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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９月 13 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 

     次長 清水  貴  書  記 萩谷 将司 

会議事件説明のため出席した者の職氏名（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 

     農業振興Ｇ長 宇佐美智也       商工観光課長 浅野 和好 

     商工観光課長補佐 川﨑 慶樹     建設部長 引田 克治 

     土木課長 海老沢美彦         土木課長補佐 今瀬 博之 

     建設Ｇ長 海野 英樹         維持Ｇ長 小野瀬義宏 

     都市計画課長 根本 雅美       都市計画課長補佐 高塚 佳一 

     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 中庭 康史 

     下水道課長補佐 澤畠 克彦      水道課長 箕川  覚 

     水道課長補佐 矢﨑  忠       総務Ｇ長 秋山 洋一 

     会計管理者 小澤 祐一        農業委員会事務局長 根本  実 

     農業委員会事務局長補佐 綿引  稔   

会議事件と概要 

     （１）議案第 56 号 平成 29 年度那珂市一般会計補正予算（第２号） 

        概要：原案可決すべきもの。 

     （２）議案第 58 号 平成 29 年度那珂市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

        概要：原案可決すべきもの。 

     （３）議案第 59 号 平成 29 年度那珂市農業集落排水整備事業特別会計補正予算 

（第１号） 

        概要：原案可決すべきもの。 

     （４）議案第 61 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
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計補正予算（第１号） 

        概要：原案可決すべきもの。 

     （５）議案第 62 号 市道路線の認定について 

        概要：原案可決すべきもの。 

     （６）議案第 63 号 平成 28 年度那珂市各種会計歳入歳出決算の認定について 

        概要：認定すべきもの。 

     （７）議案第 64 号 平成 28 年度那珂市水道事業会計決算の認定について 

        概要：認定すべきもの。 

     （８）旧しどりの湯の改修について 

        概要：執行部から報告。 

     （９）那珂市水道事業資産管理（アセットマネジメント）並びに経営戦略策定につ

いて 

        概要：執行部から報告。 

     （10）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：執行部から報告。 

     （11）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：執行部から報告。 

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。 

   開会前にご連絡をいたします。 

   会議は公開しており、傍聴可能といたします。また、会議の映像を庁舎内のテレビに放

送します。 

   会議内での発言は必ずマイクを使用し、質疑・答弁の際は簡潔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、マナーモードに設定してください。 

   ただいまの出席委員は５名であります。 

   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いただきます。よろしくお願いします。 

議長 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、ご苦労さまでございます。 

   たくさんの審議事項がございます。質問するほうも、またそれを答弁するほうも簡潔か

つ明瞭なお答えでお願いしたいと思います。 
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   よろしくどうぞお願いします。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。 

   本日の案件は、各種会計の補正予算、そして決算の認定の外、議案７件、その外協議案

件２件でございますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、挨拶とさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

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。 

   執行部に申しあげます。説明の際は、まず課名と出席者を報告し、必ず決算書のページ

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 部提出してください。 

   なお、議案第 63 号の討論及び採決は、全ての該当項目への質疑、答弁が終了した後に

行います。 

   それでは、審議に入ります。 

   初めに、議案第 56 号 平成 29 年度那珂市一般会計補正予算（第２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いた

します。 

   それでは、一般会計補正予算の１ページをごらんください。 

   議案第 56 号 平成 29 年度那珂市一般会計補正予算（第２号）についてご説明いたし

ます。 

   ５ページをお願いいたします。 

   第２表、継続費になります。 

   ７款土木費、３項都市計画費、事業名、上宿・大木内線街路整備事業、総額 4,180 万

円。年割額ですが、平成 29 年度 1,960 万円、平成 30 年度 2,220 万円です。 

   16 ページをお願いいたします。下段になります。 

   ５款農林水産業費、１項農業費、２目農業総務費 96 万 7,000 円の減、３目農業振興費

1,003 万 6,000 円。 

   17 ページになります。 
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   ６款商工費、１項商工費、１目商工総務費 712 万 8,000 円。 

   ７款土木費、１項道路橋りょう費、１目道路橋梁総務費 700 万円の減。 

   18 ページをお願いいたします。 

   ７款土木費、３項都市計画費、１目都市計画総務費 580 万 8,000 円。 

   22 ページをお願いいたします。 

   中段になります。 

   12 款諸支出金、３項償還金、１目償還金 7,000 円。このうち 4,000 円が農政課の所管

となります。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 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 16 ページのしどりの湯の整備事業、この内容についてちょっと詳細をお願いしま

す。 

農政課長 農政課長の平野です。外２名が出席しております。よろしくお願いいたします。 

   16 ページ、下のほうになります。 

   今回 1,003 万 6,000 円の補正を計上しております。具体の詳細につきましては、別途、

委員会の資料のほうを用いまして、後ほどご説明はいたしますが、工事費としまして、

ウッドデッキの改修、壁のクロスの傷んだ部分の張りかえ、トイレの洗浄便座の改修、

障子、ふすま部分の張りかえなどで工事請負費 934 万 2,000 円を計上しております。ま

た、備品の購入費として、授乳室の目隠しのスクリーン、ベビーベッド、足の不自由な

方への椅子、市の生産物紹介のためのパネル、展示台等の購入として 68 万 9,000 円を要

求しております。 

   以上でございます。 

委員長 外にありませんか。 

     （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 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 56 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 56 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。 
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     休憩（午前 10 時 07 分） 

     再開（午前 10 時 09 分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

   下水道課が出席しております。 

   議案第 58 号 平成 29 年度那珂市下水道事業特別会計補正予算（第１号）を議題とい

たします。 

   執行部より説明をお願いいたします。 

下水道課長 下水道課長の中庭です。外３名が出席をしております。どうぞよろしくお願いい

たします。 

   座って説明をさせていただきます。 

   下水道事業特別会計補正予算書の１ページをごらんください。 

   議案第 58 号 平成 29 年度那珂市下水道事業特別会計補正予算（第１号）になります。 

   ４ページをお開きください。 

   歳入になります。 

   款項目、補正額の順にご説明いたします。 

   ７款繰越金、１項繰越金、１目繰越金 74 万 2,000 円。 

   ５ページをお開き願います。 

   歳出になります。 

   款項目、補正額の順にご説明いたします。 

   １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費 624 万 2,000 円。 

   ２款下水道建設費、１項下水道建設費、１目公共下水道費 550 万円の減。 

   それぞれ人事異動に伴う職員人件費の差額調整分でございます。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 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 人事異動でということなんですが、624 万円という差額はどういう差なのか。人員

がふえたのか、あるいは人の給与のランクが随分違うのか。その辺を説明いただきたい

と。 

下水道課長 下水道職員の中の７名分の人件費になっております。人数は同じですけれども、

今、委員お話しのように人事の職員の階級が変わったことによる補正ということが大き

な原因でございます。 

   以上でございます。 

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。 
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   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 58 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 58 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 59 号 平成 29 年度那珂市農業集落排水整備事業特別会計補正予

算（第１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 それでは、農業集落排水整備事業特別会計補正予算書の１ページをごらんくださ

い。 

   議案第 59 号 平成 29 年度那珂市農業集落排水整備事業特別会計補正予算（第１号）

になります。 

   ４ページをお開きください。 

   歳入になります。 

   款項目、補正額の順にご説明いたします。 

   ７款繰越金、１項繰越金、１目繰越金 1,003 万 3,000 円。前年度繰越金でございます。 

   ５ページをお開きください。 

   歳出になります。 

   款項目、補正額の順にご説明いたします。 

   １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費 712 万円。人事異動に伴います職員人

件費の差額調整分及び 28 年度確定申告による額の確定に伴う消費税納付額の増でござい

ます。 

   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 291

万 3,000 円。人事異動に伴います職員人件費の差額調整分でございます。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 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 59 号を採決いたします。 
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   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 59 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 63 号 平成 28 年度那珂市各種会計歳入歳出決算の認定について、

下水道課所管部分を議題といたします。 

   まず、一般会計の所管部分のうち、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 それでは、決算書の 136 ページをお開きください。 

   款項目、支出済額の順にご説明をいたします。 

   ４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費、下水道課所管事業につきましては右下

の浄化槽設置補助事業 1,740 万 2,000 円でございます。こちらは、合併処理浄化槽設置

55 基分と単独処理浄化槽撤去７基分の補助金等になります。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 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 施策調書のほうの 104 ページにそれぞれの内訳が載っておりますけれども、ここ

数年、ここ３年ほどでいいんですが、それぞれの数字はどういうふうになっていますか、

５人槽、７人槽、10 人槽。 

下水道課長 平成 28 年度でございます。調書にありますように５人槽が 46 基、７人槽が８

基、10 人槽が１基、単独浄化槽の撤去が７基。 

   平成 27 年度でございます。５人槽が 43 基、７人槽が 17 基、10 人槽が２基、撤去は同

じく７基でございます。 

   平成 26 年度でございます。５人槽が 53 基、７人槽 15 基、10 人槽５基、撤去が６基で

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 外になければ、質疑を終結いたします。 

   なお、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

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、下水道事業特別会計の歳入歳出について、執行部より一括して説明をお願

いいたします。 

   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。 
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下水道課長 それでは、決算書の、初めに 176 ページをお開きください。 

   下段部になります。 

   ７款土木費、３項都市計画費、５目下水道整備費５億 510 万 1,000 円。こちらは一般

会計から下水道事業特別会計への繰出金になります。 

   続きまして、308 ページをお開きください。 

   下水道事業特別会計、歳入になります。 

   款項、収入済額の順にご説明をいたします。 

   １款分担金及び負担金、１項負担金 7,054 万 1,150 円、こちらは 1,000 件分の受益者

負担金になります。収入未済額 848 万 5,450 円につきましては、経営難や生活困窮等が

主な理由での滞納額となり、収納率は 87.9％でございます。 

   ２款使用料及び手数料、１項使用料４億 8,410 万 2,851 円。こちらは６万 3,826 件分

の下水道使用料になります。収入未済額 1,359 万 6,174 円につきましては、受益者負担

金と同様に、経営難や生活困窮等が主な理由での滞納額となり、収納率は 97.1％でござ

います。 

   ２項手数料 68 万 7,500 円。 

   ３款国庫支出金、１項国庫補助金２億 141 万円。こちらは下水道整備事業の繰越明許

費分を含めました国庫補助金になります。 

   ４款県支出金、１項県補助金 100 万円。 

   ５款財産収入、１項財産運用収入７万 5,775 円。 

   310 ページをお開きください。 

   ６款繰入金、１項繰入金５億 510 万 1,000 円。こちらはさきにご説明いたしました一

般会計からの繰入金になります。 

   なお、東日本大震災の復旧工事が平成 27 年度をもって完了したことによりまして、災

害復旧費の一般会計繰入金４億 3,631 万円が対前年度比で皆減になっております。 

   ７款繰越金、１項繰越金 7,436 万 8,059 円。 

   ８款諸収入、１項諸収入ゼロ円。 

   ９款市債、１項市債７億 1,480 万円。こちらは繰越明許費分を含めました公共下水道

事業債と流域下水道事業債及び資本費平準化債と、312 ページにあります公営企業会計適

用債になります。 

   続きまして、314 ページをお開きください。 

   歳出になります。 

   款項目、支出済額の順にご説明いたします。 

   １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費 9,340 万 436 円。 

   316 ページをお開きください。 

   ２目維持管理費２億 28 万 5,188 円。こちらは、主にマンホールポンプ施設や流量計の
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光熱費、修繕料、施設管理委託料などの維持管理費及び汚水処理料として支払います那

