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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11月２日（木）午後１時30分 

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  次長 清水  貴 

     書記 萩谷 将司 

会議に付した事件 

     （１）産業建設常任委員会調査事項「下水道整備について」 

        …視察研修を終えての意見交換を行った。 

議事の経過（出席者の発言内容は以下のとおり） 

     開会（午後１時27分） 

委員長 皆さんご苦労さまです。 

それでは、本日は産業建設常任委員会のためにご参集いただきましてありがとうござい

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、マナーモードにしてください。 

ただいまの出席委員は５名であります。 

欠席委員はありません。 

定足数に達しておりますので、これより産業建設常任委員会を開会いたします。 

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、産業建設常任委員会調査事項「下水道整備について」を議題といたします。 

先日の富岡市、太田市の下水道事業の視察、大変お疲れさまでございました。 

両市の現状、あるいは市町村設置型浄化槽事業の取り組みについて、さまざまなお話を

伺うことができたかと思います。 
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本日は、その内容について振り返りつつ、視察の感想や那珂市で生かしたい事例、課題

などについて、意見交換をしたいと思います。 

それでは始めたいと思います。 

どなたかございますか。何でも結構ですので。 

花島委員 まず、富岡市は予想以上にちゃんと準備してくれて、大体こちらが知りたいことを

ほぼ教えてくれたという感じでした。 

一方、太田市はちょっと私の問題意識と違ったということもありまして、参考にはなり

ましたけれども、その程度かなというか。 

それで、富岡市の場合ですけれども、最初に、私自身は合併浄化槽を広げたほうが良い

と思っているんですけれども、その問題意識の中で、富岡市では私と違う部分があったな

と思うのは、一つは使用する浄化槽が高度処理型、それから低炭素社会対応型ということ

で、普通の国の基準よりも良いものを使っているということでした。 

それから、それに対するコストアップは設置で約20％アップ、維持管理で10％アップぐ

らいになるというお話でした。 

あと、地域の水循環に有効というのは私も考えることなんですけれども、それと関連し

て、公共下水道並みの浄化能力ということを目指していると。それはやっぱりさっき言い

ました高度処理ということとつながっているということですね。 

それで、太田市の場合もそうなんですけれども、群馬というのは首都圏の水がめでもあ

るので、そういう点の配慮だということのようです。 

それから、意外だったのは、富岡市では処理後の排水についての苦労はほとんどない、

ただし、一部ではポンプアップが必要という話でした。 

それで、もともとの公共下水道計画が計画面積810ヘクタールだったというものを半減し

て合併浄化槽事業を展開するということで、問題意識としては予算、建設コスト、特に。

それだと。 

それで、平成19年４月に始まったんですが、当時の市長のイニシアチブでと言っていま

したね。 

ですから、下水道担当者がこれじゃ大変だという、建設費だの何だのを計算した結果じ

ゃなくて、市長の発想で、同じ考えですかね、進めたということのようです。 

一方、太田市は農業集落排水事業の、やっぱり建設費が高いという、ある事業の検討か

ら始まって、それを合併浄化槽で置き換えるということだったので、富岡市と違って全面

展開という形じゃなかったですね。 

それで、その問題意識もちょっとよくわからないというか、例えば公共下水道の建設費

について聞いても答えがなかったので、余り考えないでつくっているのかなというふうな

印象でした。 

そういうことと無関係じゃないと思うんですが、太田市では接続率が上がらないという
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ことを憂慮していましたね。 

