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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 30 年 12 月６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 

会議事件説明ため出席者の職氏名（総括補佐職以上と発言者） 

     副市長 宮本 俊美          財政課長 茅根 政雄 

     財政課長補佐 会沢  実       産業部長 篠原 英二 

     農政課長 平野 敦史         農政課長補佐 金野 公則 

     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       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 

     業務Ｇ長 猪野 嘉彦         水道課長 箕川  覚 

     水道課長補佐 矢﨑  忠       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   

会議に付した事件 

     （１）議案第 67 号 那珂市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例 

        …原案可決すべきもの。 

     （２）議案第 73 号 平成 29 年度那珂市一般会計補正予算（第５号） 

        …原案可決すべきもの。 

     （３）議案第 75 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２号） 

        …原案可決すべきもの。 

     （４）議案第 77 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２号） 
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        …原案可決すべきもの。 

     （５）議案第 78 号 平成 29 年度那珂市水道事業会計補正予算（第１号） 

        …原案可決すべきもの。 

     （６）議案第 82 号 市道路線の廃止について 

        …原案可決すべきもの。 

     （７）「生活排水に関するアンケート」集計結果の概要について 

        …執行部から報告。 

     （８）茨城県市議会議長会第２回議員研修会の出席者について 

        …出席者を委員長に決定。 

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 皆さん、おはようございます。 

本年最終の産業建設常任委員会ということで、お集まりいただきましてありがとうござ

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。欠席委員はおりません。 

定足数に達しておりますので、これより産業建設常任委員会を開会いたします。 

会議事件説明のため、副市長ほか関係職員の出席を求めております。 

職務のため、議長及び議会事務局職員が出席をしております。 

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。 

本委員会に付託された事件は、配付のとおりであります。 

慎重なるご審議をお願いするとともに、執行部におかれましては的確なご答弁をいただ

けるようお願い申し上げまして、挨拶といたします。 

ご苦労さまでございます。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

続きまして、副市長よりご挨拶をいただきます。 

よろしくお願いします。 
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副市長 改めまして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。 

本日執行部から提案しておりますのは、議案６件、その他報告１件でございます。 

よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。 

どうぞよろしくお願いします。 

委員長 ありがとうございました。 

これより議事に入ります。 

本委員会の会議事件は別紙、会議次第のとおりであります。 

初めに、議案第 73 号 平成 29 年度那珂市一般会計補正予算（第５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いたします。 

財政課長 財政課長の茅根です。ほか関係職員が出席しております。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、一般会計補正予算１ページをごらんください。 

議案第 73 号 平成 29 年度那珂市一般会計補正予算（第５号）についてご説明いたし

ます。 

４ページをお願いいたします。 

下から９行目、排水機場自家用電気工作物になります。 

排水機場自家用電気工作物保安管理業務委託、76 万 4,000 円。 

八重桜まつり駐車場警備等業務委託、819 万 6,000 円。 

曲がり屋茅葺屋根葺替、1,058 万 4,000 円。 

以上が平成 29 年度から 30 年度までになります。 

６ページをお願いいたします。 

第３表、地方債補正になります。 

起債の目的、補正後の限度額の順に説明いたします。 

市道整備事業（合併特例事業）、１億 6,700 万円。 

市道安全対策事業、900 万円。 

橋りょう長寿命化事業（合併特例事業）、ゼロ。 

下菅谷地区まちづくり市道整備事業（合併特例事業）、5,850 万円。 

15 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、５目農地費、440 万円。 

16 ページをお願いいたします。 

６款商工費、１項商工費、１目商工総務費、50 万円。 

７款土木費、１項道路橋りょう費、１目道路橋りょう総務費、16 万円。 
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３目道路新設改良費、3,120 万円。 

４目橋りょう維持費、2,400 万円の減。 

17 ページになります。 

７款土木費、３項都市計画費、２目土地区画整理費、638 万 6,000 円。 

３目まちづくり事業費、440 万円。 

７款土木費、４項住宅費、１目住宅管理費、300 万 8,000 円。 

以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 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 曲がり屋茅葺屋根葺替に 1,000 万円というのはかなり大きな金額で、妥当でない

と言うつもりは全くないんですが、何でこういう金額なのかというのを、簡単な説明でも

いいですが、していただけると助かるんですが。 

商工観光課長 商工観光課長の浅野です。 

よろしくお願いします。 

曲がり屋の金額でございますけれども、この金額が妥当かどうかというところなんです

けれども、ほかの市町村等聞きましたところさまざまな金額が出ておりまして、多いとこ

ろですと 3,000 万円から 4,000 万円というようなお話も聞いております。 

ですので、茅葺き工の工事につきましてはなかなか一定のお金というか、そういったと

ころが算出できないのが主なものだと聞いております。 

以上でございます。 

遠藤委員 それに関連してですが、聞くともう雨漏りなどもしているというようなこともある

ので、この工事をやることによってかなりそういったことも直るということになるんです

か。 

商工観光課長 今回の茅葺屋根の工事ですが、全面ふき替えを行いますので、雨漏り等につい

ても改修されることとなります。 

よろしくお願いします。 

花島委員 妥当でないと言うつもりは全くないです。わかりませんから。 

ただ、できるだけ安くやるようにしていただかないと施設そのものの維持がだんだんで

きなくなるので、工夫をして、できるだけきっちりやり、なおかつ安くあがるように努力

していただきたいと思います。 

意見です。 

委員長 ほかございませんか。 

     （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 73 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 73 号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

暫時休憩をいたします。 

執行部は入れかえをお願いいたします。 

     休憩（午前 10 時 07 分） 

     再開（午前 10 時 08 分） 

委員長 では、再開いたします。 

下水道課が出席をしております。 

議案第 75 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２号）

を議題といたします。 

執行部より説明を願います。 

下水道課長 下水道課長の中庭です。 

ほか３名が出席をしております。 

よろしくお願いします。 

座って説明させていただきます。 

農業集落排水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 75 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２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、40 万円。 

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。 

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、40

万円。 

以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 執行部の説明が終わりました。 
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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 75 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 75 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、生活排水に関するアンケート集計結果の概要についてを議題といたします。 

