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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３月 14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 な し 

職務のため出席した者の職氏名 

     議   長 中﨑 政長  事務局長 深谷  忍 

     事務局次長 寺山 修一  書  記 萩谷 将司 

会議事件説明ため出席者の職氏名（総括補佐職以上と発言者） 

     副市長 宮本 俊美           財政課長 茅根 政雄 

     財政課長補佐 飛田 良則        産業部長 佐々木恒行 

     農政課長 加藤 裕一          農政課長補佐 柏  正裕 

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

     建設部長 小泉 正之          土木課長 引田 克治 

     土木課長補佐 海老沢美彦        用地Ｇ長 平野 正行 

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

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

     上下水道部長 石井  亨        下水道課長 植田 孝二 

     下水道課長補佐 箕川  覚       水道課長 助川 啓治 

     水道課長補佐 鹿志村 則男       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 

     外関係職員 

会議事件と概要 

     （１）議案第 10 号 那珂市公共下水道事業受益者負担金に関する条例の一部を改正する

条例 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （２）議案第 13 号 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 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （３）議案第 14号 那珂市水道事業の剰余金の処分等に関する条例 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （４）議案第 15号 平成 28年度那珂市一般会計補正予算（第 10号） 
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       概要：原案可決すべきもの。 

     （５）議案第 17号 平成 28年度那珂市下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （６）議案第 18 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４

号） 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （７）議案第 20号 平成 28年度那珂市上菅谷駅前地区土地区画整理事業特別会計補正予

算（第２号） 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （８）議案第 22号 平成 29年度那珂市一般会計予算 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （９）議案第 24号 平成 29年度那珂市下水道事業特別会計予算 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （10）議案第 26号 平成 29年度那珂市農業集落排水整備事業特別会計予算 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （11）議案第 28号 平成 29年度那珂市上菅谷駅前地区土地区画整理事業特別会計予算 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （12）議案第 30号 平成 29年度那珂市水道事業会計予算 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （13）議案第 32号 市道路線の認定について 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （14）議案第 33号 市道路線の変更について 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （15）旧しどりの湯利活用（案）について 

       概要：今後の利活用方針について執行部から説明。 

     （16）那珂市区域指定について 

       概要：議案第 13号に関連し、区域指定の進捗について執行部から説明。 

     （17)那珂市下水道事業の経営戦略策定について 

       概要：公共下水道事業・農業集落排水事業を対象に平成 29年度から平成 38年度を期

間とする計画について執行部から説明。 

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 皆さんおそろいになりましたので、産業建設常任委員会開会の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。 
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   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。 

   定足数に達しておりますので、これより産業建設常任委員会を開会いたします。 

   会議事件説明のため、副市長外関係職員の出席を求めております。 

   職務のため、議長及び議会事務局職員が出席しております。 

   ここで、議長よりご挨拶をお願いいたします。 

議長 おはようございます。 

   寺門委員長のもと、本日は産業建設常任委員会でございます。付託された案件もたくさんござ

います。委員の方には慎重なるご審議をお願いし、また執行部におかれましては、簡潔かつ明瞭

なるご返答をお願いいたします。 

   本日はご苦労さまでございます。 

委員長 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。 

   本日の案件でございますが、議案が 14 件、その外協議・報告案件が３件ございます。我々と

しては簡潔明瞭な答弁を心がけてまいりますので、皆様のご審議のほどをよろしくお願い申し上

げます。 

   簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

委員長 ありがとうございました。 

   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。 

   審議をスムーズに進行するため、担当課ごとに審議をいたします。 

   執行部に申し上げます。説明の際は、まず課名と出席者を報告いただいて、必ず予算書のペー

ジ数を述べてから説明をしてください。 

   新規事業及び前年度比較額の大幅な増減等、特に説明が必要な場合は、その説明を加えてくだ

さい。 

   審議中に委員から資料などの請求があった場合は、議会事務局に 10 部提出をお願いいたしま

す。 

   なお、一般会計当初予算の討論、採決は、所管課の質疑が全て終結した後に行います。 

   それでは、審議に入ります。 

   初めに、議案第 15 号 平成 28 年度那珂市一般会計補正予算（第 10 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。 
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   それでは、議案第 15 号 平成 28 年度那珂市一般会計補正予算（第 10 号）についてご説明い

たします。 

   ４ページをお願いいたします。 

   第２表、繰越明許費になります。 

   款、項、事業名、金額の順に読み上げます。 

   ５款農林水産業費、１項農業費、土地改良基盤整備事業 950万円、６款商工費、１項商工費、

静峰ふるさと公園魅力向上事業１億 9,870万円、７款土木費、１項道路橋りょう費、道路改良舗

装事業 5,556万円、２項河川費、両宮排水路整備事業 8,019万 8,000円、３項都市計画費、菅谷

市毛線街路整備事業 621万円。 

   ５ページをお願いいたします。 

   第３表、地方債になります。 

   追加になります。 

   起債の目的、限度額の順に説明いたします。 

   農地・農用施設災害復旧事業債 140 万円、静峰ふるさと公園魅力向上事業（合併特例事業）

9,990万円。 

   続いて、変更になります。 

   起債の目的、補正後の限度額の順に読みあげます。 

   農業生産基盤整備事業 1,110万円、市道整備事業（合併特例事業）１億 6,500万円、市道安全

対策事業 650万円、まちづくり交付金事業（合併特例事業）２億 4,200万円、菅谷市毛線整備事

業 2,110万円。 

   18ページをお願いいたします。 

   一番下になります。 

   ４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費 1,316万 6,000円の減、このうち右にあります

浄化槽設置補助事業が当委員会の所管になります。 

   次のページをお願いいたします。 

   一番下になります。 

   ５款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費 355万 3,000円の減。 

   20ページをお願いいたします。 

   ５目農地費 2,990万円の減、８目経営所得安定対策費 930万円の減、６款商工費、１項商工費、

２目商工振興費 500万円の減。 

   次のページになります。 

   ３目観光費１億 9,758万 8,000円、７款土木費、１項道路橋りょう費、２目道路維持費 920万

円の減、３目道路新設改良費 800万円。 

   22ページをお願いいたします。 

   ７款土木費、３項都市計画費、２目土地区画整理費 261万 6,000円の減、３目まちづくり事業
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費 1,512万 4,000円、４目街路整備費 712万 6,000円。 

   27ページをお願いいたします。 

   ２段目になります。 

   10款災害復旧費、２項農林水産業施設災害復旧費、１目農地現年災害復旧費 390万円の減。 

   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。 

福田委員 ちょっとお尋ねしたいのが、21 ぺージの静峰ふるさと公園魅力向上事業、これの中身を

ちょっと教えてください。 

商工観光課長 商工観光課の中庭です。よろしくお願いします。 

   静峰ふるさと公園魅力向上事業でございます。この補正予算につきましては、地方創生拠点整

備交付金を活用しまして公園内の整備を、新たに展望施設、それから幼児用の遊具、それから親

水施設、それから見守り施設、それから散策路等の整備を行う事業を今回補正予算として計上さ

せていただいております。 

   以上でございます。 

福田委員 これ、委員会でも前に述べたと思うんですけれども、いわゆるこれ遊具等が大半なのかな。

そういう点で、いわゆる位置づけが桜百選というようなこの静峰公園、これに対して、いわゆる

桜そのもののもう年数というのは結構たっているんじゃないですか、あそこは。結構老木がある

と思うんですよ。だから、そういう植栽とか何かということに全然金をかけないで、遊具とかそ

ういうものに金かけているということ、これがちょっと疑問なんですよ。いわゆる桜百選という

ことなんですから、そちらのほうに金をかけるということが、私は必要じゃないかな、そういう

ふうに思うんですが、いわゆるそれは、この前もお話ししましたけれども、本当のあれは八重桜、

これだけのシーズンなんですね。桜というのは何百種類とあるんですよね。だから早咲きから遅

咲きまでの長い期間桜を楽しんでいただく、これが大事だろうと思うんですが、そういうことと

いうのは、これどういうふうに考えているんですか。 

商工観光課長 今、委員のほうからお話がありました。当然静峰ふるさと公園は桜の公園となってお

ります。古いものでは 40年から 50年たっている桜もございます。この今回の静峰ふるさと公園

魅力向上計画の中で、桜の更新というものも当然入っております。 

   ただ、今回の補正の予算につきましては、桜の更新というものが補助対象にはならないという

ことでございます。桜の更新につきましては、種類もふやす等々も検討しておりますので、30

年度からの更新ということで事業は計画をしております。今回の交付金につきましては対象外と

いう事業になっておりますので、対象となる遊具関係等を今回予算計上したものでございます。 

   以上でございます。 

福田委員 これ地方創生拠点交付金、これはこの桜には該当しないんですか。 

商工観光課長 桜の更新には該当しないという交付金になっております。 
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   以上でございます。 

福田委員 了解。 

委員長 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 討論を終結いたします。 

   これより議案第 15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 15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 12分） 

再開（午前 10時 13分） 

委員長 では、再開いたします。 

   下水道課が出席をしております。 

   議案第 10 号 那珂市公共下水道事業受益者負担金に関する条例の一部を改正する条例を議題

といたします。 

   執行部より説明をお願いします。 

下水道課長 下水道課長の植田です。外３名が出席しております。よろしくお願いします。 

   議案第 10号のほうをお開きお願いします。 

   那珂市公共下水道事業受益者負担金に関する条例の一部を改正する条例。 

   那珂市公共下水道事業受益者負担金に関する条例（昭和 62年那珂町条例第 16号）の一部を改

正する条例を別紙のとおり制定するものです。 

   平成 29年３月３日提出、那珂市長。 

   提案理由ですけれども、地方税の規定による延滞金の額の均衡を損なわないよう、国税及び地

方税の延滞金の割合に合わせ、公共下水道事業受益者負担金の延滞金の割合を引き下げるため、

条例の一部を改正するものです。那珂市税条例の延滞金割合に合わせるものです。 

   81ページにその改正の条文が載せてあります。 

   82ページに新旧対照表、84ページのほうで概要説明のほうで説明させていただきます。 

   まず１番目、改正の理由ですけれども、先ほどの提案理由と同じです。 

   ２番目の改正条文ですけれども、条例第 17 条において、これまで延滞金の割合については改

正前の 14.5％であったものに対して、改正概要のほうで、当該指定期限の翌日から１カ月を経



－7－ 

過するまでの期間については 7.3％に引き下げるものです。 

   ３の附則のほう、附則第２項ですね。延滞金の割合の特例ということで、延滞金の割合につい

ては上記の 17 条の割合の規定にかかわらず、当分の間、下の①のほうですね、年 14.5％の割合

の延滞金に対しては、当該特例基準割合に年 7.3％を加算した割合、特例基準割、平成 29 年度

ですと 1.7％になります。それにまた 7.3％を加えた 9.0％を適用していこうということです。 

   ２として、年 7.3％の割合の延滞金に対しては、85ページの特例基準割合に年１％の割合を加

えたもの、特例基準割合に 1.7％に１％加えた 2.7％を適用するという、引き下げる条例の改正

とするものです。 

   以上です。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。 

     （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 10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 10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 17号 平成 28年度那珂市下水道事業特別会計補正予算（第４号）を議題

といたします。 

   執行部より説明をお願いします。 

下水道課長 議案第 17号をお開きお願いします。 

   議案第 17号 平成 28年度那珂市下水道事業特別会計補正予算（第４号）。 

   平成 28年度那珂市の下水道事業特別会計補正予算（第４号）は、次に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 237万 4,000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 4,403万 1,000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及び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。 

   繰越明許費。第２条、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 213条第１項の規定により、翌

年度に繰り越して使用することができる経費は「第２表 繰越明許費」による。 

   地方債の補正。第３条、地方債の変更は「第３表 地方債補正」による。 

   平成 29年３月３日、那珂市長。 

   ページ順に説明いたします。 
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   ３ページをお願いします。 

   第２表、繰越明許費。２款下水道建設費、１項下水道建設費、公共下水道整備事業 2,100万円、

那珂久慈流域下水道事業 1,285万 2,000円。公共下水道整備事業については、中里地区の汚水管

布設第１工区を繰り越しております。那珂久慈については、那珂久慈流域の幹線の保守によるも

のです。 

   続きまして、４ページをお願いします。 

   第３表、地方債の補正。変更です。流域下水道事業、補正額 2,230万円、資本費平準化債２億

2,500万円、公営企業会計適用債 530万円。補正額については確定額によるものです。 

   続きまして、６ページをお願いします。 

   ２、歳入の補正です。 

   ４款県支出金、１項県補助金 200万円の減、下水道整備支援事業でございます。 

   ６款繰入金、１項繰入金 3,451万 3,000円の減です。下水道事業基金繰入金でございます。 

   ７款繰越金、１項繰越金 5,448万 7,000円、前年度繰越金でございます。 

   ９款市債、１項市債 1,560万円の減、流域下水道事業債、資本費平準化債、公営企業会計適用

債でございます。 

   続きまして、３、支出。 

   ７ページです。 

   １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正額 367万 6,000円の減です。 

   ２款下水道建設費、１項下水道建設費、２目流域下水道費 605万円。 

   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。 

     （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 では、討論を終結いたします。 

   これより議案第 17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 17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 18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４

号）を議題といたします。 

   執行部より説明をお願いします。 

下水道課長 議案第 18号をお願いします。 
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   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４号）。 

   ３ページをお願いします。 

   第２表、繰越明許費。２款農業集落排水整備事業費、１項農業集落排水整備事業費、農業集落

排水整備事業１億 2,000万円。酒出地区、県道沿いの２路線の繰り越しでございます。 

   続きまして、４ページをお願いします。 

   地方債の補正。変更です。農業集落排水整備事業２億 3,390万円、資本費平準化債 4,600万円、

公営企業会計適用債 290万円。 

   続きまして、６ページをお願いします。 

   ２、歳入。 

   ７款繰越金、１項繰越金 4,921万 5,000円、前年度繰越金です。 

   ９款市債、１項市債 7,000万円の減、農業集落排水事業債、資本費平準化債、公営企業会計適

用債でございます。 

   続きまして、７ページ、３、支出でございます。 

   １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正額 5,021万 5,000円、２目維持管理費、

補正額 700万円の減。 

   続きまして、２款農業集落排水整備事業費、１項農業集落排水整備費、１目農業集落排水整備

費 6,400万円の減、農業集落排水事業の請負差金でございます。 

   以上でございます。よろしくお願いします。 

委員長 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 ないようですので、討論を終結いたします。 

   これより議案第 18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 18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 22号 平成 29年度那珂市一般会計予算（下水道課所管部分）を議題とい

たします。 

   ４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費について執行部より説明をお願いします。 

下水道課長 予算書 86ページをお願いします。 

   ４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費、下水道課所管の部分、87 ページ右下にあり

ます浄化槽設置補助事業 2,330万 2,000円でございます。 
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   以上でございます。 

委員長 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 質疑よろしいですか。 

   なければ、質疑を終結いたします。 

   なお、５款農林水産業費、１項農業費、７目集落排水整備費及び７款土木費、３項都市計画

費、５目下水道整備費については、繰出金のため、繰り出し先の各特別会計予算の説明時に説

明をいただく形で進行いたします。 

   続きまして、議案第 24 号 平成 29 年度那珂市下水道事業特別会計予算を議題といたします。 

   歳入歳出について執行部より一括して説明をお願いします。 

   なお、歳入の説明に当たりましては、一般会計の７款土木費、３項都市計画費、５目下水道整

備費についてもあわせてご説明願います。 

下水道課長 議案第 24号 平成 29年度那珂市下水道事業特別会計予算です。 

   221ページをお願いします。 

   ２、歳入です。 

   １款分担金及び負担金、１項負担金、本年度予算 5,474万 3,000円、受益者負担金でございま

す。 

   ２款使用料及び手数料、１項使用料４億 6,499万 9,000円です。 

   ２款使用料及び手数料、２項手数料 37万 2,000円。 

   ３款国庫支出金、１項国庫補助金１億 6,000万円。 

   ４款県支出金、１項県補助金 300万円。 

   ５款財産収入、１項財産運用収入 1,000円。 

   続きまして、222ページをお願いします。 

   ６款繰入金、１項繰入金、一般会計繰入金、基金繰入金でございます。６億 3,218万 2,000円。

このうち一般会計繰入金については５億 6,718万 2,000円、一般会計から繰り出ししております。 

   117ページのほうをお開きお願いします。 

   ７款土木費、３項都市計画費、５目下水道整備費、下水道特別会計繰入金として５億 6,718万

2,000円の同額を繰り出しという形になっています。 

   222ページのほうへお戻り願います。 

   ７款繰越金、１項繰越金 1,000万円。 

   ８款諸収入、１項諸収入 3,000円。 

   ９款市歳、１項市債７億 3,570万円。 

   続きまして、223ページ、３、支出でございます。 

   １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費 9,229万 4,000円。 

   224ページをお願いします。 
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   同じく２目維持管理費２億 1,411万 5,000円。 