以上です。 

遠藤委員 そうですね。 

まず、じゃ、逆に太田市のほうから言いますと、今花島委員がお話しされたように、市

内、市域全域での展開ということではなくて、農業集落排水の代替案として出てきたとい

うようなことでございまして、既に農集で決まっている地区をまず戸別浄化槽で代えてい

ったというふうな、そもそもの発想がそこでございますから、汚水処理人口をいかにふや

すかという部分よりは、農集をいかに個別で転換していくかと、そういうところに主眼を

置いていたような気がします。 

ですからトータルで、じゃ、この汚水処理人口、普及率をどう上げるんですかと、これ

は戸別浄化槽事業でふやしてやっていくんですかというふうにお聞きしたら、そういうふ

うなことではないというふうな答弁でございましたので、それはそれで、太田市さんの事

情というふうにも思いますが、これはこれでというふうな感じでございました。 

富岡市さんのほうは、市全域での戸別浄化槽、しかも市町村設置型の浄化槽ということ

でございますので、那珂市の課題として、全体的な汚水処理人口をふやしていくにはどう

すれば良いかというところからすると、市として参考にすべきなのはこちらの体系なのか

なという感じがいたしました。 

ただ、上位計画の県の計画との整合性上、公共下水道の区域を減らすことはだめなんだ

という話でしたので、公共下水道と同等の排出負荷を求められたためにこの高度処理型を

導入したんだよというふうな、必要性に迫られての高度処理型だというふうなお話でした

ので、もし那珂市が考えるのであれば、やっぱりそれなりの、窒素除去型の高度処理型を

選択する必要があるのかなという感じはいたします。 

と同時に、富岡市さんと同じように上位計画、茨城県の公共下水道の処理の計画との整

合性は１度チェックしてみなきゃいけないのかなというふうな感じがいたしました。 

あと、地形的に、山、高低差が結構あるところなので、勾配がほとんどのところで取れ

ると、ポンプで上げるのは本当に一部ということなので、そういうふうなやり方ができる

のかなという感じはしましたけれども、この平坦な那珂台地の中における那珂市において

の設置に当たっては、那珂市なりの策を考えていく必要があるのかなという感じがいたし

ております。 

また、この市町村設置型にしたときの国、県の補助体制、そこもきちんとチェックをし

て、確認をしながら、那珂市のほうとしてこれをもし参考にして進められるようなことが

あれば、一つ一つ確認することは課題かなというふうな感じがいたしました。 

ただ、少なくとも公共下水道、ずうっとその計画を待っているよりは、市のほうでまず、

市町村で設置をする合併浄化槽という考えは非常に良いなという感じはしました。 

以上です。 
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福田委員 富岡市の場合には、那珂市とはちょっとこの地形がかなり違っているというような