執行部より説明を願います。 

下水道課長 生活排水に関するアンケート集計結果の概要についてご報告をいたします。 

産業建設常任委員会資料の 33 ページをごらんください。 

現在の公共下水道事業において、公共下水道整備優先地区として位置づけられていない

未計画地区にお住まいの方を対象に、ご自宅の台所、ふろ等からの生活排水の処理状況や

今後の生活排水処理の負担に対する考え方を把握させていただくための生活排水に関する

アンケート調査を実施いたしました。 

アンケートの方法ですが、実施時期につきましては、平成 29 年９月 11 日から 29 日、

対象者は公共下水道整備優先地区に位置づけられていない未計画地区に住所のある 4,735

世帯の方を対象にアンケートを発送し、2,061 人の方から回答をいただきました。 

回答率は 43.5％で、市民アンケート調査などの回収率と同程度になりました。 

アンケートの内容、内訳でございますが、八つの設問と 16 の質問から成っており、主

な設問といたしましては実際の汚水処理及び浄化槽管理の状況、単独処理浄化槽やくみ取

り層から合併処理浄化槽への変更を希望された方がふえると思われる支援策、公共下水道

が供用開始になった際の接続の可能性とその理由などでございます。 

では、アンケート結果について、担当より別添資料に沿ってご説明いたします。 

よろしくお願いします。 

業務Ｇ長 業務グループ長の猪野です。 

引き続き、設問ごとの集計結果を説明させていただきます。 

常任委員会資料 33 ページ以降をごらんください。 

お手元には、大きく分けて三つの資料をお届けしております。 

一つ目が、設問ごとの単純集計結果を示したグラフが表示されている資料、二つ目が、

別紙１として、既に一部の集計結果についてはクロス集計を行っておりますのでそれを示

した資料、三つ目が、別紙２として、実際に回答された市民の皆様にお届けした調査表で
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ございます。 

まず、設問ごとの単純集計結果を示したグラフが表示されている資料、こちらをごらん

ください。 

地区ごとの回収率では、後台、中台、津田、静、中里などでは比較的回収率が高かった

一方で、本米崎、豊喰などは比較的回収率が低い結果となりました。 

続いて、２ページをお開きください。 

実際に住んでいらっしゃる方の人数を尋ねる質問では、平成 27 年国勢調査と比べ、１

人世帯が９ポイント程度少なかったものの、２人世帯以上では同等程度の結果となってご

ざいます。 

以下、３ページではご自宅を建てられた時期を尋ねる質問、４ページでは水回りの改修

やご自宅の建てかえのご予定を尋ねる質問、５ページでは水洗トイレかどうかを尋ねる質

問、６ページでは水洗トイレになってからの期間を尋ねる質問、７ページでは台所、ふろ

等からの排水処理を尋ねる質問について、それぞれ結果をまとめてございます。 

この中で、合併処理浄化槽で処理をしているという方が約７割、特に処理をしていない

という方が２割強という結果になりました。 

先ほどの水洗トイレの状況を加味し、最後の 16 ページにこれらの設問の結果、くみ取

り槽が 10.43％、単独処理浄化槽が 14.7％、合併処理浄化槽が 67.83％であると考えられ

る旨を掲載してございます。 

続いて８ページでは、合併処理浄化槽にしてからの期間を尋ねる質問の結果を掲載して

ございます。 

９ページをお開きください。 

くみ取り槽や単独処理浄化槽などをご利用で、合併処理浄化槽に変更されていない方を

対象に、その理由を尋ねる質問では、生活排水の排水先に困っていないから、浄化槽を設

置するための設置費用がかかるから、下水道が整備された際に、すぐに下水道に変更した

いと考えているからという回答が多く選択されております。 

続いて、10 ページをお開きください。 

生活排水の最終的な放流先を尋ねる質問では、敷地内浸透槽または発散槽が 49.1％、

道路側溝が 34.21％となってございます。その他の回答としては、用悪水路や川という回

答がございました。 

続いて 11 ページでは浄化槽の点検状況を尋ねる質問、12 ページでは浄化槽の清掃、汚

泥の引き抜き状況を尋ねる質問の結果を掲載してございます。 

13 ページをお開きください。 

続いての問７及び問８が今回のアンケートの重要な設問となります。 

実際に市民の方にお配りした設問は、別紙２の６ページに掲載してございます。 

単独処理浄化槽やくみ取り層からの転換の支援策についてお伺いしますという設問です。 
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ここでは、公共下水道が整備されるのが 15 年から 30 年以上先になると見込まれる地

区の方を対象に、合併処理浄化槽設置時の補助支援策を仮に見直すこととした場合に考え

られる支援策について。 

１番として、現行の合併処理浄化槽の設置費用のほか、法定検査費用などの毎年必要と

なる維持管理費用の負担が軽減される制度としていくことが望ましい。 

２番として、新たな資金面の支援よりも、合併処理浄化槽で処理した水を排出するため

の側溝や排水管を道路等に整備する仕組みを進めていくことが望ましい。 

３番として、今後 15 年から 30 年以上の時間がかかってでも公共下水道の整備を継続

し、浄化槽の設置に伴う点検や清掃等の作業が不要となるようにしていくことが望ましい。 

この中から選択していただく質問設問でございます。 

資料の 13 ページに戻っていただきまして、この１番の維持管理費用の負担が軽減され

る制度が 22.51％、２番の側溝や排水管を道路等に整備する取り組みが 20.09％、３番の

公共下水道の整備を継続が 44.98％となってございます。 

公共下水道を求める意見が約半数を占めている一方、合併処理浄化槽への変更を求める

取り組みもほぼ同数となりました。 

しかし、公共下水道の整備に側溝等の整備を加えた放流先を敷地外に求める意見が約

60％を占める結果となってございます。 

アンケートからは、時間がかかってでも公共下水道そのもの求める意見や、合併処理浄

化槽の処理水の放流先の確保を求める意見など、抜本的な排水先の確保を求める意見が多

数を占めていると判断することができると思われます。 

この結果を地区別に示したものが資料の別紙１でございます。 

この中で、薄いオレンジ色の行は発送数が 100 通以上の地区、かつ回答数が 50 通以上

あった地区でございまして、今回のアンケートの結果をもって地区全体の傾向を推計する

ことが可能な地区と考えられます。 

この表からは、中台、東木倉、津田の方は、側溝等を整備する取り組みを選択する割合

が多くなった一方で、後台、豊喰、静、中里の方は、側溝等の整備を求める取り組みより

も、費用負担の軽減や公共下水道を望んでいるという傾向がございました。 

なお、別紙１の２ページには、この支援策と浄化槽の状況、つまりくみ取り槽、単独処

理浄化槽、合併処理浄化槽のクロス表を、続いて３ページには、浄化槽の状況と地区別の

クロス表を、４ページには放流先の状況と地区別のクロス表を掲載してございます。 

東木倉では、敷地内で処理される方が比較的多くなっており、一方で豊喰、静、中里で

は、側溝を利用している方が多くなっている結果となってございます。 

グラフが示されている単純集計の資料、13 ページに戻っていただきたいと思います。 

問８として、公共下水道による排水処理が可能となった場合、これに接続し処理方法を

変更したいかという質問では、数年以内に接続したいという方が 69.24％と約７割で、一
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方、接続したいという方が 24.41％となってございます。 

