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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７月27日（木）午前10時 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席委員 委員長 寺門  厚  副委員長 木野 広宣 

     委 員 花島  進  委  員 遠藤  実 

     委 員 福田耕四郎 

欠席委員 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 

     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） 

     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 

     上下水道部長 石井  亨   下水道課長 中庭 康史 

     下水道課長補佐 澤畠 克彦   

会議事件と概要 

     （１）議会報告会での意見等への対応について 

       概要：下水道課、土木課、農政課に確認した。 

     （２）産業建設常任委員会調査事項について 

       概要：下水道について調査を進めることとした。 

議事の経過（出席者の発言内容は以下のとおり） 

     開会（午前９時58分） 

委員長 おはようございます。 

恐れ入ります。ちょっと、エアコンでのどをやられまして、聞き苦しい声で大変申しわ

けありませんが、あらかじめご了承いただきたいと思います。 

開会前にご連絡いたします。 

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。 

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

会議事件説明のため、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します。 

議長 改めまして、おはようございます。 

   ただいま、寺門産業建設常任委員長のほうからお話がありました。 

会議事件は大きく分けて二つほどございます。 

議会で行った議会報告会、そういう中でいろんな意見がやっぱりどうしても出てくるの

が下水道、あるいは道路の整備状況を聞きたいというようなことでございます。 

それから、産業建設常任委員会の調査事項、これもまた道路、下水道でございます。 

慎重なるご審議をお願いして、市民の負託に応えられるようになるべく、ひとつよろし

くお計らいをお願いしたいと思います。 

慎重なるご審議をお願いし、ご挨拶といたします。 

ご苦労さまです。 

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、議会報告会での意見等への対応についてを議題といたします。 

５月の議会報告会にて参加者からいただきました意見等につきまして、所管課ごとに確

認をしてまいりたいと思います。 

なお、確認した内容は、ご意見への回答として議会だよりに掲載する予定です。紙面の

都合全てとはいきませんので、本日の内容に応じて調整を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、下水道についてを確認してまいります。 

意見の内容は、「公共下水道の整備状況は49％程度で、年間１％程度しか進んでいない。

全て完了するまではあと50年待たなくてはならないのか。」というものでございます。 

整備計画はどうなっているのか、下水道審議会は今後の整備についてどう考えているの

か、主要な整備エリアから外れた地域への対応はどのようにしていくのか、という点を確

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。 

では、下水道課は説明をお願いします。 

下水道課長 下水道課長の中庭です。 

よろしくお願いします。 

まず、現在の整備計画でございます。 

公共下水道の全体計画面積は3,257ヘクタール、区域内人口が４万1,800人という計画に

なってございます。 
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平成22年度に公共下水道審議会から答申を受けまして、平成23年度に第１次優先整備地

区のⅠ期地区152ヘクタール、さらには平成25年度には、Ⅱ期地区の327ヘクタールを事業

認可区域として拡大して、現在事業認可面積はトータルで1,710ヘクタール、認可区域内人

口としまして３万人という計画で、今現在進んでいるところでございます。 

平成28年度末の供用開始面積でございますけれども、1,315ヘクタール、供用開始区域内

人口は２万8,155人となっておりまして、事業認可に対する面積での進捗率は76.9％となっ

ております。 

平成27年度にⅡ期地区として認可拡大した戸多地区、それから平成27年度には戸多地区、

平成28年度には中里地区、それから後台中央地区を着手して、現在順次進めているところ

でございます。 

先ほどお話ししました現認可区域の1,710ヘクタールに対しまして、1,315ヘクタールが

供用開始というところで、残りが395ヘクタールございます。 

この395ヘクタールを現在までの事業費ベースで整備していくということになりますと、

現在の認可期間中では終わりません。 

予定でいきますと、平成36年から37年ごろに概成されると思われます。 

また、第１次優先整備地区の中で第Ⅲ期分が100ヘクタールほどございます。 

その面積については、優先地区に指定されただけでまだ認可はとっていないというよう

な状況になってございます。 

概要的にはそういう状況でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

これにつきまして、委員各位から意見はございませんか。 

花島委員 説明は説明かもしれませんが、紙も何もなくて、今のやつメモし切れません。 

それから、どういうふうに考えてどうなるのかとか、さっぱりわからないので、今話し

た内容そのものだけでもいいですから紙が欲しいんですけれども。 

私筆記が遅くて、書き切れないんですよ。 

用意があるならすぐにでもコピーしていただけませんか。 

委員長 資料の準備はありますか、執行部。 

いわゆる整備進捗状況ですね。 

暫時休憩します。 

     休憩（午前10時06分） 

     再開（午前10時10分） 

委員長 では、再開いたします。 

資料の提出がありましたので、委員の皆さんは確認をお願いしたいと思います。 

それでは整備計画の現状、どのようになっているのかということにつきまして、委員の

皆様からのご意見、ございませんでしょうか。 
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そうしたら、あれだね。もう２点説明事項がございますんで、全て説明をしていただい

てから意見ということで進めたいと思います。 

よろしいですね。 

それでは、下水道審議会で今後の整備についてどのような考えを持っているのか、それ

と整備できる主要なエリアから外れた地域への対応はどのようにしていくのかと、この２

点についてもあわせて先に説明をお願いいたします。 

下水道課長 それでは、２番の下水道審議会での内容でございます。 

下水道審議会におきましては、昨年度につきまして、現在の公共下水道が置かれている

状況について整理をしてまいりました。 

その中で、今後の整備の進め方等についても提案をさせていただきました。 

今年度につきましては、未計画区域について、整備に要する費用や、完成までの時間を

考慮した、最適な整備手法の方向性について検討をしていただく予定でございます。 

ちなみに、昨年度の平成29年２月に行いました審議会の中で、未計画区域の今後の汚水

処理の方法ということで大きく分けまして……失礼しました。 

この資料は、その内容の資料はちょっとないんですけれども、申しわけありませんけれ

ども口頭で説明させていただきます。 

今後、公共下水道の区域を全て合併浄化槽で切りかえたといった場合、それから、一部

は公共下水道で整備し、残りを合併浄化槽で整備すると、また、今の公共下水道で全て現

在の計画どおりに整備するというような、大きく分けて三つの整備手法で、どうなるんだ

ろうというような議論、提案をさせていただいたという経過もございます。 

次に、整備できる主要なエリアから離れた僻地への対応はどのようにするのかというこ

とでございますが、審議会の中では、先ほどお話ししたように整備手法を再検討する際に、

合併浄化槽で今後進めていくといった場合の課題点、例えば放流先の確保などについて、

検討を今後していくというところでございます。 

ちなみに現在は、合併浄化槽の個人設置型ということで、下水道の認可区域以外の地区

につきましては、国、県、市、３分の１ずつで補助金を出しているというような制度で、

認可区域以外の方には、合併浄化槽で整備をする際には手当てをしているというところで

ございます。 

今後、もう一つの市町村設置型という整備の手法もあろうかとは思いますが、この辺に

つきましても問題、課題点を整理しながら、現実的にいつごろ、スケジュール的にもそれ

ができるのか、事務手続、法手続等、クリアしなければならないものもあるというところ

ですので、その辺も今後、審議会の中で揉んで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、今説明が終わりました。 

１点、３番目、「整備できる主要なエリアから外れた僻地への対応」、これ、僻地とい
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うのは適切な表現ではないと思うんですけれども、違う言葉で表現していただきたいんで

すけれども。 

僻地って那珂市に存在しないと思いますけれども。 

整備エリアの縁辺部ですね。はい。 

では確認の方から質問といいますか、意見、お願いしたいと思います。 

花島委員 いいですか。 

揚げ足取りみたいで悪いんですけれども縁辺部っていう言い方もおかしいですよね。だ

って、何か中心があってその周辺という意味じゃないですか。単に計画外の地域でいいん

だと私は思うんですよね。 

それはそれで置いておいて、今これをいただいたんですけれども、もっと具体的な内容

を知りたいです、正直言いまして。 

それから、先の６月議会で、私は一般質問をする予定だったんですけれども、産業建設

常任委員会でやってくれという話で取り下げました。その経緯を踏まえてこれですか。ち

ょっとそれは雑駁過ぎますよ。 

私は前から下水道については関心持っていて、それは幾つかの観点があります。 

一つは、単純に言えば水洗便所にするとか、それから雑排水も含めてきれいに処理した

いという市民の要求と、それから、実際に市がどれだけお金かかるか、あるいは実際に市

民がそういうシステム、合併浄化槽にしろ下水道にしろ、それをつくったり使ったりする

のにどれだけお金がかかるか、その３者を考えて、どういうやり方がいいかというふうに

考えているんですよ。 

その中で、今までのやり方、かなり広い範囲を公共下水道で覆うという考え方が、どう

もお金の面で全然間違っているんじゃないかと。それは市の負担もそうだし、利用者の負

担もそうなると思っているんです。 

例えば、菅谷みたいにかなり住宅が密集しているところに個々に合併浄化槽をつけると

いうのは、ちょっと無理があると、正直思いますよ。 

だけれども、そういう場所に応じたやり方、私の住んでいるところなんかはもう20年も

合併浄化槽できれいに処理しているんですけれども、そういうふうに場所によって適切な

やり方を選んでほしい。 

それは、同時に早く使えるようになるということと関連しているんですよね。お金がか

かるからなかなか建設できない、そうしたら何年も待たされるということになるわけでし

ょう。 

例えば公共下水道で市民の要望があった「何年後になるんですか」という話はそういう

ことだと思います。 

だから、下水道審議会で先ほど３点の例を挙げましたけれども、もっと具体的にどうい

う議論をされているのかを聞きたいんです。 
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金額の話もそうです。全面的に展開したらこのくらいかかるんだとね。 