ことで、それより私は太田市のことを、非常に参考にしたいなというふうに感じました。 

それは、まずは合併浄化槽、これの進捗状況、あるいは公費にかかわる個人負担、それ

から市負担、これが明確に示されている。 

いずれにしても、どちらにしても放流先が一つのネックになっているように感じたんで

すが、太田市さんの場合には、いわゆる個人の負担が軽減されている。しかも、合併浄化

槽から放流先までの市負担、これが非常に住民にとっては魅力なのかなと。 

本市でいえば中台地区が非常に、放流先がないというようなことで、あの辺は大分困っ

ている市民の方が多いわけですが、そういうところに対しても、ポンプアップするポンプ

のほうまで市負担でやっているということ。やはり、本市とはかなりの格差があったのは

非常に印象的だったということ。 

ただ、敷地内にいわゆる市の管理するところがあるということは、ちょっと問題がある

というような住民からの、デメリットというんですかね、そういうことがあるということ

ですが、相対的に見ると、私は太田市のこの合併浄化槽のあり方、これに非常に興味を抱

いたのが、今回の視察のポイントだったな、こういうふうに思います。 

副委員長 両市を見てきまして、やはり富岡市のほうがかなり進んでいるし、いろんな条件も

かなりクリアはしているのかなという部分は感じました。 

ただ、太田市のほうに関しましては、合併時は１市３町あったということで、結構その

辺で、できているところとできていないところがあったという話を聞いて、確かに那珂市

の場合も旧那珂町と旧瓜連町があって、やっぱりお互いの差があったという状況で、特に

先ほど福田委員も言っておりましたけれども、中台地区あたりは本当にかなりおくれてい

るという、そういったことを考えると、反面、太田市のほうにも似ているのかなと感じま

した。 

ただ、資料なんかでも、かなり富岡のほうは私たちの質問に対して事細かく説明をして

いただいて、また、本当に具体的にいろんな部分を答えていただいた部分があったんです

けれども、やっぱり太田市のほうではいろんな部分で、コストの部分とか、今後の計画に

対して、結構まだ具体的には出ていなかったのかなというのが、私の個人的な考えであり

ます。 

また、両方見まして、やっぱり那珂市においてもどっちが良いのかという部分、また、

さっき地形の問題も出ていましたけれども、本当に那珂市の場合は平らな状況で、高低差

がない部分、その辺をどういうふうにしていったら良いのかというのが今後の課題になっ

てくると思います。 

そういった中で、この両方を参考にしながら、那珂市としてもいろいろと進めていきた

いと思っております。 

以上です。 
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委員長 それでは、私のほうから。 

まず、富岡市につきましては、皆さんからもお話が出ましたように当市の事情をよくお

調べいただいて、適切な回答をいただいて、敬意を表したいと思います。 

過去の一般質問まで調べていただいて、それに対する答弁まで全てチェックされていた

ということで、そういうところは、細かなところまで配慮をするというのは、やっぱり見

習うべきところだなというふうに思います。 

そういう点は、合併浄化槽、市町村型を導入した経過にも起因しているなというふうな

印象を受けました。 

当初、市長の肝いり、トップダウンで始まったということでおっしゃっていましたけれ

ども、実際はその後いろいろ企画、運営してきたのは皆さん職員の方々だなというふうに

思います。 

それで、やはり方式は高度処理型合併浄化槽を使っておりまして、環境にも非常に配慮

した機材を使っているという点と、全市に展開をしているということですね。 

市長の肝いりで始まったということですけれども、そもそもやっぱり公共下水道区域以

外のところで、うちのところは何年経ってもできないよねという声があって、それでいろ

いろ調査をして、市長のトップダウンと。 

それで、市長の方は県議会議員もやっておられて、県のほうにも十分顔が利くといいま

すか、24年くらいですかね、６期と言っていましたので、その間培ったもので踏み切った

んだなというふうに思います。 

ですから、先ほどの、公共下水道の区域を減らしたということも承認されたのかなとい

うふうに思いました。 

あとは、市長の交渉術も、裏では大変大きな力となっているのかなというふうに思いま

す。県に対する予算等々の獲得、国に対する予算等々の獲得、その辺が、そういうふうに

私は見て取れました。 

それで、那珂市に導入するには、やっぱり合併処理浄化槽、市町村タイプの方式が良い

というふうに思います。個人の負担も少なく、市のやること、個人のやることがそれぞれ

はっきりしているということですね。 

一番心配しなきゃいけないのは、設置後の運営、維持管理についてコストがかかるとい

う点をおっしゃっていましたので、この辺はきちんとどれくらいというのを、やはり導入

する際には試算をして、きちんと財源の確保をしながらやっていかなきゃいけないのかな

という。 

一つはＰＦＩ利用というのも、導入から考えたほうがいいですよという提案もいただい

たというふうに思います。 

それで、太田市さんのほうは、戸別浄化槽と言っていましたけれども、その方式と、そ

れから公共下水道と農業集落排水。それで農業集落排水はもうできないので、その合併処
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理浄化槽を使った戸別浄化槽タイプに切り替えたということで始まったということを聞き