珂久慈流域下水道への維持管理負担金になります。不用額のうち主なものは、委託料の

請負差金及び流域下水道事業管理負担金において、汚水処理流量の確定減によるもので

ございます。 

   ２款下水道建設費、１項下水道建設費、１目公共下水道費７億 8,254 万 3,067 円。こ

ちらは、主に職員人件費の外、繰越明許費を含めました額田北郷、後台、門部、戸多、

中里、下菅谷地区の下水道整備事業費になります。不用額のうち主なものは、委託料、

工事請負費の請負差金及び水道管移設補償料としての補償、補塡及び賠償金の確定減に

よるものでございます。 

   318 ページをお開きください。 

   ２目流域下水道費 1,575 万 8,000 円。こちらは、那珂久慈流域下水道建設事業に係る

現年及び繰越明許費分の市町村建設負担金になります。 

  ３款公債費、１項公債費、１目元金６億 9,799 万 1,238 円、２目利子１億 9,365 万

4,728 円。こちらは、下水道事業に伴う起債の元金及び利子償還分になります。不用額に

つきましては、見込みよりも低利で借り入れができたことによる利子の差額分でござい

ます。 

   320 ページをお開きください。 

   ４款予備費、１項予備費、１目予備費ゼロ円。 

   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 総務管理費の中で、維持管理費として２億、桁数がわからない。このとにかく内訳

をもう少し何か手元資料ありますか。要するに我々自身の下水道汚水量の維持にかかっ

ている費用と広域下水道の処理にかかわって負担している分の内訳、違いがわかれば教

えていただきたい。316 ページの一番上の項目です。 

下水道課長 お答えします。 

   維持管理費でございます。 

   右側の 317 ページの右側の備考欄に下水道維持管理費 3,364 万 6,188 円、これにつき

ましては、下水道をご使用なさっている方の管、それからマンホールポンプ等の維持管

理費にかかわる経費でございます。それから、流域下水道のほうの処理場のほうに汚水

を流しております。これにつきましての維持管理費としましては、下の流域下水道の維

持管理負担金１億 6,663 万 9,000 円というような事業費の大きな内訳になってございま

す。 

   以上でございます。 

委員長 外にございませんか。 
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     （なし） 

委員長 じゃ、１点、319 ページですけれども、流域下水道費、２目ですね。この那珂久慈流

域下水道事業への負担金ということで 938 万 3,000 円ということで、これは昨年からす

ると 400 万強ふえているんですけれども、要因は何でしょうか。 

下水道課長 那珂久慈流域下水道事業の負担金につきましては、県の建設工事、これが処理場

と流域下水道の管渠の工事に対して市町村で負担しているものでございます。その中で、

一部管渠の陥没事故がございました。これについては、硫化ガスに伴う管の腐食という

ことで、そういった新たに、今までの建設事業以上にかかった工事が発生したというこ

とで、市町村の負担金もその分上乗せになったというものもございます。これにつきま

しては、29 年度に繰り越した明許費のほうもそういった工事が含まれております。 

   以上でございます。 

委員長 ガス漏れでしたか、事故、硫化水素が発生した。それはどの地区ということなんです

かね。 

下水道課長 旧那珂湊の県道の部分で、圧送管というか、ガスが発生してしばらくその状況に

なっていて、たまたま車はそこに遭遇しなかったんですが、道路が陥没したというよう

な事故がございました。 

   以上でございます。 

委員長 そういう事故があった場合も、当然組合の市町村、自治体については公平に割り当て

というか負担があるよと、こういうことですよね。わかりました。 

花島委員 全然知らなかったんですけれども、それというのはいつのことでしょうか。大体で

いいですよ、何年何月で。 

下水道課長 平成 27 年、28 年でございます。 

花島委員 ２回あったということですか。同じ場所、違う場所。 

下水道課長 はい。別の場所です。 

花島委員 硫化ガスはどこから発生したということですか。その汚水の中からですか。 

下水道課長 はい。 

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。 

   ここで下水道課より一部書類がきょう提出されております。中身については、下水道審

議会の議事内容ということで、当委員会から要望していた内容でございますが、お手元

に配付してございますので、簡潔にちょっと中身を説明願います。 

下水道課長 ８月２日に第 22 回の下水道審議会が開催されました。前回の常任委員会の中で

もご報告させていただきました、その会議の資料と議事録等を今回、本日提出させてい

ただきました。その中で、今週の月曜日に未計画地区の方に対してのアンケートという
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ことで、アンケートのほうを郵送させていただきました。回収は９月いっぱいというこ

とでございますので、１カ月ぐらいその集計をかけました後に、またその結果につきま

して、常任委員会のほうに報告をさせていただきたいと思います。 

   本日は、この資料の提出ということで、よろしくお願いしたいと思います。 

   以上でございます。 

委員長 ９月にアンケートをやって、10 月分析ということですね。その後報告ということで

すね。 

   では、次の報告の機会までに、この議事等につきまして十分熟読いただきまして、また

質疑等々もしていただければというふうに思います。今回は以上の説明で終わります。 

   続きまして、農業集落排水整備事業特別会計の歳入歳出について、執行部より一括して

説明をお願いします。 

下水道課長 決算書 154 ページをお開きください。 

   中段部になります。 

   ５款農林水産業費、１項農業費、７目集落排水整備費２億 8,716 万 9,000 円。こちら

は、一般会計から農業集落排水整備事業特別会計への繰出金になります。 

   続きまして、342 ページをお開き願います。 

   農業集落排水整備事業特別会計、歳入になります。 

   款項、収入済額の順でご説明いたします。 

   １款分担金及び負担金、１項分担金 1,344 万円。こちらは、548 件分の事業費分担金に

なります。収入未済額 500 万 8,000 円につきましては、生活困窮等が主な理由での滞納

額となり、収納率は 72.9％でございます。 

   ２款使用料及び手数料、１項使用料 7,607 万 5,440 円。こちらは１万 1,452 件分の農

業集落排水使用料でございます。収入未済額 162 万 7,757 円につきましては、経営難や

生活困窮等が主な理由での滞納額となり、収納率は 97.7％でございます。 

   ２項手数料 16 万円。 

   ３款国庫支出金、１項国庫補助金 9,650 万円。 

   ４款県支出金、１項県補助金 3,161 万 4,000 円。 

   ５款財産収入、１項財産運用収入 18 万 5,348 円。 

   344 ページをお開きください。 

   ６款繰入金、１項繰入金２億 9,936 万 3,000 円。こちらは、さきにご説明いたしまし

た一般会計からの繰入金及び基金からの繰入金になります。 

   ７款繰越金、１項繰越金 5,939 万 9,127 円。 

   ８款諸収入、１項諸収入 668 万 3,631 円。 

   ９款市債、１項市債２億 1,110 万円。こちらは、農業集落排水整備事業債、資本費平

準化債及び 346 ページにあります公営企業会計適用債になります。 
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   348 ページをお開きください。 

   歳出になります。 

   款項目、支出済額の順にご説明をいたします。 

   １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費１億 1,572 万 7,238 円。こちらは、主

に職員人件費の外、農業集落排水整備事業の基金積立事業になります。 

   ２目維持管理費 9,163 万 309 円。こちらは、６地区の処理場及びマンホールポンプ施

設の光熱費、修繕料、施設管理委託料等の維持管理費になります。不用額のうち主なも

のは、不測時に備えた設備の修繕料及び委託料の請負差金等によるものでございます。 

   350 ページをお開きください。 

   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２億

9,765 万 3,025 円。こちらは、職員人件費及び酒出地区の農業集落排水整備事業費になり

ます。不用額のうち主なものは、委託料及び工事請負費の請負差金等によるものでござ

います。また、鴻巣地区の整備事業が終了したことにより、約２億円の事業費が減額に

なってございます。 

  ３項公債費、１項公債費、１目元金１億 7,146 万 2,730 円。 

   352 ページをお開きください。 

   ２目利子 7,238 万 9,851 円。こちらは、農業集落排水整備事業に伴う起債の元金及び

利子償還分になります。 

   ４款予備費、１項予備費、１目予備費ゼロ円。 

   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。 

   質疑に入ります。質疑ございませんか。 

遠藤委員 348 ページの維持管理費で、その 349 ページに内訳が出ていますが、不用額が

12％ありますから、不用額としては結構大きいのかなと思いますけれども、差金という

ことですが、その分を外に何かしら各地区から要望の出ている整備に充てるとかいうこ

とはなかったんでしょうか。 

下水道課長 維持管理でございます。この維持管理につきましては、先ほどお話しさせていた

だきました６地区の主に集排処理場の維持管理費に充てるものでございます。これにつ

きましては、年間のメンテナンス、点検委託もしている中で、メンテナンス会社のほう

からの報告に基づいて修繕を年次的に計画しているものでございまして、この不用額に

対して緊急的に整備するものが昨年度はなかったということで、不用額にさせていただ

きました。 

   以上でございます。 

花島委員 352 ページから 353 ページのところで利子と書いてある項目の、説明では利子及び

元金の償還とおっしゃっていましたけれども、ここでは利子としか書いていませんよね。



－13－ 

これどういうことなんですか。目として利子と書いてあるので、そういうものなんです

か。 

下水道課長 償還金の元金につきましては、前のページの 351 ページの右下に償還元金がご

ざいます。それと、利子につきましては 353 ページということで、元金と利子というこ

とで記載をさせていただいております。 

花島委員 前のページからの続きでということですね。わかりました。 

委員長 外に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いたします。 

     休憩（午前 10 時 41 分） 

     再開（午前 10 時 42 分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

   水道課が出席しております。 

   議案第 63 号、水道課所管部分を議題といたします。 

   一般会計の所管部分について、執行部よりご説明願います。 

水道課長 水道課長の箕川です。外３名が出席しております。よろしくお願いいたします。 

   それでは、議案第 63 号 平成 28 年度那珂市歳入歳出決算のうち、水道課所管分の説

明をいたします。 

   決算書の 128 ページをお開き願います。 

   款項目の順に説明いたします。 

   ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、支出済額２億 3,844 万 9,570 円

のうち、次ページをお開き願います。 

   右側、131 ページになります。 

   備考欄中段２つの事業が水道事業会計分となります。 

   まず、水道事業会計補助事業になります。 

   19 節負担金、補助及び交付金 26 万 4,000 円。これは、水道事業の広域化対策に要する

経費として、企業債元金償還金の一部を補助するものでございます。 

   続きまして、水道事業会計出資事業になります。 

   24 節投資及び支出金 335 万 4,000 円。こちらは、水道事業の広域化対策に要する経費

として、企業債利息償還金の一部を補助するものでございます。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

     （なし） 
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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 64 号 平成 28 年度那珂市水道事業会計決算の認定についてを議

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 64 号についてご説明いたします。 

   議案第 64 号 平成 28 年度那珂市水道事業会計決算の認定について。 

   平成 28 年度那珂市水道事業会計決算については、地方公営企業法第 30 条の規定に基

づき、議会の認定を得たいので、別冊のとおり提出する。 

   提案理由といたしましては、平成 28 年度那珂市水道事業会計決算を公営企業法第 30

条第４項の規定に基づき、議会の認定に付するものでございます。 

   別冊の平成 28 年度那珂市水道事業決算書をご用意願います。 

   それでは、17 ページをお開き願います。 

   こちらは税抜きの金額となります。 

   平成 28 年度那珂市水道事業収益的費用明細書。 

   収益的収入。 

   １款水道事業収益 11 億 2,134 万 5,314 円、１項営業収益 10 億 7,559 万 7,372 円。こ

れは、水道料金及び加入分担金などの収入になります。 

   ２項営業外収益 4,574 万 7,942 円。主なものは、雑収益の東京電力損害賠償金と長期

前受戻入などの収入になります。 

   ３項特別利益ゼロ。 

   続きまして、18 ページをお開き願います。 

   収益的支出、１款水道事業費９億 8,089 万 7,602 円、１項営業費用９億 6,269 万

3,139 円、１目原水及び浄水費４億 8,542 万 6,116 円。これは主に浄水場の運転管理費用

及び原水、上水の購入費となります。 

   ２目配水及び給水費 3,832 万 4,934 円。配水設備及び給水施設の維持管理費で、漏水

修繕や量水器交換、配水管移設に関する費用となります。 

   続きまして、19 ページをお開き願います。 

   ３目受託工事費ゼロ、４目総係費１億 5,990 万 4,921 円。職員人件費、総務事務費に

関する費用になります。 

   続きまして、20 ページをお開き願います。 

   ５目減価償却費２億 7,903 万 7,168 円。有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費

