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   な し 

                                                                   

６ 議会事務局職員出席者 

書 記 川﨑 智史君   

                                                                               

委 員 長  小 島 信 一  
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開 会 午前１０時

〇委員長（小島信一君） 定刻となりました。ただいまから経済土木委員会を開会いたします。

ただいまの出席委員は８名であります。よって、委員会は成立いたしております。

それでは、本委員会に付託されました議案について審査してまいります。

なお、議案審査の順序ですが、お手元に配付いたしました順番で、先に請願１件を審査していただき、

その後、執行部に入室していただき、市道路線議案２案、補正予算議案３案について、それぞれ審査願い

たいと存じますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇委員長（小島信一君） それでは、まず請願第２号「農業者戸別所得補償制度の復活を求める請願」で

あります。

この請願は、意見書の提出を求めていますので、参考としてお手元に意見書（案）を配付してあります。

なお、この請願は、請願提出者からの議会参加の申込みがございませんでした。

それでは、審査願います。皆さん、いかがいたしましょうか。ご意見のある方どうぞ。

（発言する者なし）

〇委員長（小島信一君） 採決に移ってしまいますか。よろしいですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇委員長（小島信一君） それでは、これより採決いたします。

請願第２号「農業者戸別所得補償制度の復活を求める請願」について、賛成者の挙手を願います。

〔賛 成 者 挙 手〕

〇委員長（小島信一君） 挙手全員。よって、本件は採択と決しました。

なお、本請願は意見書の提出を求められておりますので、最終日に意見書（案）を議員提出議案として

提出することになります。

その際の提出者を委員長の私と、賛成者をただいま賛成いただきました、委員の皆様とさせていただき

ます。お手元の意見書（案）、こちらでよろしいでしょうか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇委員長（小島信一君） それでは、請願の審査を終了いたします。

続きまして、６月16日に本委員会に付託されました議案について審査いたします。各議案について所管

部ごとに審査してまいります。

初めに、土木部ですが、執行部の入室、よろしくお願いします。

〔執 行 部 入 室〕

〇委員長（小島信一君） 議案第49号「市道路線の廃止について」審査をしていきたいと存じます。

なお、市道路線の場所がわかりにくいため、住宅地図の写しを参考としてお手元に配付してあります。

それでは、道路維持課から説明を願います。

神戸道路維持課長。
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〇道路維持課長（神戸清臣君） 道路維持課、神戸と申します。よろしくお願いいたします。座って説明

させていただきます。

議案第49号「市道路線の廃止について」ご説明申し上げます。２ページをお開き願います。廃止路線数

は、下館地区１路線の廃止でございまして、廃止の延長は927.3メートルでございます。

調書番号１番、下３ブロック、587号線につきましては、路線の一部の公共用財産の用途廃止に関する

協議が終了いたし、用途廃止申請が提出されましたので、廃止するものでございます。各認定路線の起点、

終点及び延長、幅員については記載のとおりでございます。

次のページが市道廃止路線位置図でございます。次のページからが市道路線廃止図でございます。

以上で第49号の説明を終了いたします。よろしくお願いします。

〇委員長（小島信一君） 質疑を願います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇委員長（小島信一君） 質疑を終結いたします。

これより議案第49号の採決をいたします。

議案第49号「市道路線の廃止について」、賛成者の挙手を願います。

〔賛 成 者 挙 手〕

〇委員長（小島信一君） 挙手全員。よって、本案は可決されました。

次に、議案第50号「市道路線の認定について」審査をしていきたいと存じます。

議案第49号同様、住宅地図の写しを参考としてお手元に配付してあります。

それでは、道路維持課から説明を願います。

神戸道路維持課長。

〇道路維持課長（神戸清臣君） ご説明させていただきます。議案第50号「市道路線の認定について」ご

説明申し上げます。

２ページをお開き願います。認定路線数は、下館地区２路線の認定でございまして、認定の延長は620.6メ

ートルでございます。

調書番号１番、下３ブロック587号線及び調書番号２番、下３ブロック671号線につきましては、議案第

49号において用途廃止に該当しなかった道路部分を市道として再認定するものでございます。各認定路線

の起点、終点及び延長、幅員については記載のとおりでございます。

次のページが市道認定路線位置図でございます。次のページが市道路線認定図でございます。

以上で説明を終了いたします。よろしくお願い申し上げます。

〇委員長（小島信一君） それでは、質疑を願います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇委員長（小島信一君） 質疑を終結いたします。

これより議案第50号の採決をいたします。

議案第50号「市道路線の認定について」、賛成者の挙手を願います。

〔賛 成 者 挙 手〕
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〇委員長（小島信一君） 挙手全員。よって、本案は可決されました。

（「どうもありがとうございました」と呼ぶ者あり）

〇委員長（小島信一君） 次に、議案第60号「平成29年度筑西市一般会計補正予算（第２号）」のうち、

土木部所管の補正予算について説明を願います。

阿部都市整備課長、お願いします。

〇都市整備課長（阿部拓巳君） 都市整備課、阿部です。よろしくお願いいたします。それでは、ご説明

させていただきます。

議案第60号「平成29年度筑西市一般会計補正予算（第２号）」のうち、所管の補正予算についてご説明

申し上げます。予算書14、15ページをお開き願います。歳入歳出補正予算事項別明細書、３、歳出でござ

います。款８土木費、項４都市計画費、目２土地区画整理費、節28繰出金、説明欄、八丁台土地区画整理

事業特別会計繰出金につきまして１億1,775万3,000円の増額補正をお願いするものでございます。

詳細につきましては、議案第62号「平成29年度筑西市下館結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業特