それは今すぐ答えなくてもいいですけれども、ちゃんとした資料をくださいよ。 

それから、認可区域以外だったら合併浄化槽で設置できるというか、補助が出ますよね。

だけど、認可区域で、認可区域だけどずっと待たされている人は、自分で負担しなきゃな

らないですよね、補助が出ないんだから。 

だから、そういうことも考えて将来計画をどう考えているのかというのを聞きたいんで

す。 

私は下水道計画で、もう何というか、かなり具体化された建設計画まで壊せとまでは、

今は言いたくないですけれども、余りちゃんと検討しないでずるずるやられていたのでは、

ちょっと正直困りますね。 

そうのんびりしたことばかり言っていられなくなります。 

以上です。 

上下水道部長 ただいまございました工法等による金額等のお話でございますけれども、昨年

度、審議会において公共下水道、農業集落排水及び合併浄化槽、それぞれどのくらいのコ

ストがかかって、起債がどの程度でという、具体面の話はさせていただいております。 

ですから、ある程度その中で審議会の委員さんにおかれましても、ある程度の概要的な

もの、その中で要するに課題とか、利点、欠点というか、そんなものを少し挙げられたの

かなと思います。 

ですから、それを今年度もっと、先ほど言ったとおり、個別型プラス市町村型もあり得

るというものも考慮して、検討していっていただければという考えでおります。 

ただ、先ほど課長のほうからも申し上げたとおり、あくまで、合併浄化槽をやった場合

に、流末排水を考えないで、安易に合併浄化槽というわけにもいかないので、その点も重々

検討していかなくちゃならないということもございます。 

また、従前、議員の方からも申し上げられました合併浄化槽をやっているエリアでも浸

透しない部分があるということを、私どもも委員会でお聞きしました。当然そういう地層

的な問題もあります。 

そんなものも全体的に加味した上で、今後どうしていくのかということで進めさせてい

ただきたいと思います。 

委員長 部長、今、審議会での検討の話がありましたけれども、どういう課題が挙げられて、

どういうふうに対処するという結果は、もう出ているはずですよね。 

その辺は当委員会での説明はないんですけれども、きょうはその辺もあわせてお願いと

いうこともしてあったはずなんですが。 

多分もう会議を開かれてその後のことですから、審議会で活発な意見がやりとりされた

んだろうというふうに思っておりますので、現状に対してどういう課題があって、じゃこ

ういうふうに進めたほうがいいとか、悪いとか、その辺の話、要点をお聞かせいただきた



 - 7 - 

いんですが。 

今の説明はちょっと、その辺がわからないので。 

上下水道部長 先ほど、審議会のほうでの課題ということで、これも資料を提示させていただ

いたほうがよろしいですかね。 

委員長 はい。 

暫時休憩いたします。 

     休憩（午前10時22分） 

     再開（午前10時25分） 

委員長 では、再開いたします。 

上下水道部長 まことに申しわけございません。 

ちょっと、少し字が消えているとか、いろいろございますけれども、３事業について比

較検討というか、現状と課題ということで、公共、農集、合併浄化槽ということで整理さ

せていただいております。 

昨年度10月現在ということなので、若干の距離、整備済みの距離数とか基数等は動いて

おりますので、その分はご理解していただければと思います。 

公共下水道、現在までには226キロ整備済みだよということで、供用開始までには、始ま

る時間は要しているということです。 

接続は県の下水道に接続して処理していると。 

汚水の処理経費も料金収入でほぼ賄うことができているということを説明させていただ

いております。 

それに伴って、供用開始前には受益者負担金をそれぞれ納付していただいて、それを工

事費等に充てているという説明もさせていただいております。 

公共下水道の接続でございますけれども、これは農集と違いまして、下水道法によって

接続義務ありということで、３年以内の接続をお願いしているところであるということで

ございます。 

課題としましては短期に整備し、見込みどおり接続がない場合には急激な赤字に陥ると

いうおそれがあるよということも、審議会の中でご説明しているところでございます。 

続きまして農業集落排水、132キロが整備済み、今６カ所、７カ所目に入っていますけれ

ども、132キロが整備しているうち６カ所は供用開始ということで、酒出地区以外は供用開

始しております。 

下が、その６カ所の処理場での処理ということで説明させていただいております。 

汚水処理経費は料金収入では全く賄えず、県補助金が建設後５年間のみということで、

それぞれ事業を進めているということを説明しております。 

これも供用開始前には受益者負担金を納付していただくということでございます。 

先ほど下水道のほうにありました接続義務でございますけれども、農業集落排水、着手
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前には地権者の同意をいただいて、それで施工していくということで希望制、接続義務は

ないよということで、農業集落の概要を理解していただいているところでございます。 

合併浄化槽につきましては、現在のところ3,264、当時昨年10月ですから、若干の基数は

変わっているのかなと思いますけれども、宅内処理後浸透または放流ということで、なか

なか宅地内で浸透するのが難しい場所もあるということで、また、放流先が難しいという

のが出ております。 

設置時期は個人の判断で、先ほど言ったとおり事業認可外の区域に対しては、設置補助

金をそれぞれ国、県、市ということで３分の１ずつ補助していますよということでござい

ます。 

合併浄化槽、おおよそなんですけれども、年間維持費は約８万円ということで、若干こ

こまではいかないのかなと思うんですけれども、県に出されているものですかね、それで

説明させていただいております。 

あとは合併浄化槽を設置した段階では、検査が、設置時とか毎年は、それはやらなくち

ゃならないと。 

また、市町村設置型としましては、県内では７市ですか。常陸太田、桜川、行方、等々

の７市で実施されておるということです。 

こういう市町村設置型に関しましても、先ほど言ったとおり流末処理をいかにするかと、

起伏が激しいところは河川等が身近にあればそこに放流することも可能でしょうが、なか

なか平たん地になると難しいということも、そのときに出ております。 

以上が現状と課題ということで、昨年度説明なりさせていただいたところでございます。 

以上でございます。 

委員長 はい、説明が終わりました。 

花島委員 幾つか聞きたいことがあるんですけれども、まず、前から私言っているのは、その

土地の性質とか、そういうのがあるからと言っていますよね。 

だから、それを受けてくれているということでいえばそうなんでしょうけれども、もっ

と緻密にやってほしいんですよ。 

ただ単に、こういう場所と違いがあるかじゃなくて、具体的にどこはどうだということ

で、ちゃんとした調査なり何なりして、それでプランニングしてほしいんです。 

私は基本的に合併浄化槽のほうがいいと思っていますけれども、さっきおっしゃったよ

うな問題があるということは重々認識していまして、そのためにはどの場所がどういう地

質なのかとか、排水路があるのかとかいうのが非常に大事だというのは前から言っている

んでね。 

僕は調査できませんからね、自分で。役所でやってほしいんですよ。 

それが一つ。 

それから、合併浄化槽で年間８万円の維持費って、これはどういう計算なんですか。私
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合併浄化槽なんですけれども、こんなにかかっているとは思えないんですよ。 

検査とメンテナンスに、３カ月に１回やって年間契約で２万何ぼ等です。それで、あと

電気代がかかって、４年に１回くらい私は汚泥を抜いているんですけれども。 

上下水道部長 すみません、今８万に関しては調べますので。 

その前に地質云々というお話がございました。 

私も従前、議員の方からある地区、要するに浸透しないだろうということで、できる範

囲で私どもも茨城県にある県地盤情報システムというものがございます。 

これはボーリングデータを管理しているところです。全てがあるわけでございません。 

これで、失礼ですが、中台地区をちょっと調べさせていただきました。 

地層的に、やはり場所によってはローム層があり、その下に火山灰質の粘土層、その下

に砂礫層ということですので、当然、合併浄化槽をやれば３メートル近くから浸透を考え

なくちゃならないというふうになると、当然、そこに粘土層がある限り透水性は非常に難

しいということでございます。 

全てが、要するにそういう地層ではなく、逆に東側へ行くとローム層の下に砂礫層とい

うことで、ある程度排水性はいいところもあるだろうということでございます。 

ですから、先ほど言いましたとおり、私どもは公共ばかりじゃなく、合併浄化槽とか、

そういうものも、案として進める場合には、場所場所できる限り、できるだけのデータを

取り寄せて、本当にそこで浸透可能かとか、流末がないのに大丈夫かというものまで検討

しなくてはならないということで進めています。 

それで、今後もできる限り、茨城県の情報システム等があればそれを参考に、なかなか、

実際私どもが現地ボーリング調査を発注するとなるとかなりのコストがかかりますので、

こういう、できるだけの情報を仕入れて、今後どう進めるべきか、それは検討していきた

いということでご理解願えればと思います。 

すみません、あともう１点。 

合併浄化槽の検査、これはあくまで、ここはちょっとあれなんですが、茨城県生活環境

部環境対策課試算によって、一般家庭の年間維持管理費用、５人槽、例として約８万円。 

清掃保守点検、法定検査、部品交換費用等を含んで、おおよそのお金で８万円というこ

とでありましたので、申しわけございません、ここに対しては、委員さんの言うようにそ

んなにかからないところもあるかもしれませんけれども、私どもはこの環境対策課さんの

試算を運用させていただいたところでございます。 

以上でございます。 

花島委員 うのみにしないで、最初はそれでいいですけれども、私がそれはおかしいと言って

いるので、調べ直してください。 

私の場合を言うと８人槽です。とてもでかいんです、特殊なやつで。 

なおかつ、それで年間の業者に頼んで見てもらう費用が２万2,000円ぐらい。それから県
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の検査がありますよね。それが１万円しない、7,000円だか8,000円だか忘れましたが。そ