   225ページをお願いします。 

   ２款下水道建設費、１項下水道建設費、１目公共下水道費８億 374万 3,000円でございます。 

   続きまして、226ページをお願いします。 

   ２目流域下水道費 2,256万 1,000円。 

   227ページです。 

   ３款公債費、１項公債費、１目元金７億 3,942万 6,000円、２目利子１億 8,629万 8,000円。 

   ４款予備費、１項予備費、１目予備費 257万 2,000円。 

   以上でございます。よろしくお願いします。 

委員長 では、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 質疑ないようですので、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 ないようですので、討論を終結いたします。 

   これより議案第 24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 24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 26号 平成 29年度那珂市農業集落排水整備事業特別会計予算を議題とい

たします。 

   歳入歳出について執行部より一括して説明をお願いします。 

   なお、歳入の説明に当たりましては、一般会計の５款農林水産業費、１項農業費、７目集落排

水整備費についてもあわせてご説明をお願いいたします。 

下水道課長 議案第 26号 平成 29年度那珂市農業集落排水整備事業特別会計予算をご説明いたしま

す。 

   予算書 253ページをお願いします。 

   ２、歳入。 

   １款分担金及び負担金、１項分担金、本年度予算額 686万円。 

   ２款使用料及び手数料、１項使用料 7,236万 8,000円。 

   ２款使用料及び手数料、２項手数料６万円。 

   ３款国庫支出金、１項国庫補助金２億 7,500万円。 

   ４款県支出金、１項県補助金 3,324万 1,000円。 

   ５款財産収入、１項財産運用収入 21万 8,000円。 

   254ページをお願いします。 
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   ６款繰入金、１項繰入金３億 2,375 万円。このうち一般会計繰入金に関しては２億 8,152 万

8,000 円、一般会計から、101 ページのほうをお願いします。５款農林水産業費、１項農業費、

７目農業集落排水整備費として、特別会計繰出金２億 8,152万 8,000円が繰り出されております。 

   254ページにお戻りお願いします。 

   ７款繰越金、１項繰越金 1,000万円。 

   ８款諸収入、１項諸収入 3,000円。 

   ９款市債、１項市債４億 3,050万円。 

   続きまして、255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 6,937万 4,000円。 

   次のページ、256ページをお願いします。 

   ２目維持管理費１億 1,335万 8,000円。 

   ２款農業集落排水整備事業費、１項農業集落排水整備費、１目農業集落排水整備費６億 9,970

万 2,000円。昨年と比較しまして２億ほど増になっておりますけれども、酒出地区の農業集落排

水の処理場の建設が 29年度から始まることにより、予算増となっております。 

   続きまして、258ページをお願いします。 

   ３款公債費、１項公債費、１目元金１億 9,425万 3,000円、２目利子 7,296万 9,000円。 

   ４款予備費、１項予備費、１目予備費 234万 4,000円。 

   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 256 ページの先ほど今補足がありました農業集落排水整備費の今年度の増ですね。２億近

い増のところで、酒出地区の整備が今年度から始まるということですが、これは酒出地区でトー

タルどれぐらいの額で、何年ぐらいを想定しているんですか。 

下水道課長 処理場の建設費トータル的にはちょっと今控えがないんですけれども、期間的には 29、

30、31まで３年間で建設する予定でございます。 

遠藤委員 その酒出地区のエリアなんですけれども、これは区域指定に今回なるエリアの中のどれぐ

らいのところになるんですか。 

下水道課長 ちょっと比較してみてはいないんですけれども、基本的には農業集落排水事業は南酒出、

北酒出全域を整備しております。区域指定に関しては、そのうちの連たん性のある区域をくくっ

ているかと思いますので、そのうちの連たんしている区域という、ちょっと具体性はないんです

けれども、そういうふうに把握しております。 

遠藤委員 ということは、逆にその連たん性のあるところを沿道型集落ということで区域指定をする

わけですけれども、そこのところは今回の整備で全部カバーするということになるんですか。 

下水道課長 そのとおりです。 
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委員長 よろしいですか。 

   外ございませんか。 

     （なし） 

委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

   これより討論に入ります。討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 討論を終結いたします。 

   これより議案第 26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 26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、那珂市下水道事業の経営戦略策定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。 

下水道課長 それでは、お手元の那珂市下水道事業経営戦略策定についてご説明いたします。 

   資料の 33ページのほうをお開きください。 

委員長 資料は常任委員会資料ですね。 

下水道課長 そうです。よろしくお願いします。 

   まず、経営戦略策定についての概要でございます。 

   平成 26 年８月に総務省から通知があり、公営企業の経営基盤の強化と財政マネジメントの向

上のため、中長期的な経営の基本計画となる経営戦略を遅くとも平成 32 年度までに策定するよ

う求められているところです。 

   その要旨としまして、下水道事業においては人口減少や節水機器の普及により、使用料の減収

が見込まれる一方、施設の老朽化に伴う改築更新費用の増大と経営環境が大変厳しくなると予想

されます。そのため、徹底した効率化、経営健全化に取り組み、安全で快適なサービスを持続的、

安定的に提供するというものです。 

   なお、公資本費対策費の交付税措置を受けております当市においては、経営戦略の必要性が極

めて高いということと、地方交付税措置を今後とも受けていくに当たっては、平成 28 年度中に

作成しまして、公表することが要件化されているところです。 

   経営戦略は総務省の様式及びガイドラインに基づいて作成しております。実際の作成作業では、

現在計画中の整備を今後も継続していくという場合に、今後の維持管理費や地方債の償還予定額

を見込み、一定の使用料収入の伸びと現状程度の一般会計繰入金の範囲内でも一定の実質黒字を

計上し、継続して安定した経営が今後も引き続き可能かどうかについて留意しながら、いくつか

の事例を比較検討しつつ作成を進めました。あわせて使用料収入を確保するための対応や、一般

会計繰入金からの基準外繰入金の取り扱いなど、今後詳細を検討すべき取り組みをまとめており

ます。 
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   次に、２の要旨でございます。 

   まず、対象事業、公共下水道事業、農業集落排水整備事業を対象としております。お手元の資

料１については下水道特別会計の経営戦略を、資料２のほうに農業集落排水整備事業特別会計の

経営戦略を示しております。 

   計画期間については平成 29年度から 38年度までの 10年間。 

   両事業の策定項目の内容、概要でございます。資料１、資料２をあわせて見開きながら進めた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

   まず、１ページから３ページにつきましては、１の事業概要では事業の現況、２のほうでは民

間活力の活用等を記載し、３、分析表を活用した現状分析では、経営比較分析表を後ろのほうで

すね、別添に添付しております。 

   ４ページの２の経営の基本方針では、市内水環境の向上、安定した経営基盤の確立、安心・安

全な生活の実現、情報の公開の経営に臨む４つの基本方針を示しています。そのうち市内水環境

の向上では、公共下水道事業の整備では、引き続き下水道整備エリアの拡大を図っていくこと、

農業集落排水では、平成 32 年度の供用開始に向け、酒出地区の整備を進めること、また、安定

した経営基盤の確立では、戸別訪問や広報活動による接続率の向上に努め、また維持管理費等に

おいて経費節減に努めていくこと、また、安心・安全な生活の実現では、下水道施設の経年劣化

状況等の把握、緊急時の業務継続計画、ＢＣＰを策定すること、情報公開では、財政経営状況や

事業内容の情報を随時提供していくことを示しております。 

   ５ページの３、投資・財政計画（収支計画）については、別添の様式第２号の当市財政計画の

とおり、今後 10 年間の管路等施設の投資、収入、維持管理に要する経費等の見通しを示してい

るところでございます。 

   投資・財政計画の策定に当たっては、公共下水道事業では、これまでどおり整備エリアを拡大

しつつ整備を進めていくこと、農業集落排水事業では、酒出について平成 32 年４月供用開始に

向け整備を進めていくことの収支計画としております。 

   特に農業集落排水の７ページのほうの１の今後の当市についての考え方、検討状況では、今後

処理場の施設の老朽化等により、施設の更新を検討する際には、農業処理施設の統合、流域下水

道への接続がえのコスト比較を考慮しながら選択を考えていくとしております。この辺の検討の

具体的には、国の調査補助を受け、施設ごとの機能診断をし、機能保全構想及び最適整備構想で

検討していきます。 

   続いて、９ページの４、経営戦略の事後検証、更新等に関する事項ですけれども、平成 32 年

度から公共下水道、農業集落排水ともに公営企業会計への移行が予定されているため、その際、

計画の見直しを示しているところでございます。先ほどの収支計画については公営企業会計の全

く違う様式に移行されますので、その際には計画を見直しということで示しているところでござ

います。 

   以上のとおり、総務省の経営戦略策定ガイドラインにおいて抜本的な改革を積極的に検討した
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上で、今後少なくとも 10年間の見通しを策定し、公表することが求められているところです。 

   今回の公共下水道の経営戦略においては、結果的には現在の優先地区の整備を当面の間、引き

続き進めることとした内容としております。 

   しかし、現在、公共下水道事業審査会で今後の全体整備計画に関する検討が行われていること

から、平成 32 年度の地方公営企業法適用後に新たな会計基準に基づいた経営戦略を見直すこと

となるため、その際には審議会での検討結果を踏まえた内容を盛り込む予定でおります。 

   なお、この経営戦略については、この後、那珂市ホームページにおいて公表していく予定でお

ります。 

   以上でございます。よろしくお願いします。 

上下水道部長 ただいま投資・財政計画、（収支計画）10 年間を説明させていただきました。先ほ

ども言ったとおり、今後の整備等を検討するということで審査会を今踏んでいるところでござい

ますけれども、この財政計画は今の第１次整備優先地区がございます。それに基づきまして今後

の計画等を練ったわけでございます。 

   現在、この第１次整備優先地区、第Ⅰ期としては 25年、第Ⅱ期としては平成 30年を目途に進

めているわけでございますが、ご存じのように、東日本大震災の復旧、また、経済状況の変化等

を要因としまして、現時点では３年程度のおくれが生じていると見込まれます。 

   また、第１次整備優先地区区全体を見ますと、平成 33 年を目途ということで進んでいるわけ

でございますけれども、客観的に見ますと、５年から６年程度はおくれが生じるという見通しと

なっているところをご理解いただければと思います。 

   以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

遠藤委員 こういう計画が策定、今年度中にまずつくらなければいけないということでつくるわけで

すが、今部長の答弁のあった第１次整備優先地区というのは、今のところどこなんですか。この

33年目途が五、六年おくれるといった地区。 

上下水道部長 福田北と瓜連の下大賀、古徳３地区ですね、これが第Ⅲ期となっております。 

   失礼しました。では、Ⅰ期からⅡ期、Ⅲ期全てお答え申し上げます。Ⅰ期でございますが、福

田、後台中央、菅谷東、門部台、額田北郷が第Ⅰ期分でございます。Ⅱ期分です。これは後台西、

後台中央も先ほど言っていました一部こちらへ入ります。富士山、戸多、菅谷東、瓜連の中里、

これがⅡ期分でございます。先ほど言いましたⅢ期分、これは福田、あとは下大賀、古徳がⅢ期

となっております。 

   以上でございます。 

遠藤委員 そのⅢ期というのが福田北、瓜連の下大賀、古徳ですね。第Ⅰ期の福田とか後台中央、菅

谷東、門部台、額田北郷、ここはもう終わっているというようなことなんですか。 

上下水道部長 今年度終わるのが門部でございます。その外現在進めているところが後台、あとは額
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田、あと瓜連中里が現在進めているところでございます。 

   以上でございます。 

遠藤委員 それが今進めているところで、一応第Ⅲ期までは計画が立って、それを順次やっていくと

いうことですよね。そうすると、ちょっとたびたび恐縮ですが、今回区域指定が入ってくるので、

その区域指定のエリアというのは、今の話だとほとんどここには門部台と額田北郷がかかってい

るのかな。それ以外のところを整備していくというふうな何か流れ、今のところは、のようです

が、例えばこれから今議案にまた別の課ですけれども、入っている区域指定をもし入れてくる場

合、またそういうふうな整備が、要望もまた出てくるかなというふうにも思うんですが、新たな

住民が入ってくることによってですね。今あるこの計画とはまた違う流れ、違う要望というのが

出てくる可能性もあるとは思うんですが、そこらというのはどういうふうに考えますか。 

上下水道部長 区域指定でございますけれども、大前提としては公共投資はまずしなくて、現況の公

共下水道、農業集落排水、もしくは合併浄化槽の処理方法でいくということでございます。 

   ただ、今委員からご質問ありましたとおり、今後どうなってくるかということなんでございま

すけれども、現在のところ、第１次整備優先地区しか現在整っていませんので、今後どのような

残り分をしていくか検討の上、方向づけをしていきたいと、審議会等を踏みまして、それで方向

づけしていきたいということですので、この場で今後その部分を区域指定であるから入れますと

か、ちょっとそこまではこの場では返答できません。 

   以上でございます。 

遠藤委員 じゃ、現状この区域指定、既に 14 地区 590 ヘクタール指定される案でございますが、こ

のうち公共下水、農集入っているエリアというのは大体何割ぐらいですか。 

上下水道部長 すみません、割合はちょっとあれなんですけれども、先ほど委員が言われたとおり、

農集で南酒出駅から、あれは県道常陸那珂港山方線でしたか、その周辺部分が今回の区域指定の

部分となっているところ、あと門部も今回台のほうで整備していますので、そこが区域指定とか

ぶってくるということでございます。ですから、その外公共ではちょっと今のところは区域とか

ぶっているところがないですかね。失礼しました、額田も今やっていますんで、額田も入ってく

るということでご理解願えればと。 

   以上でございます。 

遠藤委員 担当課ですので、ちょっとお聞きしたかったんですが、この 12 号区域の中で大体公共下

水と農集入っているところはおそらく３分の１ぐらいかなという話だったんですよ、都市計のほ

うでは。担当課なので、ちょっとお聞きしたいんですが、感覚的にはそんなものですか。 

上下水道部長 明確に何割とちょっとお答えできませんけれども、その程度３割くらいは区域指定の

部分と、現在の下水処理やっているところがかぶっているというか、重なっていると思います。 

   以上でございます。 

委員長 先ほどの資料、Ⅰ期の完了地区、未完了地区、Ⅱ期、Ⅲ期とありましたけれども、その資料

の提出を後ほど求めますので、10部提出をお願いしたいと思います。 
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   外に。 

花島委員 一般質問で私は下水道計画の大幅な見直しを求めたわけですが、これから審議会で議論さ

れていくということになると思うんですけれども、その議論の中身によっては今の今後 10 年間

の計画も変わり得るというふうに考えていますか。 

上下水道部長 先ほど回答しましたとおり、32 年から公会計に移ります。当然それに伴いまして見

直しもやらなくてはならない。それと、現在、審議会のほうで今後の進め方等を検討しておりま

す。ですから、それによりましても、この第１次整備優先地区に関しては、今の 10 年間でほぼ

皆さんに提示した計画表のものになるのかなと。それによって整備されるのかなと思うんですけ

れども、その外につきましては、審議会等を踏んだ上で今後の計画を見直していくということで

ご理解いただければと思います。 

   以上でございます。 

委員長 じゃ、外になければ、私のほうからちょっと確認ですけれども、38 年度までの 10 年間の計

画をこの３月末で作成ということで言われていますけれども、現計画Ⅰ期が 33 年度までで終了

ということで、先ほどの部長のお話で言うと、震災以降の進みぐあいもあって、五、六年はおく

れていますよということからすると、おくれ分がそのままスライドして、その 34年から 38年に

乗っかるという１つ懸念、当然優先してやるという状況があるとは思いますけれども、その辺の

確認と、今下水道審議会答申に向けて、新たな整備方法も踏まえた那珂市の下水道戦略、どうや

っていくんだというところを策定中ということで、審議会に諮るという話がありました。これに

ついても 34 年度から 43 年度、次の 10 年間を今考え中ということだろうと思うんですね。その

辺の考えと、どうもこの 29 年から 38 年までの 10 年間の計画がおくれたまま、そのままスライ

ドして終わりということでは非常にまずいなという気はしていますので、その辺を明確に、今こ

れから組んでいこうとする部分ですので、きちんと新しい整備手法等も踏まえた考えで計画策定

がされているのかどうか、その辺確認したいと思います。 

上下水道部長 この５年から６年おくれていますということでございますが、現段階としては市のほ

うで、農業集落排水が 31 年で南酒出が終了するということでございます。ですから、その整備

の一部費用を公共のほうに投入して、できるだけ短縮かけての考えで、５年から６年ということ

で考えております。 

   また、今後の審議会での検討でございますけれども、前回の一般質問でもありましたとおり、

現在新しい手法、当然公共もありますし、合併浄化槽、市町村型もありますけれども、それも加

味した上での今後どのような方法がよろしいか。それの問題整理を今やっているところでござい

まして、新年度は本格的に今後の方向づけをできるだけ早くしていきたいと思っております。 

   以上でございます。 

委員長 ぜひとも未整備地区の計画を早目に組んでいただいて、やっぱり 10 年、10 年で多分進んで

いくんでしょうけれども、その迅速化とあわせて、早目に明らかにしていただきたいなというふ

うにそれはお願いしていきたいと思います。 
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   外にございませんか。 

