所でございますので、そちらのほうに確認をいたしました。 

県によりますと、来年度、平成29年度に修繕工事を実施する予定でいるとのことでござ

いました。もちろん来年度の予算はまだ確定をされておりませんので、その予定でいると

いうことでございます。 

以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 
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各委員の皆さん、ご意見ありませんか。 

はい、遠藤委員。 

遠藤委員 今のは、予算は確保できていない、ただ、幾らくらいの規模になるんですか。 

土木課長 予算規模は約3,000万と伺っております。 

推進工法で、掘削しないで推進工法を使ってやるということを伺っております。 

委員長 一つ。 

納期を早くという要望が、確かつけ加えられて、現場ではそういう声が上がっていまし

たんで、今のお話ですとわからないということですよね。 

29年度中ですから、そうですよね。 

ぜひ早目の、また要請をしていただければと思います。 

はい、福田委員。 

福田委員 課長、これ震災でやられたっていうことだけれども、そうしたら、これは震災の復

旧の予算というのは県のほうであるんじゃないの。 

そういう、新年度予算でということ、今説明ではね、29年度の予算でやるんだよという

ことだけれども、それより、だって震災復旧のこれと違うの。 

土木課長 どうも県によりますとですね、そこを流れてくるほうも、実際、かつては水田だっ

たんですけれども、全部休耕しておりまして、正直、県としてもわからなくて、地元ある

いは地域のほうからそういった、ここが詰まっているよというような話があって、今回直

すというようなことになったということで、県はその震災復興ということではなくて、県

単事業で実施するということは伺っております。 

福田委員 だから、そういう面で言ったらばね、新年度予算よりはそういうことを適用される

んじゃないかなと思うんですけれどもね。 

土木課長 今ですね、果たしてその復興予算が使えるような状況にあるのかどうかっていうの

は、ちょっと確認をしてみないとわかりませんので。 

使えないような状況になっていると、その可能性もありますので。 

福田委員 終わっちゃっているな。 

土木課長 そういうことでご理解をいただきたい。 

福田委員 ちょっと残念だな。 

もっと早くね。 

委員長 ほか、ございませんか。 

なければ、本件を終結いたします。 

では、本件についてはもう来年度予算でやるということはわかりましたので、あとはそ

の時期を早くね、早目にやっていただくよう、また助言のほうをお願いしたいと思います。 

ということで、本委員会からの回答はそういうふうにまとめたいと思います。 

暫時休憩いたします。 



 - 12 - 

執行部は入れかえをお願いします。 

     休憩（午前10時38分） 

     再開（午前10時39分） 

委員長 はい、では再開いたします。 

次はですね、耕作放棄地対策について確認をしてまいります。 

意見の内容は、耕作放棄地問題が深刻化しています。農業委員会にも対策に一層力を入

れてもらいたいというものでございます。 

耕作放棄地の現状と、どのような取り組みをされているのか、改めて確認したいと思い

ますので、ご説明いただきたいと思います。 

じゃあ、農業委員会、よろしくお願いします。 

農業委員会事務局長 農業委員会事務局長山田でございます。ほか２名が出席しております。 

座ったままで失礼いたします。 

耕作放棄地の対策ということで、農業委員会の新たな取り組み、昨年とことし、そして

来年、どのように取り組みが変わるかということで、現状をご説明申し上げたいと思いま

す。 

まず大きく変わること、耕作放棄地対策に対して国の支援も含めました農地利用最適化

推進委員ということで、農業委員会制度が平成28年、新たにスタートしたわけでございま

す。那珂市もですね、各地区２名ずつの８地区16名の農地利用最適化推進委員が生まれま

した。 

それに伴い、国の交付金ということで、最適化交付金がそれに対応するような形で支援

をされております。 

その中で、いろんな項目、４項目くらいあるんですけれども、最適化交付金を使う主な

内容としましては、担い手の集積の推進、言い方は違うんですが遊休農地の解消対策、農

地中間管理事業などの推進活動、あとは新規就農参入活動を行うというような形で交付金

が支給されます。 

それに伴って、那珂市の農地利用最適化推進委員はどういう活動を現在までしてきてき

たかといいますと、まず、新たな取り組みとして新たに入った推進委員さんがほとんどで

ございますので、その中のほとんどの方が農家ということでございます。 

当然、担い手の方もおりますけれども、その方が地区２名で、どういうことをやるかと

いうことで、毎月、研修会あるいは講習会を重ねてまいりました。 

ことしの夏７月から８月にかけて、農業委員会の対象事業であります遊休農地対策とい

うことで、わかりやすく言いますと、農地パトロールにおいて昨年度の遊休農地の面積、

前回決算のところで申し上げました221ヘクタールですかね、それに対しての再認識という

ことで、その調査を行いました。 

まず、各地区にはどのような遊休農地、耕作放棄地があるのかということを、地区の農
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業委員と事務局とみんなで、まず問題点あるいは場所、それを再認識いたしました。 

それで、来年、新たな目標ということで、地区ごとの目標を立てた状況でございます。 

どのような対策を今後していくかという内容でございますが、まず自分の地区のですね、

対象となるような耕作放棄地がどこにあって、どの農家がどういう形で今後就農していく

かということで、意向調査をその後実施してございます。 

意向調査の期間は年末まで、１月の内容で現在集計中でございますが、それで意向調査

の回答がない農家に関しましては、暮れの会議を含めて、１月からですね、各地区の推進

委員さんあるいは農業委員さんがともにそういう農家を訪問した上で、集積活動あるいは

農地中間管理事業へのあっせんという形で今現在進んでおります。 

一番状況的に多いのは、やはり神崎、額田地区が、全体の内容をほとんど占めておりま

す。戸多地区も若干ありますが。 

それで、事例を申し上げますと、神崎地区においては、４日間をかけて地元のですね、

市外の方もいますけれども、その農家を訪問して、いろんなお話を直接農家の方として、

今の内容では農地中間管理事業をあっせんしているような状況でございます。 

また、解消の主な状況としましては、やはり神崎、額田地区が一番多いということでご

ざいますので、わかりやすく言うとですね、有ヶ池土地改良区というのがあるんですけれ

ども、その土地改良区の中の耕作放棄地と言われているものがかなりのウエイトを占めて

ございます。中にはハンノキが生えているようなものもあります。 

ただ、それはですね、農政課の主管でございますけれども、去年から含めてですね、国

の交付金事業があるんですけれども、農地中間管理も含めましたそういう交付金を充当し

まして、土地改良に約年間500万近い金額が５年間ぐらい出るんだと思うんですけれども、

そういう形でかなり解消してございます。 

これを今後続けていくということで、農地パトロールの中でもそういう実績が非常に上

がったというのが現状でございます。 

さらにはですね、来年以降もこの事業を継続していくという形で、農政課とタイアップ

して、その内容を進めている状況でございます。 

あとですね、今後、農地パトロールとあわせて農政課と推進した大きな点はですね、地

域座談会というものを８地区、全部農業委員さん、推進委員さんがほとんど出て、その地

域ごとの問題点を抽出しました。 

それをもとにですね、地図とリスト、そういうものを推進委員さん、農業委員さんに全

部事務局のほうから情報提供してございます。 

それを今後ですね、29年に向けて、さらにこれ以上耕作放棄地がふえないように、さら

には少しでも解消できるような活動をして、今後も成果が上がるように考えているところ

でございます。 

地域座談会は今後もですね、年１回のものを２回、３回ということで浸透していきたい
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と。 