ました。 

24万ですかね、人口がいて、まだ汚水、排水処理人口、これが80％未満で、県内でもお

くれているということもありまして、その普及を一生懸命やっている途中だなという印象

を受けました。 

それで、その個別浄化槽タイプは７地区でやっているんですけれども、そこ限定でやっ

ていますよということなので、これも申請方式なので、農集みたいに100軒なら100軒全部

やるんですよという、つなぎ込みはしなくてもですね。 

ということで、なかなか、一応その地区はオーケーしたんだけれども、実際、導入につ

いては進まないというのがありまして、その整備率が24．何％ということで、とてももう

10年やっているんだけれどもそんな具合ですよということなので、もう、やっぱり見直し

をしなきゃいけないねということは言っていましたので、こちらの地区も、やっぱり農集

は非常にお金がかかる、コスト的にかかるということを言っていました。 

もう一つ、戸別浄化槽タイプも維持管理にお金がかかる。それから人も張りつけて事務

処理をやらなくちゃならないので、その辺もコストがかかるという部分も言っていました

ね。 

この辺をどう、設置した後の運営管理も考えていくかというのは、非常に大事なことだ

なというふうに思います。 

もう一つ気になったのは雨水処理、今回はメーンテーマじゃなかったので、那珂市を考

えると全然やられていないので、もう今から、やっぱりきちんと考えておかなきゃいけな

いなというのはつくづく思いました。 

以上です。 

ほかに。おっしゃりたいことがございましたら。 

福田委員 那珂市の場合には公共下水道、これが大分おくれている。 

しかもおくれている代わりに、今度はもう供用開始されて30年たっている地域、老朽管

の更新、こういうことが今の現状かなと、こういうふうに思うんですが、そういう意味で、

全く公共下水道の目安が立っていない地域、これが大分多いわけですよね。 

そういうところに対して、今後どういうふうに進めていくのかと、この辺が非常に疑問

なわけなんですが、私はやはり今回の視察をした中で、太田市の場合には、エリアを決め

て、そこの合併浄化槽の整備を進めていく、そういう取り入れというのも現状の那珂市に

は必要なのかなと。 

それはなぜそういうことを言うかというと、全く見通しの立っていない地域に対する整

備というのが今市民から求められているんだろうと思うんですよ。 

先ほども言ったように放流先がない、そういう地域もあるわけですから、まずその放流

先が確保されればそういう地域というのは解消できるのかなと。 
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ですから、そういうことから言えば、やはり公共下水道の地域、全く見通しの立ってい

ない地域に対しての早急な対応というのは、やはり太田市のこういう一つの例、こういう

ことも参考にして、本市でも取り入れていく、こういうことが今求められているのかなと、

強くこう感じましたね。 

委員長 今、下水道課は、９月ですかね、アンケートをやりまして、5,000世帯ですか。未整備

地区のね。この結果をまとめて分析をされていると思います。 

当委員会も報告を受けるようには要請をしておりますので、報告はいただくんですけれ

ども、もうその結果がどういう内容になるのかというのは、一つきちんと把握しておかな

きゃいけないなというふうに思っています。 

実は私のところにも来ました、アンケートが。 

うちは一応２世帯分、娘も世帯主になっているので、来ましたけれども、設問の内容は

どうかなというのは、分析の結果を待たないとあれなんですけれどもね。 

ただ、やっぱり福田委員のお話にもあったように、もう30年たってもできないし、あと、

また30年という話もあるので、できるだけ早くということ。 

それと、今福田委員からもありましたように、そのエリアを決めてやるということにな

ると、やっぱりやり方がいろいろ、この放流先も、方法が見つかると思うんですよね。 

今全体で放流先がないからできないよという話じゃなくて、じゃ、やりますよというこ

とで、じゃ、どうするのという話になれば、もっと先へ進むような気がするんですけれど

も。 

もう一つは、実を言いますと、県内で今度同じような、この合併処理浄化槽をやってい

る小美玉市と行方市を視察ということで検討しています。 

実施は来年の１月ということで、後ほど事務局のほうから話があるかとは思いますけれ

ども、そこできょうの富岡市と太田市のいいとこ取りで、ここで那珂市がやればというと

ころと、実際、じゃ、同じ県内であの辺も平らなところですので、かなり参考になるのか

なという気はしているんですけれども、それを以て下水道審議会、下水道課に対して、こ

ちらのほうでまとめて、こういう方法でどうですかということで提案をしていきたいなと

いうふうに思うんですけれども、どうですかね。 

花島委員 アンケートをやってくれたのは、何もやらないよりはずっと良かったんだけれども、

私も設問に答えていてちょっとわかっているのかなと思ったんですね。 

その問題意識とか、あと合併浄化槽の能力の問題、技術の現状とか、それがちょっと不

満でしたね。 

ただ、何もやらないで漫然としているよりはずっと良いと思いましたけれども。 

もうちょっと、我々だけじゃなくて職員の方にも、技術の現状とか、よその市のことな

んかも含めて勉強してもらいたいなと思いました。 

議長 先日、教育厚生でもって滋賀県と、東京の荒川区であれしたんですけれども、教育委員
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会もついてきました。 

これからの教育はやっぱりタブレットに移行するので、滋賀県のほうの実情を、教育委

員会の課長と担当の者が、あとは指導室の先生、現場を指導する先生も見えました。 

だから、今回委員長が次に行方市かどこか行くというときには、やっぱり下水道課の職

員も同行させるぐらいのあれがあってもいいかなと、そういうふうに思います。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