花島委員 会計基準みたいのを変えるような話はありますけれども、それはそれとして、やはり公の

お金を使っている以上、公立ということを考えていかなければいけないんで、そういう観点、要

するによそからこうやれと言われているからじゃなくてやってほしいと思っています。やり方を

変えれば早く快適な生活がむしろできる部分もありますので、よろしくお願いしたい。 

委員長 外に質疑のほうなければ終結いたします。 

   暫時休憩をいたします。 

   20分まで休憩いたします。執行部は入れかえをお願いします。 

休憩（午前 11時 10分） 

再開（午前 11時 20分） 

委員長 では、再開いたします。 

   水道課が出席をしております。 

   議案第 14号 那珂市水道事業の剰余金の処分等に関する条例を議題といたします。 

   執行部より説明をお願いします。 

水道課長 水道課課長の助川です。外３名が出席しております。 

   座って説明させていただきます。 

   お手元の議案資料の 102ページをお開きください。 

   議案第 14号 那珂市水道事業の剰余金の処分等に関する条例。 

   那珂市水道事業の剰余金の処分に関する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

   平成 29年３月３日提出、那珂市長。 

   提案理由でございますが、これまで地方公営企業法により行っていた剰余金の処分及び欠損金

の処理について、水道事業の経営基盤を確立し、健全な運営に資することを目的に条例を制定す

るものです。 

   主な内容としましては、収益的収支において、将来人口減少による水道料金の減収や木崎浄水

場の減価償却費の増加により、将来において欠損金が発生することが予想され、その欠損金に備

えるため、新たに利益積立金を設けることを目的とするものです。 

   次のページ、103ページと 104ページには条文を掲載しております。 

   105ページをお開きください。 

   そこに掲載しております那珂市水道事業の剰余金の処分等に関する条例の概要に沿って条例の

制定内容を説明いたします。 

   条文について説明いたします。 

   条文、見出し、概要の順で説明いたします。 

   第１条、目的でございますが、事業の収支による剰余金、つまり利益を適正に処理することに

より事業の経営基盤を確立し、また、事業の健全な運営を目的とすることができるとしておりま

す。 
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   ２条１項ですが、利益については欠損金、つまり赤字があった場合は、その利益を充当するこ

とができると規定しております。また、利益は減債積立金、建設改良積立金、利益積立金として

積み立てることができるとしております。２項は、利益を減債積立金、建設改良積立金、利益積

立金として積み立てるよう、積立の目的を規定しており、目的外の使用は禁止しております。３

項は、あらかじめ議会の議決を経たときは、目的外にも使用できることとしております。４項は

減債積立金、建設改良積立金を目的どおりに使用した場合は、資本金への組み入れを行うことと

しております。 

   第３条は、資本剰余金の処分ですが、資本剰余金は欠損金への充用と資本金への組み入れによ

り処分することができるとしております。 

   第４条は、欠損金の処理になります。欠損金が出た場合は利益により埋め、足りない場合は利

益積立金をもって埋めるとし、さらに資本剰余金で充当することとしております。 

   第５条は附則となります。 

   最後に、附則といたしまして、施行日を平成 29年４月１日としまして、平成 28年度の決算か

ら適用することとしております。 

   以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

花島委員 大筋ではわかるんですけれども、具体的に何を利益としとか、そういう現在の料金なり建

設費前提でこういうふうに書いているわけですよね。これは要するに単に会計上の扱い方の規則

を決めたと。具体的にどれだけ剰余金とするかとか、そういうものは別に課題として出てくると

いうふうに考えていいんですか。 

水道課長 年間の水道事業の収支の中で出てくる利益が毎年あるわけですけれども、それを積み立て

ていくという考え方で、支出のほうが今木崎浄水場の更新事業をやっていますけれども、そうい

った大きな支出が出てくるということと、将来的に水道料金が人口減少等によりまして、だんだ

ん減ってくるということも考えられますので、そういった分を事業収支の中で蓄えておくという

ことで、そういった時期に赤字になった場合に、そういうのも補填する財源としたいということ

が基本的な考え方です。だから金額的なものについてはその年度によって収支ですので、変わる

場合があります。 

   以上でございます。 

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。 
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     （なし） 

委員長 ないようですので、討論を終結いたします。 

   これより議案第 14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 14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 22号 平成 29年度那珂市一般会計予算（水道課所管部分）を議題といた

します。 

   ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費について執行部より説明をお願いします。 

水道課長 議案第 22号 平成 29年度那珂市一般会計予算の中の水道課所管に係る部分につきまして

ご説明いたします。 

   恐れ入りますが、平成 29年度の那珂市予算書の 82ページをお開き願います。 

   ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、19 節負担金補助及び交付金 1,131 万

1,000円のうち、11万 4,000円が水道会計分となります。 

   同じくその下、24 節投資及び出資金 184 万 6,000 円、次のページ、83 ページの右側、説明の

欄の中段、丸のついている行をごらんください。水道事業会計補助事業 11 万 4,000 円、これは

補助金といたしまして、水道事業の収益的収入に支出されまして、水道事業会計の起債利子の償

還に充てられます。 

   次に、その下、水道事業会計出資事業 184万 6,000円、これは出資金として水道事業会計の資

本的収入に支出され、水道事業会計の起債元金の償還に充てられます。 

   以上でございます。 

委員長 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。 

   続きまして、議案第 30号 平成 29年度那珂市水道事業会計予算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 それでは、議案第 30号 平成 29年度那珂市水道事業会計予算につきましてご説明いたし

ます。 

   予算書は別冊の薄いほうの平成 29 年度那珂市水道事業会計予算書になります。こちらの薄い

ほうになります。よろしいですか。 

   ５ページをお開きください。 

   議案第 30号 平成 29年度那珂市水道事業会計予算。 

   ６ページのほうの平成 29年３月３日提出、那珂市長。 

   次に、予算の明細について説明いたします。 

   25ページをお開きください。 
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   平成 29年度那珂市水道事業予算明細書。 

   収益的収入。 

   １款水道事業収益、本年度予算 12億 475万 9,000円。 

   １項営業収益、本年度予算額 11 億 4,604 万 6,000 円。内訳としましては、給水収益、受託工

事収益、その他の営業収益でございます。 

   ２項営業収益、本年度予算額 5,871万 1,000円、これは下水道工事に伴う水道管移設工事負担

金がふえたことによるものでございます。 

   ３項特別利益、本年度予算額 2,000円、形式予算でございます。 

   収益的収入合計、本年度予算額 12億 475万 9,000円。 

   続きまして、26ページをお開きください。 

   収益的支出でございます。 

   １款水道事業費、本年度予算額 11億 9,207万円、１項営業費用、本年度予算額 11億 5,021万

5,000円。 

   １目原水及び浄水費、本年度予算額５億 3,881万 6,000円。内訳としましては、浄水場等の施

設の運転及び維持管理、原水、浄水購入等に要する費用でございます。 

   次のページ、27ページをお願いします。 

   ２目配水及び給水費、本年度予算額 5,461万 3,000円。内訳といたしましては、配水管等の漏

水による修繕及び舗装復旧、量水器等の購入費用によるものです。 

   ３目受託工事費、本年度予算額 1,000円、形式予算でございます。 

   ４目総係費、本年度予算額１億 7,476万 1,000円。内訳としましては、職員人件費と事務費な

どの共通的費用でございます。 

   29ページをお願いいたします。 

   ５目減価償却費、本年度予算額２億 8,764万 6,000円。内訳としましては、施設、機械、備品

などの固定資産の減価償却費でございます。 

   ６目資産減耗費、本年度予算額 9,437 万 8,000 円、前年度予算額 2,000 円、9,437 万 6,000 円

の増、主に管路施設によるものです。今まで一定年数を経過した固定資産を除却費として計上し

てこなかったため、今回計上するものでございます。 

   ２項営業外費用、本年度予算額 2,122万 2,000円。 

   １目支払利息及び企業債取扱諸費、本年度予算額 1,586万 8,000円、これは企業債の償還利息

でございます。 

   ２目消費税、本年度予算額 535万 3,000円、これは仮受消費税と仮払消費税にかかわる消費税

の差額を計上しております。 

   次のページ、30ページをお願いいたします。 

   ３目雑支出、本年度予算額 1,000円、形式予算でございます。 

   ３項特別損失、本年度予算額 63万 3,000円、前年度予算額 63万 2,000円、1,000円の増。 
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   １目固定資産売却費、本年度予算額 1,000円、前年度予算額 1,000円、増減ゼロでございます。

形式予算でございます。 

   ２目過年度損益修正損、本年度予算額 63 万 2,000 円。内訳としましては、水道料金の漏水等

による還付金でございます。 

   ４項予備費、本年度予算額 2,000万円。 

   １目予備費、本年度予算額 2,000万円。 

   収益的支出合計、本年度予算額 11億 9,207万円。 

   次に、資本的収支につきましてご説明いたします。 

   31ページをお願いいたします。 

   まず、資本的収入でございます。 

   １款資本的収入、本年度予算額５億 6,802万 6,000円。 

   １項出資金、本年度予算額 184万 6,000円、これは昭和 60年度から昭和 63年度までの広域化

促進整備事業債の借り入れに伴い、繰り出し基準に基づく一般会計からの出資金で、元金償還に

充当されます。 

   ２項工事負担金、工事予算額１億 1,618 万円、前年度予算額が 7,733 万円、3,885 万円の増。

増額の主な理由としましては、下水道工事に伴う水道管の移設工事がふえたことによるものでご

ざいます。 

   ３項企業債、本年度予算額４億 5,000万円、これは木崎浄水場更新事業の電気計装設備新設工

事及びろ過池新設工事に伴う企業債となります。 

   資本的収入合計、本年度予算額５億 6,802万 6,000円。 

   続きまして、32ページをお願いいたします。 

   資本的支出につきましてご説明いたします。 

   １款資本的支出、本年度予算額 10億 4,800万 8,000円。 

   １項建設改良費、本年度予算額９億 8,292万 8,000円。 

   ２目配水施設費、本年度予算額３億 2,849万 6,000円。減の主なものは工事請負費で、木崎浄

水場更新事業を浄水施設費へつけかえたためでございます。 

   33ページをお願いします。 

   ３目固定資産購入費、本年度予算額 161万 4,000円、これは量水器の購入費でございます。 

   ４目車両購入費、本年度予算額 279万 2,000円。 

   ６目浄水施設費、本年度予算額６億 4,247万 5,000円、これは木崎浄水場更新事業の電気計装

設備新設工事及びろ過池新設工事によるものでございます。 

   ８目施設利用権、本年度予算額 755万 1,000円、これは後台浄水場の受水に係る茨城県企業局

那珂川工業用水道施設、那珂川浄水場の更新事業に伴う負担金でございます。 

   ２項企業債償還金、本年度予算額 6,508万円。 

   １目企業債償還金、本年度予算額 6,508万円、これは企業債元金償還でございます。 
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   本年度支出合計、本年度予算額 10億 4,800万 8,000円。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 執行部の説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

     （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 30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 30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 11時 40分） 

再開（午前 11時 41分） 

委員長 再開いたします。 

   土木課が出席をしております。 

   議案第 22号 平成 29年度那珂市一般会計予算（土木課所管部分）を議題といたします。 

   まず、５款農林水産業費、１項農業費、５目農地費、６目地籍調査費について執行部より説明

をお願います。 

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

   それでは、お手元の予算書 98ページをお開き願います。中段あたりになります。 

   ５款農林水産業費、１項農業費、５目農地費、このうち湛水防除施設維持管理事業 712 万

6,000 円が私ども土木課の所管分でございます。この費用は久慈川の本米崎、下川原、木崎の３

カ所にございます排水機場の維持管理に要する費用でございます。 

   続きまして、予算書 99ページの一番下の欄をごらんいただきたいと思います。 

   ６目地籍調査費、本年度予算額 6,320 万 6,000 円でございます。昨年度に比較し 1,727 万

2,000 円ほど増加しております。この要因は、地籍調査事業を行うに当たっての委託料を増額し

たことによ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。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

遠藤委員 今の地籍調査の増額の理由は何ですか。 
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土木課長 地籍調査の増額の要因は調査委託料を増額したことによるものでございます。失礼しまし

た、額田地区の調査委託料を増額しております。 

委員長 もう一度詳しく、なぜふえたのかという。 

用地Ｇ長 平野でございます。 

   額田地区は本年度調査前の素図等の作成等で準備をしました。来年度は現地のほうに調査に入

ります。したがって、現地調査費が増額になったものでございます。 

   以上でございます。 

委員長 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。 

   続きまして、７款土木費、１項道路橋りょう費、１目道路橋りょう総務費、２目道路維持費、

３目道路新設改良費、４目橋りょう維持費及び２項河川費、１目河川総務費、２目河川維持費、

３目河川改修費について執行部より説明をお願いします。 

土木課長 お手元の予算書 108ページをごらん願います。 

   ７款土木費、１項道路橋りょう費、１目道路橋りょう総務費、本年度予算額２億 2,502万円で

ございます。昨年度に比較し 2,169万円の減となっております。この主な原因は職員人件費の減

によるものでございます。 

   続きまして、110ページの中段をごらんください。 

   ２目道路維持費、本年度予算額２億 4,959万 3,000円でございます。 

   続きまして、111ページの一番下段をごらんください。 

   ３目道路新設改良費、本年度予算額３億 3,478 万 8,000 円でございます。昨年度に比較し

2,559 万 8,000 円の増となっております。この主な要因は、工事請負費を増額したことによるも

のでございます。 

   続きまして、112ページの中段をごらん願います。 

   ４目橋りょう維持費、本年度予算額 6,112万円でございます。昨年度に比較し 4,581万円の増

となっております。この主な要因は、橋りょうの長寿命化事業のための調査委託料を増額したこ

とによるものでございます。 

   続きまして、113ページの上段をごらん願います。 

   ７款土木費、２項河川費、１目河川総務費、本年度予算額 118万 6,000円でございます。 

   続きまして、同じページの中段、２目河川維持費、本年度予算額 296万 6,000円でございます。 

   続きまして、３目河川改修費、本年度予算額１億 6,578万 4,000円でございます。昨年度に比

較し 3,545万 1,000円の増となっております。この主な要因は両宮排水路整備事業の工事請負費

を増額したことによ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 予算書で言うと 111 ページの交通安全施設整備事業なんですが、事業説明書で言うと 100

ページ、ここの中でガードレール 100メートルというふうな予定があるようですが、そもそもこ

のガードレールはいわゆる学校関係の通学路に関しての各関係機関が集まっての要望を受けたも

のであるのか、また、その場所、その経緯をお願いします。 

土木課長 委員がご質問の通学路交通安全プログラム、これが今申しました小中学校保護者あるいは

小中学校校長あるいは市の教育委員会、それから防災課、土木課等が集まって推進会議というも

のを設置し、今申しました通学路交通安全プログラムというものを毎年策定をしております。先

ほどご指摘がありましたガードレール 100メートルについて、このプログラムでどうなのかとい

うことでございますが、このガードレールについてはプログラムで位置づけられたものではござ

いません。予定をしているのはかしま台団地のガードレールでございます。 

   以上でございます。 

遠藤委員 わかりました。 

   あと、両宮の排水の件ですけれども、調書では 104ページと 105ページに地図がありますが、

これは両宮に関してどこまで、あとどれぐらいの年数と予算の規模で整備する予定ですか。 

土木課長 両宮排水路につきましては 29 年度、来年度と、それから再来年度、490 メートルほどご

ざいますが、２年間で終了を予定しております。今年はちょっと、ちょうど排水路の真ん中に橋

といいますか、ボックスが入っております。半分より若干長いんですけれども、そこまでの区間

を下流側からやっていくというような、バイパス側から 270メートルほど施工するという予定で

ございます。 

遠藤委員 そうすると、バイパスから上がって 270メートルやって、そこからさらにだから 220メー

トルぐらい上がるというと、かわねやさんのあの道路、あそこまでを整備するというのがこの事

業ですね。そうすると、これは予算的にはどれぐらいの規模になるんですか。 

土木課長 30 年度という意味でよろしいでしょうか。30 年度もほぼ同額程度の費用がかかるだろう

というふうに考えております。 

遠藤委員 はい、わかりました。 

委員長 外ございませんか。 

     （なし） 

委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

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

り説明をお願いします 

土木課長 それでは、165ページをお開き願います。 

   10 款災害復旧費、１項土木施設災害復旧費、１目現年度災害、本年度予算額１万円でござい

ます。科目存置でございます。 

   以上です。 
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委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 ないようですので、質疑を終結いたします。 