出席者の方は農業委員さん、推進委員さんがほとんどでございますが、地域によっては

新規就農者の方が加わったりですね、あと、いろんな情報交換をするということで、今後

有効な手段じゃないかということで考えております。 

一応、概要と取り組みは以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 以上、説明が終わりました。 

質疑等ございませんか。 

はい、福田委員。 

福田委員 神崎、額田地区が、放棄地が多い。 

その中で有ヶ池ということが出ましたけれども、有ヶ池っていうといわゆる水田ですか。

水田の休耕地が大きいということですか。 

農業委員会事務局長 有ヶ池はですね、農業委員さんも耕作しているところでございますけれ

ども、深くてぬかるんでいて、やはり耕作が困難だという状況だそうです。 

ただ、土地改良区の取り組みとしてはそれがふえないように、そういうふうな形で水田

が中心に、有ヶ池土地改良区は水田を中心に事業展開している土地改良区でございますの

で、水田がほとんどでございます。 

畑のほうは農政課と関係するんですけれども、最近干し芋事業ということで東海の事業

者が耕作放棄地を借りて解消した事例もございます。 

先ほどの交付金はですね、多面的機能交付金のことだということでご理解していただき

たいんですけれども、水田の解消対策が中心でございます。 

福田委員 今の説明では、放棄地じゃなくて耕作不能地じゃないの、それ。 

農業委員会事務局長 耕作放棄地に対してのですね、別な見解を示しますと、国のほうが示し

ているのはですね、課税強化とういうような、今後も対策を進めると。 

ですから、27年から28年にかけて自分たちが一番最初に取り組んだのは作付け不能地、

完全に荒廃地、そういうものをみんな見直そうということで、推進委員さんも事前にです

ね、作付けしないけれども、このままだと草が生えて荒廃地に進んでしまうということで

働きかけて、草刈りをやっていただいた。 

俗に言う休耕地ですね、保全管理地と、そういうものを明確に見極めようと。 

その中で勧告を、通知を全部しましたので、いろんな内容で改善しないものは今後です

ね、課税強化のほうに進んでいくというような形なので、一番大きな点は、今までは草が

生えている、稲が作付けされないような水田はは全て耕作放棄地という形でくくりがあっ

たんですけれども、課税強化を前提とした調査の中ではその辺を仕分けして、草だけのも

のに関しては今はもうですね、畑に関しても、農業委員会のほうでは改善通知を既に出し

ている状況でございますので、そういう取組が少し、昨年とことしは変わったということ
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でございます。 

福田委員 局長ね、私が言いたいのはね、全て農地であって作付けがされないところを放棄地

と言っていますよね。私はね、その中には耕作できない、できないからつくらない、そう

いうところというのは那珂市にも結構あると思う。 

例えば今言った水田、これは有ヶ池、あの辺というのは相当ね、何と言うんだろう、深

い、いわゆる機械が入らない、あるいはそのほかの条件としては水利が全く不能なところ

とか、そういうところが放棄地になるのか。 

その辺のね、区別というのを、農業委員会としてしっかりやってもらいたいなと思うん

です。 

ただつくっていないから放棄地なんだというんじゃなくて、やっぱりここは本当に、こ

の農地としてね、利用できないんだっていうところも結構見受けられますよ。 

そういう把握というのはやっているんですか。やっていないと思うんですよ。 

農業委員会事務局長 ことしはですね、委員さんおっしゃるような内容で、各地区の推進委員

さんも含めてですね、そういうものを見きわめていこうということで、だんだん仕分けを

していく。 

それは今後ですね、意向調査で一斉には、最初の第１段階では全部出します。その中で

いろんなお話が聞こえてきます。 

それで、推進委員さんもそこに行って何でつくれないか、ここはもう深くてつくれない

んだよ、じゃあ今後どうしたらいいか、それに対しての支援的な補助はあるのかと、そう

いうお話をしていった上で、最終的には仕分けをして、例えば農地から別な扱いをするの

かとか、そういうような段階の、まず第１段階ということで、ことしはそれを中心にです

ね、調査を行っております。 

それで、その調査を提出していない方、そういうことも推進委員さんのほうには全部リ

ストを提出してございますので、農家に訪問して、実際委員さんがおっしゃっているよう

な話を聞いてですね、それをどんどん仕分けしていって、そういう調査を、さらに別な調

査をしていこうかなと考えております。 

福田委員 ぜひやってください。 

委員長 はい、花島委員。 

花島委員 お聞きしたいことは、課税強化とおっしゃいましたけれども、その趣旨はどういう

ことなんでしょうか。 

要するに耕作できないやつを、耕作しないでいる土地を持っていれば税金が高くなるか

ら、それを自分で売って、耕作できる人に引き渡せという趣旨なんでしょうか。 

その辺をお伺いしたい。 

農業委員会事務局長 国の説明の中でですね、集約しますと、自分でつくれない方、例えば相

続をして農地をもらったんだけれども当然農機具もないわけです。そういう方はもうその
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まま作付けをしないで、最終的には耕作放棄になってしまうということもありますので、