なお、現在既に供用開始をしている地区では、３年以内の接続率は４割程度、10 年か

ら 15 年程度の地区では約７割となってございます。 

14 ページをお開きください。 

接続されると回答された方にその理由を尋ねた質問では、合併処理浄化槽よりも適切に

生活排水を処理できると考えたから、浄化槽を使用するには、定期的な点検や清掃が必要

だから、浄化槽が壊れたときのことを考えるとすぐに接続したほうがよいと考えたからが

比較的多い回答となっております。 

浄化槽のメンテナンスに不安がある方が多いのではないかと推察するところでございま

す。 

続いて、15 ページをお開きください。 

接続しないと答えた方にその理由を尋ねた質問では、下水道使用料のほうが高いと考え

たから、生活排水の排水先に困っていないから、浄化槽が壊れたときに下水道に接続すれ

ばよいと考えたからなどが平均して同程度の回答となってございます。 

以上が生活排水に関するアンケートの集計結果の概要でございます。 

委員長 続いて、これに基づいて下水道課ではどう考えているかということについて説明を願

います。 

下水道課長 本日、追加資料として審議会の資料及び会議録をお配りさせていただきました。 

その審議内容と今後の予定の概要についてご説明をいたします。 

審議会資料の７ページ、資料３をお開き願います。 

今回のアンケート調査の結果につきましては、11 月 10 日に開催しました公共下水道事

業審議会においてご報告したところでございます。 

その上で、これまでの議論を踏まえ、同日、審議会に対し、那珂市公共下水道未計画地

区を含めた今後の整備の方向性についてとして諮問をいたしました。 

資料の９ページ、参考をお開きください。 

昨年度からこれまでの審議会での議論を踏まえた方向性の案を、事務局で整理したもの

でございます。 

今回の諮問を受け、内容を大きく分けて二つに整理しております。 

一つ目としましては、現在整備を進めている第１次整備優先地区第Ⅱ期整備区域につい

てでございます。 

平成 25 年度に事業計画を策定した事業計画区域面積 1,710.6 ヘクタールに対して、平

成 28 年度末の整備済み面積が 1,315 ヘクタールであり、整備率は 76.9％にとどまってい

る状況でございます。 

これにつきましては、東日本大震災の復旧工事によりおおむね５年程度の整備遅延が生

じており、残りの 395 ヘクタールの現事業計画区域内の整備概成には、今後 10 年程度を
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要する状況でございます。 

このため、来年度予定の事業計画変更について、現時点においては、新たに事業区域の

拡大をせず、現計画区域のまま、県の事業計画に合わせて平成 35 年まで事業期間の延伸

等の変更を行い、速やかな概成に向けて、引き続き整備を行うことが適当と思われると整

理をいたしました。 

二つ目が、今回調査対象とした未計画区域についてでございます。 

こちらの現状は、現在の全体計画に基づき、未計画地区の約 4,700 世帯について、今

回の未計画地区の生活排水に関するアンケートの結果により、同地区の約 68％の世帯が

既に合併処理浄化槽を使用しており、くみ取り槽または単独処理浄化槽を使用している世

帯は約 25％であると考えられます。 

次のページをお願いします。 

仮に未計画地区全域を公共下水道にて整備することとした場合、概成までには着工から

約 20 年を要すると考えられます。 

その間の未計画地区の世帯数の減少をはじめ、経済状況の変化や国庫補助金制度の改正

など、収益見通しの不確定要素が多数見込まれるところも現実的な課題でございます。 

国は平成 38 年度までに公共下水道、農業集落排水施設及び合併処理浄化槽により、生

活排水を処理することができる汚水処理人口普及率を 95％以上とする目標値をことしの

10 月に新たに掲げており、平成 28 年度で 80.86％である那珂市においては、未計画地区

においても、可能な限り短期間で汚水処理を行うことができるよう、さらなる取り組みを

進めていくことが必要となったところでございます。 

しかし、公共下水道による整備では、結果的に概成までに長期間を要することを考慮す

れば、特にくみ取り槽及び単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を重点的に推進す

ることが求められると考えられます。 

また、短期間のうちに生活排水処理を可能とする合併処理浄化槽への転換を未計画地区

全域で現状の施策のまま推進したといたしましても、平成５年度から始まった合併処理浄

化槽設置補助事業を実施している中で、平成 19 年度をピークに減少している状況を見れ

ば、今後新たにくみ取り槽、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換される方は限定さ

れることと思われます。 

このための施策としては、未計画地区につきましては、浄化槽台帳を整理し、汚水処理

の状況及び課題を把握し、適切に汚水処理を行うことができるよう支援していく体制を整

備することが必要であり、その上で、合併処理浄化槽の維持管理費の負担軽減策や、処理

水放流のための側溝等の整備の検討を引き続き行うべきであると考えられます。 

次のページをお願いいたします。 

また、確実に汚水処理人口普及率を向上させるためには、市内に合併処理浄化槽区域を

設定し、よりきめ細かな支援が必要かどうか判断していくことも必要になると考えられま
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す。 

一方、未計画地区であっても、比較的人口密度が高いなどの理由により短期間に概成可

能であり、かつ収益が見込める地区につきましては、公共下水道の整備による汚水処理を

行うことも引き続き検討すべきであると思われます。 

ただし、未計画地区のうち公共下水道の整備を行う区域を選定する際には、実際に必要

となる管渠等の施設の見通しや、使用が見込まれる世帯数の状況を適切に把握するほか、

将来の国庫補助制度の改正の見通しも踏まえ、整備後も安定して汚水処理を行うことがで

きる経営が可能かどうかを把握し、判断していくことが必要であると整理いたしました。 

これらの方向性については、審議会委員の皆様に再度ご確認をいただいた上で、次回の

審議会でご答申をいただく予定で準備を進めております。 

なお、前述のとおり、個別の地区についての判断は次年度以降の、改めての審議会に諮

問することを予定しております。 

続きまして、審議会資料の最終 15 ページ、那珂市公共下水道事業計画スケジュール

（案）をお開き願います。 

当市の公共下水道事業は事業目標年次を平成 37 年度とした那珂久慈流域下水道関連那

珂市公共下水道全体計画に基づいて整備を進めており、全体計画区域 3,257.8 ヘクター

ルのうち、1,710.6 ヘクタールを平成 30 年度末を目標年次とした事業計画区域とし、現

在整備を進めているところでございます。 

また、上位計画である県の那珂川久慈川流域別下水道整備総合計画や、那珂久慈流域下

水道事業計画と整合させた事業でもあり、県の事業スケジュールに合わせて進めていると

ころでございます。 

直近での事業計画のスケジュールとしましては、平成 30 年度末までとなっております

表の２の県と市の事業計画の変更を行う予定となっております。 

県からの正式な指示はまだ出ておりませんが、事業計画期間は通常５年間となるため、

新たな事業計画期間は平成 30 年から 35 年までと想定されます。 

さらに、その５年後の平成 35 年から次の事業計画期間が延伸されると考えられること

から、県の全体計画につきましても現計画の平成 37 年から 34 年頃に前倒して見直しを

され、新たな全体計画の中での事業計画へ変更になると予想がされます。 

そのため、市においては、その前年度の平成 33 年頃には未計画区域の整備手法を決め

た全体計画の見直し案の策定時期となると思われます。 

生活環境の改善や公共用水域の水質改善を図るための生活排水の処理方法として、集合

処理方式の公共下水道事業から個別処理方式の市町村設置型合併処理浄化槽事業などに転

換するとした場合など、下水道の全体計画の区域の変更や都市計画事業の変更等が前提と

なるものもあることから、これらのスケジュールに合わせての見直し作業になると考えて

おります。 
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以上が審議会での審議内容及び今後の予定の概要でございます。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 執行部の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