   続きまして、議案第 32号 市道路線の認定についてを議題といたします。 

   執行部より説明をお願いします。 

土木課長 お手元の議案書 115ページをお開き願います。 

   議案第 32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。 

   整理番号１、路線番号８‐3106 号、起点、那珂市菅谷字西新地 4688 番３地先、終点、那珂市

菅谷字西新地 4688番６地先。 

   整理番号２番、８‐3107 号、起点、那珂市後台字下野 447 番 13 地先、終点、那珂市後台字下

野 468番 12地先。 

   整理番号３、８‐3108 号、起点、那珂市後台字下野 447 番 12 地先、終点、那珂市後台字下野

447番５地先。 

   整理番号４、８‐3109 号、起点、那珂市西木倉字扇田 1648 番１地先、終点、那珂市西木倉字

扇田 1624番地先。 

   整理番号５、８‐3110号、起点、那珂市戸字愛前 7839番地先、終点、那珂市戸字若宮後 7820

番地先。 

   平成 29年３月３日提出、那珂市長。 

   それでは、議案書の 117ページの路線認定位置図１をごらん願います。 

   路線番号８‐3106 号線は、都市計画法に基づく開発行為、いわゆる宅地分譲により築造され

た道路でございます。場所は菅谷西小学校の南約 300メートルのところに位置をしております。

道路延長 18.9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。 

   続きまして、118ページの認定路線位置図２、３をごらん願います。 

   整理番号２番と３番、８‐3107 号線と８‐3108 号線でございます。この２路線の場所は後台

地内の国道 349号バイパスと茨城県の工業用水道管が埋設されている市道との交差点、後台南の

交差点からこの市道を東へ約 450メートルほど行った右側でございます。この路線を含めた周辺

の土地は、かつて茨城県が国道 349号バイパスの整備に当たり、代替用地として取得していたも

のを、当時の町の土地開発公社が譲り受けた土地に道路を認定するものでございます。路線の延

長は２路線で、合計 93.3メートルでございます。 

   なお、現在はこの代替用地は個人に譲渡されており、民有地となっております。 

   続きまして、119ページの路線認定位置図４をごらん願います。 

   整理番号４番、８‐3109 号線でございます。この路線は西木倉地内の国道 118 号沿いにある
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茨城県企業局中央水道事務所那珂川浄水場の外周路線でございます。路線の終点より先は水戸市

分になります。今般水戸市と一緒に寄附を受けたもの 141.9メートルを路線認定するものでござ

います。 

   続きまして、120ページの路線認定位置図５をごらん願います。 

   整理番号５番、８‐3110 号線でございます。この路線は那珂市戸地内の県道長沢水戸線の水

戸境から北へ約 200メートルほど向かったところで、ほ場整備の外周道路でございます。この道

路は法定外道路であったものを今般周辺の市道との整合を図る観点から、本路線 214.9メートル

を認定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。 

   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 32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 32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 33号 市道路線の変更についてを議題といたします。 

   執行部より説明をお願いします。 

土木課長 議案第 33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。 

   整理番号１、路線番号８‐2197 号、変更前起点、那珂市戸字推出し 3114 番５地先、変更前終

点、那珂市戸字下小屋 3131番１地先。変更後起点、那珂市戸字推出し 3114番５地先、変更後終

点、那珂市戸字道口 7851番地先。 

   整理番号２、路線番号８‐2543 号、変更前起点、那珂市南酒出字塙 415 番１地先、変更前終

点、那珂市南酒出字塙 453番地先。変更後起点、那珂市南酒出字塙 403番１地先、終点、那珂市

南酒出字塙 453番１地先。 

   平成 29年３月３日提出、那珂市長。 

   それでは、123ページの路線変更位置図１をごらん願います。 

   整理番号１番、路線番号８の 2197 号線でございます。この路線は先ほど認定路線としてご説

明をいたしました那珂市戸地内の８‐3110 号の南側に接続する路線で、この路線の終点側を東
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へ 83メートル延伸する変更でございます。変更後の路線延長は 214メートルとなります。 

   続きまして、124ページ、路線変更位置図２をごらん願います。 

   整理番号２番、路線番号８‐2543 号線でございます。この路線は現在本市の水道課において

浄水場の建設が進められています木崎浄水場の敷地内にある市道路線の起点を図面のとおり、敷

地の東側に変更するものでございます。 

   なお、この浄水場内には公図上の道路敷地はなく、路線の認定のみがなされていものを現状に

合わせ変更するもので、17.8 メートル短縮となり、変更後の路線延長は 154.2 メートルとなり

ます。 

   以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

花島委員 路線変更の２番目の起点が変わっているというやつなんですが、この説明があったのは、

帳簿にはあるけれども、実際に道路がないと。これはどういう事情でそういうことになるんでし

ょうか。簡単にご説明いただけますか。 

土木課長 おそらくかつては道路の形態はあったのかと思われます。しかし、公図上にないというこ

とですから、かつての地籍測量の中で、いわゆる道路がなくなってしまったという経緯があるん

だろうというふうに思います。 

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 討論を終結いたします。 

   これより議案第 33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 33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。 

   再開を午後１時といたします。執行部は入れかえをお願いします。 

休憩（午後０時７分） 

再開（午後１時） 

委員長 では、再開いたします。 

   都市計画課が出席しております。 

  議案第 20号 平成 28年度那珂市上菅谷駅前地区土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号）
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を議題といたします。 

   執行部より説明をお願いします。 

都市計画課長 都市計画課長の根本でございます。外３名の職員が出席しております。よろしくお願

いします。 

   議案第 20 号 平成 28 年度那珂市上菅谷駅前地区土地区画整理事業特別会計補正予算（第２

号）についてご説明いたします。 

   予算書４ページをお開き願います。 

   歳入でございます。 

   ２款繰入金、１項繰入金、１目一般会計繰入金、補正額 261万 6,000円の減。 

   ３款繰越金、１項繰越金、１目繰越金 66万 5,000円。 

   続きまして、５ページをお願いします。 

   歳出でございます。 

   ２款区画整理事業費、１項区画整理事業費、１目区画整理費、補正額 208万円の減です。 

   ３款公債費、１項公債費、１目元金 12万 9,000円。 

   以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

     （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 20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 20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 22号 平成 29年度那珂市一般会計予算（都市計画課所管部分）を議題と

いたします。 

   ７款土木費、３項都市計画費、１目都市計画総務費、２目土地区画整理費、３目まちづくり事

業費、４目街路整備費、６目公園事業費について執行部より説明をお願いします。 

都市計画課長 お手元の予算書 114ページをお開き願います。 

   ７款土木費、３項都市計画費、１目都市計画総務費、本年度予算額 6,934万 8,000円でござい

ます。主に都市計画課職員９名の人件費及び都市計画総務事務費等に要する費用でございます。 

   続きまして、116ページをお願いします。 

   ２目土地区画整理費、本年度予算額１億 2,414万 6,000円でございます。主に上菅谷駅前地区
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土地区画整理事業特別会計への繰出金でございます。 

   ３目まちづくり事業費、本年度予算額 6,726万 8,000円でございます。下菅谷地区及び上菅谷

駅前地区の２地区のまちづくり事業に要する経費でございます。 

   なお、社会資本整備総合交付金関連事業の終了に伴いまして、対前年比で２億 8,223 万 4,000

円の減となっております。 

   ４目街路整備費、本年度予算額１億 5,353万円でございます。都市計画街路菅谷市毛線及び上

宿大木内線の整備に要する費用でございます。 

   続きまして、117ページをお開き願います。 

   ６目公園事業費、本年度予算額 4,387万円でございます。主に都市公園等の緑化管理及び施設

の維持管理に要する経費でございます。 

   以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

遠藤委員 菅谷市毛線と、あと上宿大木内線のところですが、調書のほうにも 112ページに出ていま

すけれども、ここが交わる交差点ができるというのは、これはいつごろの予定なんですか。 

都市計画課長 お答えします。 

   上宿大木内線が今のバイパス方面から菅谷市毛線のほうに向けて整備を行っておりまして、同

じく菅谷市毛線も北のほうに向かって今現在３期分として整備を行っております。整備の時期を

同じく上宿大木内線と菅谷市毛線をあわせて通過できるように、あわせて整備完了を予定してお

りまして、現在のところ、平成 31年度末の供用を予定しているところでございます。 

委員長 外ございませんか。 

   よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

   続きまして、議案第 28号 平成 29年度那珂市上菅谷駅前地区土地区画整理事業特別会計予算

を議題といたします。 

   歳入歳出について執行部より一括して説明をお願いします。 

都市計画課長 それでは、予算書の 301ページをお開き願います。 

   歳入でございます。 

   １款使用料及び手数料、１項手数料 2,000円、仮換地証明等の収入でございます。 

   ２款繰入金、１項繰入金１億 2,400万円、一般会計からの繰入金でございます。 

   ３款繰越金、１項繰越金 199万 8,000円でございます。前年度からの繰越金でございます。 

   続きまして、302ページをお願いします。 

   歳出でございます。 

   １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費 1,020万 8,000円でございます。職員１名の人
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件費等の経費でございます。 

   ２款区画整理事業費、１項区画整理事業費、１目区画整理費 2,101万 4,000円でございます。

主に換地計画作成等の換地処分に要する費用でございます。 

   続きまして、303ページをお願いします。 

   ３款公債費、１項公債費、１目元金 8,742万 8,000円、起債償還の元金でございます。 

   ２目利子 660万 1,000円、起債償還の利子でございます。 

   ３款予備費、１項予備費、１目予備費 74万 9,000円でございます。 

   以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

遠藤委員 この上菅谷駅前の土地区画整理事業ですが、この中でやっぱりいわゆる市有地を売りに出

していますよね。あれは何区画でどれぐらいの面積になるんですか。あと、その売買状況。 

都市計画課長 お答えします。 

   基本的に今区画整理地内市有地を処分している場合は普通財産として処分しております。その

うち現在処分した面積等については、申しわけございません、ただいまちょっと資料等を持ち合

わせていないので、今ちょっとお答えできませんので、ちょっとお時間いただきたいと思います。 

副市長 私も面積はちょっとあれですけれども、あそこ７区画売り出して、２区画はもう売却になっ

ています。残り５区画だったと思いました。面積的には多分１区画 240ぐらいだったと思いまし

たけれども、すみません、あやふやで申しわけないんですが。 

遠藤委員 これはここ所管でいいんですか。所管が違うのかな。財政になってしまうのか。 

   ただ、じゃ、所管というのがちょっとわからないんですが、これ基本的に、今じゃ、副市長の

あらあらですけれども、７区画のうち２区画は売却済み、それから残り５区画は残っているわけ

ですけれども、これを売るに当たってどういう方法を今とっていて、やっぱりせっかく市有地な

んで、しかも駅前なので、非常にいいところなのだろうと思いますが、やっぱりずっと売れない

ままなので、これを売るに当たってどこが主管課で、どういう工夫をしているんですか。 

副市長 今、財政課のほうで処分をしております。広報おしらせ版等で最初は売り出しをしました。

それですぐに２区画は決まったわけですが、その後、今５区画残っているわけですが、銀行等を

通じまして、いろいろ働きかけをしてございます。それと、金額的に 1,000万ちょっとという形

での今金額になっていますんで、当時売り出しからもう年数がちょっとたっていますので、今後

価格等の見直しをして、もっと広くＰＲをして、何とか売却にこぎつけたいというふうに今財政

課のほうで努力しているところでございます。 

   以上です。 

遠藤委員 やっぱり努力してほしいと思いますね、もっとね。もっとＰＲして、どういう方法で、あ

れずっとそのままなものですから、何区画もね。何とかしてほしいなと思うものですから、よろ

しくお願いしたいと思います。 
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副市長 先ほどの答弁のとおりなんですが、価格的にもう 1,000万超えていますんで、坪単価に換算

すると若干高目なので、そこを見直しをしたいなとは思っています。 

委員長 外にございませんか。 

     （なし） 

委員長 質疑がないようですので、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 28号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第 28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、区域指定の案件でございますけれども、内容は次の建築課所管の条例改正と関連

したものとなっております。 

   そのため、ここから建築課にもご入室いただき、あわせて審議を行いたいと思います。 

   暫時休憩いたします。 

   建築課は入室してください。 

休憩（午後１時 13分） 

再開（午後１時 14分） 

委員長 では、再開いたします。 

   建築課が出席しております。 

   那珂市区域指定について及び議案第 13 号 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、以上２件を一括して議題といたします。 

   執行部より説明をお願いします。 

都市計画課長 常任委員会資料 18ページをお願いいたします。 

   平成 28年第４回定例会における当委員会にお示ししました区域指定の案と 14地区の指定集落

案につきましてパブリックコメントと説明会を行いました。その結果を踏まえまして、区域指定

導入の方針や指定基準等を定めました那珂市区域指定と、その指定基準に基づき定めました 14

地区の那珂市区域指定対象集落につきましてお諮りしたいと思います。よろしくお願いします。 

   初めに、パブリックコメントの実施結果について説明いたします。 

   パブリックコメントの意見募集の概要でございます。募集期間としまして、本年１月５日から

２月６日まで行いました。閲覧等の概要、案に対する意見、質問等につきましては、表のとおり

でございます。 

   続きまして、意見の概要及びそれに対する市の考え方について主なものを説明いたします。 

   最初のご意見につきましては、指定の集落ごとの不動産業者の立場からのご意見となっており
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ますが、地区によっては売り物件が出ても買わない。地区によっては買う場合もあるが、宅地開

発はしない。地区によっては買わないなどというご意見がございました。この意見に対する市の

考え方でございますが、６行目になりますけれども、区域指定につきましては、特に市街化調整

区域における宅地としの需要等を考慮して指定するものではありません。指定する 14 集落につ

いては、指定基準及び指定要件を満たした集落であり、古くからの地区の要所となっている既存

の集落等を指定するものですという回答でございます。 

   続いて、19ページをお願いします。 

   下段の質問の内容になりますけれども、人の働き方、住む場所の選び方は変化している中、こ

れまでの開発の基準のままでは必然的に市街化調整区域の人口は減少する。この傾向はとまらな

いというご意見でございます。 

   このご意見につきましては、８行目の中ほどの回答になりますけれども、この制度を導入する

ことによりまして、市街化調整区域における開発許可制度の一部が緩和されることにより、人口

減少の抑制や既存集落の維持保全につながりますという回答でございます。 

   続いて、20ページの上段になります。 

   ７行目からになりますけれども、連たんや街区の宅地率などの指標ではなく、現実に人が住ん

でいる、あるいは住んでいた地域を指定すべきである。まずはかつての既存宅地制度のようなも

のを導入することが望ましいとのご意見でございます。 

   これに対しまして、４行目からになりますけれども、現行の開発許可制度の運用におきまして

も、宅地の連たん性というのは非常に重要な基準になっておりますが、区域指定におきましても、

この集落性、この連たん性と集落の集積度、宅地率というのは重要な指定要件となっております

という回答でございます。 

   続いて、中段のご意見についてです。区域指定を行うと周辺地域に過大なインフラ投資を求め

られるようになるという懸念を持つ方々がいるが、その土地の実情に合わせて実質的な生活の質

を目標に、柔軟な方式を選択すれば改善するのではないかというご意見です。 

   回答につきましては、区域指定は道路や排水施設などの既設のインフラを活用し得る集落にお

いて、市街化調整区域の環境と調和する建築物を許容するものですという回答でございます。 

   続きまして、21ページをお願いします。 

   下段の表の意見になります。指定されたが、実際には家が建てられないような場所もあります

というような意見の内容でございました。 

   その回答としまして、指定区域の縁辺部に崖地などの傾斜地や神社の境内地や共同墓地等があ

る場合は、これを除いておりますけれども、除外することが困難な土地については指定区域内に

含まれている場合もありますという回答でございます。 

   以上がパブリックコメントをして出されたご意見及び意見に対する市の考え方でございます。 

   続きまして、22ページをお願いします。 

   パブリックコメントの実施に伴い開催しました住民説明会の実施結果についてでございます。 
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   まず、実施状況でございますが、開催日が今年の１月 22日、午前 10時から中央公民館で、午