意向調査の中で、まずつくれないものは託しなさい、国の農地中間管理機構、国の機構に

託しなさいよっていうのが、最初の、最初の目的、順番でございます。 

ですからそういうところにですね、こちらから出向いて、文書を出しても通知がないと

ころは訪問して、こういう事業がありますのでぜひ出してください、農地中間管理機構の

中でそういうものを集めた中で集約すればある程度の担い手の方が借りてくれると、そう

いうような内容に、集約のほうに持っていきたいということが主な趣旨ということで、課

税強化のほうはされるのかなというふうに話しております。 

ただ、課税強化ありきではないんですけれども、それに、最終的に勧告に従わない、つ

くらない方に関しては、今後課税強化の方向に進みますよというのが、課税強化の状況で

ございます。 

実際問題ある程度の手順を踏まないと、いきなり税金を上げるということは、これはで

きませんので、その前には調査訪問、最終的には勧告をした上で、なるべく中間管理機構

に導いた中で、それで担い手を少しでも探していくというような内容の活動をしていただ

くということでございます。 

委員長 はい、わかりました。 

ほか、ございませんか。 

はい、木野委員。 

木野委員 今回議会報告会でやっぱり出たのが神崎地区だったんですね。 

神崎、額田地区が一番多いということなんですけれども、その中で推進委員さんが２名

ずつしかいないということで、それで対応はし切れているんですかね。 

農業委員会事務局長 神埼地区の農業委員さんはですね、推薦の方が２名、公募が１名。公募

の方はまちづくり委員長でございます山田委員長でございます。あと、推進委員さんが四

堰のほうと杉地区におります。 

それで、一番先に神埼地区はですね、全員で４日間かけて、ほぼ訪問して、もう対策は

打ったと。既に写真も全部撮って、自分たちでそういうシステムをつくるというような方

向で、かなり力を入れてやっているもので、年が明けてすぐに委員長みずから報告をした

上で、１月にですね、その事例も含めて推進会議を行って、各地区の推進委員さんもそれ

に取り組むというような状況でございます。 

委員長 ほかになければ、本件を終結いたします。 

本件につきましては、農業委員会さん、それから農業委員の皆さんですね、あとは農地

最適化推進委員の皆さんが、それぞれ農地パトロールをやっているということですので、

耕作地、不耕作地、それから放棄地と、見きわめをして、それぞれ問題があるところは個

別訪問をしてですね、解決に向けていく、活動していくということと、それから、地域座

談会を開催して、地域のいろんな問題を吸い上げて解決対策を打っていくという方向で、
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今進んでいるということですんで、両会議体の、あとはパトロールですね、進めていって

ほしいと思います。 

回答としてはそれで進めて、できるだけなくしていくという方向に動いているというこ

とで、報告いたしたいと思います。 

暫時休憩いたします。 

再開は11時10分といたします。 

執行部は入れかえになりますので、よろしくお願いします。 

ご苦労さまでした。 

     休憩（午前11時） 

     再開（午前11時11分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

次にですね、イノシシ対策について確認してまいります。 

意見の内容は、栃木県西方町、現在は栃木市になっていますけれども、こちらでは年間

を通してイノシシの駆除ができると聞いたので、参考にしてはどうでしょうかというもの

でございました。 

これについては、おととしの議会報告会にて、壬生町ということで同様の確認をさせて

いただき、そのような事例はないとの回答をいただきましたが、壬生町は誤りでありまし

て、正確には西方町ということです。 

実際に西方町においてそのような事例があるのかについて確認したいと思いますので、

ご説明願います。 

農政課長 はい、農政課課長の加藤です。ほか２名が出席しています。 

よろしくお願いいたします。 

栃木市のケースですが、確かに１年間を通して捕獲をやっているという状況は確認して

おります。 

それに伴って那珂市の現状という形になるかと思うんですが、那珂市におきましては、

昨年度まで、平成27年度まで、前半と後半に分けた中で、６月から９月、12月から２月と

いう形で27年度まではやっておりまして、約６カ月間という形になっておりましたが、28

年度からはですね、前半の部分について６月から10月までということで１カ月間延ばしま

して、年間を通して７カ月間、約７カ月間、捕獲を実施しているというのが現状でござい

ます。 

委員長 質疑ですけれども、委員の皆さん、ございますか。 

はい、議長。 

議長 狩猟期間を延ばすということは、地方自治体、那珂市なら那珂市に限って、ちゃんとで

きるんですか。 

例えば７カ月間と言ったよね、今は、28年度は。これを例えば栃木市の、西方町のよう
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に、１年間捕獲しましょうっていうことは、条例か何かでできるんですか。 

農政課長 条例ということではないですけれども、各市町村でそれぞれ捕獲期間というのは決

めておりまして、大宮とか太田なんかは６月から10月までの捕獲期間という形になってい

るとか、そういう意味では裁量の余地はあるかと思っております。 

議長 やっぱり農家の被害が大きいとか、出ては困るっていうことになれば、その狩猟のライ

センスを持った方々と相談して、通年で捕獲の方向でもいいんじゃないかなと私は思うん

ですが、予算の関係か何かあるのかな。 

農政課長 はい、おっしゃるとおり予算の関係もあるかと思いますけれども、やはり捕獲隊の

方にお願いしてやっている関係からですね、捕獲隊の方の負担ということもあるでしょう

し、いろんな部分で、現状で頭数をとっておりますので、今のところは、現状の７カ月間

という形で行ってまいりたいというふうには考えているところでございます。 

委員長 はい、福田委員。 

福田委員 これは西方町で駆除を年間通じてやっている、どういう駆除の仕方をしているんで

すか、これ。 

それがわからない。 

例えばわなとか、狩猟とか、いろいろあると思うんだけれども、これはどういう駆除の

仕方をしているんですか。 

農政課長 同じようにわなと、あとは箱わな、箱ですね、あれでやっているというふうな現状

だと思っております。 

那珂市はこのわなだけでやっております。 

すいません、失礼しました、くくりわなですね。 

福田委員 例えば狩猟期間というのはわずかですけれども、例えばこれ、有害駆除でこれをや

っているんだと思うんですが、有害駆除でも狩猟の駆除も一つの方法としてはあるよね。 

この辺ではだめなのかな。許可が出ないかな、この辺では。 

農政課長 基本的にというか、那珂市の場合は戸とか瓜連、瓜連の山の鳥獣センターの奥のほ

うなんですけれども、そこがやっぱり、基本的にイノシシの数が多いという形にはなって

おるんですが、そこは一応鳥獣保護区、禁猟区になっておりまして、一般の方がその狩猟

期間中に狩猟できないという形のところに多くなっておりまして、その関係上、その捕獲

隊の方に狩猟期間中でも捕獲ができる形でやっているので、今のところはそういった形で、

一般の方がそこに行ってできないようになっていますから、そういう形で進めていきたい

というふうには考えているところです。 

福田委員 ということは、本市の場合には、あそこの鳥獣センターのところ、鳥獣センター近

辺、あの辺がいわゆる駆除ができない。 

ということは、あの辺でどんどん繁殖している。 

そういうあれが、かなり広範囲で出歩いて被害を及ぼしていると、こういうことにつな
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がるのかな。 