になります。 

   ６目資産減耗費ゼロ。 

   ２項営業外費用 1,798 万 7,319 円、１目支払利息及び企業債取扱諸費 1,766 万 44 円。

企業債の支払利息となります。 
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   右側、21 ページをごらん願います。 

   ２目消費税ゼロ、３目雑支出 32 万 7,275 円。 

   ３項特別損失 21 万 7,144 円、１目固定資産売却損ゼロ、２目過年度損益修正損 21 万

7,144 円。 

   ４項予備費ゼロ、１目予備費ゼロ。 

   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。 

議長 １点教えてください。漏水したとき、漏水しているとか漏水が本管とか何かであったと

きに、それをどうしてわかるのかな。簡単な質問かもしれない、それがまず１点。工事

しますよね、漏水がここで見つかったので、工事しました。 

   それからもう１点、減価償却費の中で建物五百何十万、機械及び装置九百何万、これは

わかります。構築物というもの、これは管と理解したほうがいいのかな、これはどうい

うものを指すのか、その２点。 

水道課長 それでは、私のほうから漏水に関してのご質問の回答をさせていただきます。 

   漏水に関しましては、主に一般住民、道路を通行している方とか歩いている方が路面に

水があふれているんだけれども、漏水じゃないですかというふうな通報がありまして、

現地を確認して漏水を確認するといったのが多うございます。 

   漏水については以上でございます。 

   減耗費については総務グループ長のほうから説明させていただきます。 

総務Ｇ長 それでは、お答えいたします。 

   構築物に関してなんですけれども、先ほど議長がおっしゃられたように主に管路の部分

が入っております。 

   以上です。 

議長 そうしたら、これは要するに構築物といって、我々が一般的にする減価償却じゃなくて、

これはどうしようもないわね、この減価償却、市として２億 7,900 万ぐらいあるけれど

も、実際これは出さないお金として残っていくんだけれども、この構築物としてなって

いるものは、将来老朽化したり何かして、必ず交換したりしなくちゃならないものです

よね。もちろんその外機械もそうだけれども。了解をいたしました。 

   それから、今言った漏水、これ表に出ていくときは私らが見ても住民が見てもわかるけ

れども、そういう地盤ばかりじゃないところもなきにしもあらずなんではないですか。

要するに地下へ流れちゃうようなところ、大体わかるんですか。 

水道課長 漏水として目に見えるものは、先ほどお答えしましたとおり地表に出てくるもので

しか確認はできないんですけれども、そればかりじゃない漏水も多分、目に見えない漏

水も多々あると思いますので、本年度より市内の管路については漏水調査、路面上より、
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例えば電子を当てて、管から漏水しているかどうかという調査を今年度実施いたしまし

て、次年度以降、必要な場所については随時補修なりをしていきたいと考えております。 

   以上です。 

福田委員 その漏水に関してなんだけれども、今いわゆる道路とかそういうところのシモリ水

で漏水、一般家庭でいわゆる計量器から配水される、一般家庭でね、そういうときの漏

水、これありますよね。そういう場合の処理というのはどういうふうにやっているんで

すか。 

水道課長 一般家庭からの漏水については、水道料の検針時に、検針員が、前回に対して水道

料が多いという場合には、当家の方に水道料が多いんで、漏水しているかどうか確かめ

た方がいいですよというようなお知らせは置いてくるようにしております。その中で当

家の方が漏水を発見されれば、発見されたときに随時、当然漏水で使用しない水量にな

りますので、水道料金の減免とか、そういうような対応をしながらやっているのが現状

でございます。 

   以上でございます。 

福田委員 その減免というのは、それは月の平均で減免するの。 

水道課長 そうですね。過去何回分かの水道料金を平均しまして、突出している分について減

免するというような形をとっております。 

福田委員 なるほど。わかりました。 

花島委員 漏水検査をやるとおっしゃいましたが、もうちょっと詳しくお願いしたい。という

のは、気がつかないで漏水で、結局地下に空洞ができたりして道路陥没というおそれも

あるので、ぜひそういうのを進めてほしいんですけれども、具体的にどうやってやるの

かをもうちょっと説明いただきたい。 

水道課長補佐 お答えいたします。 

   漏水調査なんですけれども、基本的にはロガーという音波を出すものを水道施設にある

バルブの中の要所につけまして、それで 24 時間音を拾いまして、水道の水の音を確認す

ることによって、範囲をだんだん縮めていって、目に見えない漏水を発見して修理をし

ていくという調査になります。 

   以上でございます。 

花島委員 そうすると、直接漏水を感知するんではなくて、ある区間で、例えば水量が普通だ

ったら誰も使っていないようなときに一定量はいつも流れているということを検知する

ということですか。 

水道課長補佐 お答えします。 

   まず、目に見えない漏水というのは、かなり大きいものに関しては浄水場のほうで水道

の動きがわかりますので、大きい漏水はわかります。今現在ちょっとわからないものは、

水量が少ないものに関しては、夜中の、各一般家庭の動きぐらいしか表示が出ませんの



－17－ 

で、それで各ブロックに分けるんですけれども、今回行うのは後台水系と木崎水系、各

浄水場のエリアを分けまして、夜中に対しても音を拾いまして、それの差によって、こ

の路線に関しては水がちょっと動いているよというのをだんだん絞っていきまして、漏

水の場所を発見するというやり方です。 

   以上でございます。 

遠藤委員 関連して、それは今年度から始めるという話でしたか。 

水道課長補佐 今年度から４カ年にわたりまして、各浄水場エリアを分けまして漏水調査をし

て、有収率を上げていくという予定でございます。 

   以上です。 

遠藤委員 すみません、決算で恐縮ですが、参考までに、予算はいくらぐらい計上している調

査ですか、それは。 

上下水道部長 今年度既に発注はさせていただいたんですが、１件というか、要するにその百

五十何キロとかで七、八百万かけて、今回は発注しております。申しわけないです。具

体的なその数字、工事費はちょっと、漠然で申しわけないんですが、七、八百万で発注

させていただいています。 

委員長 外にございませんか。 

     （なし） 

委員長 じゃ、１点、18 ページの営業費用、１項の１目原水及び浄水費、この中の委託料で

6,122 万ということで施設管理代がかかっているんですけれども、これの内訳といいます

か、かなり前年から比べると倍以上かかっているんですよね、3,000 万ぐらいふえている

んですけれども、この中身というのは特殊な管理というか、何かふえましたですかね。 

水道課長 施設の維持管理につきましては、前年度までは嘱託職員等を配置しまして 24 時間

の管理をしておったわけですけれども、昨年度より業者に委託しまして、全ての浄水場

ですか、それを委託をいたしましたので、それに伴って委託金が増額しているというふ

うになります。 

   以上でございます。 

委員長 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。 

   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 64 号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 
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     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、議案第 64 号は原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

   続きまして、那珂市水道事業資産管理、アセットマネジメントですね、並びに経営戦略

策定についてを議題といたします。 

   執行部よりご説明願います。 

水道課長 それでは、那珂市水道事業資産管理（アセットマネジメント）並びに経営戦略につ

いてご説明いたします。 

   配付いたしました常任委員会資料のご用意をお願いいたします。 

   ９ページのほうをお開き願います。 

   それでは、ご説明いたします。 

   那珂市水道事業資産管理（アセットマネジメント）並びに経営戦略策定について。 

   １、概要。 

   これまで安全で安定した水の供給を基本方針とし、平成 27 年度に長期的な水道事業の

展望として、那珂市水道ビジョン、また、平成 28 年度に平成 29 年度から 10 年間の基本

計画となる那珂市水道事業第２次基本計画書を策定いたしました。 

   今後の水道事業の収支は、収益的収入においては、人口減少や節水機器の普及により水

道料金収入の減少が見込まれ、支出においては、木崎浄水場の更新事業による減価償却

費の増加が見込まれます。また、資本的支出において、配水管等の老朽管や浄水場施設

の更新費用が増加し、さらなる収益的支出における減価償却費の増加につながり、経営

が大変厳しくなると予想されます。 

   そのため水道事業経営を安定継続させるため、資産管理（アセットマネジメント）を行

い、中長期的な経営の基本計画となる経営戦略を本年度中に策定いたします。 

   ２、内容。 

   （１）那珂市水道事業資産管理（アセットマネジメント）策定業務。 

   厚生労働省「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き」に

準じ、資産の状況把握、問題点、課題等を整理し策定する。対象となる水道施設は管路

等の構築物、機械・装置及び建物等とする。 

   （２）那珂市水道事業経営戦略策定業務。 

   上水道事業の安定かつ継続可能性を実現するため、財政収支の見通しを検討し、投資と

財政の両面から今後の経営の方向性を明らかにする。なお、財政収支の見通しについて

は、最新の予算書及び決算書を踏まえ、収益的収支、資本的収支の資金計画等について

財政シミュレーションを行う。10 年程度の中期計画を策定する外、40 年程度の長期計画

も検討する。 

   なお、策定項目については次のとおりとする。 

   １、事業概要。 
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   ２、将来の事業環境。 

   次ページになります。 

   ３、経営の基本計画。 

   ４、投資・財政計画（収支計画）。 

   ５、経営戦略の事後検証、更新等に関する事項。 

   この他、経営改善の有効な方策として料金改定の必要があれば検討する。 

   ３、策定までのスケジュール。 

   12 月、策定内容を庁議にて報告。 

   １月、パブリックコメントの実施。 

   ２月、部長会議にて報告。 

   ３月、議会（産業建設常任委員会）にて報告。 

   ３月、市ホームページにて公表。 

   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。 

木野委員 この一応策定に当たりまして、メンバーはどういった方が入られますか。 

水道課長 この策定については、今のところ業者委託をしていまして、職員等で検討していく、

こう考えております。策定の過程において必要があれば関係各部署と協議を重ねていき

たいというふうに考えております。 

   以上でございます。 

花島委員 スケジュールでいくと、策定内容を庁議に報告して、その後パブリックコメントと

なっているんですけれども、パブリックコメントを募集するには、内容の提示が必要で

すよね。それというのは、１月、その内容を提示されてからコメントの募集の締め切り

までどのくらい期間を考えていますか。 

水道課長 パブリックコメントについては１カ月程度の期間を考えております。 

   以上でございます。 

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。 

   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。 

   再開を 11 時 15 分といたします。 

     休憩（午前 11 時 07 分） 

     再開（午前 11 時 15 分） 

委員長 それでは、再開いたします。 
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   土木課が出席しております。 

   議案第 62 号 市道路線の認定についてを議題といたします。 

   執行部よりご説明願います。 

土木課長 土木課長の海老沢です。外４名が出席しています。よろしくお願いします。 

   それでは、着席して説明させていただきます。 

   それでは、議案書 15 ページをお開きください。 

   議案第 62 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、議会の議決を求めます。 

   記。 

   整理番号１、路線番号 1191。 

   起点、那珂市下大賀字中道 919 番４地先。 

   終点、那珂市下大賀二ツ堂 1633 番１地先。 

   平成 29 年９月５日提出、那珂市長。 

   では、次のページ、16 ページをお開きください。 

   こちらの路線につきましては、118 号の４車線化に伴いまして、新たに道路を整備する

下大賀鳥井戸線に接続する、こちらで言いますと上下になる道路の部分、こちらの部分

を認定するという形になります。この道路を整備することによって、118 号が４車線化に

伴って交差点部ができる。ここしかできないので、そこへ接続するための道路として必

要だということで整備するものでございます。それに伴いまして、延長としましては、

上段、参考資料にありますけれども、155 メートル、幅員としましては６メートルの道路

の整備をということで認定することになります。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 62 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 62 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 63 号、土木課所管部分を議題といたします。 

   まず、一般会計の５款農林水産業費の所管部分について、執行部よりご説明願います。 
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土木課長 では、決算書 150 ページをお開き願います。 

