
－1－ 

那珂市議会産業建設常任委員会記録 

開催日時 平成 29 年６月 21 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 寺山 修一 

     事務局次長 清水  貴  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 会沢  実    産業部長 篠原 英二 

     農政課長 平野 敦史      農政課長補佐 金野 公則 

     建設部長 引田 克治      土木課長 海老澤美彦 

     土木課長補佐 今瀬 博之    都市計画課長 根本 雅美 

     都市計画課長補佐 高塚 佳一 

会議事件と概要 

     （１）議案第 46 号 平成 29 年度那珂市一般会計補正予算（第１号） 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （２）議案第 53 号 市道路線の変更について 

       概要：原案可決すべきもの。 

     （３）上菅谷駅前地区土地区画整理事業の換地処分について 

       概要：本体工事が平成 28 年度に完了したことから、今後の換地処分の事業予

定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 それでは、おはようございます。 

きょうは梅雨の雨の中、ご参集いただきましてご苦労さまでございます。 

開会前にご連絡をいたします。 

会議は公開しており、傍聴可能とします。 

また、会議の映像を庁舎内のテレビに放送します。 

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

ます。 
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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ください。 

ただいまの出席委員は５名でございます。欠席委員はありません。 

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しております。 

ここで議長よりごあいさつをいただきたいと思います。 

お願いします。 

議長 改めましておはようございます。 

本日は寺門委員長のもと、産業建設常任委員会を開いていただきまして、まことにあり

がとうございます。 

本委員会に付託された会議事件は３件でございます。 

執行部の皆様におかれましても、また、委員各位におかれましても、慎重なるご審議を

お願い申し上げましてあいさつといたします。 

ご苦労さまです。 

委員長 ありがとうございます。 

続きまして、副市長よりごあいさつをお願いいたします。 

副市長 おはようございます。 

本日は産業建設常任委員会、ご出席をいただきましてまことにありがとうございます。 

本日の案件、ただいま議長からお話がありましたように、議案が２件、その他報告１件

の計３件でございます。 

よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、あいさつとさせていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

委員長 ありがとうございます。 

それでは、これより議事に入ります。 

本委員会の会議事件は別紙、会議次第のとおりでございます。 

初めに、議案第46号 平成29年度那珂市一般会計補正予算（第１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。 

ほか関係職員が出席しております。 

どうぞよろしくお願いします。 

それでは、議案第46号 平成29年度那珂市一般会計補正予算（第１号）についてご説

明いたします。 

８ページをお願いいたします。 

５款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費、52万4,000円。 
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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。 

遠藤委員 これだけといってもあれなので。 

ちょっと内容を教えてください。 

農政課長 ご説明いたします。 

こちらの内容でございますが、茨城県の産地改革チャレンジ事業という制度を使いまし

て、経営体育成型、個人を対象としたブランド化や６次産業化による付加価値向上等をサ

ポートする制度のほうを活用いたします。 

市を介しての補助という形で、補助率は３分の１でございます。 

標準的には160万円程度のものの事業を対象に交付されるものを利用して、今回１名の

方に補助を実施するものでございます。 

内容、補助対象の経費でございますが、今回、ドライ加工用の機器の購入、調理場の整

備、真空包装機等を購入して事業のほうを始めるというものに対しての３分の１の補助、

52万4,000円でございます。 

以上です。 

遠藤委員 じゃ、そのドライ加工用というのは、具体的に言うと何の品目というか、もう少し

具体的に言うとどういうものですか。 

農政課長 今回、トマトのドライ加工ということを内容としております。 

以上です。 

委員長 ほかにございませんか。 

花島委員 具体的にもう事業者というか、選定は終わっているように思うんですが、そうです

か。 

農政課長 市内の認定農業者で、トマトの生産者でございます。 

以上です。 

委員長 何かわかりやすいものをお持ちになっていますか。 

もし持参しているんであれば見せてください。 

暫時休憩します。 

  休憩（午前10時05分） 

  再開（午前10時05分） 

委員長 再開いたします。 

ただいま参考品が参りましたので、ちょっと回覧いたします。 

今、現品を見ていただきまして、追加で何かお聞きしたいことはありますか。 

よろしいですか。 
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  （なし） 

委員長 ほかになければ質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ございませんか。 

  （なし） 

委員長 ないようですので討論を終結いたします。 

では、これより議案第46号を採決いたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしと認めまして、議案第46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07分） 