農政課長 はい、おっしゃるとおり、あそこら辺一帯がすみかだとは思うんですけれども、そ

こからやっぱり、えさを求めてそういったところに、違うところに出ているというのはあ

るかと思っています。 

委員長 はい、遠藤委員。 

遠藤委員 禁猟区なんですよね。 

だから、何か話を聞くと大宮のほうは大丈夫なんですよね。 

だから彼らもわかっていてっていう話を言うんだけれども、こっちのほうは大丈夫だか

らこっちに来るっていう、逃げてくるっていうか、禁猟区のほうに来ちゃうみたいな話も

聞くんですよ。 

だから、これって県なんですよね、決めたりするのはね。 

だからそういう実情を話して、こういうことって県のほうに、そういう区域を変更して

もらうっていうことっていうのはできないんですかね。 

農政課長 はい、ちょっと県のほうに確認してみないとわからないんですけれども、一応、現

状はお話ししてみるというな形は、話してみたいとは思います。 

遠藤委員 やっぱり現状がこうだっていうことで、体制も変えていく必要があると思うので、

ただ、そのいろんな区域、この指定をするにはいろんな多分要件とか条件があると思うん

ですが、ただ、やっぱりまず現場はこうだよというのを市から上げて、県のほうにね、い

く話は大事だと思うので。 

そうしていかないとこれ、禁猟区なのでなかなか対策が根本的に取れないんですよね、

だと思うんです。 

だからそこらもあわせて考えていただきたいと思うので、お願いします。 

委員長 はい、福田委員。 

福田委員 それ、課長、できるんじゃないのかな。 

いわゆる保護区っていうのは、あれは何年かちょっとわからないですけれども、例えば

５年とか10年とか、区域を変えることができるんだよね、保護区を。鳥獣保護区をね、今

まではここがそうだったけれども、何年か後にはそれが今度は別なところにという、そう

いうあれっていうのは法律的にあったと思うよ。 

ただ、那珂市のあそこは、ほら、鳥獣センターがあるでしょう、特定の場所が。だから、

その辺がどうかわかりませんけれども、ここの地域はできると思ったね。 

その辺、ちょっと確認して、それじゃなかったらこれ、いつになったってイタチごっこ

じゃないの。 

農政課長 今言った保護区とか、そういった部分については環境課が所管というか、やってい

る関係から、そこで調整というか、話を聞きながら、どんな形ができるのか、確認はさせ

ていただきたいと思います。 
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福田委員 それは連携とらなきゃだめだよ。 

委員長 ほか、ございませんか。 

なければ、本件を終結いたします。 

暫時休憩いたします。 

     休憩（午前11時20分） 

     再開（午前11時21分） 

委員長 それでは再開いたします。 

次に、旧しどりの湯について確認してまいります。 

意見の内容は、廃止されてからしばらく経つが、不良のたまり場になるなどの懸念があ

る。市民の健康増進のための活用をお願いしたいというご意見がございました。 

旧しどりの湯については昨年も報告を受けておりますが、その後ですね、どのような状

況にあるのか改めて確認したいと思いますので、説明をお願いします。 

農政課長 はい、意見が寄せられている不良のたまり場という形のことにつきましては、現状

では把握できないというか、セコムのほうの関係からとか、いろんな部分での被害は出て

いないというのが現状で、もしかしたら何かしらやっているのかもしれませんけれども、

被害が生じているという現状はないと把握しております。 

またですね、休んでからしばらく経つというようなことから再開に向けての動きなんで

すが、現在、静峰ふるさと公園の魅力向上対策ということで、静峰ふるさと公園をリニュ

ーアルしていこうという形の中でですね、このしどりの湯につきましても静峰ふるさと公

園の魅力向上の一翼を担うサポート機能を踏まえた形の中で再開をしていきたいというふ

うに考えております。 

詳細につきましては現在詰めているところですので、できるだけ早く、どのような方向

にしていくかということにつきましては、議会のほうに報告させていていただきたいとい

うふうに考えております。 

委員長 ということは、次の議題になっています静峰ふるさと公園魅力向上の中で説明がある

ということですね。 

農政課長 その中では説明はまだ、詳細にはできていませんので、ないと思いますけれども、

現時点でその機能を担うという、一翼を担うという形で位置づけてまいりますので、それ

とはまた別に、改めて委員会とか議会のほうに報告させていただきたいというふうに思っ

ております。 

委員長 はい、わかりました。 

ほか、質疑、ご意見等ございますか。 

じゃあ、この件については、なければ終結をいたします。 

以上で議会報告会での意見についての確認は終わりましたということなんで、暫時休憩

いたします。 
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ご苦労さまでした。 

     休憩（午前11時24分） 

     再開（午前11時24分） 

委員長 それでは再開いたします。 

静峰ふるさと公園魅力向上事業についてを議題といたします。 

商工観光課より説明をお願いします。 

商工観光課長 商工観光課長の中庭でございます。ほか２名が出席をさせていただいています。 

座って説明させていただきます。 

静峰ふるさと公園魅力向上事業についてご説明をさせていただきます。 

目的でございます。 

日本桜名所100選や、新日本歩く道紀行100選、瓜連ロマンロードに認定されました市の

観光資源である静峰ふるさと公園のさらなる魅力向上と、地域交流の拠点となる多世代が

集える場を新たに設けて、交流人口の増加による地方創生を目指すものでございます。 

経過でございます。 

平成27年度の国の補正予算であります地方創生加速化交付金を活用しまして、現在静峰

ふるさと公園魅力向上計画を策定中でございます。 

策定に当たりましては、有識者による静峰ふるさと公園魅力向上検討委員会において計

画案の検討を進めており、現在まで４回開催をしております。 

29年度の整備につきましては、計画策定と並行しまして地域再生計画及び平成28年度の

国の第２次補正予算であります地方創生拠点整備交付金の実施計画を国に提出いたしまし

て、２月３日ですね、先週の金曜日に採択という結果が出ております。 

基本コンセプトと整備概要でございます。 

２ページ、３ページにですね、計画図のほうをつけさせていただきました。 

四季を通じた集客力の向上、それから子育て世代を中心に多世代で楽しめる公園、それ

から公園施設の利便性向上と健康増進施設の付加というものをテーマとして計画をしてお

ります。 

整備の概要でございますけれども、八重桜の更新や四季折々の花エリアの整備、展望施

設の新設、園路の改修、また児童用、幼児用遊具の整備、見守り施設、健康施設、親水施

設、多目的トイレの新設、最後に、車いす対応の園路やノルディックウォーキングコース

の整備、トイレや駐車場などのユニバーサルデザイン化、水上ステージの改修、案内標識

の充実というような、盛りだくさんの整備内容になっております。 

最後に、今後のスケジュールでございますが、整備事業期間といたしましては、平成29

年から33年の５年間を予定しております。 

29年度の事業でございますが、先ほどご説明いたしましたように地方創生拠点整備交付

金が採択となりましたことから、今度の、３月の定例会に補正予算を上程しまして、繰越
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事業と、それから29年度の当初予算と合わせての事業を行う予定でございます。 

整備内容としましては、親水施設や園路、それから遊具の実施設計と工事を行う予定で

ございます。 

以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 はい、説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