花島委員 アンケートご苦労さまでしたというのは変な言い方ですけれども、少し見えてくる

ものがあるので、やって良かったと思います。 

ただ、私自身もアンケートに答えた時の印象なんですけれども、ちょっと設問が悪いの

はたくさんありました。 

要するに、アンケートをつくった人が技術的なことをよくわかっていないんじゃないか

なという。率直に言いますとね。 

要するに、合併浄化槽でどうなる、合併浄化槽にも種類があるわけだし、そういうこと

がアンケートに反映、見えていないという気がしました。 

それと、一通りアンケート結果は、前に配られた資料で見せてもらったんですけれども、

クロスタームのところはまだ見てないんで、よく見させていただきたいと思います。 

あと、計画なんですけれども、おおむね私がこうしたほうがいいと思う方向になってい

るんですけれども、ただ、できればもっと早く計画を見直したほうが市の財政負担がより

有効になると私は思っているんですね。 

ただ、余り早急につくった計画をいじくると全体の流れを混乱させたりしてマイナス面

もありますので、それは無理を言うつもりはありません。 

ただ、新たな方式を考えるのに、もう少し早目にしてほしい、その計画をつくるのをで

すね。 

なぜかというと、単純にどこそこの地区を選べばいいという話じゃなくて、ある意味で

考え方を変えるわけです。 

それは下水道を待っている人、今合併浄化槽を使っている人で、わかっている人はいい

んですけれども、わかっていない方がたくさんいるので、その理解をしてもらうというこ

とが非常に大事なことだと思うんです。 

ですから、かなりもう差し迫ってからこうしますという話になると円滑にいかないし、

市民の不満もむだにふえると私は思うので、もうちょっとこの最後の、特にこの辺をもう

ちょっとこちらにしてもらいたい、せめてね。実施はともかく、策定を。 

以上です。 

あとはまた今後いろいろ意見を伺ったり、言う機会もあると思いますので、きょうはと

りあえずこれで。 

下水道課長 ありがとうございます。 

スケジュールにつきましては、先ほど申しました平成 33 年というところには新たな全

体計画を策定するという時期になりますので、当然今からそれに向けて、それなりの準備
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作業は当然出てきます。 

それとともに、市民の方への説明なりそういうものも、今の公共下水道から例えば合併

処理浄化槽に転換するといった場合には、当然市民の方へのご説明も必要になってきます

ので、そういったスケジュールからすれば、平成 33 年とはいえども、もう本当にもう押

し迫った時期となっておりますので、その辺は順次進めていくということでございます。 

はい、よろしくお願いします。 

委員長 ほかにございませんか。 

じゃ、ちょっと私から。 

今の状態をちょっと押さえておきたいんですが、平成 30 年度までに１期２期の計画で

あります 1,710.6 ヘクタール、これは完了するんでしょうか。 

それと、３番目の新計画区域整備、100.93 ヘクタールというのが平成 35 年からという

ことになりますけれども、こちらもその現状が、要するにその 1,710 ヘクタールで積み

残しがあれば、それがまた新たに伸びるわけですね。 

実際に 4,700 世帯が未整備のままになっていますけれども、こちらの整備を開始でき

る時期というのがまだ明確ではありませんし、その辺もきちんと、今花島委員から計画を

前倒ししてほしいということを言われておりますので、ぜひ検討いただきたいのと、それ

から今まで 30 年待たされている市民の方の思いですね。早くしてという。 

この思いにどう執行部は応えていただけるのか。これをちょっと、ぜひ考えてほしいん

です。 

この計画だと、県の上位計画があるので、そのままスライドして我々もやるんですよと

いう話にしか聞こえないんでね。 

じゃ、その努力目標って何ですかということをちょっとお聞かせいただきたい。 

下水道課長 現計画の事業計画 1,710.6 ヘクタール、先ほどもお話ししましたが、395.6 ヘク

タールが平成 28 年度末で残っているということでございます。 

これにつきましては、向こう 10 年で概成をさせるという計画で今進んでいるところで

ございます。 

第１次優先整備地区の第Ⅲ期分がこの表の③の 100.93 ヘクタールということでござい

ますが、この分につきましては来年度事業計画の変更の際には期間の延伸だけ、現計画の

1,710 ヘクタールの分の期間の、まだ 10 年かかりますので、期間の延伸をさせていただ

くということでございますので、その５年後、平成 35 年のときの状況を見て、この 100

ヘクタールについては区域を拡大するということになろうかと思います。 

なおかつ、それを含めまして、残りの 4,735 世帯の方の面積としましては 1,446 ヘク

タールとございますけれども、その地区につきましては先ほど申しました平成 33 年度に

行います新たな全体計画の策定の時期にそのまま公共下水道で進むのか、新たな合併処理

浄化槽としての事業のエリアどりをしていくのかというものをこの時点で決めますので、
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選択によって時期が変わってくるということになろうかと思います。 

どちらにしましても、市民の方がまだ困っていらっしゃるという地区が多うございます

ので、その辺につきましては、それに向けて準備を進めていくということで考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