  再開（午前10時08分） 

委員長 では再開いたします。 

土木課が出席しております。 

議案第53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 土木課課長の海老沢です。 

ほか２名が出席しております。 

よろしくお願いします。 

それでは、着席にて説明させていただきます。 

議案書105ページをお開きください。 

議案第53号 市道路線の変更について。 

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

変更したいので議会の議決を求める。 

記。 

整理番号１、路線番号８‐００８３号線。 

変更前起点、那珂市菅谷字一ノ関4532番４地先。終点、那珂市菅谷字北新地4614番地

先。 

変更後起点、那珂市菅谷字一ノ関4532番４地先。こちらは変わりません。終点、那珂

市菅谷字権現宮4601番２地先。 

平成29年６月13日提出、那珂市長。 

では、次のページをお開きください。 

路線の変更の参考資料になりますけれども、延長のほうが変わりまして、350メートル
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から242メートル、108メートルの減ということになります。 

また、次のページをお開きください。 

位置図になります。 

場所になりますけれども、こちら終点の部分のところにあるこの線がＪＲ水郡線になっ

ています。 

ＪＲ水郡線で、この図面の上のほうがちょうど上菅谷の駅になります。 

上菅谷の駅から南側にある芳州園さん、その前の普通車が通れない、農耕車用の踏切の

あるちょっと前のところ、こちらのほうを、開発行為に伴いまして道路の路線の変更とい

う形になります。 

こちらのほうの開発行為が終わりましたら、今度新たにできた道路のほうを認定するよ

うな形になるので、今回とりあえず路線を短くする形での路線変更ということになります。 

以上です。 

委員長 説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

  （なし） 

委員長 な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53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53号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

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。 

都市計画課が出席しております。 

上菅谷駅前地区土地区画整理事業の換地処分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。 

都市計画課長 都市計画課長の根本でございます。 

ほか２名の職員が出席しております。 

よろしくお願いします。 

常任委員会資料２ページをお開き願います。 
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上菅谷駅前地区土地区画整理事業の換地処分についてご説明いたします。 

この上菅谷駅前地区土地区画整理事業につきましては、本体工事が平成28年度に完了し

たことから、今後の換地処分、本換地に向けた事業予定についてご報告いたします。 

最初に事業概要でございます。 

事業名、水戸・勝田都市計画事業 上菅谷駅前地区土地区画整理事業でございます。 

施行者、那珂市（公共団体施行）でございます。 

事業面積、5.9ヘクタール。 

事業期間が、平成14年度から平成30年度としております。 

この事業の総事業費でございますが、28億3,000万円でございます。 

現在の権利者数でございますが、土地所有者73人組、借地権者２人組という形になって

ございます。 

続きまして、換地処分のスケジュールでございます。 

次のページ、３ページをお開きください。 

換地処分のスケジュールでございますが、表の４段目の項目にあります換地処分本換地

の公告を、本年12月１日に予定しておりまして、その換地処分に合わせたスケジュールを

組んでございます。 

最初に、表の１段目の換地計画の作成でございますが、平成28年度までに区画整理事業

に関する本体工事が全て完了したことから、出来形確認測量を行いまして、その結果に基

づき換地処分後の土地図、各筆ごとの換地明細書や清算金明細をまとめました換地計画を

作成し、現在県と協議を進めている状況でございます。 

その換地計画作成に伴いまして、字の区域の変更及び字名の変更をする必要があること

から、本定例会におきまして議案として提出し、昨日、所管する総務生活常任委員会にお

きましてご審議いただいたところでございます。 

内容につきましては最後にご説明いたします。 

続きまして、作成した換地計画案に基づきまして、６月末から７月にかけまして個別に

提示して説明する、供覧というものを行います。 

この供覧後に土地評価委員会及び土地区画整理審議会に諮り、２週間の縦覧期間を経て

県知事に認可申請を行う運びとなってございます。 

９月の中旬から下旬になりますが、その認可について県知事から認可されますと、権利

者の方々に換地処分の内容を通知します。これが換地処分通知書になります。 

権利者に通知が完了した後、県知事が12月１日付けで換地処分の公告を行う予定となっ

てございます。 

この換地処分の公告があった日の翌日から、従前の土地にあった権利、義務は、換地先

に移ることになります。 

続きまして、区画整理に伴う土地、建物の登記でございますが、換地処分の公告後に、
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内容に沿った土地、建物の登記の書きかえを行います。予定では１月の中下旬に完了する