はい、福田委員。 

福田委員 有識者っていうのはこれ何人ぐらいで、どういう方が加わっているのかをちょっと

お聞きしたいんですが。 

商工観光課長 はい、検討委員会には11名の委員さんがございます。 

県の植物園の所長様をはじめ、那珂市内の樹木医の方、それからなか環境市民会議の会

長様、それから商工会の事務局長、それから旅行会社の地域交流事業担当マネージャー、

それから那珂市の幼稚園のＰＴＡ連絡協議会の会長様、それから地元の瓜連保育園の園長、

あとそれから商工会ですね、商工会の青年部長様、それから隣接します静神社の宮司さん

ということで構成をされております。 

委員長 はい、遠藤委員。 

遠藤委員 いい感じになりそうですね。非常に期待したいなと思います。 

それでですね、これ全体のまず概要ですが、全体は幾らの予算で、市の持ち出しはどれ

ぐらいということですか。 

商工観光課長 公園全体の整備につきましては、現在計画を策定中というところでございます

けれども、概算的には５億近い金額になるかと思います。 

29年度の事業につきましては、先ほどの拠点整備交付金、これが１億8,700万の事業とい

うことで、これの２分の１が交付金ということで、9,350万が交付金です。残りの２分の１

につきましては補正予算債ということで、これが100％起債対象ということで、持ち出しは

ないということでございます。 

ただ、当初予算にもですね、この交付金対象にはならない施設もございますので、それ

につきましては当初予算の中で合併特例債を使いながらですね、整備をしていくというこ

とで考えてございます。 

以上でございます。 

委員長 はい、花島委員。 

花島委員 何で余り利用されていないのかっていう、その辺のね、分析がどうなのかっていう、

ちょっとお聞きしたいんですよね。 

というのは私、何が悪いって、ちょっと余り魅力を感じないんですよ、正直言って、今

までね。八重桜の時は花でわあってなるんだけれども、それ以外の時に行って、あんまり
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楽しくないって言ったらいいかな。 

どこだっけな、塙町だかなんかでダリア園というのがあるところがあって、そこはダリ

アを見なくても景色がいいです。 

それはね、庭の作り方っていうんですかね、ちょっとやっぱり、センスが悪いんじゃな

いかなと、八重桜だけに頼っているというふうにありましてね。その花の時期はいいんだ

けれども、それ以外になっちゃうと見劣りするっていう。 

その辺をね、いろんな人をかき集めるのももちろんいいんですけれども、ちょっと何て

いうかな、景観としてどういうふうになるかっていうね、センスを練ってほしいんです。 

これは好みもあるしね、万人に受けるっていうのも無理もあるかもしれないんですが、

よろしく検討していただきたいと思っています。 

商工観光課長 今委員さんのお話にありましたように、この公園につきましてはやはり春です

ね、八重桜まつりのシーズンにはたくさんの来園者の方が来ているんですけれども、四季

を通しての魅力がないというところでございますので、それを今回ですね、解消しようと

いうことで、花につきましてもですね、四季を通したような形で、現在桜につきましても、

この公園につきましては４月の早いうちはソメイヨシノが見られます。それから、中旬か

ら５月の頭までは八重桜と。 

ですから、同じ桜にしてもほかの公園よりは長い間ですね、桜が見られる公園にはなっ

ているんですが、そのあとツツジ等も、見られるような花もございますけれども、そのほ

かにですね、四季を通じたゾーニングを今検討しておりますので、そういった花とですね、

それから花だけではなくてですね、お子様に来ていただける魅力ある、今遊具はあるんで

すがちょっとこれももう30年近く前につくった遊具でございますので、この辺をですね、

更新ということもありますし、新たなですね、子供さんに受けるふわふわドームというよ

うな、そういった遊具とかですね。 

それから大人の方が一緒に子供さんを連れて来られます。高齢者のおじいちゃんおばあ

ちゃんも来られると思うんで、その辺のですね、健康遊具とかですね。 

あと、子供さんを遊ばせている、それを見守るですね、見守り施設というものとか、そ

れから、ちょっと噴水みたいなものが出るですね、親水施設といった、那珂市には、今現

在那珂市の公園にはないようなものですね、そういった魅力のある施設を今回整備して、

この公園にたくさんの方がですね、来ていただいて、世代を超えた交流ができるような、

そういった公園にしたいなということで考えております。 

花島委員 ご努力は敬服しますけれども、私が思うのはね、花にばっかり考えちゃだめだって

いうことなんですよ。特に植物はね。 

花っていうとすぐこう目立って派手だけれども、実際に我々が気持ちが安らいだりする

のは、緑とか紅葉とかというものもありますよね。新緑の吹き出すときの気持ちとか。 

それを含めてですね、もうちょっと柔軟に植物の何ていうの、景観づくり、施設以外の
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部分を考えていただきたいと思います。 

商工観光課長 はい、わかりました。 

委員長 はい、遠藤委員。 

遠藤委員 何か、今見たら青年部、商工会青年部さんも入っているんだという話ですが、話が

出たかわかりませんけれども、ここの芝ですね、芝滑りができるんですよね。ちょうどい

いんです、これすごく。本当にいいんです。 

ただ、これを見ると見守り施設で、これをちょっとつくっちゃって、芝滑りできなくな

っちゃうのもあれだなっていう感じはするんですが、その位置的なもの。 

あの芝滑りはね、結構売り物にできるぐらいだと私は思っているんですよ。あれできる

ところないですよ、ほかに。 

あれ結構売りできると思うんですが、そういう点と、あとふわふわドームはどうするん

ですかね。 

いつもこう発電機なんかでがあっとドームをつくって、イベントごとなんかやるんでし

ょうが、こういう常在で、というかいつもある状態だとするとどういう感じのものになる

のか、それをちょっと教えてください。 

商工観光課長 今お話あった芝滑りですね。これにつきましては今後もですね、この絵ではち

ょっと見守り施設というものがありますけれども、これは芝滑りができるような形で、配

置のほうは今後実施設計の中で考えていきます。 

それからふわふわにつきましては、これは朝ですね、膨らませて、それで最後夕方には

またしぼませるというような形で、毎日それをですね、あと雨の日とかそういうときは当

然滑りますので、そういったことで天候にもよりますけれども、毎日それを動かすという

ような形で、電気で動かすということで。 

イベントだけに使うというわけじゃなくて、ここはもう常設ということで考えておりま

す。ひたち海浜公園とか、笠間芸術の森の中にある公園にもあるんですけれども、そうい

った形で遊具と同じようにそこに常設して、毎日ですね、使えるような状態にするという

ことでございます。 

委員長 じゃあ、二、三ちょっと聞きたいんですけれども、今管理事務所のところに休憩コー

ナー兼展示室がありまして、確か六歌仙の写真だかポスターだか、よくわけのわからない

ような、見てくれも余りきれいじゃないものがずっと飾ってあるんですね。 

例えば本物は静神社にあるんだろうと思うんですけれども、その辺、静神社は三十六歌

仙のその歌が奉納されているということでも有名になっているんでですね、その辺の説明

コーナーっていうか、資料コーナーっていうか、管理事務所も含めてもう少しきれいにな

るのかどうかということと、あと土産物、販売、一切されていないんでですね、イベント

の時出店が並ぶ、あるいは土産物コーナーを設けるだとか、その辺も、那珂市でたくさん

ブランド品もありますし、検討されているのかどうかと、もう一つはトイレですね。これ
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は２ページの夏の花のエリアの上にトイレもあって、駐車場もここにあるんですけれども、