後２時から総合センターらぽーるで行いました。出席者人数はそれぞれ 51 人と 20 人、合計で

71人の出席をいただいたところでございます。 

   次に、説明会での主な質問及びその回答内容でございます。 

   上段の表の質問でございますが、指定区域に該当する土地の固定資産税や都市計画税は変動す

るのか、または上がるのかというような質問でございました。 

   この回答としまして、区域指定によってすぐに固定資産税が上がるということはありませんが、

３年に一度の評価の見直し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はありま

す。 

   なお、都市計画税は目的税であり、市街化区域内で行っている街路事業等について充当してお

ります。区域指定の区域は市街化調整区域であることに変わりがないことから、都市計画税を賦

課することはありませんと回答しております。 

   続きまして、中段の表の質問です。なぜ今区域指定を導入するかというような質問です。 

   回答としまして、一番下にありますとおり、12 号区域については現行の開発許可基準だけで

は対応が難しい状況にあることから、区域指定を導入し、既存集落の維持保全を図りますという

回答でございます。 

   続いて、23ページをお願いします。 

   上段の質問になります。指定基準の中で新たな公共投資を要しないというのはどういうことか

という質問でございます。この質問に関しましては、20 ページのパブリックコメントでの意見

にもあったとおり、区域指定を行うと、周辺地域に過大なインフラ投資を求められるのではない

か等重複する部分がございますので、回答としては次のとおりとしております。 

   回答の内容でございますけれども、区域指定は道路や排水施設など既設インフラを活用し得る

集落において、市街化調整区域の環境と調和する建築物を許容するものです。 

   しかしながら、区域以内には幅員４メートル未満の狭あい道路も現実には存します。また、公

共下水道等の排水施設が未整備である区域も存します。このような中、道路については地区住民

の要望を踏まえて、地域の実情に応じて整備をします。また、下水道等未整備地区については、

既定の整備計画に基づき、順次整備を行いますという回答をしてございます。 

   続いて、下段の質問でございます。市全体の人口バランスを考慮し、総合的に判断して指定し

ますとありますが、市全体の人口バランスは具体的にはどのようなことかという質問でございま

す。この質問に関しましては、区域指定を導入する本市にとりまして、非常に重要だと考えてお

ります。 

   回答としまして、区域指定導入のポイントとして、市全体における人口バランスの確保を挙げ

ております。これは市街化区域と調整区域の人口バランス、加えて市街化調整区域においても

11 号区域、12 号区域といったそれぞれの人口バランス等を考慮するもので、現行制度のみでは

既存集落の存続に影響を及ぼすおそれがあることから、12 号区域を指定することで、市街化調
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整区域においてもバランスを図るものですという回答でございます。 

   以上が説明会で出た意見及びその回答になります。 

   なお、説明会におきまして 14地区の指定集落に関する質問等は特にございませんでした。 

   続きまして、３の今後のスケジュールの前に、４番の那珂市区域指定と５番の那珂市区域指定

対象集落のご説明を先にいたします。 

   それでは、25ページのほうをお願いいたします。 

   本市が区域指定を導入するに当たりまして、区域指定導入の方針や導入に当たっての基本方針

及び基本方針に基づきまとめました区域指定の基準と指定要件並びに指定区域内における建築物

の要件でございます。本日はそのポイントについてご説明します。 

   初めにということで、区域指定の種別としまして、都市計画法 34条 11号区域と 34条 12号区

域に分かれておりますが、そのうち 12 号区域ですが、法の趣旨としまして、既存集落のコミュ

ニティの維持保全を図るため、市街化区域から離れている集落を対象とし、市街化区域からおお

むね１キロを超えた区域と指定するものでございます。 

   26ページをお願いします。 

   区域指定導入の背景と目的でございますが、近年の少子高齢化に伴う人口減少などにより、既

存集落のコミュニティを維持することが困難となることから、既存集落の生活コミュニティの維

持保全を図るため、今回区域指定を導入するものでございます。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、人口減少の抑制につながる

と考えております。 

   続きまして、27ページになります。 

   区域指定の導入の方針でございますが、区域指定導入のポイントとしまして、市全体における

人口バランスの確保を図りつつ、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ております。 

   また、区域指定導入の方針でございますが、下のほうになります。市街地の拡散や求心力の低

下を未然に防ぎつつ、既存集落の維持保全を図るため、市街化を促進するおそれがない第 12 号

区域に限り、今回区域指定を行うものとしております。 

   なお、既存集落の維持保全を図るため、基本方針のもとに指定区域を設定しております。その

基本方針は次ページ、28 ページの上の枠で囲まれている部分でございますが、営農環境への配

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

いった基本方針のもとに指定基準等を定めました。 

   続きまして、フォローアップの方針でございますが、区域指定導入後のマネジメントを効果的

に推進していくため、フォローアップを行いますということで、フォローアップの方針を定めて

ございます。 

   最初に 34条 11号区域指定について、今後の方向性でございますが、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というも
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のです。具体的には５年ごとの国勢調査や基礎調査等により人口動態や土地利用状況を踏まえた

中で検討を行いますということです。 

   続きまして、12 号区域の見直しにつきましては、今回指定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、今後の国勢調査の人口動態等を考慮した上で行うものとしております。 

   次の 29ページになります。 

   指定区域内の道路整備等についてでございます。指定区域内に存する狭あい道路については、

区域指定後に市が優先して拡幅整備をするものではございませんが、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行うというものでございます。 

   続いて、指定区域内の排水施設整備についてでございますが、今後公共下水道等の未整備地区

につきましては、既定の整備計画等に基づきまして、順次整備を行いますという方針でございま

す。 

   続きまして、30ページをお願いします。 

   区域指定の基準と指定要件でございます。指定基準の中で定めておりますのは、新たな公共投

資を要しない区域ということで、先ほどの説明会やパブリックコメントで出た意見の内容という

形で考えてございます。 

   続きまして、指定要件につきましては、道路の配置と排水施設というのが指定要件と定めてご

ざいますが、ここの内容につきましても区域内に存する未整備の道路や排水施設につきましては

フォローアップの方針で記載したとおりでございます。 

   続いて、指定区域内における建築物の要件であります。特にこの要件として考えられるのが、

この建てられるものの建築用途でございますが、中心は①の一戸建て住宅及び一戸建ての兼用住

宅を基本とし、その外②の延べ床面積 200平米以下の事務所もしくは作業所を中心としておりま

す。 

   なお、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿等については、定住促進の観点から除いてございます。 

   続きまして、32ページをお願いします。 

   指定対象集落でございます。12‐１、静地区から 12‐14、中台・津田地区まで 14 集落で合計

590 ヘクタールの指定を予定しております。指定集落数、指定面積とも平成 28 年第４回定例会

でお示しした内容に変更等はございません。 

   続きまして、指定対象集落区域図ですが、こちらも前回お示しした内容に変更はございません

ので、説明は省略させていただきます。 

   最後に、３番の今後のスケジュールについて説明いたします。 

   ページを戻りまして 23ページをお願いいたします。 

   下のほうになります。３番、今後のスケジュールです。平成 29年３月 24日、那珂市都市計画

審議会を開催し、諮問を行います。諮問の内容でございますが、指定する区域については那珂市

の都市計画審議会の意見を聞いて行わねばならないとありますので、今回指定を予定しておりま

す 14地区について諮問を行います。その諮問の結果をもちまして、平成 29年４月１日、指定区
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域の告示及び施行開始というのを予定してございます。 

   区域指定についての都市計画課からの説明は以上でございます。 

委員長 続いて建築課、お願いします。 

建築課長 建築課長の玉川でございます。外３名が出席してございます。よろしくお願いいたします。

それでは、座って説明させていただきます。 

   議案書の 93ページをお開きください。 

   議案第 13号 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。 

   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（平成 23 年那珂市条例

第３号）の全部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

   平成 29年３月３日、那珂市長。 

   提案理由でございます。都市計画法第 34条 12号の規定に基づき、市街化調整区域内にあらか

じめ指定する区域の指定基準を定めることに伴い、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（平成 23年那珂市条例第３号）の全部を改正するものでございます。 

   94ページをお開きください。 

   議案の 94ページから 97ページまでが本条例になります。これまで常任委員会等で区域指定導

入に向けた考え方や具体的に指定する区域の説明をさせていただいたところでございます。これ

を受けまして、区域指定にかかわる基準や要件、それから建築可能な用途、規模などを定めた条

文を本条例に追加するため、今回の改正案を提出させていただきました。お手元の条例は 11 月

10 日に開かれました常任委員会においてお配りした条例案と内容はほぼ同じものとなっており

ます。１カ所附則の施行期日が前回のときは平成 29 年４月１日というふうに書き込んであった

んですが、今回は公布日からと直してございます。 

   議案書の 98ページをお開きください。 

   98 ページから 101 ページまでを今回追加している条例を抜き出して、追加条項及び概要につ

いてこちらに記載しております。 

   それでは、概要版のほうで説明させていただきます。 

   まず、第２条第２項の定義でございます。ここでは既存集落の定義をその形態により沿道型集

落、独立型集落、その他の集落という区域指定の集落の形態をここで区分してございます。 

   続きまして、第３条、建築物の敷地面積の最低限度、こちらは都市計画法の 33 条４項の規定

に基づきまして、敷地面積の最低限度面積を 300平米に定めてございます。 

   続きまして、第４条、指定対象となる既存集落を定める要件、これが区域を定めるための条文

になってきます。ここでは市街化調整区域内にあらかじめ指定する区域、これは区域指定と言い

ますけれども、の要件を定めます。要件につきましては、区域の範囲、集落の集積度、道路の配

置、排水施設、それから給水施設、あと縁辺街区等の基準に、それから政令により除外される区

域を１号から７号までいずれにも該当するものとしてございます。 

   続きまして、第２項、前項の要件の細目については規則のほうで定めてございます。 
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   次に、第３項、区域の指定についてについては、那珂市都市計画審議会の意見を聞いて行うと

いうことを定めてございます。 

   続きまして、第４項、区域の指定をしたときには、告示及び閲覧ということについて４項のほ

うで定めてございます。 

   次に、第５項、区域の指定の効力については、告示によって生じることとなります。 

   次に、第６項、区域指定の拡張、解除及び縮小の手続について同じように準用するということ

をここで定めております。 

   続きまして、第５条、こちらのほうは第４条で定めました区域指定内に建てられる許可の対象

となる建築物であったり、開発行為等をこちらの第５条のほうで定めてございます。 

   第１号のアにつきましては、沿道型集落及び独立型集落において行われる開発工事及び予定建

築物の用途をこちらのほうで定めてございます。主に建てられる建築物としましては、市街化区

域の第一種低層住居専用地域内に建築できる建築物の中から共同住宅、寄宿舎等を除いた建築物

に、それに事務所、作業所等の 200平米までのものが建てられるというのをここで規定してござ

います。 

   続きまして、イのほうでは、その他の集落が指定された場合は、今の沿道型、独立型、集落内

に建築できる建築物の中から事務所、作業所等が除かれることになります。 

   最後に、附則、この条例は公布の日から施行するということになります。 

   経過措置としまして、施行の日の前日までに改正前の条例の規定によりみなされた処分、手続、

その他の行為は改正後の規定によりみなされたものといたします。 

   以上が条例文でございます。 

   以上でございます。 

委員長 区域指定の件及び議案第 13号についての説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

遠藤委員 この区域指定に関してはもう何回もご報告をいただき、また、説明をいただいておりまし

て、その都度質疑でいろいろとご意見を申し上げてまいりましたが、まずやっぱりちょっとどう

してもわからない。ちょっと何点か矛盾があると私は思っておりまして、まず、この指定基準で

すね。対象となる区域はどういう区域なのかというと、この説明の 30 ページのを読みますと、

人口が減少している区域、これはそういうことですよね。ただ、新たな公共投資を要しない区域

とあります。新たな公共投資を要しない区域を指定しているわけなんですが、ただ、本当にそう

なのかというところで言うと、どうもよくわからない。区域指定される予定であるこの 12 号の

14 地区、合わせて 590 ヘクタール、この中は本当に排水施設がきちっとどこも整備配置されて

いるんですか。 

都市計画課長 お答えします。 

   ここに書いてあります新たな公共投資を要しない区域という形で指定基準の中にまず定めてご

ざいます。この新たな公共投資を要しない区域と申しますのは、そもそも今回区域指定を定める
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土地につきましては、市街化調整区域に定めるところがございまして、その市街化調整区域にお

いては、この 34 条の規定によりまして、開発による予定建築物が仮に立地しても、開発区域外

の道路や排水施設等の公共施設を新たに整備する必要のおそれがないということを考えたことか

ら表現されたものでございます。ですから、基本的には市街化区域であれば、設定すれば当然基

盤としてもインフラ整備については当然考えなくてはならない。しかし、基本的には今回区域指

定している地区については市街化調整区域において、一部条件が整ったところだけ規制を緩和す

ると。そういった意味で基本的な表現としまして、新たな公共投資を要しない区域という表現が

ございます。 

   それと、現実的なインフラの整備状況と申しますと、やはり道路等が整っているところ、また

は裏の道路に入ると整備されてないところもございます。排水設備等の整備状況もしかりでござ

いまして、公共下水道や集落排水等が整備されている箇所もございますけれども、そういった区

域ばかりではないというのが現実的にございます。そういった既設のインフラ等の状況につきま

しては、その指定要件のほうで定めてございまして、基本的には区域指定の中に、道路であれば

基本的には幅員 5.5メートル以上の主要な道路が配置されていれば、それに区域外の相当規模の

道路に接続されているということが条件にしておりまして、それが整っていれば道路要件を満た

すという形で考えております。 

   排水施設につきましても、下水道が当然整備されていれば特に問題ございませんけれども、排

水施設の指定要件の中に表現されているとおり、下水を有効に排水する排水施設が適宜配置され

ていることという表現をしてございます。こちらにつきましても、現行の開発許可制度の中では、

合併浄化槽等の処理というのも認められてございます。その指定要件の中のハードルの部分で下

水道であるとか、そういったものでつくるということも考えられますけれども、基本的には調整

区域における開発基準の中で、現行でも合併浄化槽の放流等も認められてございますので、基本

的には下水道とか集落排水施設のような設備が整っていなくても、浄化槽で排水処理するという

か、可能ということから、排水施設の要件として、この指定集落を落とすというようなことはし

てございません。結果的には指定基準、指定要件ございますけれども、この定められた言葉の中

で、今回指定した区域を漏れたというところはございません。そういった形で基本的にはある程

度インフラ等が整備されている区域というのを指定したということでございます。 

遠藤委員 いや、公共下水、あと農業集落排水が完備されているところはいいですよね。だから合併

浄化槽で、じゃ放流される側溝が全てこの地域には整備されているんですか。 

都市計画課長 お答えします。 

   合併浄化槽につきましても、放流先があれば当然放流という形になりますけれども、放流先が

ない場合については、蒸発散での処理というのも現行の開発許可の中では認められているところ

がございます。現実的にはそういった排水する先がない場合も考えられておりますが、現時点で

は開発基準の中でも合併浄化槽での処理というのも認められておりますので、そういったことで

区域を逆に絞ったということではございません。 
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遠藤委員 いや、開発許可の基準ではなく、じゃ、現実的に課長、今おっしゃったとおり、側溝がな

いところもあるわけですよね。この中にはあるんです。ただし、じゃ、そこはもうこれから公共

投資をやらないんですね。やらないんであれば、この指定基準に合致しますよ。新たな公共投資

を要しない区域を指定するということになっているんだから。それはまさしく那珂市担当課みず

から出している基準ですよ。それは県のガイドラインを参考にしているかもしれませんが、それ

は市が決めた基準みずから新たな公共投資を要しない区域を指定しているというのですから、新

たにしないんであればわかりますけれども、もう何遍も答弁もらっているとおり、別の計画にお

いては順次整備するんですよね。ここは矛盾じゃないですか。 

都市計画課長 お答えします。 

   フォローアップの方針の中に区域指定内の道路整備、道路に付随する側溝の整備、または排水

施設の整備について記載してございます。区域指定導入の中でもやはり今お話ししたとおり、ま

だ側溝も整備されていない道路でありますとか、または公共下水道が整備されていないというの

も現実的にはあるということでお話ししております。その中におきまして、道路整備等について

排水等につきましてもそうですが、道路については地区住民の拡幅等の要望を踏まえた中で、地

域の実情に応じて整備を行っていきますという形でフォローアップの方針に入れております。同

じく排水施設の整備についても、公共下水道等の未整備地区についても、既定の整備計画につき

まして順次整備を行いますという形で記載をして、今後指定後にもフォローアップをしていくと

いうことでございます。 

遠藤委員 フォローアップの話じゃないですよ。今初めて指定をすると言うんでしょう。今指定する

ときに矛盾があると言っているんです。今矛盾あると思いませんか。だって新たな公共投資を要

しない区域をやると言っているのに、これからまた整備すると言うんですよ。じゃ、そこは抜け

ばいいじゃないですか。そこを抜いて、本当に新たな公共投資を要しない区域に指定してやれば

いいのと違いますか。 

都市計画課長 言葉の表現で新たな公共投資を要しない区域ということが書いてございますけれども、

この表現については先ほど申しましたとおり、基本的にこの区域指定を行う区域というのは市街

化調整区域という形になります。それは色分けされておりまして、市街化区域は率先して優先的

にどんどん整備を進めている区域、基本的には市街化調整区域という位置づけになっておりまし

て、基本的には市街化を抑制すべき区域、そういう表現の中でこの新たな公共投資を要しない。

率先して基盤整備等の、またはそういった整備を行わないということで表現されているところで

ございます。 

   指定要件について、現実的には今ここにも書いてありますとおり、基本的には道路の整備であ

るとか、整っているところ理想でございますけれども、その指定要件の中で道路の規模等、排水

施設を記載してございますが、先ほど説明したとおり、排水の施設についても下水道とか整備さ

れていれば理想でございますけれども、現況の基準の中でも浄化槽またはその放流先がなくても

敷地内処理等で開発許可が認められるという状況を踏まえた中で、排水施設によっての今回それ
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で指定要件をもってして集落から除外したということではございません。 