   ５款農林水産業費、１項農業費、５目農地費、支出済額１億 3,419 万 7,100 円でござ

います。この目のうち土木課所管分につきましては、備考欄３段目にあります湛水防除

施設維持管理事業でございます。支出済額 622 万 8,828 円でございます。この事業につ

きましては、久慈川沿いに設置されています３カ所の排水機場の維持管理費のための経

費でございます。 

   次のページをお開きください。 

   ６目地積調査費、支出済額 4,200 万 8,349 円でございます。木崎地区及び額田地区地

籍調査、それに伴う地籍調査事務費になります。この目の不用額でございますけれども、

木崎地区と額田地区における委託料の請負差金でございます。 

   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 なければ、質疑を終結いたします。 

   続きまして、７款土木費及び 10 款災害復旧費の所管部分について、執行部よりご説明

願います。 

土木課長 では、７款の土木費について説明いたします。 

   決算書 164 ページをお開きください。 

   ７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁総務費、支出済額２億 2,907 万 8,888 円

でございます。職員人件費 34 名分及び道路整備事務費、用地管理事務費、未登記道路整

備事業等の費用でございます。 

   続きまして、次のページをお開きください。 

   ２目道路維持費、支出済額２億 3,617 万 1,131 円でございます。こちらにつきまして

は、道路維持事業に係るものでございまして、この目の不用額でございますけれども、

社会資本整備総合交付金、道路安全対策事業の交付決定額が減になりましたことによっ

て、事業箇所を精査したことによる委託料及び工事請負費の請負差金でございます。 

   続きまして、ページをお開きください。168 ページになります。 

   ３目道路新設改良費、支出済額２億 6,475 万 5,781 円でございます。この目の主な不

用額でございますけれども、委託費、工事請負費の請負差金と電柱移設補償費のほうが

不要になったものでございます。 

   続きまして、ページをお開きください。170 ページになります。 

   ４目橋りょう維持費でございます。支出済額 1,417 万 6,058 円でございます。こちら

の支出としましては、後台地内にかかっています２橋の長寿命化のための修繕工事の委

託料でございます。 
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   続きまして、同じページになります。 

   ７款土木費、２項河川費、１目河川総務費でございます。支出済額 52 万 1,011 円でご

ざいます。こちらにつきましては、那珂川と久慈川にある樋管施設の維持管理に要した

費用でございます。 

   続きまして、２目河川維持費でございます。支出済額 247 万 9,670 円でございます。

主な支出としましては、両宮排水路及び市内にあります調整池の維持管理に要した費用

でございます。 

   続きまして、３目河川改修費でございます。支出済額２億 1,108 万 2,538 円でござい

ます。こちらにつきましては、両宮排水路整備事業の請負工事費が主なものでございま

して、不用となっているものといたしましては、両宮排水路整備事業の請負差金になり

ます。 

   それでは、242 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目現年度災害でございます。支出済額

128 万 5,200 円でございます。この支出につきましては、明許繰越ですから、27 年度の

明許繰越による久慈川にかかっておりました木崎橋の復旧費の工事費になります。 

   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。 

遠藤委員 170 ページの河川改修で両宮排水路整備事業です。これは昨年度ですか、バイパス

までの整備の分だと思いますが、ちょっと前も話をしましたが、よくできたなと思いま

すし、これからもまた進めていただきたいんですが、付近の住民の安全という部分で、

手すりというかフェンス、あれ相当深いんで、危ないというところがありまして、下か

らずうっときれいにフェンスができていますけれども、バイパスの手前でちょっと途切

れていまして、付近の子どもたちが危ない、住民の方も含めて。また、すぐ近くを通学

路で、堀ノ内からの子が橋を通っていくので、非常に危ない声が付近で出ていまして、

フェンスを、なぜこれを途中までで、差金も出ているようですし、なぜできなかったの

かなとも思いますし、その理由と、あと、ぜひちょっと早目にあれはしていただきたい

なという声が出てはおります。 

   そのフェンスが途切れた部分もさることながら、橋を渡るところの部分に、フェンスと

フェンスの間も結構子どもが間をすり抜けちゃうぐらいの間もあいているんですね。だ

から、工事をするに当たりましては、あいた部分も配慮した上でやるべきかなと思うん

ですが、そこらがわかっていたのか含めてちょっとお答えいただければと思います。 

建設Ｇ長 先ほどの質問にお答えします。 

   両宮のほうなんですけれども、とりあえず繰り越しのほうで一部フェンスが終わりまし

た。今年度、バイパスまでのフェンスをもう発注する予定でございます。こちらのほう
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に関しましては、時間が過ぎたのは、地盤の自然沈下をちょっと待っていまして、両宮

のボックスを入れまして、両サイドが自然沈下してしまうんで、フェンスをすぐ入れち

ゃうと、波打ってしまうということで、一時期間を置かせていただいて、その後フェン

スを発注する予定です。フェンスの間があいているというのは、あそこは管理用のステ

ップが両宮のほうのボックスにありまして、そちらのほうをおりるのに、あそこを全部

ふさがれてしまうと、何かあると、転落する、何か落ちた場合とか、そういうときにお

りる場所がないんですよ。そうするとフェンスの間、基本的にあそこをなるべく短くと

いうことで、50 センチ程度だと思うんですけれども、そのぐらいをあかせてもらってい

るというのがその意味でございます。 

   以上になります。 

遠藤委員 わかりました。説明はわかりました。なるほど。本当に全部塞いで、安全のために、

人が落ちないように全部塞いでほしいのだけれども、本当に何かしら落ちて、それを救

助したり、何かしらするときの入り口もなくなっちゃうという意味ですね。ただ、本当

にあそこはすぐ子どもが通るところなので、一応指摘だけはしておきます。そういった

危険性はありますよということで、そういう工事を発注するに当たりましても、そうい

った部分はちょっと付近の不安、住民の不安はそういったところの声はありますから、

一応お伝えをしておきますね。 

福田委員 171 ページの橋りょう長寿命化修繕事業、これは後台２カ所と言いましたけれども、

これ場所をちょっと教えてください。 

維持Ｇ長 お答えします。 

   後台の出水橋と、もう一つが富士山２号橋になります。大井川にかかっている橋です。 

土木課長 場所的には、菅谷市毛線と国道 349 号線の間にかかっている大井川のところの橋

という形。一応、位置として、84 ページに位置図のほうがついていまして、ちょっとわ

かりづらいかとは思うんですけれども、施策調書の 84 ページのほうに位置図のほうが載

ってございます。 

     （「わからないな」と呼ぶ声あり） 

土木課長 ちょっとわかりづらいとは思うんですけれども。 

     （「了解」と呼ぶ声あり） 

遠藤委員 じゃ、それに関連して、ちなみにこの橋りょう長寿命化というんですが、これをや

るとまた何年ぐらい安全になるような補修なんですか。 

土木課長 一応その長寿命化、点検も含めて５年に一遍はやるような形にはなるんですけれど

も、そこから、その改修したものにもよってくる、今回ですと塗装だったりとか、あと、

つなぎ目の補修だとか、そういう形でやっていきますので、それによってのもち方とい

うのは変わってくるとは思うんですけれども、その改修の費用の形にも変わるんですけ

れども、ほぼそれで大体 20 年ぐらい。それでまたその点検を、という中で、５年ごとに
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は点検していきますので、その状況によって変わってくると思います。 

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します。 

     休憩（午前 11 時 31 分） 

     再開（午前 11 時 31 分） 

委員長 再開いたします。 

   都市計画課が出席しております。 

   議案第 61 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補正予算

（第１号）を議題といたします。 

   執行部より説明願います。 

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 61 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補正予算

（第１号）についてご説明いたします。 

   補正予算書の４ページ目をお開き願います。 

   歳入でございます。 

   ３款繰越金、１項繰越金、１目繰越金 38 万 8,000 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 38 万 8,000 円。補正の理

由でございますが、歳出の内容といたしまして、換地処分等に係る通信運搬費を増額し、

公示送達、官報掲載手数料の追加によるものでございます。 

   また、歳入につきましては、補正予算との関連において、繰越金を増額するものでござ

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 ないですね。討論を終結いたします。 
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   これより議案第 61 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 61 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 63 号、都市計画課所管部分ですね、これを議題といたします。 

   まず、一般会計の所管部分について、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、決算書 172 ページをお開きください。 

   款項目、支出済額の順にご説明いたします。 

   ７款土木費、３項都市計画費、１目都市計画総務費 6,574 万 3,057 円。職員人件費等

でございます。 

   続きまして、174 ページをお願いします。 

   ２目土地区画整理費１億 3,441 万 6,260 円。土地区画整理事務費及び上菅谷駅前地区

土地区画整理事業特別会計への繰出金でございます。 

   続きまして、同ページの一番下になります。 

   ３目まちづくり事業費３億 5,046 万 7,565 円。不用額の主なものにつきましては、下

菅谷地区まちづくり事業、上菅谷地区まちづくり事業及び菅谷地区まちづくり事業にお

きまして、工事請負費の入札差金等でございます。 

   続きまして、176 ページをお願いします。 

   ４目街路整備費１億 3,549 万 1,497 円。不用額の主なものにつきましては、菅谷市毛

線におきまして、工事請負費の入札差金等でございます。 

   続きまして、178 ページをお願いします。 

   ６目公園事業費 3,684 万 1,477 円。中谷原公園外 11 公園、11 カ所の都市公園の緑化管

理費でございます。 

   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。 

   続きまして、上菅谷駅前地区土地区画整理事業特別会計の歳入歳出について、執行部よ

り一括して説明をお願いします。 

都市計画課長 上菅谷駅前地区土地区画整理事業特別会計歳入についてご説明いたします。 

   款項、歳入済額の順にご説明いたします。 

   決算書の 390 ページをお開き願います。 

   １款使用料及び手数料、１項手数料 2,400 円。 

   ２款繰入金、１項繰入金１億 3,433 万 5,000 円。特別会計の不足分を一般会計から充
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当するものでございます。 

   ３款繰越金、１項繰越金 266 万 3,804 円。内訳としまして、前年度決算の実質収支差

による繰越金額でございます。 

   補正予算額は、平成 27 年度分歳入歳出最終確定による増額でございます。 

   歳入については以上でございます。 

   続きまして、392 ページをお開き願います。 

   歳出でございます。 

   款項目、支出済額の順にご説明いたします。 

   １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費 1,027 万 5,374 円。職員１名分の人件

費等でございます。 

   続きまして、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 3,330 万

4,493 円。不用額の主なものにつきましては、委託料の入札差金等でございます。 

   ３款公債費、１項公債費、１目元金 8,228 万 6,728 円。区画整理事業にかかわる起債

償還の元金分でございます。 

   ２目利子 783 万 4,370 円。区画整理事業費にかかわる起債償還の利子分でございます。 

   続きまして、394 ページをお願いします。 

   ４款予備費、１項予備費、１目予備費ゼロ円。 

   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。 

     （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（午前 11 時 42 分） 

     再開（午前 11 時 42 分） 

委員長 再開いたします。 

   建築課が出席しております。 

   議案第 63 号、建築課所管部分を議題といたします。 

   所管部分について、執行部より一括して説明をお願いします。 

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

ます。 

   それでは、決算書の 172 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 6,574 万 3,057 円。 

   次のページをお開きください。 
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   このうち上から２段目、建築総務事務費 45 万 4,067 円でございます。 

   続きまして、木造住宅耐震化推進事業 44 万円。これは、木造住宅の、一般住宅の耐震

補強に係る補助金でございます。 

   続きまして、すみません、その下です。 

   宅地耐震化推進事業 226 万 8,000 円でございます。これは、過去に盛り土されたとこ

ろの調査に係る委託費でございます。 

   続きまして、178 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 3,357 万 9,173 円でございます。内訳とい

たしましては、市営住宅管理事業 3,141 万 9,173 円、これは市営住宅の管理費にかかっ

ている経費でございます。 

   下段、市営住宅長寿命化事業、これは市営住宅の長寿命化の計画書を作成するための委

託費でございます。主な不用額としましては、長寿命化にかかわる委託費の入札差金、

それからシステムの更新に当りまして、パソコン購入をしたんですが、それのやはり入

札の差金でございます。 

   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 ２点なんですが、175 ページの木造住宅耐震化推進事業、この内容をもう少し詳細