委員長 ぜひ前倒しで、県のほうも策定をしていただきたいと思います。 

それともう１点は現実、こういうふうになっていますよという市民の方へのお知らせで

すね。これはどういうふうにしていくんでしょうかね。 

アンケートもいただいて、結果もホームページでお知らせしますよということですけれ

ども、もっとわかりやすく、お答えいただいた皆さんに、これは当然お知らせしなきゃい

けないと思いますので、その辺はどう考えていますか。 

下水道課長 今後進める中でも当然市民の方にこの情報についてはお知らせさせていただくと

いうことを考えていますので、今委員長のほうからありましたホームページとかお知らせ

版とかというものも含めてですね。 

あと、実態が実際にこのアンケート、40％程度の結果回収でございましたので、残りの

方がどうなっているのかっていうものもまた、実際にはつかめていないところもございま

すので、その辺についても先ほど申しました浄化槽台帳等、そういうもの。 

それから、くみ取りの方というものも、実態調査をこれから当然進めていきながら、皆

さんの考え方も含めまして、新たな計画づくりをしていきたいなというふうに考えており

ます。 

委員長 ぜひその平成 34 年を目標ということではなく、もっと早く市民の方の実態調査も含

めて、きちんとこの地区はこういうふうになりますよという詳細計画、その辺もわかりや

すく説明しながらということなので、ぜひとも本当に前倒しで策定のほうをお願いしたい

と思います。 

ほかの皆さんありませんか。 

福田委員 アンケート、今資料を手にして、おおむね今説明でわかりました。 

加えて、これはあくまでも審議会での内容。 

担当部署としてこれからの方向性というのは、部として、課として、どういうふうに思

いますか、これ。 

どういうふうな考え方を持っていますか。 

上下水道部長 先ほども課長のほうから説明がありました、当然この１年半、審議会等のほう

の委員さんには詳しく説明して、なおかつ、その中で議論があったもの等々をまとめ、ま

た、私どものほうの考えもその中に加えられて、ある一定の結論的な案として、先ほどご

説明させていただいたとおりでございます。 

当然、今 4,700 強世帯の方の４割、半数弱の方は公共下水道を求めているということ

もございます。 
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また、合併処理浄化槽で処理しているところもありますけれども、そこでは要するに放

流先がないというようなこともそこで出てきています。 

ですから、私どもは全てを公共というわけでは申し上げてございませんけれども、今の、

要するに今後、長期間にわたってそこに受益者負担金とか使用料等をいただきながら、公

共下水を進めなくちゃなりません。 

そうなってきますと、個々のエリアにおいて、それが長期間にわたり持続可能かという

ものも検討しておかなくちゃならない。 

また、先ほど言いました国からの、国ばかりじゃなくて、要するに生活排水の処理人口

の普及率を 95％ということもあります。 

当市としては、平成 28 年度に 80％程度なんですけれども、それも上げなきゃならない

ということになりますと、公共ばかりでは難しいと。 

先ほど言いましたとおり合併処理浄化槽のエリア、先ほどから出ています市町村設置型

合併処理浄化槽も検討した上で、当然以前からありましたとおり、那珂市においては地形

が平たんで、要するに流末も確保しなくちゃならないこともあります。 

そういうものも加味した上で、今後答申が出た後、先ほどから出ていたとおりできるだ

け早くということなんですけれども、個々の、どのような方法で進めていくかという計画

を進めていきたいと私どものほうは考えてございます。 

福田委員 どうも余りこう、伝わってこないんだけれども、これは下水道だけにかかわる問題

ではないんだよね。 

この放流先、こうなってくるというとやっぱり側溝とか、そういうことで土木あたりが

当然加わってくる、そういう連携をしながらのことということで、なかなかスピードが上

がらないということも理解はできるんですよ。 

でも、そういういろいろな条件の中で、いわゆる那珂市としての、担当部署としての考

え方、今回のやつというのは、これは審議会でのことですから。 

それよりももっと大事なのは、担当部署としての今後の考え方を、ぼんと打ち出しても

らいたい。 

審議会は審議会として。 

そういうことというのは必要なんじゃないですか。 

あれはいつでしたか、当委員会で群馬県の太田。 

     （「10 月の末」と呼ぶ声あり） 

福田委員 ２カ所視察をしてきて、いろいろ我々勉強させられたということ、合併浄化槽だっ

たらそこのエリアを徹底的にやっていく、そういう発想、そういうことを我々は期待して

いるんですよ。 

そういう考えを持っていないのかということを聞きたいんですよ、我々は。 

上下水道部長 先ほどうちの課長が言ったスケジュール案でございますけれども、今後、平成
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30 年はⅠ期の、そのあとできる限り早い段階で先ほど言ったような区分けを、この地区

は公共下水、ここは合併処理浄化槽等で進めるような検討をそこで行って、最終的には平

成 33 年程度には全体、残りの未計画地区、それをどうしていくというものを出していき

たいというのが一つ。 

あと、福田委員さんからありましたとおり、流末に関しては当然私どもばかりではござ

いません。建設部土木課のほうとの協議も当然私どもは今後持ちたいと考えております。 

それによって、ある程度流末排水をどうしていくというのも検討していきたいというこ

とで、ある一定の、今後平成 32 年くらいまでの間に、それもある程度進めなくちゃなら

ないという課題がたくさんありますので、その期間で、私どもはある一定の計画をまとめ

ていきたいという考えでおります。 

福田委員 我々の視察先の資料見ていますか。 

どう思いますか、それ。 

いろいろ条件とか、地域性とか、いろいろそれは、格差はありますよ。ありますけれど

も、その地域性とか何かということを生かした、そういうあれでやっているのと違います

か。そういうふうに私らは感じてきているんですけれども。 

那珂市の場合の、そういうことの考え方が、どういうふうに持っているのかということ

を担当部署から聞いてみたかったんです。 

それと、今回区域指定、ありましたね。 

一つ例を挙げれば中台地区、ここなんかというのは放流先全くないわけでしょう。これ

はもう単独槽、浸透式しかないんですよ、選択の方法として。 

そういうところはどういうふうに考えているの。 

これはまず、今言った土木、こういうところが絡んでくると思うんです。 

だけれども、一部の資料を見ると、新たな投資はしていかないというようなことも、あ

の資料ではうたわれているんだよね。 

どうなの、これ。 

ちょっと考え方がよく見えてこないんですよ。 

下水道課長 今、中台地区という、本当に生活排水にお困りの地区、これは以前からも福田委

員のほうから何度もお話をいただいている地区で、実際に今の公共下水道の計画のままい

けば、先ほど言いましたように、20 年、30 年先というような形になる、一つの未計画区

域の中に入っている地区でございます。 

そこについて、先ほどからお話ししていますように公共下水道でいくのか、合併処理浄

化槽でいくのか、それにしても、合併処理浄化槽にいたしましても、今まで市、県、国が

補助をしていました個人設置型でいくのか、市町村が設置して管理していく市町村設置型

でいくのかという合併処理浄化槽の手法もまだいろいろあると思います。 

それで、地形的には、今お話ありましたように浸透しづらい、できないという地区でご
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ざいますので、そこを合併処理浄化槽でやるということになれば、宅地からの流末の排水