   ですから、公共投資を要しない区域というのと、後追い的に整備すると、表現が矛盾するんで

はないかというご質問をたびたび受けていますけれども、最初の新たな公共投資を要しないとい

うところは、そもそも市街化調整区域である、市街化を抑制すべき区域である、率先して基盤整

備をするところではないという位置づけのもとでそういった表現になっているということでご理

解願いたいと思います。 

遠藤委員 なかなか難しいんですよね。だから私もこの制度の目的である既存集落の維持保全の必要

性は認めていますよ。だからそれはわかっている。ただし、これをきちっとインフラが整ってい

るところをやるんだったら私もこんなに言わないんですよ。整ってないところも指定しているか

らおかしいんじゃないですかということがあるし、これ逆に市街化区域の方からすると、目的税

を取られているのに、調整区域のほうでこういったもしかしたら、またこの指定することによっ

て新たな開発が生まれるだろうと、そういう不公平感はやっぱりちまたであるわけですね。 

   私もいろいろ今回調べました。県内の状況を聞いたら、確かに常陸太田市などでは、11 号、

12 号両方ですけれども、12 号のほうというのはやっぱり聞くと、公共下水とか農集はほとんど

ないんですね。合併浄化槽なんですよ。それで市街化区域の方とのあつれきというか、意思の違

い生まれませんかと聞いたらば、それはまずないですねと言うんですね。何でですかと聞いたら、

太田の場合は、12 号区域の合併浄化槽に関しては、もうこれ以上このエリアは公共投資は本当

にしないんですと、もう整備はしませんと。公共下水も農集もやらない。そういうことでご理解

いただきたいということで、そういう説明会できちんとそういう説明をして、地元にも、ああそ

れであればということで、地元の方も納得をし、また市街化の方も、新たな公共投資は本当にし

なんだなと、12 号区域においてはということで税の不公平感も特にない。そういうふうなこと

なんですね。 

   しないんだったらこれでわかる話なんですよ。ただするんでしょう。するんであれば、やっぱ

り少なくとも言葉のどうのこうの違いはあるかもしれませんが、矛盾は矛盾でしょう。実際に公

共投資するんだから、その地区をまた指定する。私が考えているのは、前から言っているように、

12 号の中の本当に公共投資をしない公共下水と農集が入ったところからまず始めればいいんじ

ゃないか。フォローアップをするんだから、そこからまたふやしていけばいいのと違いますか。

きょう別途下水道課のほうの説明もありましたが、南酒出地区をこれから農集整備をする。整備

したらば、そこはこれインフラ整うわけですから、そこをまた順次指定していけばいいんですよ。

そういうことは可能なのに、何で急いでそうやるのかがわからないということが 12 号に関して

です。 

   次、ちょっと 11 号に関しての考え方をお聞きしますと、そもそもこの制度は既存集落の維持

保全ですね、目的、何遍も言っているように。じゃ、11 号区域内の既存集落はある意味見捨て

てしまうのかということですね。11 号の集落もかなりありますよ。横堀や堤や福田や、あと菅

谷地内もあります。瓜連などは今回指定した静地区以外はほとんどそうです。ここも既存集落な
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んですよ。この既存集落をある意味捨てていく意味がちょっとまだよくわかりません。既存集落

の維持保全というのであれば、なぜここはやらないのか、これをちょっと伺います。 

都市計画課長 お答えします。 

   今回今の議員さんのご意見の中で、最初のご質問ですが、下水道、集落排水が整備されている

ところを先に 12 号区域と指定して、整備が終わった後順次すればよろしいんではないかという

ご質問の内容でございました。ここの件につきましては、市の中でもこの指定要件の排水施設の

ところの表現がございまして、そこのところをいろいろ検討してきたところでございます。基本

的には 12 号区域というのは一般論ですけれども、市街化区域から１キロ圏内超えていると。ど

ちらかというと、市の中でも縁辺部に該当するところがございまして、外の市町村の事例ですと、

12 号区域の指定要件の中では特に下水道であるとか、集落排水であるとか、そういったインフ

ラの整備が整っていなくても認めているという状況がございます。そういった中と市の中での整

備状況等を踏まえまして、今回施設の案件としてどうするかという検討をしました。結論的には、

今お話ししたとおり、他市町村と同じように、特に下水道であるとか、集落排水の整備完了箇所

に限って指定するというのは行わないで、現行の開発許可制度の中でも認めている合併浄化槽で

の処理等も踏まえまして、特にそこまでハードルを高くしているところではございません。 

   しかしながら、外の事例を見ますと、この排水施設の要件としまして、例えば 11 号区域、市

街化区域に近接している既存集落についての指定要件として、排水施設要件として下水道に接続

できることと、整備されているという条件をもとに集落を指定しているという条件がございます。

那珂市の場合については 12 号区域、外もしてございませんので、そういった形に考えまして、

基本的には、あとは整備の時期、それは順次整備を行っていきますけれども、やはり地区によっ

ては温度差が生じてしまうと。そういったのも踏まえた中で今回 12 号区域を定めるに当たって、

排水要件でインフラ整備についてのハードルを設けていないということになります。 

   それと 11 号区域、なぜしないのかというようなお話になってきますと、基本ポイント、うち

のほうでまとめました基本方針の中で、基本的にはその中でうたっております。ポイントとしま

して、人口バランスを踏まえた中で、将来市街化区域のコンパクトシティとか叫ばれている中で、

そういった上で見据えた上でありますと。その中でも人口バランスというのがございまして、そ

の中で検討していると。そういった状況等を踏まえまして、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導入しますと言っております。既存集落につきましても当然 11 号区

域の中にある指定集落というのはございます。今回につきましては、特にそういった市街化区域

と調整区域のバランスまたは調整区域における 11 号区域、12 号区域の建築許可件数等のバラン

ス等々を踏まえた中で、今回 12 号区域に限り指定を行いますということで方針を定めて、それ

に基づいて指定集落を定めてきたところでございます。 

遠藤委員 じゃ、さっきの 12 号の話で言うと、前にも聞きましたが、じゃ、この 12 号区域の中の

590 ヘクタールのうち、公共下水と農集が入っている割合はどれぐらいなんですかということを
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ちょっとまず。 

都市計画課長 お答えします。 

   現在 590 ヘクタールのうち下水道の供用開始、これは一部供用開始を含めますが、126 ヘクタ

ールございます。また、農業集落排水の供用をしている区域が 97 ヘクタールございます。合計

しますと 223 ヘクタールございまして、区域全体の 590 ヘクタールで割りますと約 38％が整備

されているというところでございます。その外 32 年に供用を予定しております南酒出地区の集

落排水施設、これが 36 ヘクタール、その外今公共下水道の整備を予定している区域、戸多の戸

地区等を整備を進めてございますが、そういったところも整備を順次進めているところでござい

ます。基本的には今回指定する区域 590ヘクタールは、下水道や集落排水供用開始以外の土地に

ついては全て集落排水と公共下水道両方とも整備予定区域に入っているということになってござ

います。 

遠藤委員 先ほど下水道課のほうに聞いたら、この数字はわかってなかったですね。横断的にどこま

でこういう話を区域指定するに当たってしているのか、庁内で。そこらのところも非常に疑わし

い部分がありますが、例えば今区域指定、12 号というのは大体全体の七、八％かな。那珂市全

域の１割は切っているというふうな話だったと思いますが、本当に公共下水と農集のところだけ

ですると、全体の本当に３％内ぐらいになってしまうのかもしれませんけれども、それぐらいか

らでもいいんじゃないかと思うんですよね。別に始めるに当たっては。というのは、茨城町など

は、そもそも町全体の中の市街化区域自体が４％しかないようなところでもあるんですけれども、

その中でも住居系といったら、さらに本当にその半分ぐらいらしいですが、実際指定していると

ころというのは本当にそれと同じような面積。ですから、まずそういうできるところから始めて

いくということは外の市町村でもやっているところなんですよね。ですから、新たな公共投資を

生むような流れというのは非常にちょっと難しい部分があるかなというふうにも思っております。 

   また、11号に関しては、これやっぱりこの 11号、12号をやっている市町村に聞くと、やっぱ

り 11号の許可申請のほうが圧倒的に多いですね。場合によっては取手などで見たら、もう 12号

の 10 倍、11 号区域、件数とっていますね。つくばでも 12 号の倍、11 号の許可とっている。だ

からやっぱり人口増というふうな意味からすると、これは 11 号というのはやっぱり効果がある

のかなというのは、これは外の市町村の例のとおりだと思いますね。県内の全て、外の市町村研

究しましたか。 

都市計画課長 お答えします。 

   各区域指定の導入市町村の状況、またはそれに関する開発許可件数、区域指定導入前と導入後

どうなっているのか等々の検討等も踏まえております。ただ、その区域指定導入した市町村、現

在 18 市町村ほどございますけれども、その中でもやはり導入後の開発件数がぐっと伸びている

ところ、または逆にやっても余り効果がないところ、それぞれいろいろあるかと思います。特に

東京圏に近いつくば市さん等については開発許可件数が区域指定をやったことでどんどんふえて

いると。また、そうではないところも確かに見受けられるところでございます。 
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   そういった状況等を踏まえまして今回導入するわけですけれども、その中でまた 12 号区域と

11 号区域の話に戻ってしまいますが、基本的には那珂市について今区域指定を導入してござい

ませんけれども、それでも市街化調整区域における宅地、開発許可件数にすれば、年間今のとこ

ろ平均して約 75 件程度開発許可件数がございます。そのうちそれをプロットして場所を確認し

ますと、基本的にはそれは今の市街化区域に近接している 11 号区域のほうに７割方ぐらいはそ

の区域に建っていると。一方で１キロ圏内を離れた区域については、やはり開発許可件数が少な

いという状況でございます。ここの条件の違いと申しますのは、市街化区域に近接している大字

単位で申しますと、そこに出身要件ではなくて、菅谷の中のアパートに住んでいれば、それに近

接しているところに 10 年住んでいれば建てられるようになるという形があるので、現行の制度

の中でもある程度バランスを保ってやっているのかなと。 

   一方でまた 12 号区域に関するところにつきましては、本当にそこで出身した人等の要件以外

しか建てられないという状況を考えまして、その辺で市街化調整区域内のバランスをとるという

意味で、12 号区域のほうがますます今後人口減少というのがきつくなってくるというふうに考

えられますので、そういったバランスをとる意味で 12 号区域を今回指定しますと。それは市街

化調整区域においてバランスをとり、さらには今度は市街化区域とのバランス、先ほど議員さん

のご質問の中で都市計画税をもらって、その払うところと払ってないところで不公平感が生じて

いるんではないかというようなお話も出ましたけれども、そういった状況も踏まえまして、市街

化区域とすれば、やはりそこで 11 号区域を今のままやってしまうと、スプロール等を懸念する

おそれがあるという形で、今回については市街化区域と調整区域のバランスを図る。それと調整

区域の中でも 11号区域と 12号区域のバランスをとるという形でございます。 

   今回 12 号区域しか行いませんけれども、11 号区域の指定のあり方等につきましてもフォロー

アップの中で示していますとおり、今後社会情勢等の変化等に応じまして、やはり人口の動態等

をいろいろ加味した中で、そういった中でそういった方向性を定めていきますという形で表現し

てございます。今回は 12号しかやりませんけれども、今後 11号区域を全くしないというのでは

なくて、それこそ社会情勢の変化等を考慮しつつ、それについて変更等を考えていきたいという

ように考えてございます。 

委員長 暫時休憩いたします。 

   ２時 15分まで休憩といたします。再開を２時 15分といたします。 

休憩（午後２時４分） 

再開（午後２時 13分） 

委員長 では、少し早いんですが、再開いたします。 

   続きまして、質疑はもうよろしいですか。 

花島委員 大体聞いているんで、あえて聞かなくていいこともあるんですが、１つだけ確認しておき

たいのは、先ほどから問題になっている新たなインフラ投資を必要としないという文言の趣旨な

んですよね。私なりの解釈では、そのまま言葉どおりではなくて、建築許可等を出すに当たり、
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前提となる新たなインフラ投資をしなくてもいいというふうに読んでいるんですが、その辺明確

にお答えしてください。 

都市計画課長 今、花島委員のご質問でございますけれども、基本的に新たな公共投資を要しないと

はということで、開発行為における予定建築物が立地しても、その開発区域外、開発区域に接続

する道路や排水施設等の公共施設を新たに整備する必要のおそれがないというような表現でござ

います。ですから、今花島委員さんがおっしゃったとおり、基本的に開発するそこのエリアに接

続する道路や排水条件等をつくるに当たって、そこに新たな公共施設をつくらなくてはならない、

必要とするおそれがないという意味という形になります。 

委員長 よろしいですか。 

   外にございませんか。 

遠藤委員 これは市内の説明会があったときに、何カ所かで出ておりましたが、当然既存集落の維持

をするには、こういう規制緩和だけではだめだろうと。やっぱりいろんなＰＲ、今回のようなハ

ード面の整備だけでなく、ソフト面のその地域の魅力発信的なもので、そういうソフトの対策も

しなければいけないだろうという話もございましたが、既存集落の維持というふうなこの大前提

に立っての制度で言うと、この都市計画課だけで賄えるわけではないと思いますが、そこら庁内

での横の連携のあり方、今はちょっと不足しているんではないかという指摘をいたしましたが、

それに関してはどうですか。 

都市計画課長 お答えします。 

   ただいま質問の中で区域指定導入しまして、区域指定の効果としまして、既存集落のコミュニ

ティの維持保全を図ることによって人口減少の抑制効果というのを期待して、つながるというふ

うに考えてございます。この人口減少抑制するための取り組みとしまして、市全体としまして、

まち・ひと・しごと総合戦略のもとにいろいろな各部署で政策等を打ってございます。この定住

や移住促進のために今回この区域指定の導入を行いますし、その外そういう定住促進につながる

ような形で申しますと、子育て支援対策であるとか、外の部署でもいろいろ取り組んでございま

す。そういったものについて横断的に市内部で調整しながら、そのまち・ひと・しごと総合戦略

のもとに、この人口減少を抑制させるということで取り組んでいきたいと考えております。 

   その外ＰＲ、こういった既存集落、区域指定をするわけですから、そこの中の魅力をもっとＰ

Ｒしてほしい等々の質問等も地域の説明会等で出たところでございます。これに関しましても、

いぃ那珂暮らしのキャッチコピーのもとに、シティプロモーションを展開しておるというところ

でございます。それにつきましては、今年度からいぃ那珂暮らし応援団という形で庁内外、一般

の方も含めて、そこのもっと地元のＰＲをしていこうという取り組みにかかったところでござい

ます。こういったものも踏まえまして、そういったものを生かしながら、地域の魅力、この指定

集落をやった魅力等もどんどんＰＲした中で、この区域指定のやった実効性や効果というのを高

めていきたいというように考えているところでございます。 

遠藤委員 やっぱりどうしても矛盾があるのは、これなかなか難しい問題だと思っているんですよ、
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私。簡単ではないと思うから言うのであるんですが、そうは言っても人口はふやしたいわけです

よ、那珂市としては。外からどんどん移り住んできてほしいんですよね。そのためには 11 号は

絶対指定すべきなんですよね。許可案件はそっちのほうが圧倒的に多いんですから、既に先行自

治体は。人口ふやしたいんだったら 11 号も指定すべきですよ。ただし、スプロール化現象を何

とか抑えたいというようなことで今回苦肉の策というか、折衷案なのだろうけれども、そこらの

ところも議論がまだまだ全然足りていない。熟してないと思っております。 

   それはこの委員会の中でも熟してないと思っておりまして、それが例えば市井に出て、市民の

方への説明会においては本当になかなか皆さんわからないんですよ。この制度自体なかなか難し

いし、１回説明聞いただけではなかなか理解していただくのも難しいなというのをほとんどの説

明会場を伺って肌で感じております。このパブリックコメントの中にも自治会単位で説明を開催

してほしいというような意見もございますし、こういうことがやっぱり前向きな意見で本音かな

と思います。なので、特に 12 号区域に限らず、この調整区域で今回要件を緩和するわけですか

ら、固定資産税がどうなるのかというのは、まずこれどこの会場でも質問出ていましたよね。で

すから、これはすごく関心が高いところ、税金が上がるかどうかというのはあるんです。ですか

ら、これはかなり多くの市民の皆さんの資産にある程度そういう影響を及ぼす可能性のある制度

ですから、これは拙速に進めるべきではない。もっと多くの方に理解をいただきながら、しっか

り説明をし、議論をし、そもそも矛盾を抱えながらの制度でありますから、これ。そもそもコン

パクトシティが概念ですけれども、それと違うことをやろうとしていること自体も本来矛盾をは

らんでいますから、そこらのところでやっぱり進め方がまだ半年ですから、説明が出てきてから。

非常に拙速であるなと。もっと市民の皆さんに説明をし、この委員会でも議論をし、メリット、

デメリットをしっかりとやったほうがいいんじゃないかなと思っておりますが、この進め方に対

してはどうですか。 

都市計画課長 お答えします。 

   この区域指定導入につきましては、平成 24 年のころから議会等の一般質問の中でも導入につ

いての検討についてご質問等がございました。そういったことを踏まえまして、今回ずっと検討

はその当時から進めてきたところでございます。基本的には区域指定導入につきましては、昨年

度いろいろな現況調査等を調べまして、それを踏まえた中で、今年度指定案をつくりまして、方

針を定めて、その方針に基づいた指定案ということをお示しして、２カ年で一応作業を進めてき

たところでございます。その説明の中でもそういったいろんな意見等は確かにございました。ま

ずその 11 号区域をなぜしないのかというような質問ですね。それもやはり最終的には市の方針

として、今の現状、社会情勢の変化等を踏まえまして、今外の自治体に比べて後追い的に区域指

定を導入するということを考えた中で、11 号区域を指定するのは現時点についてはちょっと難

しいのではないかというような判断のもとで、今回方針として 12 号区域だけを指定するという

ような形で進めさせていただいたところでございます。そういった考え等につきましても、昨年

の定例議会のこの常任委員会から何度かご説明してきたところでございまして、我々のほうとし
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ましては、とりあえず今回目標としまして、４月１日からここの 12 号区域に限っては今回区域