ということと、次の宅地耐震化推進事業、盛り土ということですが、その場所ですね。

２カ所お願いします。 

建築課長 木造住宅耐震化推進事業、平成 24 年から続けてきたんですが、昨年、熊本地震等

もありまして、簡易の耐震事業、これが１件、それから耐震工事にかかわる計画書の作

成費に１件、それから、実際耐震化事業をやっていただいた補助金に１件、それぞれま

ず簡易耐震事業が４万円、それから計画書の作成に 10 万円、工事費のほうに 30 万、計

44 万円が支出されたところでございます。 

   それと、あと宅地耐震化のほうですね。宅地耐震化の推進事業に関しましては、場所は

那珂市全体で約 20 カ所ぐらいが調査対象になっております。昨年度は、過去の地図であ

ったり、都市計画図を重ね合わせたりをしまして、那珂市全体に盛り土、3,000 平米を超

えるものとか、腹づけで盛り土をされたようなところの抽出作業を昨年行いまして、そ

れが大体 20 カ所程度抽出されたところでございます。 

   今年度は、それをもちまして、もう少し現地に入って調査をして、最終的には公表に至

るという予定でございます。 

   以上でございます。 

遠藤委員 じゃ、その 20 カ所対象で、これは面積が 3,000 平米以上が対象ですね。宅地耐震

化推進ですから、宅地、大体市内のどこらあたりに点在しているんですか。 
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建築課長 まず一番大きなところとしましては、平野台団地が何カ所かに分かれております。

それから、これを宅地と認定するかどうかなんですが、静カントリーのところであった

り、那珂市で管理している大宮の環境センターであったり、その外に腹づけの箇所は一

般住宅と、ちょっとすみません、向山地内であったり、やはり一番大きいのは平野台団

地なんですが、あとは米崎のところの研究施設が入っていたりというところでございま

す。特に大きいのが平野台団地というふうに考えております。 

花島委員 この件はいいんですけれども、もっと狭い場所についてはまだ見ていないというこ

とですか。それともこれから考えているか。 

建築課長 国の基準でとりあえず今調査しているところとして、絞り込みの作業はしておりま

す。ただ、全体に点在している細かなところもある程度は図上で拾い上げているところ

は拾い上げているんですが、最終的な目標としましては、それが大規模に崩れて住民の

命を奪ったり、財産をなくしたりというものを避けましょうという事業なもんですから、

小さいピンポイントまでの調査を行っているものではないので、あくまで地図上、それ

からそれに基づいて現地のほうを調査して公表に至るということでございます。 

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。 

   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 49 分） 

     再開（午前 11 時 49 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 63 号、農業委員会所管部分を議題といたします。 

   所管部分について、執行部より一括してご説明願います。 

農業委員会事務局長 農業委員会事務局でございます。事務局長の根本外２名が出席しており

ます。よろしくお願いいたします。 

   決算書 140 ページ及び 141 ページをお開き願います。 

   款項目、支出済額の順にご説明いたします。 

   ５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、支出済額 2,004 万 7,981 円。主

な不用額につきましては、役務費の中の郵送料及び旅費の中の研修日当等になります。 

   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。 
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遠藤委員 143 ページ、遊休農地対策事業ですが、これ賃金ということで、これはやっていた

だいているというところでしょうけれども、何人対象の賃金で、あと、遊休農地パトロ

ールだと思いますが、ここ数年の傾向、面積ですね、教えていただければと思います。 

農業委員会事務局長 遊休農地対策事業、農地利用最適化推進委員さんが 16 名です。あと、

農業委員会の委員も一緒にパトロール等実施しますので、農業委員会が 18 名、合わせて

34 名になります。 

   遊休農地対策事業ですけれども、今年も年１回のパトロールを７月中旬から 10 日間の

日程で行いました。全地区回ったところ、今年の結果というのはまだ出ていないんです

けれども、昨年の、28 年度の結果で言いますと、遊休農地が 158 ヘクタールございます。

遊休農地率、耕作面積に対しますと 3.5％ぐらいございます。遊休農地のこの 158 ヘクタ

ールの内訳ですけれども、農用地区域の農地が 59 ヘクタール、その他の農地に関しては

99 ヘクタールという状況になっています。今年まだ結果、先ほど申したように結果は出

ていないんですけれども、調査に歩いた感じ、解消されたところもありますし、ふえた

ところもあるので、結果的には同じぐらいなのかなという、予想ですけれども、感じて

おります。 

   以上です。 

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。 

   暫時休憩いたします。 

   それでは、再開を午後１時といたします。よろしくお願いします。 

     休憩（午前 11 時 54 分） 

     再開（午後０時 59 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 63 号、農政課所管部分を議題といたします。 

   所管部分について、執行部より一括してご説明願います。 

農政課長 農政課長の平野と申します。外３名が出席しております。よろしくお願いいたしま

す。 

   それでは、142 ページをお願いいたします。 

   款項目、支出済額、不用額の順で読みあげてまいります。 

   ５款農林水産業費、１項農業費、２目農業総務費１億 5,378 万 6,645 円、274 万 2,355

円。 

   144 ページをお願いいたします。 

   ３目農業振興費 7,159 万 3,148 円、2,104 万 1,852 円。主な不用額といたしましては、
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担い手育成支援事業において、機械補助の取り下げがございました。これによる補助金

1,451 万円が不要となるものです。 

   150 ページをお願いいたします。 

   ４目畜産業費 28 万 6,496 円、７万 3,504 円。家畜伝染病予防注射の見込み減によるも

のです。 

   ５目農地費１億 3,419 万 7,100 円、うち農政課分としては１億 2,796 万 8,272 円にな

ります。不用額 517 万 4,900 円、うち農政課分は 392 万 4,728 円になります。主な不用

額ですが、工事請負費における入札差金ということになります。 

   154 ページをお願いいたします。 

   ８目経営所得安定対策費 6,101 万 2,203 円、143 万 1,797 円。主な不用額は転作奨励補

助金の見込み減によるものです。 

   ５款農林水産業費、２項林業費、１目林業費７万 2,145 円、12 万 5,855 円。民地林の

補助金の見込み減によるものです。 

   242 ページをお願いいたします。 

   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 1,105 万

6,140 円、125 万 3,860 円、主な不用額は、工事請負費における入札差金によるものです。 

   以上となります。よろしくお願いいたします。 

委員長 説明が終了いたしました。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

花島委員 農地の災害復旧費について、具体的にどんな復旧事業があったのか。 

   242 から 243 ページです。 

農政課長 昨年８月の大雨に伴う復旧でございます。全部で工事のほうが２本、委託で行いま

したものが３本、計５本の工事を行いました。具体的には下江戸地内の排水路の法面復

旧の測量、災害復旧のかんがい排水施設の堤地区が２本、設計の業務委託でございます。 

   工事につきましては、堤地区の横断排水路のほうが１本、下江戸地区排水路の法面復旧

工事が１本でございます。 

   以上でございます。 

福田委員 ちょっと今見落としちゃったんだけれども、補助事業はまだでしたか。担い手じゃ

ないな、あれは。農機具の購入等のあれは。経営所得じゃないな。 

   農業機械の補助事業は、あれは何でしたか。 

農政課長 こちらは担い手育成支援事業でございます。 

福田委員 何ページですか。 

農政課長 145 ページでしょうか。資料番号ですと、主要事業施策調書のほうは 72 ページで

す。 

福田委員 72 ページですか。 
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農政課長 決算書のほうは 145 ページになります。 

委員長 一番下のほうですね、下から２番目、担い手育成支援。 

福田委員 これの農機具の補助事業は。 

   目が違いますか。 

農政課長 この中の認定農業者の経営改善支援として 850 万円というのが…… 

福田委員 それ、何ページでしたか。 

農政課長 主要施策調書の 72 ページになります。 

福田委員 これちょっとお伺いしたいんですが、この認定農業者経営改善支援費 850 万円、

この件でちょっとお尋ねしたいのは、この予算額 850 万円というのは、これ毎年この金

額で来ているよね。 

農政課長 そうですね。 

福田委員 ここ何年続いていますか、この 850 万円というのは。 

農政課長 850 万円になってからの金額の年数についてはちょっと調べてご回答したいと思い

ますが、昨年、今年ともに同額でございます。 

福田委員 いや、これは昨年ばかりじゃなくてね、これずうっと毎年同じ金額が計上されてい

ると思うの。その資料は今出すということですから、後でいただきますけれども。これ

ね、いわゆる決算書の 145 ページ、これを見ると、この予算額に対して、支出済額に対

しての不用が 2,100 万円ありますよね。そういうことにこういう、この支援事業に充て

るということ、そういうことというのは全く考えはないんですか。 

農政課長 昨年、平成 28 年度の補正予算で 1,450 万円というものが取り下げになりましたが、

こちら市の独自支援とは別の県のほうから充てられる事業だったはずの資金になります

ので、この 850 万円というのはあくまでも市の単費、独自補助という形の中での支援に

なります。 

福田委員 そうすると、850 万円というのは市単独の事業でしょう。ですからね、そういうこ

の単独事業なんだから、こういう不用額が出ているんだから、そういうのに盛り込む、

やはりそこに毎年同じ金額、予算じゃなくて、もうちょっとめり張りをつけた、なぜそ

ういうことを言うかというと、基幹産業と位置づけをしているわけでしょう。ですから、

その辺にね、やはりめり張りというのも必要じゃないですか。私はそう思うんですよ。

どうですか、この辺は。 

農政課長 ご指摘のとおり、この市の独自の支援費につきましては、要望が多い年というとこ

ろでは不足が生じ、また、追加募集をかけないと当初の募集で集まらないと、この支援

費のほうの不用が出るという年も確かにございます。その波というのを予想するのは確

かに難しいところなんですが、全ての要望に応え切れずに不足分を按分、補助額が按分

されてしまうというような年が発生するのも確かでございます。要綱について、現在の

ところは予算の範囲内でというような規定がございますので、そちらのほうの要望額の
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波を若干読めれば、この市の単独補助のほうが有効に生きるような施策ができるのかな

というふうには、おっしゃる、ご指摘のところかと思います。 

福田委員 これは副市長ね、ひとつその辺も考えていただきたいと思うんですよ。これなぜか

といえば、やはりこれからこの事業を拡大する、農業を拡大していく、あるいは認定農

家、あるいは担い手、全てに結びつくと思うんですよ、全てに。農業者に対してね。そ

ういうことが、やっぱり基幹産業ということにつながるんじゃないですか。ですから、

そういうことをね、これ 850 万円というのを毎年同じだよ、たしか。全然上下がないと

思う。資料をいただくということですから、それはぜひ出していただきたいと思うんで

すが、その辺にね、もうちょっとやっぱり考えを盛り込ませていただければと思います

ね。 

   以上です。 

委員長 外にございませんか。 

遠藤委員 149 ページの農地中間管理事業と、あと、６次産業化推進事業についてですけれど

も、施策調書に 74、75 ページに出ておりますが、まずこの農地中間管理事業、これに関

しては平成 27 年度、28 年度にそれぞれ実績が出ております。平成 27 年度から 28 年度は

かなりこうぐっと上がったなというふうな感じがしますけれども、この要因、それから

今、集約化に関して出ている課題というのが何かというのをまずお聞きします。 

農政課長 昨年度、平成 28 年度の４月までは利用権の設定について、報奨金というような形

がございましたが、そちらは打ち切りになると。農地中間管理事業というものが、事業

が始まってございまして、こちらのほうに制度がシフトしていくというところで、利用

権というものからこちらに筆が移っていくというところがまず大きいところでございま

す。 

   また、担い手といいますか後継者ですかね、耕作者が減少しているというのは一番大き

な要因でございまして、耕作をしてくれる方に土地を預けたいという要望が全体的に大

きいというところがこの筆がふえているところはございます。 

   一方で、この課題としましては、耕作者がつくりやすいところというのは当然ながら貸

借が成立いたしますが、つくりにくいというところは、どうしても耕作者の方が好みま

せん。いわゆる貸し手はいるんだけれども、借り手が見つからないというところが、こ

れは相対もそうですし、外の制度にしてもそうなんですが、そちらのほうでいつまでも

借り手、耕作者が出てこないと、手を挙げてくれないという土地が出てきてしまう。こ

れについての問題がございます。 

   以上です。 

遠藤委員 そういうことなんだろうなと思いますが、ちなみにこれは県の農林振興公社から委

託を受けていますね。ですから、これは外の市町村も同じような状況かと思うんですが、

那珂市においては、外の市町村に比べて、この集約化というのは進んでいるほうなんで
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すか、それともおくれているほうなんですか。 