確かにそうですね。 

（複数の発言あり） 

委員長 その同行については、こちらから、当委員会で声をかけるということでやっていきた

いなというふうに思います。 

１月、予定していますので、声をかけて、同行するようにお誘いをしておきます。 

その前にアンケートの調査結果はこちらへ回答をということで言っていますので。 

（「委員会のときにも同席していない」と呼ぶ声あり） 

委員長 それもあわせて。 

もちろん我々が行くのもそうですし、向こうから来てもらうのも当然、やらなきゃいけ

ないということになりますので、ぜひ声かけをしておきます。 

（複数の発言あり） 

委員長 では、富岡市と、この視察結果についてはこちらのほうで、委員長、副委員長でちょ

っとまとめさせていただきます。 

あと、下水道課のほうへ今度は要望ということで、今後出していきたいと思います。 

次に、先ほどちょっとお話ししてしまいましたけれども、前回の委員会で市町村設置型

の合併浄化槽事業について、後日県内の事例を調査するということも検討していますとい

うことでお話ししておりまして、先ほど小美玉と行方市というふうに具体的に申し上げま

したけれども、ここでその件について確認をしたいと思います。 

事務局から詳しい説明を求めます。 

書記 それでは、先ほど委員長からありました次の視察研修について調整の経過のほうを報告

させていただきます。 

お話がありましたように行方市、小美玉市というところを対象に調整を行ってきたとこ

ろでございます。 

行方市のほうは調整がつきまして、１月の受け入れ可能ということでいただいておりま

す。 

もう１件、小美玉市のほうなんですけれども、受け入れに関しては問題ないということ

なんですけれども、今これまでの事業のデータを集めて、今後の計画というのを検討する

段階に差しかかっているというところで、その結果がまだ出ていないというような形にな

っております。 



 - 9 - 

ですので、視察に来ていただいてもちょっとそのあたりの内容、詳しいお答えができる

かどうかというのがまだ見えないということで回答をいただいております。 

その結果に関しては、次の12月の小美玉市議会のほうに報告ができる状態までまとまれ

ば、その後視察に来ていただく分にはご説明が可能ということでいただいているんですけ

れども、そこまでに間に合わない場合には、小美玉市の中でも説明が済んでいないことを

外のほうにはっきりしたご説明というのはしづらいということでお話をちょうだいしてお

りますので、引き続き調整を続けるということであれば、12月議会後に再度お問い合わせ

をいただきたいということでお返事をちょうだいしております。 

日にちとしましては、現在調整をして、いずれも１月23日ということで、受け入れ可能

ということでお返事をちょうだいはしております。 

調整については以上でございます。 

委員長 今、事務局のほうから説明をいただきました。 

ということで、日程等については今調整をさせていただいているところですが、小美玉

市については見直しということで、12月の議会に答申をすると、それから以後ということ

で、12月に入ってから確認をするということになります。 

最悪、行方市は県内でも進んでいるところというふうに聞いておりますので、お訪ねす

る価値はあるのかなというふうに思っていますので、もちろん下水道課も同行ということ

で、予定をしたいと思います。 

一応、この予定で進めさせていただいていいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 はい、よろしくお願いします。 

（「小美玉市は旧町村で格差はないのか」と呼ぶ声あり） 

委員長 その辺、だから今回12月に答申するということで聞いていますので、多分見直しをや

ったんだと思うんです。 

そのあとの話が、３つ合併していますからね。 

ここのほうはやっぱり、よりこの那珂市に近いのかもしれないですけれども。 

行方市も麻生町と、玉造町と。 

（「視察に行く場所によって相当違うと思う」と呼ぶ声あり） 

委員長 今回も、だから割と近いところとそうじゃないところと、いろいろパターンは選ばせ

てもらいましたけれども。 

（複数の発言あり） 

委員長 視察については、じゃ、後ほどまた検討してまいりますので。 

それでは、もっと何かございますか。 

（なし） 

委員長 なければ、それでは本日の議題は全部終了いたしました。 
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以上で産業建設常任委員会を閉会いたします。 

どうもお疲れ様でした。 

閉会（午後２時07分） 
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