指定をすることによって規制が一部緩和されることによって、この人口減少の抑制の一部にでも

なればということで導入をするところでございます。導入することによりまして、外に住宅助成

制度であるとか、そういったところも別な部署で始まってございますので、よりこの区域指定を

することによって、その効果がさらに上がるのかなというふうに考えてございます。 

   そういった中で今回区域指定につきましては、当面 12 号区域だけ今回指定するわけですけれ

ども、11 号区域をやらなかったという方針につきましては、先ほど来からずっと述べていたと

おり、市街化区域等の影響等を考慮しつつ、全体のバランスをとるというような中でご説明して

きたところでございます。そういった中で今回４月１日からの告示または施行開始というのを考

えてございますので、何とぞご理解のほうお願いしたいと考えております。よろしくお願いしま

す。 

委員長 外に質疑のほうはよろしいですか。 

     （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。 

   では、反対の方はいらっしゃいますか。 

遠藤委員 私は反対の立場から討論をいたします。 

   既に何遍も述べてきたとおりでございますが、この指定基準は新たな公共投資を要しない区域

ということでございます。そういったことで、既存集落の維持保全を図っていくというこの目的

自体に反対することではございません。それは必要なことだというふうに思っております。 

   しかし、そもそも都市計画法上、市街化区域、市街化調整区域の考え方がございまして、効率

的な予算配分をしていくというのが大前提でございます。そういった意味で無秩序な開発を妨げ

なければならないということでの調整区域の中において、今回例外的な区域指定を入れるという

ことに関しては、検討に大いに値するというふうに思っております。 

   しかし、今回那珂市においては県内ほとんどの市町村で行われている 11 号、12 号区域あわせ

てということではなく、12 号区域のみということで、ちょっと特別なところがございますが、

少なくとも 12 号の中で新たな公共投資を要しない区域を指定するはずにもかかわらず、その案

においては、そのうちの３分の２は公共下水、農業集落排水の入っていない、これからまさに公

共投資を要する地域であります。そういった意味では、このそもそもの選定に矛盾があるという

ふうに考えております。 

   また、11 号の考え方におきましても、本来人口をふやすのであれば、こちら 11 号も含めて考

えるべきではないかな。ただ、それにおきましても既に公共下水、農業集落が入っている地域に

限るというふうな考えがございますけれども、そういったところでコンパクトシティと既存集落

の維持保全の兼ね合いをどうするか、しっかりとした議論がまだまだ尽くされていないというふ

うに思っております。また、市民の中にもっと開かれた情報提供をし、いろいろな議論をもっと
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もっと深めた上で、一般市民の財産にも影響を及ぼす、こういう制度でございますから、拙速に

決定することは反対をせざるを得ない。いずれにしても、時期尚早、議論不足というふうに考え

ますので、今回の議案には反対をいたします。 

   以上です。 

委員長 続きまして、じゃ、賛成意見の方。 

花島委員 私は賛成です。 

   ただ、市の提案が点数つけると 100点満点とか、そういうふうに思っているわけではないです。

まずいくつかの点を言いますと、１つ問題だと思っているのは、市の中にはコンパクトシティと

いう発想がかなり強くあって、それは市街化区域あるいは市街地に住む発想なんですよね。私は

１年前に選挙に立候補するときから分散居住の推進というふうに言ってきました。私自身も市街

地じゃなくて、額田の地に当時の既存宅地制度を使って家を建てまして、合併浄化槽と浸透処理、

雨水まで浸透処理させています。そういうふうに生活して、優雅にと言ったらいいんですかね、

暮らしております。別に下水道がなくたって問題はないんですね。問題は、総合的にちゃんと汚

水なり何なりが処理されて、浸透なり何なり、あるいは側溝でもいいかもしれませんが、処理で

きることだと考えています。 

   一方、一般質問で言いましたように、那珂市において非常に広範に下水道を計画するというの

は予算効率的に非常に無理があると前々から思っていまして、それを補正してやれば、例えば周

辺地域にも合併浄化槽の今補助はありますけれども、それ以上にさらに浸透処理とか雨水処理な

ども補助できるくらいの金は十分ある。何よりも大きいのは、下水道を待ってなくてできるとい

うことなんですね。それは私は非常に重視しています。 

   それで、このコンパクトシティ発想というのを私、批判しましたが、市街地はそれでいいんで

すよ。だけど、周辺地域はそもそもそこに街路をつくるわけじゃないんですよね。要するに木だ

の畑だの林だの田んぼだのあるところの近くにぽつぽつと住んでいけばいいと私は思っています。 

   何度も言っていますが、昔と違って産業構造が変化しているということを私は強調したいと思

います。昔は農業に関して、農業にウエイトというんですか、産業全体の中の農業のウエイトあ

るいは農業で食べていける人口でもいいです。それが非常に大きかった。だから市街地調整区域

という制度を入れても、その調整区域内の人口なり集落の維持ができたと思っています。ですけ

れども、今は違いますよね。いくら那珂市が農業を基幹産業にする、あるいはそれに力を入れて

やっても、ある程度農業、単位面積当たりでもいいんですが、農業をやらなければならない、そ

れを支えるために必要な人口というのは減っています。ですから、当然市街化調整区域の人口は

放っておけば減ると。なおかつ大事なのは、昔よりも職業選択が多様化しているということです。

ですから、自分の親がやっていた職をそのままやる。これは農業についても、その他の職業につ

いてもそうですが、そういうことが減っているんですよね。だから人間は広く移動して生活する

ようになる。そうすると、僕みたいに周辺地域に住みたい人間がよその地に行ったら、必ず市街

化区域みたいなところしか入れないとなると、これはちょっと違うと思うんですよ。今回の区域
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指定を入れても、あるいはもっと緩めた調整区域内に人が住めるようにしても、そこで激しく人

口が伸びると思っていません。そもそもそういうことを期待すべきでもないと私は思っています。

ほどほどふえればいいというか、減らなければいい程度ですかね。そういうふうに思っています。

そういうふうに半分不満です。 

   ですけれども、現時点では周辺地域の小学校の閉鎖があり、閉鎖と言わないのかな、統合と言

うんですか。やはり、額田地区なんかもかなり人数が少なくなっています。そういう中で、市が

これまで考えて計画していただいたこの制度は、とりあえずとにかく入れてみるというのをまず

私はやってみたらいいかなと思っています。その後のことについては何も意見がないわけじゃな

くて、様子を見ながらも含めていろいろ意見言っていきたいと思っています。 

   ということで、いろいろ批判はありますが、最終的には賛成するという立場で発言しました。 

福田委員 私は賛成の立場から討論をしたいと思います。 

   まず、那珂市の全体的な人口バランス、それから、さらには市街化区域あるいは市街化調整区

域、いわゆる個人的にいろいろ課題もあると思います。あるいは総合的に判断をした場合には、

やはりこの人口バランスというのも大事だろうと。その中にはいわゆる既存集落の維持保全ある

いは人口減少、そういうところを指定をしている。こういうことに対してはやはり今回の 12 号、

本来であれば 11 号、12 号を併用してやっていただきたかったんですが、いろいろ執行部の説明

も受けました。あるいはこの今回の 12 号においても課題はあると思いますよ。でも、やはりこ

の総合的な判断からいくと、今回の 12号、これで賛成という立場から討論といたします。 

委員長 外にないようですので、じゃ、討論を終結いたします。 

   これより案第 13号を採決いたします。 

   本案は挙手により採決をいたします。 

   本案を可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

     （賛成者挙手） 

委員長 賛成多数と認めます。 

   よって、議案第 13号は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。 

   都市計画課所管の案件は全部終了しましたので、都市計画課はご退室ください。ご苦労さまで

した。 

休憩（午後２時 34分） 

再開（午後２時 35分） 

委員長 では、再開をいたしますということで、議案第 22号 平成 29年度那珂市一般会計予算（建

築課所管部分）を議題といたします。 

   ７款土木費、３項都市計画費、１目都市計画総務費及び４項住宅費、１目住宅管理費につい

て執行部より一括して説明をお願いいたします。 

建築課長 改めまして建築課長の玉川でございます。 
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   それでは、予算書の 114ページをお開きください。 

   ７款土木費、３項都市計画費、１目都市計画総務費 6,934万 8,000円、このうち 115ページの

中段をお開きください。建築総務事務費 59万 8,000円、建築課の総務事務費でございます。 

   下段にまいりまして、木造住宅耐震化推進事業 108万円でございます。こちらは那珂市耐震改

修促進計画に基づきまして、耐震改修の工事の補助、それから耐震診断等の補助の予算でござい

ます。 

   その下、宅地耐震化推進事業 270万円でございます。今年度行いました耐震化推進事業におき

まして、過去に大規模盛り土した可能性があるエリアを今年度調査を各古い地図等を照合しなが

ら抽出したところでございます。29 年度はそのデータをもとに、さらに現地調査を行いまして、

データの作成及び地図の作成をするところでございます。将来的にはこれをもって公表も考えて

ございます。 

   続きまして、118ページをお開きください。 

   ７款土木費、４項住宅費、１目住宅管理費 3,443万 3,000円でございます。このうち市営住宅

管理事業 2,943万 3,000円、現在７団地 280戸の管理に関する費用でございます。 

   下段の市営住宅長寿命化事業、工事費 500万円を計上してございます。これはその住宅のうち

の来年度の予定は鴻巣住宅の外壁等の塗装工事を考えてございます。 

   以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

遠藤委員 115 ページ、宅地耐震化推進事業の大規模盛り土造成地マップ作成、これは市内の何カ所

ぐらいで、どういう規模の盛り土が対象になるんですか。 

建築課長 今年度調査しましたのは、全域まず国土地理院とか、戦後の米軍等の写真と、それから現

在の都市計画図等を重ね合わせまして、今まで抽出された数が約 20 カ所ございます。その中に

は大規模なものもあれば、小規模のものもございます。これはあくまで図上とか、いろいろな過

去のデータから今抽出しているところでございまして、29 年度はそこをもう少し詳細に調査し

まして、本当に危険性の伴うものであれば、そのデータを作成した後に、住民への注意喚起を含

めて公表する予定でございます。 

   もともとが過去の地震でいきますと、新潟沖地震等の大規模地震のときに、崖崩れ等が起きた。

要は盛り土することで沈下したり、あとは腹付けといいまして、崖地のところに土を盛って、そ

れが崩れ落ちたという事例がございまして、国のほうでもこの耐震化の事業に関しては力を入れ

ているところでございます。それに伴いまして、全国的にこの調査を今やっているところでござ

いまして、那珂市においても 28 年度、29 年度を調査の対象、国の補助金をいただいて調査をし

ているところでございます。 

   以上でございます。 

遠藤委員 そうなると場所的には防災マップなんかで出ているような、門部とか、あそこらあたりが
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多いんですか。場所はどこらぐらいが多いんですか、20カ所というのは。 

建築課長 基本的には盛り土なものですから、切り土等のところは対象にはならないんですが、です

ので、例えば大規模で今考えられるのは、例えば平野台の一部であったりというのが大きな対象

地になってくると思います。 

福田委員 この大規模盛り土造成というのは、これは面積あるいは高さ、これはどれぐらいを言って

いるんですか。 

建築課長 今現在調査は基礎調査ですので、対象になるエリアというのは大きな盛り土と思われると

ころを指定しているんですが、最終的には 3,000平米以上の盛り土の、谷地を埋め立てたところ

とか、なおかつそこに住戸が例えば７戸以上あったり、それからあと、もともとの崖地ではなく

て傾斜地、例えば 20 度程度の傾斜地のところに腹付けと言いまして、盛り土をしたところで戸

数が５戸でしたかね、ある程度の住宅が建ち並んでいるところが危険性が伴うというふうな考え

になりますので、そういうところが対象になります。 

福田委員 高さは。盛り土の高さ。 

建築課長 高さは５メートル以上になります。 

委員長 じゃ、外。 

花島委員 今の答えで半分答えいただいたんですが、3,000 平方メートル以上ということは、100 平

方メートルだとすると 30 区画ということですよね。ということは、もっと小さいところもある

んですよね、きっと。それは将来なり何なり考えありますでしょうか。 

建築課長 今回の大規模盛り土は１つの基準を持って調査しているところでございますので、個別の

案件、小さい１件、２件のところを今調査しているところではないものですから、今回の事業の

中で、その対象をどこまで広げるかというのはまだ国の政策が決まってないところですので、今

のところは大規模の宅地造成のみを調査の対象としております。 

委員長 外よろしいですか。 

     （なし） 

委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

   執行部は入れかえをお願いします。 

休憩（午後２時 44分） 

再開（午後２時 45分） 

委員長 再開いたします。 

   農業委員会事務局が出席をしております。 

   議案第 22号 平成 29年度那珂市一般会計予算（農業委員会所管部分）を議題といたします。 

   ５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費について執行部より説明をお願いします。 

農業委員会事務局長 事務局長の山田でございます。以下２名が出席しております。着座のまま失礼

いたします。 



－52－ 

   ５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費 2,462万 7,000円、昨年度に比べまして…

… 

委員長 ページを言ってくださいね。 

農業委員会事務局長 恐れ入ります。予算書 90ページをお開き願います。続いて、91ページ、92ペ

ージに農業委員会所管分がまたがっております。よろしくお願いいたします。 

   昨年度に比べまして 259万 5,000円の増でございます。主なものとしましては、負担金、賃金

及び農業情報管理システム改修に伴う新たなシステムの委託料の増額によるものでございます。 

   以上、よろしくお願いいたします。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 ないようですので、質疑を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

   執行部は入れかえをお願いします。 

休憩（午後２時 47分） 

再開（午後２時 48分） 

委員長 再開いたします。 

   農政課が出席をしております。 

   議案第 22号 平成 29年度那珂市一般会計予算（農政課所管部分）を議題といたします。 

   ５款農林水産業費、１項農業費、２目農業総務費、３目農業振興費、４目畜産業費、５目農地

費、８目経営所得安定対策費及び２項林業費、１目林業費について執行部より一括して説明をお

願いします。 

農政課長 農政課課長の加藤と申します。以下２人が出席しております。よろしくお願いいたします。 

   92ページをお願いいたします。 

   款項目、本年度予算額の順に読み上げてまいります。 

   ５款農林水産業費、１項農業費、２目農業総務費１億 5,442万 8,000円。 

   次のページ、93ページをお願いいたします。 

   ３目農業振興費 6,955万 9,000円。 

   97ページをお願いいたします。 

   ４目畜産業費 31万 1,000円。 

   ５目農地費１億 9,655万 2,000円、このうち農政課分としましては、湛水防除施設維持管理事

業を除く分になりますが、１億 8,942万 6,000円となります。また、前年比 2,209万円の増とな

っておりますが、これは土地改良基盤整備事業におきまして、ため池整備工事を実施することに

よるものです。 

   101ページをお願いいたします。 
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   中ほどになります。８目経営所得安定対策費 6,787万 7,000円。 

   ５款農林水産業費、２項林業費、１目林業費 19万 9,000円。 

   以上になります。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 ないようですので、質疑を終結いたします。 

   続きまして、旧しどりの湯利活用（案）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。 

農政課長 それでは、旧しどりの湯利活用方針についてご説明いたします。 

   先月の常任委員会でご説明しましたように、地方創生拠点整備交付金による静峰ふるさと公園

に遊具等の整備の予算が確保されたことから、公園の魅力向上の一体的施設として利活用すべく、

今回、旧しどりの湯の活用の考え方を整理しております。 

   それでは、お手元の資料に基づきご説明いたします。 

   １、魅力向上対策を踏まえての導入機能です。 

   （１）３世代交流機能の充実に伴う来場者数の増加に対応したサポート機能。具体的な機能の

イメージとしては、授乳室や休憩室、多目的トイレなどとしております。 

   （２）コミュニティ活動機能。 

   （３）グラウンドゴルフ利用のクラブハウス機能、受け付けを行います。 

   （４）情報発信機能の４つの機能を備えていくこととしております。 

   続きまして、２番になります。 

   旧しどりの湯の施設整備の考え方になります。 

   （１）としまして、基本的な考え方です。農林水産省の補助対象施設であることを踏まえた中

で、できる限り費用を抑制した中で、利活用に向けた改修を行い、早期利用を進めていくことと

します。 

   （２）改修内容についてでございます。 

   ①大広間、畳の部屋は可能な限り残し、レストスペースとして活用していきます。 

   ②デッキ部分は拡充整備し、屋外で気軽に休憩できるよう配慮します。 

   ③調理室については、多目的に利用できるよう、和室部分も含まれた中で必要な機能の配置を

検討いたします。 

   ④旧トレーニングルームについては、事務及び会議スペースとして利活用を視野に入れた中で

改修を検討いたします。 

   ⑤カラオケ室については、授乳室として活用する方向で検討します。 

   ⑥静峰ふるさと公園との一体利用を進める上で、利用者の利便性を考慮した施設への新たな動

線についても検討します。 
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   （３）当面は市直営としますが、静峰ふるさと公園内の一体的施設として効率的な管理に努め