この辺がきれいになるのかっていうのと、全体的にきれいにしないと多分いけないなとい

う、そういうのもきれいになるのかどうかですね。 

すいません、もう１個、これは静峰公園、オールでグラウンドゴルフ場としどりの湯、

しどりの湯は別ものという考えなんでしょうけれども、これ全体、公園としては一つとい

うことでですね、その辺検討をしているのかどうかですね。グラウンドゴルフ場も芝の状

態ですとか、来場者には駐車場が遠くて使い勝手が悪いですとか、いろいろ課題があると

は思うんですけれども、その辺も、今度スポーツ施設ということでノルディックウォーキ

ングコースができるのは非常にいいことなんでですね、これも含めて、グラウンドゴルフ

もあわせてですね、そういう健康増進には役立つと思いますので、その辺、整備のほうの

計画に入っているのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

商工観光課長 最初に、今の管理棟のところですね、休憩施設、ここは交流センターというよ

うな位置づけにはなっているんですが、公園に来園した方のテーブルといす程度でござい

ますけれども、休憩施設というところでございます。 

あと、中の三十六歌仙のですね、額の絵につきましては、商工会のほうであそこに飾っ

ていただいたという経緯もございますけれども、今後あのままでいくかどうかっていう、

新しいものもですね、つけかえるかっていうものは、今後検討させていただきたいと思い

ます。 

それから、物販とかっていうお話でございますけれども、３枚目のですね、多世代交流

エリアの中で、今委員長からお話がありましたように、多目的スペースというのが一番左

側に四角で囲まれてございます。そこにですね、トイレということで今、現在のトイレは

管理棟と、それからその上のさわやかトイレのほう、公園で言いますと東側にありますの

で、今回、運動・健康施設、遊具等を整備するエリアの近くにですね、新たに多目的のト

イレをつくるというような計画でございます。そこのですね、多目的スペースにつきまし

て、先ほどありましたように那珂市のブランド認証品とか、それから農産物のですね、地

元の野菜なんかをですね、ＰＲしたり販売できるような、そういった定期的なイベントを

開催するとか、そういうものができるようなスペースを確保したいなというふうに考えて

おります。 

また、グラウンドゴルフにつきましても、現在は予約につきましてはらぽーるのほうで

やっておりますけれども、以前はしどりの湯がオープンしているときにはそこでやってい

たということでございます。これは今後ですね、しどりの湯の利活用を図るような形にな

ればですね、当然こちらのほうでまた予約のほうはやっていただけるような形でですね、

検討していくということで考えておりますので、そうした中で駐車場のほうもですね、グ

ラウンドゴルフの利用者の駐車場も、今までよりは近いところにとめられるのかなという

ふうに考えております。 
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また、ノルディックウォーキングコースにつきましても、近隣ではそういったコースは

現在ないというところで、那珂市の目玉の、やはり一つの施設になるのかなと、シティプ

ロモーションにもつながるのかなというふうに感じておりますので、いろいろなものを盛

りだくさんでございますけれども、計画の中で今検討していきたいなというふうに考えて

おります。 

以上でございます。 

委員長 はい、わかりました。 

ほか。 

はい、福田委員。 

福田委員 今度のこの事業計画、これを見るというと施設の整備あるいは遊具、そういうこと

が大分記載されていますけれどもね、私はこの静峰ふるさと公園については、目的である

この桜名所100選ということ。 

今ね、現在あそこには何種類ぐらいの桜の木が植わっているのかな。 

それはなぜかっていうとね、桜といっても、種類によっては本当にね、長い期間桜を楽

しめる、品種によって、そういうことが一番大事じゃないかなって思うんですよ。 

何種類ぐらい、今あるんですか。 

商工観光課長 桜につきましてはですね、八重桜と、それから普通の桜がございます。 

福田委員 普通の桜というのは何。ソメイヨシノですか。 

商工観光課長 一重ですね、一重の桜と八重桜ということで、一重につきましては10種類ぐら

いですね、10種類ぐらいの品種で500本、550、これは平成27年度末でございますけれども

550本ございます。 

それから八重桜につきましては、やはり同じように10種類ございまして、これが1,000

本弱ということでございます。 

あわせて1,500本でございますけれども、そのほかに桜以外の樹木ですね、この辺が1,000

本ということで、トータルで二千五、六百本の樹木が現在ございます。 

福田委員 千五、六百本にしては種類がちょっと少ないね。 

もう既に、今熱海で咲いている桜、何ていう桜かわかりますか、種類。 

商工観光課長 河津桜ですか。 

福田委員 とんでもない。 

河津桜は河津でしょう。違いますか。 

熱海で咲いているのは河津じゃないよ。 

そういうふうにね、その桜が咲いて、次に河津とかって、また今度はね、ソメイヨシノ

が咲いて、それから八重桜が咲いて、そのあと桜が咲くやつも結構あるんですよ。 

そういう意味で私はね、五、六年前に提案しているんですよ。こういうところにこうい

う桜があるよっていうことで。 
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黄金なんていう桜、わかりますか。黄色い。黄桜とも言うのかな。 