整備というのは、これは当然必要な地区になってくると思います。 

そういった形で、浄化槽プラス流末の排水整備でやる手法でいくか、もしくは公共下水

道でそのまま直接放流できる方式でいくかという選択になると思うんです。 

どちらにしても、新たな合併処理浄化槽で、そのエリアをくくるといった場合には、下

水道サイドだけで経営が成り立たないなどという問題だけではなくて、その辺のエリア取

りというのはやっぱり地区地区によっても諸条件がありますので、経費、効率が悪いから

といって合併処理浄化槽にするという、ただ短絡的な話ではないと思います。 

そうやったとしても今度は流末がないというところはそこにまた費用もかかりますし、

費用がかかっても浄化槽でいくべきなのか、それとも集合処理の公共下水道でいくのかと

いうような、いろんな角度からの検討が、当然必要になってくるのかなというふうに思い

ます。 

当然、これは下水道だけで済む話ではなく道路行政のほうで、ただ、道路行政のほうと

しましても側溝だけを整備するということでは解決できないのかなと。 

当然、道路改良、拡幅した上で両側に側溝を、今の条件では片方だけに側溝があると反

対側の方からの横断の放流はできないというところもございますので、それもありますし、

狭あい道路、現道舗装に近いようなところにただ側溝だけを入れればいいのかということ

では解決できないというところもありますので、そうなりますと道路改良のほうの予算的

な対応も、当然バックアップしていただかないと、下水道サイドのほうの流末の合併処理

浄化槽の流末の対応もいかないというところもございます。 

当然それは財政面もございますし、いろんな関係機関と今後協議をして進めていかなけ

ればならないというふうには感じております。 

福田委員 細かく長々と今説明を受けましたけれども、その、今言った中での方向性が決まっ

ていない、地域によっては。そういうところがおくれているということを我々は指摘をし

ているんですよ。 

そうでしょう。 

だから、それをどうしていくかということを我々は聞きたいんですよ。知りたいんです

よ。 

もう、それは答弁はいいけれども、そういうことが非常に本市はおくれている。 

このアンケートなんかを見た中でも、何というんですか、未計画地区の現状と課題、こ

こでもうたわれているように、いわゆる排水先の確保がなってきていない。 

これが大半を占めているということが、これは審議会でもうたっていますよね。 

ですから、そういうことを、スピードを上げた、そういうことを我々は執行部に対して

ぜひやっていただきたいなと。 

だから、それにはどういう考えがあるのか、そういうことを我々は聞きたかったんです。 
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もういいです。 

我々が求めていることは大体おわかりなりましたか。わかっていますね。 

ぜひお願いします。 

副市長 確かに、福田委員さんおっしゃるとおり、なかなか遅いという話でございますけれど

も、そもそも那珂市全体を公共下水道で、今まではやっていくという方向の中で進めてき

たわけです。 

それで、数年前から、それでは経営、非常に大変な状況になってくるだろうという中で

市町村設置型合併処理浄化槽とか戸別型を進めていくという方法もあるんじゃないかとい

う話が出てきたので、遅いといえば遅いんでしょうけれども、今回このような、まずアン

ケートをとって、今後平成 33 年の策定までに新たに見直しをするまでに、これからどの

地区を、例えば合併処理浄化槽でやっていくかというのも、我々としては当然そこを、い

ろいろ判断していかなくちゃならないし、まだそこの場所を決めたにしても地区に丁寧な

説明をしないとならないと思うので、そこは非常に時間がかかる問題だと思うんです。 

やっぱり地区の住民の、どういう意向であるかというのは、まず実際にそこに説明に入

らなくちゃならないと思うので、それで今回はこれの第一弾としてのアンケートをとった

わけですので、そこはご理解いただきまして、何とかいい方向で、多分公共下水で全部や

るというのは、正直私が今思っているには非常に難しいと思っています。 

経営状況的にも非常に大変な状況になると思うんですね。 

そういう意味では、合併処理浄化槽を取り入れていかなくちゃならないというのは、も

う明らかであるかなとは我々も思っているところですのでそこは早急に、これを、アンケ

ートを第一弾としまして、早急に取りかかってまいりたいと思うので、ひとつよろしくお

願いいたします。 

福田委員 おっしゃっていることはわかるんですよ、我々も。 

ただ、合併浄化槽、今補助を出していますよね。それだって限度があるでしょう、基数

に。 

そういうところがよそ、我々が見てきたところなんかとはちょっと隔たりがあるんです

よ。 

ですから、公共下水道で残りのところというのは、これは無理なのは百も承知です。 

ですからそういった、無理なかわりに別の方法としての考え方、これを早急にやってい

ただきたいというのが我々の執行部に対するお願いなんです。 

これは市民がそれを求めているわけですよ。 

そうでしょう。 

このアンケートを見ても、これ大半はそういうことがうたわれていますよね。 

地区によって若干違うのかな。 

ですから、そういうことをしっかり把握をしながら、おくれている分スピードを上げて
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いただきたいなと、こういうことを切にお願いしておきます。 

以上です。 

花島委員 言いたいことは福田委員が大分言ってくれたんですけれども、そちらの感覚もわか

るんですよ。 

今まで公共下水道でやってきた中を急に変えるというのは、しかも計画を変えるとなる

と、一部はこれまでどおりの方式中心、一部は変えるとなるとどこをどう選ぶということ

があると思うんですね。 

視察に行って、私が非常に大きな印象を受けたのは、富岡市と太田市の違いですね。 

富岡市は広域下水道計画を半分くらいにして合併浄化槽を全面的に展開しました。 

市長がイニシアチブをとってやったと言うんです。そう言っているんですけれども、や

っている方、担当職員は自信を持ってやっている。 

ちゃんとその自信が、やっぱり市民にどういうふうに言うかにも反映すると思うんです

よ。 

だから、那珂市の場合も、今いきなり自信を持てとは言いませんけれども、緻密に計画

して、それで自信を持って、こういうふうにしたいんだということを、私たちなり市民に

提示してほしいと思います。 

あと、その排水に関して言うと、排水が困るのは、生活排水や下水処理の排水だけじゃ

ないんですよね。雨水もそうなんですよ。 

雨水が排水できないところは、結局側溝があれば、例えば雨水は排水できますよね。 

それと無関係じゃないんですよね。 

私のところなんかは、雨水も外へ排水できないんですけれども、何というんだろう、浸

透で大体処理できています。 

だから、合併浄化槽を使ってきれいに処理すれば何の問題も生じないんですよ。 

そういうふうなことで、福田委員が言っているように、まさに普通の排水と無関係じゃ

ないんで、できればそこのところを連携させてやればより効率的になると思いますので、

よろしく、早目に緻密に検討して、自信を持ってやっていただきたい。 

以上です。 

委員長 じゃ、説明、答弁は結構ですので。 

ほか、質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 なければ本件を終結いたします。 

それでは暫時休憩をいたします。 

11 時 10 分再開といたします。 

執行部は入れかえをお願いします。 

ご苦労さまでした。 
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     休憩（午前 11 時 03 分） 