れと、何年かに１回汚泥を抜くというのは、これはちょっとお金がかかる。あとは電気代

ですよね。どう考えたって８万円はかからないです。 

時々修理しなきゃならないということはあるかもしれませんけれどもね。あと、空気を

送るブロアが何年かに１回壊れたりすることもありますからね。 

それでも８万というのはちょっと大き過ぎですし、しかも５人槽でしょう、これ。 

うちは８人槽です。 

上下水道部長 ちょっと私どもも環境対策課さんの試算したものをそのままにしたんですけれ

ども、その中に部品交換とかそういう話も入っています。 

再度調べてみたいと思いますので、時間をいただければと思うんですが。 

福田委員 私のほうからは、今、合併浄化槽、これが出ていますけれども、合併浄化槽という

のは、耐用年数というのは、どれぐらいのあれなんだろう。 

それと、もう一つは合併浄化槽が使えない、いわゆる浸透式、こういうところもあるわ

けでしょう。 

その浸透式だって最初は、それは効力はあると思うけれども、だんだん目詰まり、こう

いうことでもう効力は全然発揮できない、そういう箇所もあるんですよ。 

この２点について、ちょっと伺いたい。 

上下水道部長 耐用年数なんですが、およそ15年程度と考えていただければと思うんですけれ

ども。 

あとは、浸透関係でございますけれども、先ほど言ったとおり、今後合併浄化槽にする

にしても、地層的な問題もございます。 

先ほど言った場所でちょっと説明が漏れたところがあるんですけれども、上がローム層

で下が砂礫層なんですけれども、地下水の位置が４メートル70センチくらいあった場所が

あるんですけれども、多分これ、多量に雨が降るとか、季節によって地下水の位置が逆に

上がるとかありますので、そうなったときに浄化槽浸透を妨げるという場所も出てくるか

なと思うんですが。 

今後、先ほど言ったとおり、情報システム等を活用して、果たしてそこがその方法でも

いいのか、それともどうしても浸透、または流末が難しいなら公共とか、いろいろそうい

う面も考えなくちゃならないなということでご理解いただければと思います。 

以上です。 

福田委員 合併浄化槽、これが15年ということ。 

そうすると15年、例えば15年でも20年もつ場合もあるでしょう。 

そういう場合には、申請すればまた補助は出るんですか。 

下水道課長 更新の際にも、また補助は出ます。 

福田委員 この合併浄化槽もやっぱりそういう、15年というようなこの耐用年数というのがあ
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るわけでしょう。 

今聞いたその浸透式、これはもっと短いと思う。 

だけれども、そういうところを今回もう区域指定にもしているんですよ。合併浄化槽が

使えない浸透式のところも区域指定にしているんですよ。 

これ、いろいろ問題が出てきますよ。 

それともう一つは、これは毎年１％ぐらいの普及率というようなことがうたわれて、既

にもう数十年前に供用開始されているところ、それから全く見通しが立たないところ、い

ろんなあれではあと50年かかるとかということが資料にうたわれているけれども、その格

差というのは、市としてはどういうふうに考えているんですか。 

単なる金がない、予算がない、こういう問題じゃないと思うんですよ、これ。 

どういうふうに考えていますか。 

上下水道部長 区域指定との合併浄化槽に関しましては、再度こういう件もございます。 

そういうものもありますのでいろんな情報と資料等取りそろえて、本当にそこはそれで

いいのかというのを検討して手法を考えていきたいというのと、先ほどありましたその50

年というのは、ちょっと私どもの試算でもそこまではいっていない状態で、申しわけござ

いません。 

ただ、当然、委員言われたとおり、供用開始してからもう30年程度、20、30年と経って

きます。すると、管の、要するに寿命というか、耐用年数もおおよそ50年ということでう

たわれております。 

ですから、いましばらく、施工時の管自体は何らかの、そこに手を加えない限りは、あ

る程度もつだろうということで考えておるところでございますけれども、当然、未整備地

区の皆さんにはかなり遅れが生じて、迷惑をおかけしているということで、我々も感じて

おるところでございます。 

できるだけ早く整備可能な、できるだけその場所場所に合ったものとかを考えながら、

できるだけ早く整備計画を整えていきたいということで考えておるところでございます。 

以上です。 

福田委員 余り答弁になっていないですね。 

その、先が見えない、それは気持ちはわかりますよ、部長が言っていることは。 

ただ、この格差というのは、これは問題がありますよ。余りにも期間が長過ぎる。 

そう思わないですか。 

それと、今50年ということを我々言ったのは、市民が、市民の方が50年ぐらいかかるだ

ろうということを言っているわけですよ。何かの資料を見て、質問者なんかも50年という

ことを言っていたんだね、これね。 

だから、そういうふうに、50年はかからないということでしょうが、先が見えないとい

うのは事実。 
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違いますか、課長。 

下水道課長 先ほど、審議会の中で整備の手法、今後全ての地区を現計画どおり公共下水道で

やった場合にどのぐらいかかるんだろうと、いろんな条件はありますけれども、市民の方

がご心配しています50年よりは、当然、短い年数で概成ということで、あくまでも試算上

でございますけれども、30年で概成できるんではないかということで試算しているものは

ございます。 

ただ、それを選択するかどうかというものは、今後の審議会の中でも、当然、検討して

いくと。 

それに、その一つとして、来週、今年度の審議会を開催する予定でございます。 

その中で、まだ未計画区域の約5,000世帯の方に、この汚水処理の方法について、現在の

世帯の処理方法、それから今後どういった処理方法を考えられるかと、ご希望はあるかと、

下水道整備が来るまで待つと、それとも、いや、そこまで待てないので浄化槽で、合併浄

化槽の区域に指定して、それで、その水洗化を早くしてほしいとか、いろんな質問をご用

意させていただいて、まだ計画が立っていないエリアの方から、回答をいただいて、それ

をまた、ことしの２回目の審議会の中でご報告させていただいて、今後の整備の手法とい

うものにそれを使っていくということで、今年度についてはアンケート調査をしていくと

いうことを考えております。 

福田委員 言っていることは、それはわかりますよ。 

だけれども、現実的に今、この過去を見ても、本当に進まないですよ、これ。 

職員の皆さんころっと変わるからそれでいいと思うけれども、住民はそうじゃないです

よ。 

そうじゃないですか。 

それで、片や公共下水道の本管の工事に関しては協力をしてください、そういうことで、

そういう負担もかけていながら、しかも目の前を通っていても、協力をしながら目の前を

本管が通っていても、この下水道がいつになるかわからない、こういう地域がたくさんあ

るんです。 

合併浄化槽が使えるところはまだいいとするしかない。 

全く、合併浄化槽が使えない、浸透式のところ、こういうところの思いを、もうちょっ

とやっぱり執行部として責任のある、そういう対応をすべきではないかなと、私はそう思

いますよ。 

この格差というのは大きいですよ、これ。 

そう思わないですか。 

そういうところを区域指定にしているのが、今回の大きな、私は問題だろうと、こう思

いますよ。 

果たして区域指定にして来る人いるかな、そういうことがわかっている人は。 
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恐らく、区域指定でも、業者は余りそういうところには建物というのは勧めないでしょ

うね。 

結果が出ると思いますけれども。 

だからもうちょっと、慎重にはやっているんだろうとは思いますが、さらにそういうこ

とに対しての対応、それからやっぱり見通し、そういうことを地域の皆さんに周知するこ

とということは大事なことだろうと思いますよ。できないのであれば。 

切に、そういうことを下水道課のほうにお願いしたいですね。 

以上です。 

下水道課長 今委員のほうからお話がありました区域指定のエリアに対する下水の処理という

ことでございます。 

昨年度区域指定したエリアの中で今公共下水道の認可をとっているエリア、それから集

落排水で整備済み、今整備している酒出というエリア。 

区域指定をしながら、まだ下水道の認可、集落排水ができていないというエリアは、半

分ぐらいは、区域指定した地区では、まだ認可もとっていないというような状況になって

おります。 

ここをいかに早く下水を持っていくか、または公共下水ではない方法でやっていくかと

いうものを、これは早くお示ししませんと、住民の方も心配だというのは当然のことだと

思います。 

また、公共下水道の、先ほどお話ししました認可をとりますと、今個別型の浄化槽に対

しての補助金が出ないというところもあります。 

公共下水道の認可を、先ほど冒頭にお話ししました現認可の区域でも、平成三十六、七

年でないと概成にならないと。残り400ヘクタールぐらい残っているわけですね。 

また、優先順位のⅢ期分も100ヘクタール残っているというようなことですと、公共下水

道でやろうと一応意思表示したエリアが、まだ500ヘクタール残っているわけですね。 

それからの、まだ未計画というところは、先ほどお話しさせていただきました30年近く

かかるんではないかという想定をしているところでございますので、そこを30年かけて、

費用をかけてやるのか。 

かけたとしても、そのあと使用料等で採算がとれる区域なのか、そうでないのかという

ものを、今試算をしているところでございますので、ちょっと、なかなか難しい点は、ど

の整備でいくにしても、いろいろ、課題は当然あるわけでございますけれども、その中で

一番ベターな方法はどれなんだというものを、今までも検討してきたわけでございますけ

れども、さらに詳細に詰めていくという必要があると思います。 

それで那珂市全体の汚水処理が早く概成できるようにということで考えているところで

ございます。 

以上でございます。 
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福田委員 これはおくれている理由というのは何なんですか。 