てまいります。 

   資料の説明は以上でございますが、整備に当たっては、公園来場者の休憩機能としてスモール

スタートさせまして、公園や施設の利活用の状況を見きわめた中で、随時公園機能に求められる

機能を補完する形で整備していきたいと考えております。 

   なお、次のページの見取り図における番号になるわけなんですが、ただいま説明しました

（２）の番号と一致しておりますので、ご参照いただければと思います。 

   以上になります。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

遠藤委員 この方針ですが、これは先ほどご説明いただいた予算の中でいくとどこに入ってきて、何

ページの数字になるんですか。 

農政課長 当初予算にはこの部分については計上しておりません。あくまで維持管理部分だけの例年

どおりの予算の金額となっておりますので、こちらの部分につきましては今後静峰ふるさと公園

の状況を踏まえた中で、補正で対応させていただきたいというふうに考えております。 

遠藤委員 ということは、じゃ、当初予算には入れてませんが、今後というか、平成 29 年度からこ

ういうふうな内容を考えていて、この内容、スモールスタートで、とりあえずやれるところから

ということなんでしょうが、まずそれにしても、今のしどりの湯のあの建家の中の状況から、こ

れに移行するに当たっても、どれぐらいの予算が必要になるんですか。 

農政課長 整備の内容によって違ってくるかとは思いますけれども、当面というか、まず①の部分に

ついて休憩スペースとして利活用させていきたいというふうに考えていますので、金額的に

1,000 万円はかからないような形で整備のほう、この部分でお金がかかるとすれば、②のデッキ

なんですが、こちらがもう老朽化していて、今ベニヤ板で応急的な修理をしているところなんで

すが、こちらについて公園との一体的な感じを出すために、ちょっと拡充した中で充実させよう

としていますので、こちらの部分についてちょっとお金はかかると思いますけれども、畳の部屋

の部分の改修についてはさほどかけないで利活用させていきたいというふうに考えています。 

遠藤委員 ということは、こういうふうにやりますよという対外向けの情報発信というか、ＰＲはど

ういうふうに。これはこれで決定なのかな。決定をして、ちょっとどういうふうに一般市民、も

しくは市内外の方へどう周知をするのかというと、そこを教えてください。 

農政課長 基本的にはこの方針でいくこととしておりますので、これからはまちづくり委員会の会議

の中で説明するとか、あと広報紙、ホームページ等で周知というか、ＰＲをしていきたいという

ふうに考えております。 

委員長 外にございませんか。 

花島委員 この図のほうなんですけれども、これは古いものですか。つまりこういうふうに、例えば

入浴、休憩室とか、そういうのがありますよね。これは閉鎖というか、その辺を聞きたい。 
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農政課長 この図面については古い図面のままで、今後この古い図面から改修していくことになりま

すので、これはちょっと活字で入っていってしまいますけれども、これは古いもので、こういう

形でするということではございません。 

花島委員 すみません、旧しどりの湯と書いてあるのを見落としました。失礼しました。 

委員長 外ございませんか。 

遠藤委員 例えばこれは今後もっとさらなる効果的な利活用が望める、もしくはいろんな提案とか展

望が見えてきたらば、それにも対応できるような形で、とりあえずまず今はこんな形から市内外

へアピールをして、その施設自体を利用してもらうようにするよと。ただ、今後将来何かしら別

の目的でやるようなことがあれば、それも踏まえて、それも見越した上でのとりあえずのまずの

スモールスタートだよと、そういうふうな位置づけと考えていいんですか。 

農政課長 静峰ふるさと公園を整備というか、考える上でアンケート等をとったわけなんですが、そ

の中でカフェ機能とか、そういったものも必要じゃないかという意見もアンケートの中にあった

ものですから、一応休憩スペースとしてまずはオープンしますけれども、利用状況によっては、

そういったカフェ機能とか、それ以外の部分についてもできるような形でもっていくというか、

考えているというようなところはあります。 

委員長 では、ちょっと今までお話を聞きましたけれども、この方針の中に具体的にいくつか書いて

ありますけれども、これは今年度はどれがスタートして、どれが来年度かという、そういった具

体的な予定は決まっているんですか。 

農政課長 今年度につきましては、①と②の部分、休憩スペースとデッキの部分、今年度でなくて来

年度ですね。来年度は考えていくところですし、あと、丸では囲んでないんですが、トイレの部

分が和式の部分が多いことから、洋式等の改修等は進めてまいりたいというふうには考えており

ます。 

   以上です。 

委員長 ということは、今年度はスタートはしないということですね、この具体的な項目については

ね。例えばグラウンドゴルフ利用者のクラブハウス機能ということで、受付、更衣室等が使えま

すよというふうになるんでしょうけれども、これは今年度じゃなくて来年度以降、例えばの話ね。 

農政課長 はい、おっしゃるとおり、来年度です。29 年度。失礼しました。29 年度に改修しまして、

30年度以降という形になります。すみません、失礼しました。 

委員長 ということは、今年度予算たしか 300万ぐらい、例年どおりの維持管理費ということでなっ

ていますけれども、今工事やるよという、準備をするよということですので、本年度から費用が

発生するという意味ですよね。そうすると予算が要るんじゃないですか。その辺は要らない。今

年はだから 300万で足りるかどうかということですね、維持管理費だけで。 

農政課長 確かに当初予算では 300万程度ですので、改修に当たっては補正予算を計上して進めてい

くような形になるというふうに考えております。 

委員長 あらかじめもうわかっているんであれば、当初予算でやらないと。何で補正予算でやるんで
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すか、これ。だめですよ、それは。それは補正予算で組みますと言われても、我々は、だって承

服できないですよ、それじゃ。 

産業部長 今の件につきましては、静峰ふるさと公園の補正予算ということで採択になって、29 年

度に工事をするということでご説明いたしました。それのリニューアルに合わせて、静峰のとき

に旧しどりの湯のほうもお客さんが来ると。完成してからお客さんがたくさん来るという受け皿

ということでございます。決まったのが２月の初めですので、当初予算に組み込める状況ではな

かったということで、新年度 29 年度に入ってから、その辺予算計上をお願いしたいというふう

に現段階では考えております。 

   以上です。 

委員長 今の部長の話、わかりました。ただ、早目にそれは予算化はしていただきたいなと思います。 

   それともう１点、静峰ふるさと公園との位置づけ、マッチングですよね。この辺をどう担保し

たのかというのをちょっとお聞きしたいんですけれども、 

産業部長 静峰公園につきましては、先ほども申し上げましたように、29 年度で実施設計もこれか

らということになってきます。課長からお話、説明いたしましたデッキ等の利用につきましては、

やはりここに書いてありますように、２の（２）の⑥ですね。以前にも議員さんからお話いただ

きました動線とかというのをグラウンドゴルフだとか公園で、その外散歩に来た方というところ

も出入りしやすいようにとかというふうに考えております。一部グラウンドゴルフに来た人が車

を置けるようにという要望もございます。その辺は駐車場どこがいいのかというのを全体の中で

整理しながらやっていくと、そういう位置づけで旧しどりの湯は考えております。 

   以上です。 

委員長 はい、わかりました。 

   外ございませんか。 

     （なし） 

委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

農政課長 すみません、当初の会議の次第にはなかったわけなんですが、12 月の補正で承認いただ

きました件についてご説明したいと思いますので、お時間いただければと思いますので、よろし

いでしょうか。 

委員長 はい、発言を認めます。 

農政課長 それでは、昨年 12 月の定例会において追加補正で常陸乃アグリ農事組合法人への機械補

助として 1,451万を追加補正させていただきました。承認いただいたわけなんですが、取り下げ

ることになりましたので、その経緯等についてご説明させていただきます。 

   常陸乃アグリ農事組合法人への機械補助につきましては、国の担い手確保経営強化支援事業を

活用して行うということで、昨年 12 月５日付で県から当該事業に係る配分の通知を受けまして、

12 月の定例会で追加補正をし、承認していただきました。その後、県との事前協議のやりとり

をする中で、本年１月下旬に県から常陸乃アグリ農事組合法人は平成 27 年度においても、城里
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町においてそばの経営面積を拡大しようということで補助を受け、そばのコンバインを購入して

おり、その成果目標達成について城里のみでそばの面積拡大を達成することができなければ、那

珂市の事業は中止せざるを得ないとの話がありました。 

   この城里町での計画ということなんですが、こちら成果目標についてはコンバインを購入しま

して、経営面積の拡大と耕作放棄地の解消という２つの成果目標を掲げておりました。その経営

面積としましては、全体の面積の拡大が 90 ヘクタールということで、耕作放棄地の解消が２ヘ

クタールということで、その計画において承認されたわけなんですが、また、その中でそばの拡

大面積としまして、城里町だけで現在の６ヘクタールから計画では 35 ヘクタールまで拡大しよ

うという計画であったところです。その計画が市としては県と常陸乃アグリ農事組合法人と協議

を重ねるとともに、県のほうでは別途城里町と常陸乃アグリ農事組合法人と協議してまいりまし

た。その結果、２月 27日付で県央農林事務所から文書にて、平成 27年度に実施した経営体育成

支援事業の成果目標達成について、城里町及び事業対象者に状況を確認したところ、事実上達成

困難であることから、那珂市における事業ですね、今年度の事業を実施することは不適切と判断

しました。結果として事前協議を取り下げてくださいとの連絡がありました。 

   これを受けまして、市では常陸乃アグリ農事組合法人から取り下げの通知をいただき、その通

知を添えて、３月上旬に県のほうに報告したところです。以上をもって今回の補助事業が中止、

やらなくなったというのが経緯でございます。 

   今回の取り下げにつきましては、那珂市においてその計画等の不備があったというのが直接の

原因ではあったとは思っておりませんが、結果として 12 月補正予算を承認していただいたにも

かかわらず、このようなことになってしまったことは大変深く反省するとともに、おわび申し上

げたいと思います。 

   今回のことを踏まえて、今後は県や関係市町村とさらに連絡を密にするとともに、書類審査す

る上では、事業所等から当該事業以外の情報も収集するなど、慎重に実施してまいりたいと思い

ます。 

   以上になります。よろしくお願いいたします。 

委員長 わかりました。 

   特にお聞きしたいことありますか。 

   いいですか。 

   それでは、暫時休憩いたします。 

   執行部は入れかえをお願いいたします。 

休憩（午後３時 12分） 

再開（午後３時 19分） 

委員長 では、再開いたします。 

   商工観光課が出席しております。 

   議案第 22号 平成 29年度那珂市一般会計予算（商工観光課所管部分）を議題といたします。 
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   ６款商工費、１項商工費、１目商工総務費、２目商工振興費、３目観光費について執行部より

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す。外２名が出席をしております。よろしくお願いいたします。 

   それでは、予算書の 102ページをお開き願います。 

   ６款商工費、１項商工費、１目商工総務費、本年度予算額 6,456万 9,000円、主に商工観光課

職員 10名分の人件費でございます。 

   続きまして、103ページから 104ページまでをお開き願います。 

   ２目商工振興費、本年度予算額 4,711万 3,000円、主に中小企業振興対策事業における自治金

融信用保証料及び利子補給に対する補助金や、市商工会への補助金など、また、企業コーディネ

ーターを配置し、商工業者や創業者に対しての相談及び支援を行うよろず相談事業など、企業立

地促進事業を除く９事業に要する予算でございます。 

   続きまして、104ページから 107ページまでをお開き願います。 

   ３目観光費、本年度予算額１億 8,530万 4,000円、主になかひまわりフェスティバル事業、八

重桜まつり事業での委託料や開催補助金など、市観光協会への団体補助金、また静峰ふるさと公

園や一の関ため池親水公園の管理事業、さらには清水洞の上整備事業や新たな静峰ふるさと公園

魅力向上事業での工事請負費など、10事業に要する予算でございます。 

   増額の主な理由といたしましては、清水洞の上整備事業における工事請負費と土地購入費、ま

た静峰ふるさと公園魅力向上事業での委託料及び工事請負費による増でございます。 

   以上でございます。よろしくお願いします。 

委員長 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 清水洞の上整備事業で、森林関係は結構あるんですけれども、この整備事業工事というの

はどんなことをなさるのか、その辺をお話ください。 

商工観光課長 清水洞の上整備事業につきましては、森林整備と言いまして、間伐工事、それから管

理道路、それから木道等の整備を県の森林湖沼環境税を利用しながら整備をするものでございま

す。 

   以上でございます。 

委員長 外ございませんか。 

遠藤委員 103 ページの商工会補助なんですが、1,300 万、これというのは商工会から予算要望とか

聞いているのだと思いますが、これ要望というのはどんな形で受けて、このように決定をしてい

るんですか。 

商工観光課長 商工会の補助事業でございます。商工会の補助事業につきましては、那珂市の商工会

が行います商工業の振興を図るために行う金融指導や経営指導などの経営改善普及事業、また地

域の振興発展を図るための地域総合振興事業、それから経営発達支援計画に基づきます小規模事

業支援者推進事業、これに対しての予算に対して市のほうで補助を出しているということでござ
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います。具体的にはそこにかかわります所要額から国・県の補助金が出ております。それを差し

引いた額に対して２分の１を上限に市のほうでは補助をしているというような状況でやっており

ます。 

   以上でございます。 

遠藤委員 予算要望なり要求なりというのは各団体からあるのかもしれないんですが、一部聞いたと

ころ、要望、要求をなかなか聞いてくれないというのかな、予算要望、要求を出さないでくれみ

たいな話を言われたというようなことをちょっと一部で耳にしたことがございまして、そういう

ことが果たしてあるのかな。各種団体がいろんなことを事業としてやるわけですが、実際当然財

源には限りがございますから、その要望どおりにできるかどうかは、これはまさしく市の裁量で

ございますが、ただ、予算要望、要求自体は自由だと思いますから、そういったことをそれぐら

い出さないでくれみたいなことというのは果たして本当にあるのかなというのがちょっと疑問な

んですが、そこらってどうなんですか。 

商工観光課長 要望額につきましては、商工会のほうで翌年度の事業計画を立てる中で、先ほどの事

業、所要額、それから国・県の補助金というものを計画の中に入れて、市のほうにその中での一

部を要望するという形でやっております。商工会としますれば、より多くの市からの補助金とい

うことは当然だと思いますけれども、市のほうでも実施計画を立てている中で予算の範囲内でと

いうような形で、その辺は余りにも大きな開きがあったときに、それで逆に商工会のほうの予算

立てもそれでできなくなったというところもあると思いますので、ある程度のこちらからの今ま

での補助金ベースというものも踏まえた中で、その辺は打ち合わせをさせていただいているとい

うところはあるとは思いますけれども、その辺も今後商工会のほうの各種事業の取り組みに対し

まして、市のほうの補助金というものもこれから商工会のほうと協議していきながらやっていき

たいと思っております。 

   以上でございます。 

遠藤委員 当然財源に限りがございます。効率のいい執行をしていただきたいと思いますから、ただ、

その中で最大限の効果を上げるためにということで、市も、また各種団体も委託している事業を

一生懸命やっていただいていると思いますんで、いろんな折衝はありましょうが、ただ、その中

で予算の要求、要望自体は自由だと思いますから、出すほうはね。それに対していろんな真摯に

向き合った応対をぜひまたさらに心がけていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいた

します。答弁は要りません。 

委員長 外にございませんか。 

     （なし） 

委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

   執行部は入れかえをお願いいたします。 

休憩（午後３時 28分） 
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再開（午後３時 30分） 

委員長 再開いたします。 

   これより議案第 22号 平成 29年度那珂市一般会計予算の討論及び採決を行います。 

   まず、討論に入ります。討論ございませんか。 

     （なし） 

委員長 ないようですので、討論を終結いたします。 

   これより議案第 22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 22号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   以上で本委員会に付託された執行部提出案件の審議は全て終了いたしました。 

   本日の議題は全部終了いたしました。 

   執行部及び委員各位におかれましては、長時間にわたり大変お疲れさまでございました。 

   以上で産業建設常任委員会を閉会といたします。 

     閉会（午後３時 31分） 

 

   平成 29年５月 17日 

    那珂市議会 産業建設常任委員会委員長  寺門  厚    

 

 