     再開（午前 11 時 15 分） 

委員長 では、再開いたします。 

水道課が出席をしております。 

議案第 78 号 平成 29 年度那珂市水道事業会計補正予算（第１号）を議題といたしま

す。 

執行部より説明を願います。 

水道課長 水道課課長の箕川です。 

ほか３名の職員が出席しております。 

よろしくお願いします。 

では、座って説明させていただきます。 

議案書 31 ページの次になります。 

議案第 78 号 平成 29 年度那珂市水道事業会計補正予算（第１号）。 

総則。 

第１条。平成 29 年度那珂市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

債務負担行為。 

第２条。債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定め

る。 

内容につきましては、事項、期間、限度額の順で説明いたします。 

平成 30 年度自家用電気工作物定期点検業務委託、平成 29 年度から平成 30 年度まで、

106 万 3,000 円。 

続きまして、那珂市水道事業窓口等業務委託、平成 29 年度から平成 31 年度まで、

1,918 万 1,000 円。 

以上でございます。 

よろしくお願いします。 

委員長 説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 質疑は終結いたします。 

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 78 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。 
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     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしと認め、議案第 78 号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

暫時休憩をいたします。 

執行部は入れかえをお願いします。 

     休憩（午前 11 時 18 分） 

     再開（午前 11 時 18 分） 

委員長 再開いたします。 

土木課が出席しております。 

議案第 82 号 市道路線の廃止についてを議題といたします。 

執行部より説明を願います。 

土木課長 土木課長の海老沢です。 

ほか２名が出席しています。 

よろしくお願いします。 

着席にて説明させていただきます。 

それでは、議案書 39 ページをお開きください。 

議案第 82 号 市道路線の廃止について。 

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

おり廃止したいので、議会の議決を求める。 

記。 

整理番号１、路線番号８‐0299、起点、那珂市菅谷鍬柄 3534 番２地先、終点、那珂市

菅谷字京塚 5331 番８地先。 

平成 29 年 11 月 28 日提出、那珂市長。 

では、次のページをお開きください。 

場所の位置図になります。 

廃止する路線でございますけれども、場所になりますと、こちら、左右にある大きな道

路、６‐18 号線というのが菅谷飯田線になります。 

そして上下にある部分、６‐15 号線ですが、こちらが菅谷市毛線になります。 

こちらの交差点部左上にあります建物なんですけれども、これは大森茶寮さんになりま

す。 

こちらの下の、南側の道路、８‐0299 号線という部分のところの認定廃止をする事案

になります。 

こちらの部分に関しましては、この市毛線と飯田線ができる前はある程度の交通があっ

たんですけれども、現状として、この飯田線ができたことと市毛線ができたことによって

ほとんど使われなくなっているという部分と、地元の自治会の、こちらは堀之内の自治会

になるんですけれども、８‐0300 号線と、この廃止する路線の下の部分のところが道路
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整備要望があるということもありまして、この部分のところの道路の廃止ということにな

ります。 

延長としまして 86 メートル、幅員は 1.4 メートルから 1.8 メートルの道路になります。 

以上です。 

委員長 はい、説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

     （なし） 

委員長 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 はい、討論を終結いたします。 

これより議案第 82 号を採決いたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしと認め、議案第 82 号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

暫時休憩いたします。 

執行部は入れかえをお願いします。 

     休憩（午前 11 時 22 分） 

     再開（午前 11 時 22 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 77 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２号）を議題といたします。 

執行部より説明をお願いします。 

都市計画課長 都市計画課長の根本でございます。 

ほか２名の職員が出席しております。 

よろしくお願いします。 

議案第 77 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２号）についてご説明いたします。 

議案書４ページをお開き願います。 

歳入でございます。 

２款繰入金、１項繰入金、１目一般会計繰入金、補正額 638 万 6,000 円。 

３款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、91 万 4,000 円。 

４款諸収入、１項雑入、１目雑入、358 万 4,000 円。 

続きまして５ページをお願いします。 
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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、1,088 万 4,000 円。 

補正の理由でございますが、歳出の内容としましては、換地清算交付金に係る補償金を

追加し、調査設計に係る委託料を、請負差金より減額するものでございます。 

また、歳入につきましては、諸収入におきまして、換地清算徴収金の本年度徴収見込み

額及び歳出補正予算との関連におきまして、一般会計繰入金並びに繰越金を増額するもの

でございます。 

説明は以上でございます。 

委員長 はい、説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

     （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 77 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 77 号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

暫時休憩いたします。 

執行部は入れかえをお願いします。 

     休憩（午前 11 時 25 分） 

     再開（午前 11 時 25 分） 

委員長 では、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 67 号 那珂市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例を議題といたします。 

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。 

農業委員会事務局長 農業委員会事務局長の根本です。 

ほか２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、議案書の２ページをごらんください。 

議案第 67 号 那珂市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例。 

那珂市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する
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条例を別紙のとおり制定するものとする。 

提案理由といたしましては、農業委員会による農地利用の最適化に向けた積極的な活動

を推進するため、農業委員及び農地利用最適化推進委員に対し、実績に応じた加算報酬を

支払うため、那珂市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正するものです。 

次のページをごらんください。 

改正文になります。 

表がございます。 

別表の中で、それぞれの欄の月額に、予算の範囲内で市長が別に定める額を加算した額

の文言が加わります。 

主な改正の内容ですが、現在定められている月額報酬に委員の活動と実績に応じて報酬

を加算するもので、具体的には、農地集積や遊休農地の発生防止に活動した日数による活

動実績と、活動の結果、農地集積面積や遊休農地が解消された面積に応じた成果実績をも

とに支払われるものです。 

報酬額につきましては、規則により定めます。 

財源につきましては全額が県の交付金で、市の持ち出しはございません。 

今年度の実績に応じて交付申請し、年度内に交付金が入金され、４月末までに支給とな

ります。 

なお、この規定は、今年度の実績に応じて支払われることから、平成 29 年４月１日か

らの適用となります。 

以上となります。 

委員長 はい、説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

花島委員 最初に見たときは何か、そのまますうっと読んじゃったんですが、今説明を受けも

う一回読みまして、ちょっとわからないことが出ました。 

改定した後、予算の範囲内で市長が別に定める額ということになっているんですが、こ

れは一体どういうふうに決めるんでしょうか。 

農業委員会事務局長 はい、お答えします。 

この額というのは、やはり国の予算がございまして、交付金ですのでまるまる要望した

ものが交付されるわけではありませんので、その年によって国の予算の配分等、それによ

って変わるものですから、その範囲内において、農業委員さんの活動の日数とか実績に応

じて支給されるものになります。 

花島委員 それだけではちょっとどのぐらいの、何に対してどういうふうに払うのかというの

が全く見えないんですけれども。 

もうちょっと、何か想像できる説明が欲しいんです。 
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農業委員会事務局長 はい、お答えします。 