予定でございます。 

最後に清算金の徴収・交付でございますが、工事施工等により仮換地面積から換地面積

が増減した場合や、増換地した場合など、施行区域内の換地相互間に生じた不均衡を金銭

により是正するものでございます。 

この清算金決定通知の発送を平成30年２月、清算金徴収・交付の期日を平成30年３月

に、それぞれ予定しているところでございます。 

以上が上菅谷駅前地区土地区画整理事業の換地処分に関するスケジュールという形にな

ってございます。 

続きまして、字の区域の変更及び字名の変更につきましてご説明したいと思います。 

次のページ、４ページをお開きください。 

位置図になりますが、上菅谷駅を中心とした上菅谷駅前地区土地区画整理事業の区域

5.9ヘクタールになります。 

続きまして５ページ、６ページをお開きください。 

５ページ、左側の図でございますが、従前の字界と字名。 

６ページになります、右側のページになりますが、換地処分後の換地予定図でございま

す。 

それぞれの図で太い枠どりをしてございますのが、区画整理事業の区域界でございます。 

５ページの従前の字につきましては、図面の上になります北側から順に、字追出し、字

寺西、字一ノ関、字権現宮と四つの字の一部がございますが、それが６ページのとおり、

換地処分後につきましては、区画整理事業区域内に限りまして、字名を字上菅谷に変更し、

従前使用してきた地番を全て変更し、付番替えというものを行います。 

新しい地番につきましては、水戸地方法務局との協議の結果、7001番から付番するこ

とになってございまして、現在のところ125筆、地番が7125番まで付番する予定となって

ございます。 

説明は以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

花島委員 知らないんで幾つか聞きたいんですが、字寺西というところがあって、これから見

るとかなり減っているかもしれないという感じなんですが、この図にないところにもっと

広い面積、寺西があるんでしょうか。 

都市計画課長 お答えします。 

委員会資料５ページになりますけれども、字寺西と区域内にございますのはちょうど中

央からちょっと下になります部分と、そこから図面でいうと下側の部分、字寺西というの
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がございまして、区域外にもそこから南に向かって、図面でいいますと下に向かって、寺

西という字が伸びてございます。 

以上でございます。 

花島委員 しかるべき面積があるということですか。 

要するにちょこっとだけなのかたくさんあるのか聞きたかったんです。この隠れている

ところに。 

この部分ですよね。 

都市計画課長 すいません、現在字界の図というものはちょっと手持ちで持ってございません

ので、どの程度あるかというのは、今のところちょっとお答えができない状況でございま

す。 

花島委員 新しい地番なんですが、地番てきれいにこう並んでいるのが好ましいと思うんです

けれども、7001からという意味は、住所表記するときに、手紙なんかの宛名なんですが、

那珂市菅谷上菅谷七千何番地になるということですか。それとも那珂市菅谷七千何番、ど

ちらなのか。 

都市計画課長 今回、字名につきましては上菅谷とつきますが、これは土地の登記簿上の表記

で字上菅谷と出てくるだけという形になりまして、住民票やその他について字の上菅谷と

いうことは出てくることはございません。 

したがいまして、町名は菅谷というのを使いますので、菅谷の後に七千何番地という形

の住所表記という形になるかと思います。 

委員長 ほかよろしいですか。 

     （なし） 

委員長 なければ質疑を終結いたします。 

以上で、本委員会に付託されました執行部提出案件の審議は全て終了いたしました。 

暫時休憩いたします。 

執行部はここで退席となります。 

お疲れさまでした。 

  休憩（午前10時20分） 

  再開（午前10時21分） 

委員長 では再開いたします。 

議題にはありませんが、議会報告会に関連しまして１点ご連絡があります。 

前回の議会報告会も行いましたとおり、議会報告会で参加者からいただきましたご意見

等のうち、改めて詳しい回答、対応が必要なものについては、定例会閉会中に再度検討を

行うことになろうかと思います。 

議会報告会での意見の内容につきましては、追って提示されますけれども、正副委員長

で検討内容の整理を行い、詳しい検討が必要な場合には、改めて委員会開催の通知をいた
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しますので、また出席のほどよろしくお願いしたいと思います。 

連絡は以上でございます。 

では、本日の議題は全部終了いたしました。 

以上で産業建設常任委員会を閉会いたします。 

お疲れさまでございました。 

     閉会（午前 10 時 22 分） 

 

   平成 29 年８月２日 

    那珂市議会 産業建設常任委員会委員長  寺門  厚    

 

 