例えば国庫補助、県補助、こういう補助率が悪いということですか。それとも那珂市独

自の予算がないということですか。 

それはどういうあれなんですか、おくれている理由は。 

下水道課長 補助金のほうは、国の補助は２分の１の補助をいただいております。 

それの裏負担につきましては、起債等で充てていますので、実際の市の負担、一般財源

の負担というのは、公共下水道の整備に対してはそれほど大きな負担はないというところ

ではございます。 

ただ、整備した後、今度は整備した区域の皆さんがすぐに下水道に接続していただいて、

その維持管理に充てる使用料、それの財源を確保しつつ、整備もしていくということです

けれども、起債のほうの償還額、元金を超える、以上の、新たな起債は借りないというよ

うな原則の中で事業をやっているというところもございますので、整備だけを考えれば予

算があればというところはありますけれども、先の見通しを考えた中では、なかなかその

辺は、現状の６億円から７億円の事業費の中で整備をしているという状況です。 

花島委員 まず先に、アンケートをとるという話はいいことだと思いますので、ぜひやってほ

しいと思います。 

ただ、私の身近でも、具体的にどういう方法だったらどうだって知らない人も結構多い

んですよ。 

例えば合併浄化槽でどれだけちゃんと処理できるかということを知らない人が多いとい

うことです。それから浸透処理もそうですよね。 

同じ合併処理浄化槽でも、多分その性能によって、その後、さっき出ました浸透させた

りするときに、水漏れしやすさというか、あると思うんですね。 

私のところは、家を建てる時に特別性能のいいのを入れたので、二十何年間浸透の部分

はノーメンテナンスですね。 

最初のころは時々ふたを開けて中を見てみたけれども、最近は見もしません。 

あと、その水はけについても土地によって、例えば私の宅地なんかは、水はけはただそ

のままだと悪いんですよ。でも少し掘るとよくなるので、そういうところで、そのアンケ

ートをとって今どうですかって聞いても、同じ場所でもちゃんと深く浸透させている人と

そうでない人で違いが出ちゃうので、現状がわからないと思います。 

それで、そういうことで、きめ細かくやってほしいと思います。 

あとは、福田委員が言っている結局はお金がかかるからなんでしょう、すぐできないっ

ていうのはね。 

お金があればいいかというと、私はそうは思わないんですよね。 

ちなみに、公共下水道が来たらつなぐことになっていますけれども、３年以内ですか、

どのぐらい、ちゃんとつないでいるんですか。 
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それ、今データはありますか。 

探している間にちょっとお話ししたいんですけれども、ユーザーの立場からすればつな

ぐのにすごくお金がかかって、下水道料金もお金がかかるとなるとバランスを考えちゃう

人も多いですよね。 

それも考えなきゃいけないと思います。 

委員長 では、執行部。 

いいですか。 

暫時休憩します。 

     休憩（午前10時58分） 

     再開（午前10時59分） 

委員長 はい、再開します。 

下水道課長 公共下水道の水洗化率、接続率でございますけれども、全体では菅谷がもう既に、

以前からもう接続しているというところで、カバーできているところがございますので、

全体的には94.75％でございます。 

ただ、整備して間もない、３年以内というところの接続率、ここについては、４割から

５割程度の、３年以内の接続というところになっているということでございます。 

以上でございます。 

委員長 すみません、今のは農集と公共下水、単純に公共下水だけですか。 

公共だけね。はい。 

花島委員 ３年以内の中でつないでいない人は、４割から５割。 

そういう方々は、３年以内にどのくらい接続する見込みがあるんですか。 

というのは、要するに菅谷みたいに、もうどうしようもないのに近い地区と、それから、

実際につなぐのにお金がかからない地区ですね。大体１軒当たり土地が狭いですから。 

遠くなるとそうじゃないでしょう。広い土地を持っているとお金がかかったり、下水管

までつなぐのに長かったりとか、人がふえてくるので違うと思うんですよ。 

だから、菅谷はかなり率がいいというのはわかりましたけれども、その場所ごとに、ど

ういうところだったらどのぐらい、３年、ちょっと過ぎてもいいですけれども、つなげて

もらえる見込みがあるのかというところを知りたいんですが。 

実態と見込みと。 

下水道課長 今のお話の中で、菅谷の方とそうでない地域の宅内の排水設備というものは、土

地の面積には関係ない、お宅の排水の接続の延長なので、一番、下水道の本管を持ってき

まして、公共ますというものを宅地の中に入れますので、そんなに延長が長くなるという

ものは、その土地の形態によっては、ずっと前面道路から進入道路、自分の中の家までの

かど道というんですか、それが長いところは、当然その分はかかります。 

かかると思うんですが、通常の道路に面しているところは同じだと思うんですけれども、
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家のところまで、自分のかどが入ってくるのが長いというところについては、その延長分

は当然かかると思います。 

今後の見通しというもの、その辺はここに確認しているところではないんですが、下水

道の整備をする、前段の中で、負担金の説明会、工事の説明会の際に、当然、整備後、く

み取りトイレについて、３年以内に接続してくださいというようなお話もさせていただい

ています。 

また、市の広報、お知らせ版にも、定期的にその辺は接続についてのお願いというもの

も、ホームページも含めてやっているというところでございますので、その辺の接続水洗

化率については、今後も広報等で進めていきたいなというふうには考えております。 

花島委員 今の話でちょっと、くみ取りの方にもお願いしてというんですけれども、くみ取り

だけじゃなくて、単独処理の方もいるし、もう既に合併浄化槽を自分で入れている方もい

らっしゃいますよね、きっと。 

いないんですか。 

いるでしょう。 

そういう人にもお願いするんでしょう。 

その辺の見込みも計算してください、概略でもいいから。そうでないと意味がないです

から。 

要するに、ここにある、短期で整備し、見込みどおりの接続がない場合には急激な赤字

に陥る恐れという、これに引っかかっちゃいますので、よろしくお願いします。 

委員長 それでは、暫時休憩をいたします。 

再開を11時15分といたします。 

     休憩（午前11時05分） 

     再開（午前11時16分） 

委員長 では、再開いたします。 

ほかにご意見ございませんか。 

遠藤委員 はい、すみません。 

さんざん、いろいろと議論されておりますので、また、ちょっと時間もございませんの

で、私からは１点だけ。 

先ほどのお話の中で、審議会の中で３パターンぐらい主に、議論していますよという話

がございました。 

今の方針でやっていく場合と、全部合併浄化槽で切りかえた場合と、一部公共でやって

残りを浄化槽で切りかえた場合。 

それぞれ、じゃ例えば、我々もその市民に聞かれるので、その試算として一体何年ぐら

いそれぞれかかって、幾らぐらいかかるのかというのを、その数字が出ているようであれ

ば教えてください。 
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下水道課長 昨年の審議会の中でお話しした検討案でございます。 

全てのエリアを公共下水道、今の計画で進んでいくという計画の場合は、先ほどお話し

したようにおおむね30年で概成という予定でございます。 

それから、一部を公共下水道、残りを合併浄化槽、この一部のエリアの範囲によっても

当然変わるんですけれども、大体15年から20年で概成と。 

それから、合併浄化槽に全部転換していくという、極端な方法ですが、これが現実的に

どうかというのは別問題としまして、約10年で概成するというようなことで、検討しまし

た。 

事業費について、はっきりした事業費までは試算はしておりません。 

遠藤委員 はい、わかりました。 

ありがとうございます。 

どれも今のところざっくりとしたものだということだと思いますね。 

一部という部分の、箇所にもよるとは思いますが、一応そういうふうなパターンが今検

討されているということですね。 

なるべく多くの方が、そういうことがきちっと享受できるような形にしていただきたい

なと思うんですが、ただ、１点最後に申し上げたいのは、先ほどちょっと区域指定の話が

出ました。 

区域指定に関しては、公共インフラが既にもう整っているところをやるというふうな大

前提があったわけでございますけれども、それが、やっぱりこれだけ合併浄化槽の区域が

多い、もう３分の２がそうだというようなことが当時からわかっておりまして、そういう

議論を何遍もしておりました。 

それなのにこれをやるんですかという話を、私も何遍も申し上げてきたわけですが、そ

のとき、当時の、これは都市計画のほうですけれども、それは、この区域を指定したから

といって下水を特別進めるというわけではありませんよという答弁だったんです。 

でもそんなわけにいくかというふうに私は申し上げていたわけで、逆に公共下水と農集

が入っているところから始めればいいじゃないかと、さんざん言っておりましたが、いや、

それでも合併浄化槽のところでも問題ないんだということで、ある意味強引に進められた

というふうに思っておりまして、実際に指定されればそういうことになるだろうと、ただ、

これを入れたからそこを極端に進めることなく、既存の計画でやるという答弁でございま

したので、納得がいかなかったわけでございますね。 

それは各市の中で連携しているのかと、本当に。 

実際に、下水のほうはこれは大変なことになるだろうという話をしておりましたが、や

っぱり先ほどの答弁では、そういう雰囲気の答弁が出てきております、既に。この間、導

入する前にあれだけ議論したにもかかわらず。 

これはちょっといかがなものかなと思います。 
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ただ、それに関しては、執行部の職員も変わっているということではありますが、やっ