今はっきりわかっているのは先ほど申した活動実績ということで、日数ですね。 

何日活動したとかということで、月１日 12 カ月、満額で活動したときには、月でほぼ

6,000 円ほどの支給になるということがわかっています。 

あと、もう一つの成果実績というものがございます。 

成果実績というのは、農地集積率とか、そういう遊休農地の解消の面積とか、そういう

実績に応じて支給されるもので、この辺はまだデータも完全に出ておりませんし、国のほ

うもはっきりデータを出して、指示がないものですから、今のところその金額というのは

出せない状態でおります。 

以上です。 

花島委員 何と言っていいか、今聞いた話ではそんなに大きな金額じゃないことになりそうな

ので、とやかく言ってもしようがない部分もあるように思うんですが、一方、条例そのも

のを見ると全くわからない。 

その辺をどういうふうに、私自身にも納得できない、よくわからないし、市民に納得し

てもらうのかというのは、どうお考えですか。 

つまり、別に定める、市長が別に定める額というのがどういうふうに決まることになる

のかを説明いただきたい。 

農業委員会事務局長 はい、お答えします。 

先ほど申しましたように、この金額というのは国の交付金が県におりてきて、県のほう

から出るんですけれども、その額というのははっきり示されないんですね。 

ですから、幾ら出しますよという、単価は表示できないんです。はっきり言って。 

あくまでもその年の予算の交付金の配分にもよりますので、そういう関係で予算の範囲

内でということで表示してあるわけです。 

以上です。 

遠藤委員 じゃ、ちょっとお聞きしたいのは、これは国の交付金ですね。 

ということは全国どこでも同じ算定式というか、その活動日数と集積の実績というのは

どこでも同じ算定方式なんですか。 

農業委員会事務局長 はい、お答えします。 

仰るとおりで、全国どこも同じです。 

ちなみにこの条例の改正、茨城県内でいうと、今のところ 14 市町村が決まっておりま

す。 

それは平成 29 年９月の段階ですので、平成 29 年度中には条例の改正を指導というこ

とが出ていますので、これから県内市町村もそういう改正が出てくることになると思いま

す。 

以上です。 
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遠藤委員 ということは、もうやっぱり国としてもこの集積を加速化させるという意味で、現

場で動いていただく農業委員さんや推進委員さんに成果報酬を出して、とにかく集積を進

めたいと、そういう流れの一環ということになるんだろうというふうに思いますが、ただ、

これは今年度中に全国の市町村の農業委員会でこういうふうな議決をもらって、全国どこ

でも同じ算定方式で、日数なり集積度合いの額に応じて、その年の交付金の枠内で分配を

していくと、そういうことになるんですか。 

農業委員会事務局長 はい、お答えします。 

仰るとおりです。 

ただ、国のほうでも、条例改正指導のほうがありますけれども、全部が全部きちんと改

正するのかというとその辺は不透明ですけれども、平成 29 年度中に条例改正、大体の市

町村が改正されるものと考えております。 

以上です。 

遠藤委員 大枠は、あと意味合いはわかりました。 

そうなると、後は各集積度合いは、各農業委員さんの持ち分、エリアに応じて、結果と

してどれぐらい集積できましたよといったものを、これは各農業委員会、これは例えば那

珂市農業委員会が国に上げて、それが国からの算定で自動的に幾ら幾らと、こうおりてく

ると、あくまでも自己申告制であって、その額というのは、もう毎年変わる可能性はある

けれども、そういう意味合いのものだと、そういうことですか。 

農業委員会事務局長 はい、おっしゃるとおりです。 

活動実績に関しても、農業委員さん、推進委員さんそれぞれ活動の報告とか、そういう

ものを出していただきまして、そういうデータに基づきまして農業委員会、市のほうから

県、国のほうに申請するということになります。 

花島委員 私が聞きたいのは、この趣旨は賛成します。 

ですけれども、要するに議会の立場としてどういうふうにお金を出すのかというチェッ

クが必要なので、それが、今この条例はいいとしても、この市長の定めるというやつをど

こに、どの段階で、私たちは見ることができるのかというのをお伺いしたいんです。 

農業委員会事務局長 はい、お答えします。 

この、国のほうの申請をするのは、２月には申請するんですね。 

その前で、１月中にある程度の額というのは確定になるかと思います。 

そういう中で、予算のほうも変わってくるものですから、３月に補正予算ということに

なるかと思います。 

以上です。 

委員長 １点だけいいですか。 

先ほど成果実績の件で、実績がない場合は、これは該当しないということになるんです

か、加算分は。 
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農業委員会事務局長 はい、仰るとおりです。 

委員長 はい、わかりました。 

ほかにございませんか。 

     （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 はい、討論を終結いたします。 

これより議案第 67 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 67 号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

以上で本委員会に付託された執行部提出案件の審議は全て終了いたしました。 

暫時休憩いたします。 

執行部はここで退席となります。 

大変お疲れさまでした。 

     休憩（午前 11 時 39 分） 

     再開（午前 11 時 40 分） 

委員長 では再開いたします。 

次に、茨城県市議会議長会第２回議員研修会の出席者について確認をいたします。 

この研修会の内容について、事務局から説明を求めます。 

書記 それでは事務局から説明をさせていただきます。 

平成 29 年度第２回議員研修会ということで、茨城県市議会議長会から通知が来ており

ます。 

開催期日としましては、平成 30 年２月２日金曜日、内容でございますが、開会が午後

３時から、研修の内容としては講演ということになりまして、帝京大学教授の黒崎誠氏の

講演となっております。 

演題のほうが、現代の政治状況、国政についてということになっておりまして、午後５

時から、講演の終了後に意見交換会がございます。 

会場は鹿島セントラルホテルとなっておりまして、前回、泊まりでの研修会がございま

したが、今回は日帰りの研修会となります。 

常任委員会から出席者各１名となっておりますので、よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

移動手段でございますが、公用車のほうでということで、事務局のほうで随行１名同行

いたします。 
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以上でございます。 

委員長 はい、事務局の説明が終わりました。 

研修会出席者を当委員会から１名選出したいと思います。 

ご希望の方はいらっしゃいますか。 

前回副委員長が参りましたので、じゃ、私、代表して行って参ります。 

よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 では私が出席ということで了解いただきましたので、出席をさせていただきます。 

よろしくお願いしたいと思います。 

本日の議題はこれにて全部終了いたしました。 

以上で産業建設常任委員会を閉会いたします。 

お疲れさまでした。 

     閉会（午前 11 時 42 分） 

 

   平成 30 年２月 19 日 

    那珂市議会 産業建設常任委員会委員長  寺門  厚    

 

 

 