農業振興Ｇ長 担当から申しあげたいと思います。 

   平成 27 年度より農地中間管理事業のほうをスタートいたしまして、豊喰地区で農地の

集積のほうが進んだのを皮切りに、那珂市のほうの事情としましては、利用権設定の年

に２回のお預かりから、毎年中間管理事業に伴う農地の貸借のほうを毎月農業委員会の

ほうに審議させていただいているところでございます。そういったサービスの向上をし

たところ、平成 27 年 10 月から今年、平成 29 年９月の農業委員会総会まで、平成 28 年

の 10 月総会を除いて、毎月中間管理の貸し借りの申請のほうを農業委員会のほうにお出

しすることができるようになりました。 

   利用権設定が満了するときに力を入れていることではございますけれども、説明会のほ

うを開催しております。中間管理に伴う説明会をさせていただきまして、地区ごとに行

っております。そういった取り組みが功を奏しまして、利用権設定から、先ほど課長が

申しあげたとおり、中間管理のほうの推進のほうが進んでいる状況でございます。 

   以上でございます。 

     （「比較」と呼ぶ声あり） 

農業振興Ｇ長 すみません、比較につきましては、詳しい資料をちょっと手元に持ってきてい

ないので明言はできませんけれども、県央地区におきましては、利用権設定のほうから

の貸し借りのほうが那珂市は進んでいるという評価のほうは受けております。ただ、地

区のほうの集積のほうが、豊喰地区からまだできていないところがありますので、地区

のほう、また基盤整備等に伴いまして、中間管理のほうでの貸し借りを進めていきたい

というふうに考えているところでございます。 

遠藤委員 わかりました。 

   じゃ、次に、この６次産業化ですが、ちょっとこの数字なんですけれども、149 ページ

だと、これは６次産業化推進事業は 102 万 2,400 円ですね。施策調書だといくらですか、

これ。 

農政課長 こちらのほうの施策調書のほうに書かれている金額につきましては、６次産業化の

ほうで平成 28 年度の繰越分のほうの金額が入ってございます。合算したもので調書のほ

うを作成してございます。 

遠藤委員 そうですよね、桁が違うのでちょっとわからないのですが、ちょっとよくわからな

いので、どういった部分が追加、プラスになっていて、トータルがいくらの施策調書な

んですか、これは。 

農政課長 トータルの金額から申しますと、535 万 5,000 円になりまして、それぞれの現年分

につきましては、先ほど言いました 102 万 2,000 円。そして、平成 27 年度の補正予算、

平成 28 年度に繰り越した金額が 433 万 2,000 円というような、この２つを足しまして

535 万 5,000 円で平成 28 年度の事業のほうが実施されました。 
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   以上です。 

遠藤委員 施策調書のつくり方として、こういうことでいいんですか。今までなかったと思い

ますが。 

農政課長 今回の施策調書、平成 28 年度執行の決算額ということだったものですから、繰越

分と現年分を乗せて実施いたしましたが、ちょっと見づらいところがあったかもしれま

せん。そちらについてはおわびいたします。 

遠藤委員 これ繰越明許費だということなんですか。 

農政課長 149 ページ、６次産業化推進事業の 102 万 2,000 円につきましては、現年、平成

28 年度の、その下のほう、433 万 2,000 円につきましては繰越明許で、平成 27 年度から

28 年度に送って執行した予算になります。 

遠藤委員 わかりました。149 ページの２つの分を足したのが施策調書で合算されているとい

うようなつくり方ですね。 

   では、６次産業化をどんどん進めていただきたいなと思うわけですが、この事業目的に、

市長選挙における公約の一つである云々と、こう書いてあるので、ちょっと思い出した

んですが、農業公社をつくるというような公約があったと思いますが、これは今この過

程においては、この６次産業化推進事業としてはこの金額が計上されていましょうけれ

ども、公社に向けてのものというのは、この中に動きとしては入っているのか、公社に

向けての進み方は現状どうなっているのかを教えてください。 

農政課長 まず公社につきましては、こちらの６次産業化の中には含まれてございません。ま

た、動きにつきましては、先進地の、近隣を含めてなんですが、公社を設置している自

治体のほうを見てまいりまして、こちらのほうが余り思わしくないということで、報告

のほうを一度、議会のほうにもさせていただいた経緯があるようなんですけれども。自

前で自立できるというような形でなくて、市町村の財源がかなりつぎ込まれないと、公

社として自立できているところがないというような先進地の事例のほうを調べてきた結

果が出ておりますので、しばらくこちらについては見合わせたいというようなことでご

ざいます。 

委員長 公社についてはですね、今回答いただきましたけれども、自治体が経営する公社につ

いては運営上も非常に厳しいという回答でしたけれども、これはいろんなやり方がある

と思いますので、例えば株式会社もそうですし、民間使うのもそうですしね。あるいは

また、財源は広く公募してもいいでしょうし、ファンド等の利用等もあると思いますの

で。話は終わりにしないで、続けてやっていただきたいなというところなんですね。そ

の辺はいかがですか。 

農政課長 公社の求められる機能というんですかね、地権者が耕作者に求める機能というもの

をよく考えながら、現在、民間、もしくは担い手さんのほうで耕作されない土地のほう

を集約して耕作をしていただいていたり、そちらのほうに担っていただくというような
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ところがございますので、法人の支援とか情報の提供をもって、そういう公社に求めて

いる不耕作地の耕作を求める地権者さんには応えてまいりたいというふうに考えており

ます。 

委員長 これね、土地集約で農業の大型化ということも一応中間管理機構ではやってはいます

けれども、本市においては、なかなかそれは難しい部分がありますよね、全部集約でや

っていけるということではないんで、逆に小型といいますか、担い手さん、認定農家さ

ん、ふやしていくというやり方もあるでしょうし、どうしても受け皿がもうないという

場合を想定しての公社ですので、あるいは農業法人なりということですから。その辺も

集約化だけにこだわらずに、もっと、那珂市においてはもう何でもできるという条件も、

作物はありますんで。おまけに水戸市、ひたちなか市、大都市も控えておりますんで、

大規模じゃなくてもできる、園芸も含めて葉物の農業もとか、いろんなやり方があると

思います。その辺を含めてお考えいただきたいなということなんですね。その辺はいか

がですか。 

農政課長 園芸、耕作放棄地の、水田もそうですけれども、畑について、園芸作物の振興とい

うのを大きく仕掛けていきたいというふうに考えておりまして、その生産者さんの組織

ということで、フェルミエさんとかそういうものでトップランナーというんでしょうか

ね、もうかる農業というもののモデルになっていただいて、那珂市の特徴である、そう

いう小さい畑地が点在していたりというものの需要というのを掘り起こしていければい

いというふうに今現在考えております。那珂市、何でもつくれるというところがあるん

ですが、どうしてもそれというのは求心力というか、集まりづらいところもございます

ので、求められる産物というものを先取りして生産、しかも農業というのは手間が、畑

なんかは特にそうなんですが、手間を必要とする業種でございますので、そちらのとこ

ろをフェルミエさんとかマッチングフェア等々を活用して、畑作の農業というのを振興

をかけていきたいというふうに担当課としては考えております。 

遠藤委員 公社に関しては、私も一般質問でちょっと聞いたときに、やっぱりもうかる農業を

やるんだということで、積極的に仕掛けていくんだということをおっしゃっていたんで

すね。私も、じゃ、どういうところを相手に一緒にこの組んでやるおつもりなのか、ど

ういう資本の比率でやるのか、具体的なものがちょっとわからないというようなことで

お聞きしたときに、それはこれからしっかり取り組んでいくんだというふうなかたい決

意表明があったかに覚えているんですよね。それは、だから、きちっと担当課から議論

が積み重ねて出てきたものではなかったということになるんですか。 

農政課長 公社にしましても民間にしましても、収益の柱になるものというのを求めるという

のは同じ内容だと思います。現在それを個人の農家さんのほうに今大きく働きかけを行

って、産物の作付の、干し芋にしてもトマトにしても、そういうような産物というのが

お金になって収益として食べていけるものというのが何なのかというのを一緒に考えな
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がら、我々の成果としては、そういうお金になるというようなところを一緒に模索して

いるところでございます。 

   一方、公社のほうで先進地のほうを見ますと、どうしても耕作を担いたいという方から

の土地を集めて、公社でなんとかしてくれないかというような事業のやり方をしてしま

っていたり、もしくは油とかそういうものをつくろうということで始まったんですが、

収支として合っていないというようなところで、財政的に重荷になってしまっていると

いうようなところの事例もございましたので。そういうような事例になってしまわない

ように、見直しの期間をとりたいというようなところで、公社のほうについては今のと

ころそういうもうかる柱というんですか、そちらを民間のほうと一緒になって農業のあ

り方というのを探っているというところでございます。 

遠藤委員 ですから、公約でそういうことをやるよと言われていて、私も直後に聞いた。だか

ら、ただそれは下からの議論の積み上げはなかったということですねと聞いたんです。 

副市長 今、遠藤委員さんからお話がありました、市長の公約、一番最初に選挙に立ったとき

のおそらく公約だったと思うんですけれども。それは、その時点では、市長としては自

分の考えがあって、公社をつくって、いわゆる農地の集約化を図ればいいのができるん

じゃないかという発想のもとにそういう公約をしたんだと思うんですね。いろいろ調べ

て、我々職員が調べてみると、一番の問題は、先ほど委員長が言いましたように借り手

がない土地、ここをどうしていくんだというのが多分、那珂市では一番の問題だと思う

んですね。そのときに公社をつくって、果たして、その認定農業者が借り手がない土地

を、さらに小さい土地を、今度公社をつくったときに誰が耕作するんだという問題が出

てくると思うんですね、これは私の考えですけれども。そこをどうしたらいいかという

のは、そこの結論というのはなかなか出ないと思うんですよ。 

   その認定農業者もそれぞれに大きな集約できる、耕作しやすい土地をどんどん求めて、

どんどん拡大しているわけですから、その人らが小さい土地を借りてやるかというと、

それはやらないと思うんですね。そうしたときに、今度はその小さい面積を誰が耕作す

るんだといったときには非常に、公社をつくったとしても、その耕作する、やる人がい

ないと私は思っているんですね。 

   ですから、この問題は、確かに委員長が言うように、ここがこれからの一番の問題だと

思うんですが、ここをどうしていくかというのは、私も今のところはちょっと頭の中に

浮かんできません。 

遠藤委員 そうなんだと思うんです。私もそう思います。なので、別に責めているわけではな

くて、ただ確認として、いや、我々も議会にね、公社をつくるんだというのは報告なり、

協議なりが一切なかったのでいきなり出てきたものですから、私もどういうものなのか

なと思って聞いたんですよ、あのときね。やっぱり積み重ねは、やっていこうと思った

ら、そういう具体的な課題はあると思うんです、あると思う。だから聞いていたんです。
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ただ、それでもやるとおっしゃっていたから、どうなのかなという。だから、積み重ね