ぱり行政の継続という意味では、ちょっとそれはいかがなものかなと思いますので、そう

は言いつつ、やっぱり全てのエリアで早く進めていただきたいのですが、地域地域の中で、

それはまだ無理だろうというものを強引に進めたというふうな感覚は、私はしております

ので、そこら辺に関しても１点見解だけお伺いしたいと思います。 

上下水道部長 区域指定でございますけれども、先ほど委員さんのほうからあったとおり、ま

ずインフラ整備に関しては、前提として、要するに投資しないよという大前提で行ってお

ったところでございます。 

ですから、私どもとしましても、下水を新たにそこにすぐに導入する、導入というか、

整備していくということでは考えてございませんでした。 

あくまで、私どもとしては、下水としては、できるだけ早く当然未整備地区を整備しな

くちゃならないということでございます。 

先ほどもありましたとおり、合併浄化槽で浸透しないところもあるということもござい

ますので、場所場所によっては地層的な問題とか、いろいろ、諸条件があると思うので、

それをある程度精査した上で、今後の方針は決めていきたいということで考えておるとこ

ろでございます。 

以上でございます。 

遠藤委員 そういう答弁だと思いますね。 

本来はそれを精査した上で、浸透するところであればという話ですよ。精査した上で区

域指定すべきだったと思いますよね。 

本当に、連携がとれていないと思います。 

当時もそういう指摘はしましたが、ことここに至ればの話ですから、現実的に対応を迫

られておると思いますから、しっかり連携をとった上で、責任を持って進めていただきた

いと思います。 

答弁は結構です。 

委員長 はい、ほかにございませんか。 

副委員長 １点だけですね。 

今後、下水道審議会がありますよね。 

今まではやっぱり、私たち議員も入っておりましたけれども、今回、前回から諮問機関

には入らないということなものですから、できれば事後報告でもいいから、しっかりと、

どういうふうな話し合いがあったとか、そういう報告をこの委員会に、まずは報告してい

ただきたいと思うんですが、その辺はどうでしょうか。 

上下水道部長 今あったとおり、ある程度その中身、内容、意見等があって、こういうふうに

進めたというものと、あと資料等は提示させていただければと思います。 

以上でございます。 
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副委員長 よろしくお願いいたします。 

花島委員 しっかり議事録もお願いします。 

資料と議事録。 

やっぱり、縮約した話だとニュアンスとかがわからない部分がありますので、よろしく

お願いします。 

委員長 資料、会議録を、提出をお願いしたいと思います。 

それともう１点。 

下水道審議会は公開されていますか。 

それは後ほど確認してご連絡いただきたいんですが、公開していれば、年に２回、３回、

非常に少ないんで、その場にちょっと出させていただければなというふうに思いますので。 

ほかにございませんですか。 

じゃ、ほかになければ本件を終結いたします。 

暫時休憩いたします。 

執行部は入れかえをお願いします。 

     休憩（午前11時25分） 

     再開（午前11時26分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

道路についてを確認してまいります。 

報告会での意見の内容は、「狭あい道路、排水溝の整備について、既に承認されていて

も予算がないとして整備が始まらないことがある。県や国の補助を受けるなど、方法を考

えてほしい」というものでございます。 

地域によっては、整備が決まっても一部の地権者の反対等で進まないケースもあるとい

うことでございますが、どのような申請が上がっているのか、以前から上がっているもの

と新しく上がってくるものがあるがそれぞれどう対応していくのか、申請から整備までの

進捗状況が市民に見えるように示すことはできないかという点を確認したいと思いますの

で、説明をお願いいたします。 

では土木課、お願いします。 

土木課長 土木課長、海老沢です。ほか２名が出席しています。 

よろしくお願いします。 

それでは、説明をする前に資料のほうの、ちょっと確認をお願いしたいと思います。 

まず、本日の会議事件の説明用の資料、右上に産業建設常任委員会、土木課というもの

が一部。 

それと、右側のほうにあるんですけれども、資料①というふうに書いてあるもの、資料

が①から⑦番までありまして23ページでとじてあるものです。 

こちらの資料が、また、参考資料①という部分のものであるんですけれども、地区のま
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ちづくり委員会で自治会長さんを集めまして、ここでまちづくり委員会単位で説明会を開

催しております。 

それに使っている資料が、この資料の①からのものになります。 

この資料の①の中を開いてもらいますと、４ページ目にある資料④と⑤、こちらは地区

のまちづくり委員会単位ごとに申請箇所数と、あるいは位置図等をつけてございます。 

まちづくり委員会単位でやっていますので、そのまちづくり委員会ごとにやっています

ので、今回常任委員会ということで全地区入っているということなりますので、④、⑤が

何枚も続くという形になってしまいますけれども、ただ番号順としてはこういう形でやら

せてございます。 

それでは、会議事件の説明用の資料のほうをお願いします。 

まず、道路について。 

（１）の議会報告会での意見等への対応についてということでございます。 

まず、質問の１番目としましては、１人の地権者が反対でできていない、どうすればよ

いのかという質問だというふうに考えてございます。 

それに対して土木課のほうの回答という部分になるんですけれども、これは、こちらに

も書いてあるんですが、現実的にはやはり１人の地権者が反対されて事業が進めていない

というところはございます。 

これも、説明会を開催した時点で、例えばその反対する方が測量も反対ですよと、ある

いは工事をやるにしても自分の土地には一切入るなと、砕石一つ入れるなというような話

になってしまいますと、これは事業的には実際できないということで進んでいないという

のは、現実的にはあります。 

ただ、今回まちづくり委員会単位の中で説明会を開催しているんですけれども、その中

でも、この部分の下に、括弧に書いてあるとおり、一応８割の方の協力が得られれば事業

のほうは進めていきますよという形で地元のほうにはお話をしてくださいということで、

まちづくり委員会の中でお話をしているということになってございます。 

続いて２番目の質問です。 

この質問の趣旨としますと、県や国からの予算のお話と、あるいはその事業の開始時期

はどういうふうなんだというふうな質問だというふうに考えてございまして、これに対す

る、土木課としましては、この国の予算、県の予算というのはないんですけれども、国の

ほうの予算、これは狭あい道路整備促進事業ということで、国庫のほうの予算をいただい

てございます。 

ただ、この予算というのは現実的に言いますと、平成28年度で28％、平成30年度で３割、

30％ということで、余り付きがよくないというところが現実であります。 

これが一つには、今回、土木課でやっているこの道路整備事業の予算なんですが、実を

言いますとこの予算というのが住宅関係の予算ということになっていますので、どちらか
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というと、やっぱり付きが余りよくないというところがございます。 

ただ、そこはただ合併特例債を使いながら、工事等に関してはいただいた予算の中で進

めて、減額しないような形で工事のほうはやらせていただいているということがございま

す。 

また、その事業開始の時期がわかりづらいということなんでございますけれども、一つ

には、この括弧の部分にもあるんですけれども、同じ自治会の中で何本も申請が上がって

いるという地区もあります。 

そうなると、後で説明のほうはいたしますが、本数が、要望が上がっている、採択して

いる件数というのが非常に多い中で、同じ自治会の中でやはり３本も４本もは実際できま

せんという話をさせていただいてございます。 

ですから、こちらの路線が終ったら次の路線になりますよというような形で、自治会の

中で調整をさせてくださいということになっていますので、ただ、市民からするとやはり

自分の家の目の前は１本なので、なかなかそこの部分はあるんですけれども、そこを含め

て今回こちらにもありますけれども、参考資料ありますけれども、まちづくり委員会単位

の中で自治会長さんを呼んで、その事業の中を説明をしながら、その路線を決めながら、

整備をしているということになってございます。 

では、後ろの面をお開きください。 

そういう意味で、産業建設常任委員会の中での調査事項ということで、確認したい点と

いうことになります。 

どのような申請が上がっているのかということで、こちらは資料の②の２ページ目をお

開きください。 

協議採択箇所の事業の進捗状況ということで、どれだけの採択路線が今現状であるのか

ということで、上の段、平成28年度末未完了路線ということでございます。 

未完了路線。 

整備基準ということで、またこれは、別な参考資料のほうをちょっと一緒に開きながら

見てもらえればありがたいんですけれども、参考資料の４ページ目。 

参考資料のほうの④ということで、４ページ目のほうをお開きいただき、整備基準とい

うのがこの下の段にあるんですけれども、道路幅員が5.5メートルで両側側溝をつけるとい

うのが整備基準になってございます。この整備基準というのが、平成28年度末の未完了路

線というのが23件あります。 

また、参考資料の５ページ目、を開いてください。 

こちら、狭あい道路というのが、これは４メートルから5.5メートル、俗にいうセットバ

ック部分を舗装するというようなイメージになると思います。こちらが片側側溝で４メー

トルということで、これが狭あい道路、これが94件あります。 

その下、暫定舗装。これは昔で言えば現道舗装という形になると思うんですけれども、
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例えば現状で1.8の道路と、それから片側の部分のセットバックしている部分だけを舗装す