商工観光課長 黄色の桜としては、鬱金とか、それから御衣黄とか、そうですね。 

福田委員 そういうことをね、五、六年前に提案しているんですよ、当時の課に。こういうと

ころにこういうのがあるよと。 

それはなぜかっていうとね、いわゆるこの桜の名所100選にということで、静峰っていう

と大半の方はね、牡丹桜というイメージしかないんですよ。そうでしょう。 

だからね、そこに加えて、あそこに行けばいろんな桜が見られるよ、しかも長期間見ら

れるよというような名所にしていただきたくてね、そういうことを提案したんですけれど

も、それが実施されていない。 

今回、これ約５億の予算、こういうことでこの苗木なんていうのは幾らでもないでしょ

う。施設や遊具なんかから比べたら微々たるものですよ。 

そういうものをね、この目的である桜名所にするんだっていうことであれば、そういう

ことにも力を入れていただきたい。 

それが一番かなめと違いますか。 

商工観光課長 はい、ありがとうございます。 

桜のですね、品種につきましても、これからどういった桜をあそこの公園に入れるかと

いうものは、それぞれ年次計画で整備していきますので、その中でですね、また検討委員

会も引き続き、続けていきますので、その中で皆さんのご意見をいただきながらですね、

品種についても考えていきたいというふうに考えます。 

福田委員 また、加えて恐縮ですけれども、あのね、姉妹を結んでいる横手、横手の隣に由利

本荘ってあるでしょう。あそこにね、東由利という地域がありますよ。 

そこに大きい公園があります。 

そこにね、その鬱金とか、そういう変わった種類の、いわゆる遅咲きの桜かな、そうい

うのがたくさんありますよ。苗木も売っているし。 

それは横手あたりで聞けばね、わかると思うんだけれども、それは前に、五、六年前に

言ったことあるんだよね。 

そういうものをどんどんふやして、いろんな種類をふやしたらどうなんですかっていう

ことで。 

それと部長、あれは熱海に咲いている桜は今、河津じゃないよ。 

向こう、静岡というと河津って、すぐにイメージ的にそういくんだけれども、そうじゃ

ない。調べてみな、ネットで。 

ぜひそういうことをね、お願いしたい。 

遊具とかそういうことも、これは結構な話です。 

それより、やはり目玉である桜、あそこに行ったら何の桜も見られるよというぐらいに

幅広く、ちょっとやってくださいよ。 
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お願いします。 

委員長 ほか、ございませんか。 

なければ質疑を終結いたします。 

暫時休憩いたします。 

執行部はここで退席となります。 

お疲れさまでした。 

     休憩（午前11時54分） 

     再開（午前11時54分） 

委員長 では、再開いたします。 

次はですね、視察研修、この間26、27日ですね、１月、行ってまいりました。終わりま

しての意見交換を議題といたします。 

先日の視察研修、大変お疲れさまでございました。 

阿賀野市、魚沼市の特色ある取り組みについて、さまざまなお話を伺うことができたか

と思います。 

本日はその内容について振り返りつつ、視察の成果をまとめていきたいと思います。 

各委員のほうからですね、視察の感想や那珂市で生かしたい事例、課題など、ご意見を

伺っていきたいと思います。 

はい、福田委員。 

福田委員 冒頭ですね、私、ちょうどこの時期にインフルエンザにかかりまして、出席できな

かったことをお詫びいたします。 

ご苦労さまでした。 

行って質問したかった点、何点かあったんですけれども、ちょっと残念でした。 

委員長 それでは、１人ずつ。 

じゃあ、遠藤さんから。 

遠藤委員 はい、まず私のほうからですね。 

２カ所勉強してきたわけですが、まず阿賀野市のほうでございまして、阿賀野市のほう

で一番私が印象に残ったのはですね、やっぱり農業政策を、例えば市なら市、ＪＡならＪ

Ａ、いろんなそれぞれの事業体があるわけでございますが、それを一つの会議体にまとめ

てやってらっしゃるというふうなことが非常によかったなというふうに思っております。 

これは市とＪＡと土地改良区と農業委員会含めて、いろんなものが一緒にやってらっし

ゃるというようなことでございましたので、これでもっていろんな骨太の方針を固めて、

各部会に分けて、しっかりと事業を進めていたということが印象に残りました。 

また、農業技術情報紙というものをしっかりと発行しておりまして、これを市内全戸、

全ての農業をやってらっしゃる方に配ってらっしゃるということでございましたね。非常

に、私はちょっと農業はやっておりませんのでわかりませんが、多分この具体的な内容な
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んだろうというふうに思います。 

そういったものを、やっぱり各農家さんが知りたい情報といったものが手に取るように

わかるような情報発信もされているというふうなことが非常に印象に残りました。 

それと、あと魚沼市でございますけれども、これもなぜこの魚沼の米がブランドになっ

たのかっていうのが一番知りたかったわけでございますが、逆に言うと、これだけブラン

ドとしては確立しているものですが、どちらかというと魚沼さんご自身もですね、自分で、

自らこういうことでつくり上げていったというわけじゃないらしくて、流通業界の中で自

然に、やっぱり魚沼産のコシヒカリが非常に市場でいい評価を得てきたと、それをむしろ

守っていくためにどうするかということに心血を注いでおられたというふうなイメージで

ございます。 

また、どちらかというと魚沼産のブランドというのは、我々からすれば非常にうらやま

しいぐらいのブランドでございますが、向こうとすれば、やはりそれしかないということ

で、もっといろんなものをつくっていかなきゃいけないというふうなお話もされていらっ

しゃいました。 

そういった意味で、これは市としてですね、「食まちうおぬま」ということで、これは

戦略調整会議をつくって、これは地産地消と、あと食育ですね、学校の教育を絡めて、総

合的なもので食を推進していくよというふうな切り口で進んでおられたのが非常に印象深

かったなというふうに思います。 

地元の商工会、商工業者ともきちっと連携をとって、いろんなことをされていたなとい

うふうに思いますので、こういったものがすぐ那珂市でできるかどうかはまた別としまし

ても、いろんな提案をしていく材料になったのかなというふうに思います。 

以上でございます。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

じゃあ、続きまして花島委員。 

お願いします。 

花島委員 遠藤さんが言ったこととほとんど同じなんですが、阿賀野市については農業情報を

その時々に合わせてつくっていると、それをみんなで協力してやっているっていうのがす

ばらしいなと思いました。 

これはやっぱりやる気、そういうふうにやるっていうのかな、自分が、例えば一つの農

家が自分で頑張ってやるだけじゃなくて、わかっているって言っていいのかわからないで

すけれども、いろんな状況を把握している組織なり人なりが広めるというのがすごく有効

なのかなと思いました。 

それで、専業農家がふえているっていう話なんでね、それはすばらしいことだと思いま

す。 

それから魚沼市については、ブランドができたっていうのは業者がつくったっていう言
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い方でしたよね。 

やはりブランドにするには、いいものをつくるっていうのがまず第一かなというふうに

思いましたね。 

それと、いいものを非常に狭い範囲だけでつくっていんじゃなくて、広めている。それ

を、品質を維持するっていう努力が継続的になされていて、その点が見習うべきところだ

なと思います。 

以上です。 

委員長 ありがとうございます。 

次、じゃあ木野さん。 

副委員長 大体、本当に、さっき遠藤委員からもお話ありましたけれども、やっぱり結局県で

ね、決めてやっている新潟なんかは独自でいろいろ開発されているというのがすごいなっ

ていうのを感じました。 

また、本当に、前にも那珂市で営農指導員がそんなにいないということでしたけれども、

向こうでは農協にもいるし、あと営農指導センターにも結構、地区でも10名ぐらいいるっ

ていう話も聞いて、やっぱりそういったところ、細かいところに手が届くようにされてい

るがすごいと思いました。 

また、魚沼のほうですけれども、那珂市とはやっぱり違って、各課でその連携して、副

市長を中心に全部決めているっていう、そういったところは、市としてもネットワーク協

議会というものを行っていて、市独自の、各課でですね、連携をとっているのはすごいな

と思いました。 

那珂市がそういうところ、先ほどの話ではないですけれども、やっぱり各課によって全

然連携がとれていないので、結局その部署部署によって全部、意見が変わってきてしまう

っていう、そういった面は那珂市でも今後ですね、各課が連携してできればいいのかなっ

ていうふうには思っております。 

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

じゃあ、私のほうはですね、まず阿賀野市はですね、新潟県で酪農を最初に始めたとい

うところでもあってですね、やっぱり農業が専門のところですということがよくわかりま

した。 

米だけで58億円、72％ですね、農業生産額。次に、酪農で15億円稼ぎ出しているという

ので、これはまたすごいなというふうに思いました。 

このもとは、やっぱり先ほど遠藤委員のほうからも出ましたように、農業振興協議会と

いうこの会議体ですね、これが合併前の町村の時代からあって、ずっと続いてきていると。 

市として合併してからも、例えばその農業技術指導員なんかも10名いたりとか、これは

ＪＡさんも10名、17名かな、いるということで、非常に技術的な指導も手厚い状況になっ
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ている。 