は、議論はなかったですよね。なかったと思いますので、ただ、その公社に限らず、ぜ

ひいろいろと進めていただきたいなという思いでございます。 

   以上です。答弁要りません。 

副市長 先ほども福田委員さんから話がありましたように、小さい面積でもいわゆる収益が上

がるようなものができれば、多分そこにどんどん参入はしてくると思うんですよ、谷津

田であってもね、確かに米価が今の３倍ぐらいになれば、小さい面積でも、谷津田でも、

みんなつくるようになると思うんですよね。ですから、そういう問題が一番、いわゆる

収益性が上がるかどうかが一番今後の問題なのかなとは思っていますけれどもね。 

福田委員 ちなみにね、今年のこの新米の価格というのは農政課で把握していますか。 

農政課長 申しわけありません、まだ確たるものはございません。 

福田委員 まだ聞いていないの。 

   一部ね、例えば今年の何か新米の価格、今 8,500 円ぐらいなんていう声は聞いている

よね。一時、9,000 円だったというんだけれども、それは銘柄が何かわかりませんよ。一

般的にはコシヒカリだろうと思うんですが。例えばね、今、副市長も言いましたけれど

も、そのあれは遠藤委員が冒頭言ったように、もうかる農業、いわゆる去年は 6,500 円

に記憶しているんですよ、ちょうど今ごろ。これはもみの価格で 50 キロですか。6,500

円が走りだったよね。今年はね、9,000 円ともいうけれども、8,500 円という声は聞いて

いますよ。そうすれば、この価格が維持できればですよ、この休耕地とかというのも大

分解消されると。だから、全てがこの米価にかかっているんですよ、価格に。そうすれ

ばね、休耕地とかそういうものもかなり解消できるだろうと、私はそう思うんですよ。 

   それとね、もう一点、ちょっと伺いたいのは、農業機械士会育成費というのがあります

ね、これ予算で 10 万 8,000 円ありますけれども。那珂市の農業機械士協議会というのが

あるみたいですけれども、これ何人ぐらいいて、これはあれしているのか。 

   それとね、それはなぜこういうことをお尋ねするかというと、今、那珂市としても、本

市としても、加工米、これを進めていますよね。加工米というのは、いわゆる一般的な

作物と違ってね、これ丈夫なんですよ。丈夫ということは、例えば稲にしても、１本当

たりの太さが太いんですよ。ですから、いわゆる機械に負担がかかる。いわゆる機械が

長持ちしない。こういうことがあるんです。ですからね、先ほど私もちょっと言いまし

たけれども、この 850 万円の支援事業。こういうものに対してもうちょっとめり張りを

つけていただきたいというのは、そういう観点から私は先ほど質問をしたわけなんです。 

   これね、例えば 10 年もつ機械はね、半分しかもたない、半分以下じゃないですか。物

すごく負担がかかる。ですから、一般家庭である機械ではなかなか対応できない。です

から、その認定農家以外の方で加工米をつくっているところないでしょう。おそらく認

定農家が大半だと思いますよ。それはなぜかといえば、機械が大型化じゃないと、対応



－38－ 

できない。そういう意味で、私は先ほど言ったわけなんです。 

   これは年に何回ぐらい開催しているのかわかりませんけれども、この機械士協議会、こ

ういうところでいろいろ情報交換を、当然農政課では出席するんでしょう、誰かが。そ

こでね、そういうことをぜひ情報交換をして、そういうことをまた当委員会に報告をし

ていただければと思うんですが、いかがですか。 

農政課長 委員おっしゃったとおり、この加工用米、とれる量も多い、また、株とかそういう

茎が丈夫で、一般的なコシヒカリで用いられる機械を 100％回すと故障とか、耐用年数が

短いというような話というのは確かに聞いたことがございます。この機械士会、今のよ

うなコンピューターで機械が自動で動いてくれる前からずうっと続いていて、大型機械

の操作の習熟とか、また、安全運行ですかね、毎年トラクターの事故とかそういうのが

ありますけれども、こういうことは事故につながるので、基本でやらない操作とかです

ね。そういったものというのを研修して努めているところです。また、そういう機械士

会というのは、昔からこういう機械の操作、種類とかというものを構造から学んでいる

というところもございますので、今おっしゃった多用途米とかですね、多種米、加工用

米、それぞれに対応した適切な使い方ですね、８割で回すとか、スピードはこのぐらい

でやらないと故障につながるとか。そういったところを話し合っているようですので、

情報を仕入れて、また皆さんにお知らせできる機会を持ちたいというふうに考えており

ます。 

福田委員 よろしくお願いします。 

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。 

   続きまして、旧しどりの湯の改修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、お手元のほうに、今回、常任委員会資料のほうの７ページ、８ページに

なります。 

   先ほどご承認いただいた補正予算の詳細について、今回ご説明をいたします。 

   旧しどりの湯につきましては、施設に改修を施した上、平成 30 年、来春の４月にレス

トスペースとしてリニューアルオープンということとなっております。今回、改修の計

画についてご報告をいたします。 

   配付した資料の裏面、８ページの図面をごらんいただきながらご説明をお聞きいただき

たいと思います。 

   まず、公園との一体化についてです。 

   図面では①の部分となります。 

   施設と公園を隔てていたフェンスを取り払い、静峰ふるさと公園から容易に敷地内へと
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踏み入れられるようにした上で、傷みの進んでいたデッキを交換、拡充し、縁の部分は

アプローチしやすいような階段状の造作といたします。また、スロープを設置すること

によってバリアフリー化を図り、大広間、ＰＲ研修室と表示されておりますが、こちら

に出入り口を設けることによって、靴の脱ぎ履きをして直接上がれるようにいたします。 

   続いて、静峰ふるさと公園の遊具施設等を新しく、三世代交流機能の充実に伴う来園者

の増加を見込んでおりますが、こちらに応じたサポート機能としての説明となります。 

   図面の①大広間については、休憩室として整備いたします。 

   図面③トイレの部分ですが、洋式トイレをシャワートイレに改修いたします。 

   ④の部分につきましては、ベビーベッド等を整備し、授乳室といたします。 

   次に、利便性の向上として、総合センターらぽーるで行っていた静峰ふるさと公園内の

グラウンドゴルフ場の受け付けをこちらでできるようにいたします。 

   続いて、那珂市の農産物のＰＲ及び観光情報の発信スペースです。 

   図面では、左側の②の部分ですが、こちらを展示・販売コーナーといたしまして、パン

フレットスタンド及びショーケースを設置いたします。那珂市の産物特産品の外、米ゲ

ル商品等の紹介をここでいたしたいと思っております。また、マルシェ等のイベントを

開催いたしまして、公園と一体となったにぎわいづくりを図りたいというふうに考えて

おります。 

   その外の改修内容といたしましては、図面の①の部分、大広間のふすまと障子、こちら

の張りかえ、壁のクロスの修繕を行います。また、広間西側になりますが、禁煙スペー

スだった廊下の部分、こちら隠蔽されてございましたけれども、復元いたしまして、障

子をあけると光が入るような現況のもとの形に戻すようにいたします。 

   図面の②の部分、右側のほうについては、廊下等のクロスの張りかえというのを実施い

たします。 

   最後に、改修のスケジュールとなりますけれども、この定例会に計上しております

1,003 万 6,000 円の補正予算、こちらのご承認がいただけましたらば、10 月下旬に入札

を行いまして、工期につきましては平成 30 年１月末ぐらいまで、こちらのほうをいただ

きまして、竣工をさせたいというふうに考えております。 

   説明は以上でございます。 

委員長 説明は終わりました。 

   これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

花島委員 しどりの湯の改修で、図面上の①のところというのは、基本的にはこれ畳ですか。 

農政課長 畳の部分になりまして、①の左下がりの斜線の部分、こちらのところにつきまして

は畳を取り払いまして、靴の脱ぎ履きが屋内でできるようなスペースとして、一部畳の

ほうを外して、靴の脱ぎ履き場にいたします。 

花島委員 そうすると、ただ畳がだらんとなって、基本的にどんなふうな利用形態になるか聞
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きたいんですけれども、例えばテーブルみたいな、低いテーブルが並ぶのか、がらっと

あけておくのか、その辺の予定があればお聞かせいただきたいです。 

農政課長 今現在のところ、常設のテーブルとかというものは考えてございません。ただ、座

れないという方が、どうしても足がご不自由な方いらっしゃいますので、そちらについ

ての椅子は設置をしたいというふうに考えております。 

木野委員 すみません、今度ゴルフ場の受け付けとかですね、結局人員的にふえてくると思う

んですけれども、そういった点はどういうふうに考えていますか。 

農政課長 無人で広間をあけておくということは、利用者にとって大変難しいというところが

ございますので、こちらのほうに常設の、時間は限定はすることとなると思いますけれ

ども、管理をする方を置いて、その方に受け付け、清掃等をしていただきたいというこ

とで、来年度予算のほうの人件費の計上というのを考えております。 

委員長 外にございませんか。 

遠藤委員 その①の部分ではスロープを設置してバリアフリー化を図るということですが、そ

もそもの玄関は、今これバリアフリー化になっているんでしたか。 

農政課長 玄関のほうにはスロープのほうがございまして、車椅子等、足が上がらない方も、

そのまま中に入れるつくりはそのまま使えるようになってございます。 

遠藤委員 あと、そのトイレもですね、そういう身障者の方が使えるようなつくりですか。 

農政課長 多目的者用のトイレというのが１つ、中央の部分ですね、男子便所、女子便所の間

にございまして、こちらが身障者の方もお使いになれるスペースとなります。 

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します。 

     休憩（午後１時 49 分） 

     再開（午後１時 50 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 63 号、商工観光課所管部分を議題といたします。 

   所管部分について、執行部より一括して説明をお願いします。 

商工観光課長 商工観光課長の浅野と申します。外２名が出席しております。どうぞよろしく

お願いいたします。 

   それでは、156 ページをお開きください。 

   款項目、支出済額の順にご説明いたします。 

   ６款商工費、１項商工費、１目商工総務費、支出済額 6,967 万 6,588 円。 
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   続きまして、同じ 156 ページの下の段でございます。 

   ２目商工振興費、支出済額 4,961 万 9,936 円、以上 10 事業のうち、企業立地促進事業

を除きまして９事業が商工観光課の所管でございます。 

   なお、新規事業としましては、よろず相談事業となっております。 

   続きまして、158 ページをお開きください。 

   ３目観光費、支出済額 6,340 万 8,088 円でございます。翌年度繰越額１億 9,870 万円。

こちらの繰越額につきましては、国の地方創生拠点整備交付金による静峰ふるさと公園

魅力向上事業を平成 29 年度へ繰越明許費としたものでございます。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長 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。 

   じゃ、159 ページですね、新規事業のよろず相談事業、これについて実施内容とその成

果についてちょっと教えてください。 

商工観光課長 よろず相談事業でございますけれども、平成 28 年度より企業コーディネータ

ーを配置しまして、相談窓口を設置しました。こちらにおきましては、企業における相

談、支援、企業支援における窓口業務の強化並びに一本化を図るという目的で設置して

おります。内容としましては、技術的な相談、指導業務、また、企業訪問によるコーデ

ィネート業務、あとは技術支援等の業務でございます。その外販路拡大等、相談に応じ

て、そういった業務の支援等を行っております。 

   なお、コーディネーターにつきましては、ひたちなかテクノセンターに委託をしまして、

専門知識を十分に有しております経験のあるコーディネーターを１名配置してございま

す。１週間に３日ほど活動をしてございます。 

   成果でございます。訪問企業におきましては 373 社、１年で回ってございます。あと、

面談数でございますが、463 名のほうからお話を伺っております。創業支援のほうにつき

ましては、平成 29 年度から本格的にやってございますけれども、こちらで把握している

実績でございますけれども、３社ご相談がありまして、うち１社が開業にこぎつけてい

るというところでございます。 

   以上でございます。 

委員長 わかりました。 

   外ございませんか。 

議長 みんなの前に農政課のほうでいろいろ審議をしました。その中で担い手育成支援事業と

いう項目でもって、約 1,600 万の補助事業、若い人だとか機械士さんとか何かへ援助し

ていたり、担い手を育てたり、あるいは大きな機械士さんのあれとか、1,600 万。今、那

珂市の商工会に対する補助金というのは、いろいろ部門部門であるけれども、商工会の

補助事業としては 1,300 万。その外にひまわりフェスティバルをやってもらったり何か、
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これはまた別会計ですけれども、その外に自治金融の貸出金とか金利の補償とかありま