るようなイメージになると思うんですけれども、これが2.5メートル以上であれば、それが

21件ほど今残っていると。 

それから、排水路整備。これは水路の整備であったり、あるいは今現状で5.5メートル以

上の道路があったところでの側溝を整備してほしいというような形の申請が上がっている

のが27件。 

合わせて165件が、現状で言う、今残っているという形になります。 

それで、そうしまして、その上の段のところ、採択件数あるいは括弧して協議件数とい

うところがあります。 

こちらは前年度、平成28年度のほうの部分だけちょっと説明させていただきます。平成

28年度に協議が上がっていて採択になったものということでございます。 

整備基準は申請、協議のほうがございませんでした。 

狭あい道路としては20件協議が上がって、採択としては17件ございます。 

ただ、その下、暫定舗装というのが６件あって８件採択になっているというのは、これ

は実を言いますと狭あい道路、要望としてはここを狭あい道路として、４メートルで整備

をしてほしいということで、協議は上がったんですけれども、この協議、採択するに当た

って、この整備をするかの部分で採択、不採択を決めるのに審査会がございます。 

副市長が会長になっていまして、その下、審議員さんは部長クラスということで、現地

を確認して、その中で採択、不採択ということになる中で、現地を確認した中で、狭あい

道路で上がっているんですけれども、現場を見る限りでは現道舗装、暫定舗装で大丈夫で

しょうということで、格下げになる形での採択という路線になっているので、その申請よ

りは、協議よりは、採択件数がふえているという形になります。 

あるいは排水路整備ということで、14件で４件採択になっていますけれども、ここの中

の部分にあっても、実を言うと、現状が2.7メートルの道路のところに側溝をつけてくださ

いというような部分があった場合、これは、側溝はどこにつけるのかということになると、

やはり2.7メートルの部分の道路の中には基本的に難しい、そういうところに関しては４メ

ートル、やはりセットバックしているところにちゃんと市が買収をして、そこに側溝をつ

けましょうと。ですから狭あい道路として格上げというような形での採択みたいな形で、

件数のほうは振り分けてございます。 

そうしますと、結果としまして40件協議があった中で30件の採択ということになってご

ざいます。 

それで、現実的にはどれだけ工事のほうが進むかということの部分で言うと、平成29年

度の予定としましては、工事としましては15件ございます。 

下のかぎ括弧になっている部分、11件というのが平成28年度に実施した件数になります。 

ですから、若干なりともことしのほうがふえているということでございます。 
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委託のほうの部分は去年よりは減っているんですけれども、これの部分に関しては、実

を言いますとこれは見えない部分ではあるんですけれども、この委託になっているところ

を、ことし用地を買収しているような形になります。 

ですので、この買収が済み次第、今度は実際で言えば平成31年度の工事に、以降にいく、

場合によっては、うまくいけばその方の部分を、今度は補正をとって工事にできるかとい

う部分はあると思うんですけれども、今の状況でいうと、それを今、土地を買っていると

いう状況になります。 

そういった中で、実際その下の部分で言うと残件数、平成29年度末でどれぐらいになる

かということで言うと165件あって、実際に完了する件数としては12件になりますので、差

し引きますと153件でございます。 

その結果として、実際にどれぐらいあとお金がかかるのかということになると、下の部

分ということになります。 

では、続いて２番目の部分、以前から上がっているもの、今新しく上がっているものを

どのように対応していくのかという部分になります。 

こちらは資料③の３ページ目、下の４）番の整備路線の優先順位という部分のところで、

まちづくり委員会単位の中での自治会のほうにも、これも説明をさせていただいているん

ですけれども、基本、そのまちづくり委員会単位、自治会単位も含めて、まちづくり委員

会の中でどこか優先順位を決めながら整備を進めさせていただきたいということで、参考

資料のほうにございますけれども、まちづくり委員会単位の中での自治会長さんを集めま

して、説明会を開催して、会議の中で方向性、あるいはことしどこをやるんですよと、あ

るいは今からなので平成30年度にどの路線をやっていく方向なのか、そういうところの自

治会というのを、希望の部分も含めて、会議のほうを進めながら進めているということに

なります。 

その次の、申請から整備までの進捗状況が市民に見えるように示すことはできないのか

という部分なんですけれども、今回の資料にもありますけれども、各まちづくり委員会単

位の中で、資料④あるいは⑤の部分というのは、まちづくり委員会単位のほうでこの資料

も渡しておりますので、自治会も含めて路線の進捗状況あるいはどこが上がっているのか、

どういうふうな今現状であるかというところは、自治会さんのほうからその申請者関係に

はお話をしていただきたいと、場合によっては市のほうとしてもまだ採択になっていない

路線、あるいは採択になった路線でも、説明会、自治会のほうで開催してくれれば、市の

ほうも現地、その自治会のほうに赴いて、説明はいたしますと、その現状等も含めて説明

をさせていただきますということで、自治会のほうにはお話をさせていただいているとこ

ろでございます。 

最後の部分なんですけれども、できれば予算についても配慮をいただきたいということ

でございます。 
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こちらの部分ですけれども、平成29年度当初予算という部分としましては、３億3,478

万円ということでことしの予算はいただいてございます。 

この予算というのは平成28年度予算から比べれば、こちらに書いてありますけれども、

2,559万8,000円の増額ということでいただいてございます。 

さらには、平成28年度の部分なんですけれども、請負差金と、これは３月のほうの補正

のほうで1,400万円ほど増額させていただきまして、4,800万円ほどの繰り越しで今年度も

整備を進めているということで、地道ですけれども進捗ができるように進めさせていただ

いているということでございます。 

以上です。 

委員長 はい、執行部の説明が終わりました。 

これにつきまして、各委員からのご意見はございませんか。 

花島委員 道路の要求って種類もたくさんあって、もともと道路があるのをもっとよくしてほ

しいというのと、そもそも道が、図面上は道があっても、道として使えないとか、普通の

車が通れないとか、うちの近くがそうなんですけれども、それぞれあると思うんです。 

その中で、限られた予算の中で頑張っていただいていると思っていますけれども、一つ

難しいかなと思うのは、反対する人が少数いて、それで進まないという件に対して、反対

する理由は個々だろうと思いますが、どのような理由が多いのでしょうか。 

「わからない」も含めて教えてください。 

土木課長 反対する理由はいろいろあるんですけれども、現状で、通常セットバックと呼ばれ

る部分、1.8メートルの道路であれば道路中心から２メートルということになっているんで

すけれども、例えばそういうところの中でセットバックしていない方、結局は、本来だっ

たらちゃんと道路中心から２メートル下がっているんだけれども、下がっていないような

方はそういう費用というのは自己負担になってしまうんです。 

当然、セットバック内のものですから、あってはいけないというのも変ですけれども。 

ですから、それを取り壊す費用というのは個人負担、市のほうではない、当然個人負担

になってしまうので、そういった方というのは、当然補償がみられない部分があるとなる

と、なかなかそういう方というのはご協力いただけないというのはあります。 

あとは、本当に個々、例えば別件なんですけれども別な道路のときにいろいろトラブル

があって、だから嫌だよと、そういうケースもないわけではないです。 

ですから、あの路線で自分は余りいい思いをしていないよ、だからこっちに対しては、

例えば畑を持っている方なんかだとその宅地のほうで、ちょっと高くなったのでこっちの

畑のほうは協力できないみたいなケースなんかもあります。 

花島委員 そうすると、何とか道路計画がまともならという話ですけれども、ご理解いただく

努力をしなきゃいけないんですが、具体的には市役所のほうからだけお願いしているんで

すか。 
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例えば周辺の自治会とか、まちづくり委員会とか、そういうところから事情を話して、

説得なりご意見を伺うなりしているかどうかをお伺いしたいんです。 

土木課長 当然、市もやるんですけれども、自治会にもお願いしてそちらの方にお話をしてい

ただいて協力、ですから先ほどありました８割の部分なんですけれども、例えば土地に協

力できなくても工事の部分とかでは協力してくださいということで納得していただければ、

その事業を進めていくという方向ではいますので、そこの先は自治会のほうでも何とかご

理解いただくようにお願いしたいということでお話はして、自治会のほうからも動いても

らっている。 

ただ、そうは言ってもやはり協力できないと言われてしまうと市としてもそこから先は、

時期を待ってという形にはなってしまうんですね。 

少し今だとあれだけれども、ちょっと落ちついたら納得してもらえる、あるいはこの中

でもあるんですけれども、例えば狭あい道路、さっき言った４メートルなんですけれども、

じゃわかりました、ランクを下げて暫定舗装でだったら協力できますかと、土地はかけな

いんですからいいんじゃないんですかっていうことで、その切りかえて工事に進めるとい

う方向もやっています。 

遠藤委員 本当に大変、道路に関してはご苦労さまですというふうに思いますが、この資料③

の那珂市道整備の進め方の４）の、いわゆる優先順位というところなんですが、これは、

総合的に勘案してということになろうとは思うんですけれども、我々地域を歩いて、いろ

んな道路の要望を聞くときに、やっぱりよく出てくるフレーズは通学路になっているんだ

よということでございます。 

やっぱり自治会から上がってくるこの要望と別の観点から、親御さんからとかという部

分で言うと、通学路というものが、総合的に勘案する中でどれぐらいにウエートを占める

かというのも、ちょっと市の考え方を聞いておきたいなというのと、あともう１点は、通

学路に特化した関係機関が集まった会議が、会議体がありますよね。 

それに関して、これは土木の目線だけじゃないいろんな、学校や警察やそういういろん

なところの観点からのものが、ようやく１カ所に集約できるようになったと思うんですが、

そこでの会議で出た話がここの優先順位にどう結びついているのか、そこらのところの考

え方が２点目で、知りたいところですね。 

この２点をちょっとお伺いします。 

土木課長 通学路の考え方なんですけれども、ひとつ、その通学路に関しましては那珂市通学

路安全対策推進会議、これが交通安全プログラムという形になってございます。 

こちらの部分に、例えば申請が上がっているものに関しましては、ある程度優先順位が

高いというような形では進めさせていただいているというのは現実にあります。 

そういった中で言えば、資料の④の部分になるんですけれども、資料の16ページを開い

てもらってよろしいでしょうか。 
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下のほうで、排水路整備申請関係ということで一番下にあると思うんですけれども、芳