なおかつ先ほど花島さんからも出ましたけれども、その技術情報の提供がですね、年間

５回やっていまして、それこそ肥料をやる時期とか、水を抜く時期ですとか、事細かにで

すね、全戸配布ということでやっていますんで、やはりそこは違うなということで大変関

心をしました。 

当那珂市においてもその技術指導員はやっぱりもっとふやすべきであるし、これは今要

請していますけれども、そういう技術のわかる方、営農指導員ですね、ふやしていく必要

があるということですね。 

それから魚沼市については、ブランド化は県の発案でブランド認証ということで進めて

きたよということで聞きましたけれども、その魚沼コシヒカリというブランドについては、

流通業者、東京の米屋さんが広めてくれたっていうのが発端だよという話を聞きましてで

すね、やっぱりこれは消費者ですよね。消費者を味方につけるのが何よりも大事だなと。 

それには品質が第一、おいしい米をつくるということで、その魚沼コシヒカリがブラン

ド化して定着をしている。 

黙っていても10キロ6,000円で売れると。これは非常に強いなということですよね。 

それに安心しているわけじゃなくて、やっぱり今日本一だけれども、今度は世界一の米

を目指しているんだよという話が聞けてですね、それをやるにはその魚沼米憲章というの

があって、これを各米農家に守ってもらっていると、皆さん米農家が発案して言っている

ということなんで、例えば米の調整ですね、ふるい目といって1.9ミリという話を伺って、

衝撃的な話でしたけれども、1.9ミリ以上じゃないと出荷できません、しません、コシヒカ

リでありませんということで言っていました。もう非常に、これが品質にこだわっている。 

こういうことからしてもですね、やっぱり今のブランド力に安穏としていない、危機感

を持ってやっているなというのがよくわかりました。 

なおかつ米だけじゃなくて野菜も、これは野草というんですかね、タラの芽ですとか、

フキノトウですとかも始めているよということも言っていましたので、やっぱり日本一の

ところはさらに上を目指しているなということはよくわかりましたので、これはブランド

力でいうと、もう一つ、その販売についてはＪＡさんが７割とか言っていましたかね。 

本来の魚沼コシヒカリというのは7,000トンぐらいしかつくっていないんですけれども、

近隣市町合わせて10万トンがブランドの魚沼コシヒカリというふうに推奨して売っていま

すということでしたんで、これを那珂市の米づくりを置き換えるとどうなるのということ

で、いろいろつらつら掲げましたけれども、ブランドはネーミングの問題もあるし、あと

はやっぱり食べておいしいというのが非常に大事だということで、あとは消費者をいかに

つかまえるかだと思うんで、これはＪＡさんに頼らず、やっぱり東京市場というのは非常

に大きいんで、こちら開拓の余地があるなということでですね、販売ルートもきちんと整

備をしていく必要があるろいうことと、もう一つは農業技術指導、これは先ほども言いま
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したけれども10人、17、農業従事者の方々が、さらにまた上を目指そうということで、自

分たちで団体をつくって、さらに精進しようとしているというのは、非常に印象に残りま

したんで、できるところから取り入れて、いいところですね、いきたいなというふうに思

いました。 

以上です。 

じゃあ、以上で、あと福田さんのほうも行かれないで残念でしたけれども、資料を見て

いただいて、ご意見ありましたら。 

福田委員 出席できなかったんですけれども、ネットあたりでちょっと見ましたよ。 

私は、魚沼の次のブランド米、ミルキークイーン、これだと思うよ。 

まだ公表されていないけれども、そういうことがね、話が伝わってきていますね。ミル

キークイーン。 

以上です。 

委員長 では、ただいま皆さんからご意見をちょうだいいたしましたので、これから那珂市で

生かしていく方法ですね、解消すべき課題ということでまとめまして、視察の総括をこれ

からやっていきます。 

これは私、委員長と副委員長のほうで、今のご意見をまとめさせていただきまして、ま

た関係、所管へお知らせしたいと、申し入れしたいと思います。 

今回の視察の総括としては以上でございます。 

あと最後にですね、先日、議会運営委員会がありまして、須藤さんが亡くなられてです

ね、５名になりましたということで、ぜひ産業建設常任委員会から１人出して、委員を出

してほしいという要請がありまして、オーケーをしたんですが、どなたか議運のほうへ。 

前、須藤委員が兼ねておりましたので。 

     （「副委員長」と呼ぶ声あり） 

委員長 副委員長でよろしいでしょうかね。 

代行してやっていただけるということで、お願いをしたいと思います。 

木野さんのほうに加わっていただくように決定をしたいと思います。 

それから要望としては、当委員会も５名体制になってしまいましたので、一応、那珂市

の議会の常任委員会体制として６名ないし７名というものが、やっぱり最低６名必要であ

るということで、この産業建設についても増員ということで検討してくれないかという意

見を議運のほうに出してあります。 

その辺については、いかがですかね。 

福田委員 それは、ちょっと時期尚早でしょう。 

これはなぜ言うかというとね、改選では18名にしておいて、こういう、欠けるというこ

とは、もうこれは想定していたわけだから。 

これは時期尚早だと思うよ。 
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委員長 検討するかどうかはこれから議運のほうでということなんで、とりあえず私の単独の

意見ということで申し上げている状態です。 

当委員会としては、次期改選まで待ったほうがいいんじゃないのということですよね。 

事務局次長 委員長。 

今の補足説明なんですが、とりあえず委員の任期は２年ありますので、とりあえずそこ

までは現在の体制でお願いしたいと考えております。 

委員長 はい、わかりました。 

そういうことなので、ちょっと、その辺を見越していろいろ。それはね、できることは

最大限やらなくちゃいけないんで。 

じゃあ、以上で本日の議事は全部終了いたしました。 

どうもお疲れさまです。 

これで閉会いたします。 

閉会の宣告（午後０時14分） 

 

   平成29年２月24日 

    那珂市議会 産業建設常任委員会委員長  寺門  厚    

 