すけれども。やっぱりね、農業の、もちろん農業、自然を守るために非常に大事だし、

私もやっているからわかる。それから、商工会の担い手、次の世代を育てて企業を継続

させていくために、果たしてこの 1,300 万でいいのかと。農業と比べると非常に生産の

額にしてみれば大変な差があるわけですよ。その商工業者に対する、もちろんテクノセ

ンターの先生を呼んだりして、２代目、３代目に新しい企業を立ち上げるとかなんとか

という勉強はさせる。でも、なかなか立ち上がらない。それから、いろいろ中小企業は

やっているんだけれども、今やっている人が終わっちゃうと後継者がいなくなっていっ

ちゃう、廃業も、その憂き目にあっちゃうと、そういうところなんで。 

   これは副市長にもお願いしておきたいんですけれども、もちろん農業はここの基幹産業

でもある。ただし、売上高、生産額で見るともう各段の差がある、商工業の売上高のほ

うが多い。そういう点でも、この商工会に関する補助金というのは、瓜連と一緒になっ

て、片方の分はまるっきり削っちゃった、いろんな市町村見てみると、３つの市町村が

集まると、その３つの市町村に補助していた金額そのまま継続して商工会費として補助

していると、そういうようなところもあるんで。しっかりと商工業者にも厚い補助事業

とかそういうものをこれから考えてもらわないと、ますますじり貧になっちゃうような

気がします。 

   以上、ご意見でございます。 

遠藤委員 まず、いろいろと観光に関して取り組んでいらっしゃいますよね。施策調書でも来

場者数が、ひまわりフェスティバルは平成 28 年度は３万 8,000 人というふうに出ており

ます。今年はもうちょっといったかなというふうなことも聞いておりますが、昨年度に

関して、八重桜まつり、何人ぐらいなのか。あと、イベント事としては例えば産業祭、

何人なのか。あとは、清水洞の上だとホタル観賞会もあったんだろうと思いますが、も

しかしたら昨年度は中止になっちゃったかな。とか、あと一の関ため池親水公園にして

も、観光地ではないにしても、あそこでいろんなイベント事をやっていますね、ひなま

つり等々、それが来場者数とか。そういういわゆる那珂市の観光地というか、イベント

事の来場者数ですね。これを今すぐはちょっと全部無理かもしれませんが、重立ったと

ころでわかるところを口頭でご答弁いただいて、あとちょっと細かい部分は資料として

ほしいと思っているんですが、まずわかる部分、教えてください。 

商工観光課長 そうしますと、観光の入り込み客数ということでございますね。 

   まず、ひまわりフェスティバルでございます。平成 28 年度は３万 8,000 人。八重桜ま

つり、こちらが３万 3,000 人でございます。あと、月見の会が 1,300 人、産業祭でござ

いますけれども、8,400 人。ひなまつりのほうでございます、こちらが３万 9,731 人でご

ざいます。以上が把握しておる数字でございます。 

遠藤委員 そうすると、よく全国の観光地、市町村単位でよく何万人観光地みたいな話があり
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ますが、那珂市は大体観光客というのは何万人になるんですか、そういう数値として出

すとすると。 

商工観光課長 県の動態調査のほうに報告している数字でございます。こちらが 24 万 225 人

ということで、平成 28 年は報告してございます。 

遠藤委員 トータルで 24 万人ですか。 

商工観光課長 24 万 225 人でございます。 

遠藤委員 数字が全然合わないんだけれども、これ以外にも何か細かいものを全部足すとそう

いうことになるんですか。 

商工観光課長 こちらにつきましては、県のほうから報告をいただいているものですけれども、

カミスガさんのイベントですとか、植物園のイベントなんかも那珂市において行われる

ということで含んでございます。 

遠藤委員 カミスガさんは、いわゆる民間がやっているイベントであって、植物園は県が主催、

県の所管のものだからということですね。ただ、トータルとして、那珂市の観光として

の入り込み客数というかは、規模はそうですよという解釈ですね。 

   そういうことでいいんだろうと思うんですね。いわゆる市の全く主催であるものは今の

数値ですけれども、那珂市トータルの観光力としては、そういったものも含めてという

ことであれば、やっぱり私は前から、植物園なんかとはもっともっとタイアップしてや

るべきだと思っているんですね。植物園のナイトガーデンなどは本当に近年すばらしい

ですよね。私も好きでよく行きますが、それだけ多くの方が今年も来られていました。

市として、せっかく市の中に、それは県の建物かもしれませんが、那珂市に来られてい

ますから、もっともっと市としてタイアップすべきじゃないか。植物園しかり、カミス

ガしかりと思うんですが、トータルで考えて、多くの方が那珂市に来られているという

メリット、今でもありますから、そこらを、那珂市をどう売り出すかという意味では、

いろんな要素がせっかくあるので、これをトータルの考えでぜひもっと進めていただき

たい。もしくはもっと、観光となるとなかなかあれかもしれませんが、人が那珂市にわ

ざわざ来たいよと、すばらしいので見てみたいよ、行ってみたいよという、そういう資

源をもっと発掘することも必要だと思っていますので、そこらに関しての今後の那珂市

の観光をどうするかという観点で、ご答弁いただければと思います。 

商工観光課長 委員おっしゃるとおりでございます。 

   那珂市としての観光は大変重要なものと考えてございまして、地域における観光、こち

らの資源、観光資源ということでですね、県の植物園も含めまして、那珂市の有用な地

域資源を活用しまして、今後もＰＲをはじめまして一層内外に周知をしていきたいと思

います。またあわせて、いぃ那珂暮らし応援団というところもございますので、こうい

ったところともタイアップしながら、情報をさまざま提供していきたいと思っておりま

す。 
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   以上でございます。 

花島委員 観光の 24 万という数字なんですが、いわゆるお祭り的なイベント以外にいろんな

お寺とか神社とかぽつぽつありますね。そういうところへ見に来られた方の数というの

は、どういうふうに推定なり、あるいはこの計算には入っていないという話でもいいで

すが、どういうふうにカウントしているのかお願いします。 

商工観光課長 すみません、寺社仏閣等については、カウントなされていないということでご

ざいます。 

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。 

   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 05 分） 

     再開（午後２時 06 分） 

委員長 再開いたします。 

   これより議案第 63 号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 63 号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり認定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 63 号は原案のとおり認定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。 

   長時間にわたり大変お疲れさまでございました。ありがとうございました。 

     休憩（午後２時 07 分） 

     再開（午後２時 07 分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

   産業建設常任委員会調査事項についてを議題といたします。 

   これについては、前回の委員会にて、下水道について引き続き調整を行っていくという

ことを決定しました。また、下水道の普及整備については、市町村設置型浄化槽の先進

的取り組みも含めて調査をしていきたいという意見もございました。 

   これを踏まえまして、正副委員長で検討を行いました結果、市町村設置型浄化槽に関す
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る先進地視察という形で進めてみたいと思います。 

   視察先の調整の経過につきまして、事務局から報告をしてもらいます。 

   じゃ、事務局お願いします。 

書記 それでは、視察の調整につきまして、ご報告いたします。 

   お手元に産業建設常任委員会視察研修概要という資料のほうをご用意しておりますので、

そちらをごらんください。 

   調整をいたしまして、実施日が平成 29 年 10 月 27 日金曜日ということで調整がつきま

した。視察先が群馬県の富岡市、こちらの富岡市浄化槽整備推進事業、それから群馬県

太田市の太田市戸別浄化槽事業、この２件となってございます。 

   視察事項としましては、そちらにあります５点となりますが、下水道、農業集落排水、

合併浄化槽の普及状況、それから当該事業を導入した経緯、当該事業の現状、当該事業

の利点と課題、最後に下水道事業全体の今後の課題と計画という形で視察をさせていた

だきたいという旨を先方にご連絡させていただいております。 

   交通手段としまして、現在 10 人乗りの公用車を導入するということだそうなので、そ

ちらを利用して行く方向で計画をしてございます。 

   日程につきましては、２枚目の用紙のほうに行程表がございますので、ごらんいただけ

ればと思います。 

   一応、簡単にご説明しますと、朝７時半、那珂市役所を出発しまして、高速道路を利用

しまして、午前中に富岡市、午後に太田市を視察いたしまして、午後５時を過ぎてしま

うんですけれども、那珂市役所のほうに帰着するという予定で計画をしております。 

   以上でございます。 

委員長 ただいま報告がありましたとおり、市町村設置型浄化槽事業の先進地ということで、

群馬県の富岡市、それから太田市の２市を視察、実施したいと思います。日程は今ご紹

介しましたとおり 10 月 27 日金曜日で予定しております。視察の内容につきましては、

お手元にお配りしました概要のとおりでございますので。 

   ここまでで特に問題がなければこのまま進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

     （なし） 

委員長 それでは、10 月 27 日に実施してまいりたいと思います。 

   詳しい内容につきましては、また追って通知を送付しますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

   この視察につきましては、県内も小美玉市と行方市というのが先進の地であるわけです

けれども、11 月の上旬あたりをということで正副委員長で話をしていたんですが、事務

局のほうで、先方に確認しておりますけれども、当議会のほうの行事がたくさん立て込

んでおりまして、なかなかちょっと日程的に難しいということで、年明け、１月 20 日以

降から末にかけて、また実施をできればというふうに思います。 
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   これについては県内の視察でございますので、群馬のほうの２カ所を見てからのことで、

またいろいろと皆様からご意見等いただいて、それから決定でもよろしいかと思います

ので、とりあえずそれはご報告ということでお話ししておきます。 

   続きまして、次第にはありませんけれども、すみません、議会報告会のほうですね。議

会報告会での意見への対応ということで、こちらを議題といたします。 

   報告会でいただきましたご意見への対応としまして、前回の委員会にて道路、下水道、

農業問題について執行部に確認しましたところでございます。確認した内容につきまし

て、正副委員長でまとめましたので、その結果についてご報告をいたします。 

   皆様のお手元に第５回那珂市議会報告会と、参加者からの意見への回答のまとめ、産業

建設ということで、前回の委員会でのやりとりをまとめてございます。こちらを報告と

いうことで代えさせていただきまして、まとめた内容につきましては全員協議会で報告

し議会だよりに掲載するということになっておりますので、内容につきましては、議会

広報編集委員と調整しながら最終まとめていくということでご了解いただきたいと思い

ます。 

   続きまして、次第にはありませんけれども、茨城県市議会議長会の平成 29 年度第１回

議員研修会の出席者についてを確認いたします。 

   まず、この研修会の内容につきまして、事務局から説明を求めます。 

   じゃ、説明をお願いします。 

書記 では、ご説明いたします。 

   先日の全員協議会の折にも皆さんにご連絡があったかと思いますが、平成 29 年度の第

１回議員研修会としまして、平成 29 年 11 月６日、７日の２日間にわたりまして、研修

会が予定されております。内容としましては、１日目、11 月６日のほうに講演がありま

して、２日目はつくばエキスポセンターのほうを視察するということで日程が組まれて

いるということでございます。常任委員会から１名参加者を選出ということになってお

りますので、お願いいたします。 

委員長 ただいま説明がありましたとおり、研修会出席者を１名選出したいと思います。 

   当委員会からの出席者はどなたがよろしいでしょうかね。 

     （「正副にお任せします」と呼ぶ声あり） 

委員長 では、副委員長、よろしいですか。木野さん。 

     （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 では、木野副委員長に産業建設から出ていただくということで決定をいたしました。

よろしくお願いします。 

   本日の議題は、これにて全部終了いたしました。 

   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いたします。 
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   どうもお疲れさまでした。 

     閉会（午後２時 15 分） 

 

   平成 29 年 11 月 30 日 

    那珂市議会 産業建設常任委員会委員長  寺門  厚    

 

 

 