野地区になるんですけれども、ここに通学路プログラム箇所という形で書いてございます。 

平成27年採択ということであれば、通常ですとやはりもうちょっと後なんですけれども、

子供たちが歩くのに長靴を履いていかないと歩けないよ、というような形になっていると

ころで、側溝を何とかつけてくださいということで申請が上がっているという中で、こう

いう形で優先してやらせていただきますということで、地元にも、自治会のほうにも、ま

ちづくり委員会の中で、ここはそういうことで通学路プログラムに入っているところなの

で、申請はあるんですけれども優先させてくださいということでお話をして進めていると

いうことです。 

遠藤委員 はい、わかりました。 

ごめんなさい、二つまとめてご答弁いただいたので、それは理解しました。 

やっぱり通学路に関しては一定の優先が認められるということでございますね。 

特にそのプログラムからの要請があれば、さらにかたいものかなというふうには認識を

しました。 

もう１点、じゃ、その通学路に関連する部分の県道です。 

県道なんかで、やっぱり整備しなきゃいけないようなところがあるわけですね。 

これは市道の整備という部分ではありますけれども、土木という観点からすると、これ

は県にどれぐらい要請をして、常陸大宮土木事務所とどういう話をしていくかという話で

ございます。 

例えば額田南郷田彦線あたりというのは、県道ではあっても寄居地区の子が通学路とし

て使っていて、非常に危ないとずっと前から言われているところですが、これは市から県

に対してそういう働きかけなり、もしくは要望というのはどれぐらい出ているか、これは、

今それは例で出しましたけれども、市ではなくて、県道で危ないところはどのような形で

上に、上位機関に出しているか、それをちょっとお聞きしたいと思います。 

土木課長 その県道の部分に関しましても、通学路の安全プログラムという形では常陸大宮土

木事務所もこのプログラム、その会議のほうには混ざっていますので、そういった県道の

要望というのは、やはりＰＴＡから上がってそのプログラムの中にお願いするという方向

は一緒になると思います、そこの部分で。 

あと、そういうところに関しては、当然それは県道なので、すぐにはなかなか広がらな

いということなので、そういうところに関してはグリーンベルト等で対応をするというの

が、県からの方向性でのお話になってくるというところになります。 

遠藤委員 はい、わかりました。 

それぞれ整備の仕方が違うと思いますね。 

県議会でも、通学路の整備というのはいろいろと力を入れて、一昨年度、昨年度などは

やられたようですから、そこらのところの連携性、そういったものはどういうふうになっ
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ているかをちょっと聞きたいなと思います。 

建設部長 県道の、国県道の整備、これは那珂市の場合は常陸大宮土木事務所のほうで管轄し

ているわけなんですけれども、市から具体的に要望する機会というのは、いろんな形でご

ざいます。 

昨年度から、那珂市が単独で、土木部長に対して国県道の整備をお願いするというのも、

昨年度から始めました。 

今、遠藤委員が言われるような、そういう意味ではマクロなというか、小さいものより

も、どちらかというと、そういう意味では市として最優先にやらなきゃならない、例えば

118号の４車線化の整備ですとか、あるいは日立笠間線の早期整備の促進であるとか、ある

いは、歩道で言いますと常陸那珂港山方線、額田、本米崎のところで、ちょっと歩道がな

い部分がございまして、そういったところの整備の促進、そういったものを、路線単位で

は単独に要望するというようなことを始めているというのが現状でございます。 

以上です。 

花島委員 今、いい話を聞けたので、ついでにお伺いしたいんですけれども、今の季節、この

前からですけれども、すごい勢いで草が茂って、せっかく歩道を整備しているのに本当に

狭くなっちゃったりしていて、さっきの額田から二軒茶屋へ抜けるところなんかも、いま

だに掃除されていないんですよ。 

そういう要望もしていただきたいと思います。 

国道についても、ついこの間までバイパス、額田から菅谷のほうに抜けるところがひど

かったんですけれども、要望しようかなと思ったらきれいにしてくれたんですけれども。 

せっかく道をつくってもきれいにしなかったらだめなんですよね。 

それと、草を刈るだけじゃなくて、ある程度泥を取らないとその泥の上に草が生える。 

特に額田に行くところにバイパスで一旦下がるところがあります。その一番下のところ

は排水が非常に悪くて、ちょっと雨が降るとすごい水たまりになるんですよ。知らないで

左側の斜線を突っ込むと、片側にこうとられて非常に危ないので、そういうところも、単

に草をとるだけじゃなくて、泥をどけるとか何とかもきっちり要求してもらいたいと思い

ます。 

ついでで申しわけないですが。 

建設部長 委員さんの言われることはもっともなことなんですけれども、実は土木も限られた

予算の中で除草ということもやってはいるんですけれども、今言われるような、土が堆積

しているような場所も見受けられます。 

それも、私どもとして要望した経緯もあるんですけれども、実は、これは今年度からち

ょっと土木のほうで言っていますのは、国体関連、一番メーンとなる道路の、そういう今

言われるような堆積した土砂、歩道、こういったものに関してはやっていこうというよう

な話にはなっているんですけれども、なかなか県道の全線にまで及ぶということにはなら
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ないと、ことしから国体関連で少しずつそういったものの土砂取りまでやっていこうとい

うような話は伺っております。 

以上です。 

花島委員 国体も協力したいとは思っているんですけれども、それよりも市民がちゃんと生活

できることが大事で、特に歩道は実際問題として高校生とか、本当は、基本は自転車は車

道を走るんですけれども、今の交通事情でそうできないことが多いんですよね。だから歩

道を走りたい、ところが歩道がこんなになっていて、ちょっと雨だともう水でびしびしょ

になって、通りをかきわけながらいかなきゃならないから実際車道を通りたくなっちゃう

とか、そういうリスクもあるんですよ。 

だから、全て一気にやれとは言いませんけれども、国体はそこそこにして、普通の市民

の生活が豊かになるようにしていただきたいと思います。 

限られた予算というのはわかります。ですから、そういう要求を着実にしながらやって

いただきたいと思います。 

必要なら、県議会の知り合いの議員にも要求するように言います。 

以上。 

建設部長 わかりました。 

要望してまいりたいと思います。 

委員長 それではほかにございませんか。 

ないようですので、本件を終結いたします。 

暫時休憩いたします。 

執行部は入れかえをお願いします。 

     休憩（午前11時58分） 

     再開（午前11時59分） 

委員長 それでは再開いたします。 

農業問題について確認してまいります。 

意見の内容は、「有ヶ池土地改良区は土地使用者は大勢いますが、耕作しているのはほ

とんどが所有者以外の人である。水利の代金は所有者が払っているのが現状。使用者に払

ってもらうことはできないのか。」というものでございます。 

難しい部分かと思いますが、何か対応できる方策等があれば伺いたいと思います。 

説明をお願いします。 

じゃ、農政課。 

農政課長 農政課、平野でございます。ほか３名で出席しております。 

よろしくお願いします。 

委員長 お昼のチャイムが鳴りましたけれども、会議のほうは延長したいと思います。 

延長します。 
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はい、じゃ続きを。 

農政課長 まず、水利費という言葉の定義のほうを整理しておきたいと思います。 

正式には経常賦課金と申しまして、改良区の維持運営管理の経費になります。地面の地

積割で賦課金を負担いただく必要というのがございます。 

この賦課金、水を使うための水利費というものだけではなく、この改良区のかんがい施

設を維持していくための組合費というような位置づけとなります。 

当然ながら、耕作をしている方、いない方、いるかと思いますが、賦課金というのはこ

のかんがい施設で、いつでも水利を利用できるように、維持していくための費用でござい

ますので、地目、そこに土地をお持ちである場合には、賦課金は徴収されることになりま

す。 

結果としまして、水利費というのは土地改良区、このかんがい施設を維持するために徴

収する運営費でございまして、耕作者もしくは所有者という方、どちらになるかは話し合

いになるかと思いますけれども、必要経費として、いずれかにご負担いただくというよう

な、義務的な経費ということなります。 

耕作者、所有者の方がつくれないという場合には、利用権を設定するなりして耕作して

いただいている場合があるかと思いますけれども、その事情によりまして、どちらが費用

を負担するのかというのを話し合って、書面等でまとめていただく利用権の設定、もしく

は水利費を負担しない使用権というものもございますし、当然つくっていただくという形

で、全ての義務的な負担を所有者がするというような、さまざまな形態での借り方ができ

るということになります。 

書面での利用権を正式に結びますと、市にも届けていただくことになりますので、契約

期間等々もはっきりしますし、その権利関係も義務の負担の関係も書面で結ぶというよう

な形になりまして、契約期間の満了時に更新をするか、しないかというようなことも、そ

こで話し合っていただくことになります。 

中間管理機構というような制度も近年始まってございまして、第三者を挟んで、その土

地の権利関係の義務、もしくは耕作した地上での収益のほうの収入をどちらが得るのかと

いうようなこともはっきりさせる制度も始まってございますので、こちらのほうも、今回

の質問者の方のご事情がどういうような事情でのものであるかというのは農政課のほうに

ご相談をいただいた上で、その事情に応じた対応というのを一緒に考えてまいりたいとい

うのが、農政課のほうのスタンスでございます。 

以上です。 

委員長 はい、農政課の説明が終わりました。 

ご意見ございませんか。 

福田委員 課長、水利費の問題というのはいわゆる地権者、それから耕作者、賃貸契約、この

ときに決めるものであって、通常こういう問題が後になって発生するということがおかし
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いよ。 

これ、賃貸契約を何年間とかって結ぶわけでしょう。 

そのときに、利用者が合意の上で賃貸契約が結ばれるわけですから、そういうときにき

っちりやっていないと後になってこういうことが発生するんじゃないですか。 

農政課長 ただいま委員おっしゃったとおり、口頭で、相対と呼ばれるような、当事者間だけ

で、口頭での申し合わせで進んで、その後にどちらが負担するとか、賃借関係がいつまで

とかというようなことがあいまいなるトラブルというのは、今に始まったことではなく続

いてございます。 

そのようなトラブルを防止するという意味で、利用権の設定の届けを市のほうに出して

いただいて、お互いにはっきりさせておくと。 

また、中間管理機構というようなところを通して、そういう法的な部分とか、申し合わ

せ事項をきちんと書面上で明らかにしておくというようなことが求められて、制度として、

近年こういう中間管理とかというようなものを、公的に間に入るというような制度が始ま

ったというふうになっております。 

以上です。 

福田委員 なぜそういうことを言うかというと、これは民々の問題ですよ。 

そうでしょう。 

これ、行政携わるわけにいかないですよ。 

指導はわかる。 

問題に対しては、これは行政として、農政課として、携わったら問題が大きくなっちゃ

う。 

ですから、これはやはり有ヶ池土地改良区の地域から出た話でしょう。 

ここは、やっぱり田んぼそのものが深くて、耕作する人がいない。それをやってあげて

いる。耕作者がやってあげているんだよというようなことからこういう問題が出たと推測

しますね。 

だから、これはやっぱり貸し借りの問題ですから、賃貸の問題ですから、この両者が合

意の上でのあれで、そのために書類があるわけでしょう。 

賃貸で何年契約とかということで。 

そうするというと、例えば、那珂川統合土地改良区のほうでは耕作者のほうへ、水利費

というのは請求してくるよね。 

そうでしょう。 

すると、耕作者が払わないから所有者のところへ行ってこういうトラブルが発生してい

るのかな。 

どうなんだろう。 

農政課長 今回の質問者の方の事情のほうはよくはわからないんですが、基本的に、こういう
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利用権とかで、水利費はどちらが支払うというのが、きちんと設定されて、土地改良のほ

うに通知が行くような、そういう関係での耕作であれば、おっしゃったように耕作者のほ

うに行きますし、それがもしないような、任意の契約であった場合には、当然ながら地権

者のほうにいくというようなことになりますので、いずれにしてもこの耕作、出し手と借

り手のほうの関係、期間がきちんと設定しているのであれば、お互いにその期間の更新時、

もしくは契約内容のほうに、どちらかが異議を申し立てるというようなことであれば、話

し合ってその負担がいずれかなのかについては、お話をいただいて、利用権の再設定なり

をしていただくように、窓口としてはお勧めをして、ご相談したいなというところでござ

います。 

福田委員 余り我々が公の場で取り扱う問題じゃないと思いますよ。 

以上です。 

委員長 ほかにございませんか。 

一応、きちっと両者で契約を、使用権、利用権、設定をしていただいて、運営をされる

というのが一番ベターだと思いますので、あくまでもの農政課のほうとしては指導をする

ということで進めていっていただければというふうに思います。 

ほかにございませんか。 

なければ本件を終結いたします。 

暫時休憩いたします。 

執行部は入れかえをお願いします。 

     休憩（午後０時11分） 

     再開（午後０時12分） 

委員長 再開します。 

今まで下水道課、それから土木課、農政課ということで、議会報告会に関する問題につ

きまして回答をいただきました。 

議会だよりの掲載につきましては、議会広報編集委員と副委員長、委員長で相談しまし

て調整をしてまいりたいと思いますので。今まで出ました意見、皆さんの意見を。 

案がまとまりましたら、また皆さんのほうにご案内したいと思います。 

続いて、産業建設常任委員会の調査事項についてということで、議題をいたします。 

議題といたします。 

現在、道路、下水道についてを調査事項としております。 

道路については昨年土木課から那珂市の道路整備の進捗状況について説明を受け、調査

を行ったところでございます。 

整備基準、狭あい道路、暫定舗装、配水路整備、それぞれの採択件数や実施予定件数等

の詳細を資料として提供していただきました上で、委員会からは進捗状況は住民の目に見

えるようにしつつ、一層の整備加速を図るよう求めました。 
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以上により道路については一段落、下水道についてはこれから調査を行うという形にな

っております。 

本日、議会報告会に関連して確認した内容にもこの調査に含まれる部分がありましたが、

今後の調査をどのように進めるか、また、どのようにまとめるかについて検討したいと思

います。 

皆様の意見をちょっと、ちょうだいしたいと思いますので、ご意見のほうありましたら。 

道路については、きょうもまた、進んだ段階で、各まちづくり委員会さんへの説明会を

しながら、わかりやすいように進めていくということでございましたので、地図等も用意

されてやっているということなので、その結果も踏まえて、またどういうふうに進めるか、

あわせてお願いしたいと。 

遠藤委員 すみません。 

きょうの内容でも、やっぱり一番時間を割いたのは下水道ですよね。 

下水道もきょう話にはありましたが、下水道審議会自体が、議会が今入れていない状態

であります。 

やはり市民の生活に非常に密接に関連のある下水道に関して、我々としてももっと調査

をする必要があると思います。 

また、合併浄化槽のあり方を含めて、また、下水道審議会の協議の進行もきちっと我々

も確認をしながら、我々は予算、決算をチェックする立場でございますので、県内、もし

くは県外含めての、そういう何かしら先進的な取り組みをしているところをきちっとまた

見た上で、こちらにフィードバックできるような調査ができればいいかなというふうに思

っております。 

以上です。 

花島委員 同感です。 

委員長 じゃ、意見が出ましたので、下水道について専門的に当委員会で調査をしていくとい

うことで。 

実は、幾つか県外でも、市町村設置型合併浄化槽、そのほか簡易公共下水道ですとか、

幾つかの新しい手法でやられている自治体も既にございますので、その辺もちょっと調査

をしながら、また下水道課のほうへ提案ができればいいなというふうに思います。 

もう１点は、下水道審議会につきましては公開されている、されてないというのを確認

しておりますので、公開であれば、皆様方のほうに声をかけて、ぜひ近々あるということ

ですので聞いてみたいと思いますし、当委員会に対する、下水道審議会の討議内容につき

ましては報告ということで、資料含めて求めておりますので、今後についてはいただいて

いくということで進めていきたいと思います。 

実際に調査する日等につきましても、また皆様のところにお諮りをしますので、視察研

修も含めて、詳しい、その候補地と、どういうテーマでやっていくかということも、案の
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ほうを近々にご案内したいと思います。 

そういうことでよろしいでしょうか。進めていくのはね。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 じゃ、ちょうだいいたしましたので正副で進めていきたいと思います。 

この後、委員会の開催につきましては、調整の上再度通知をいたしますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

福田委員 そこで提案なんですが、今回の議会報告会、これの前にこういう資料をいただく、

これは可能だと思うんですよね。 

それで先ほど土木のほうだけちょっと確認したんですが、地区まちづくり委員会、これ

は５月30日が最初で、ずっと開催しましたね。 

我々、議会報告会というのは、今回は５月二十四、五だったでしょう。 

そうすると、二十四、五にはこの資料というのはできていたんですかと聞いたら、でき

ていたというんですよ。５月の半ばぐらいにはできていたみたい。 

ですから、当然こういう資料を手にしながら議会報告会に臨めば、大体質問というのは、

出てくるのは、大体ライフラインが主でしょう。 

特に道路、それから先ほどいろいろ問題になった下水道。 

ですから、そういう資料を手にする、あるいは開催前に当委員会を開催するとか、とい

うようなことを検討していただきたいなと。 

以上です。 

委員長 はい、了解しました。 

ぜひそれは開催前とかですね。 

大変いい提案でございますので、ぜひそういうふうにしたいと思いますので、了承いた

しました。 

ほか、ございませんか。 

     （なし） 

委員長 それでは、産業建設常任委員会をこれで終わりといたします。 

本日はどうもお疲れさまでした。 

閉会（午後０時18分） 
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