別会計補正予算（第１号）」でご説明申し上げます。

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

〇委員長（小島信一君） 質疑をしたいと思います。ご意見のある方、挙手を願います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇委員長（小島信一君） よろしいですか。では、一般会計のほうはよろしいかと思います。

採決をしたいと思います。

議案第60号「平成29年度筑西市一般会計補正予算（第２号）」について、賛成者の挙手を願います。

〔賛 成 者 挙 手〕

〇委員長（小島信一君） 挙手全員。よって、本案は可決されました。

続きまして、議案第62号「平成29年度筑西市下館結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業特別会計補

正予算（第１号）」について説明を願います。

なお、説明に当たり、補足資料をお手元に配付してあります。

それでは、都市整備課から説明を願います。

阿部都市整備課長、お願いします。

〇都市整備課長（阿部拓巳君） 議案第62号「平成29年度筑西市下館結城都市計画事業八丁台土地区画整

理事業特別会計補正予算（第１号）」についてご説明申し上げます。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億1,775万3,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億7,693万4,000円とする。

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。

八丁台土地区画整理事業につきましては、その施工期間が平成元年度から現在まで27年間と長期にわた

り、早急な事業終息が望まれております。このことから、県からの助言をいただきながら、同事業に関し、

平成31年度の換地処分を目指し、事業を進めたいと考えております。今回の補正では、そのために必要と
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なる事業費１億1,775万3,000円の増額補正をお願いするものでございます。

初めに、10ページ、11ページをお開き願います。歳入歳出補正予算事項別明細書、２、歳入でございま

す。款６繰入金、項１目１一般会計繰入金、補正前１億3,568万円に１億1,775万3,000円を追加いたしま

して２億5,343万3,000円とする増額補正をお願いするものでございます。こちらは、市単八丁台土地区画

整理事業の増額補正に伴い、不足する財源を一般会計繰入金にてお願いするものでございます。

続きまして、12、13ページをお開き願います。３、歳出でございます。款１区画整理事業費、項１土地

区画整理事業費、目１区画整理費、説明欄の市単八丁台土地区画整理事業、節13委託料につきまして１億

1,775万3,000円の増額補正をお願いするものでございます。

内容といたしましては、区画整理事業の早期終息を図るために設計委託料としまして、下館中学校の北

側付近の都市計画道路中舘・八丁線の改良工事に係る地質調査、解析業務、詳細設計及び区画整理事業地

内南東側87・88街区詳細設計並びに換地計画業務における経費で6,760万8,000円の増額補正をお願いする

ものでございます。

加えて、測量委託料といたしまして、都市計画道路中舘・八丁線の改良舗装工事設計に係る測量業務及

び87・88街区整備設計に係る測量業務、並びに換地処分に向けての宅地の出来形確認測量、境界点設置業

務における経費で5,014万5,000円の増額補正をお願いするものでございます。

なお、今後平成31年度の換地処分を目指し、事業を進めてまいります。

続きまして、お配りしております説明資料をごらんください。説明資料の１ページから７ページ目が八

丁台土地区画整理事業概要書、８ページが平成31年度の換地処分を目指し、事業を進めてまいります３カ

年換地処分スケジュール（案）、９ページが今回お願いしております補正予算の箇所図になります。

説明とあわせてごらんいただけるよう、９ページ目は製本しておりませんので、説明とあわせて縦にご

らんいただくようにお願いいたします。

説明資料の１ページから７ページ目は、八丁台土地区画整理事業の概要となりますので、補正予算に関

係する８ページ目から説明させていただきます。

それと、９ページ目の図面については、同じものがそちらに張ってございますので、お手持ちの資料と

そちらあわせてごらんになるような形でお願いいたします。

それでは、８ページをお開きください。八丁台土地区画整理事業３カ年換地処分スケジュール（案）に

つきましてでございます。こちらにつきましては、平成32年１月に換地処分を行うスケジュール（案）を

作成しましたので、ご説明させていただきます。また、そのために必要となる補正予算が総額で１億1,775万

3,000円、表の左部分、黄色で着色いたしました部分でございます。なお、換地処分に必要となる基本工

事の完了につきましては、平成31年度１月といたしました。

それでは、補正予算に関係する箇所を中心に説明させていただきます。初めに、１、工事関連、①から

③につきましてご説明いたします。こちらは、中舘・八丁線整備に関するものでございまして、１は９ペ

ージ、図面を縦にごらんいただき、左下になります。平成29年度補正予算といたしまして、地質調査等の

費用450万3,600円、道路、擁壁等の設計費用1,895万4,000円、現況路線測量等の費用171万7,200円、合計

2,517万4,800円を計上しております。
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続きまして、④、星宮寺墓地移転整備につきましてご説明いたします。星宮寺移転整備につきましては、

墓地南側30墳墓を移動していただく計画で、現在ご住職様との協議を進めているところでございます。今

後は、墓地所有者の皆様と協議に入りますが、現段階で平成30年４月から５月にかけて仮移転をお願いし

たいと考えております。

続きまして、⑦、87・88街区整備につきましてご説明いたします。位置は９ページ図面を縦にごらんい

ただき、右下になります。平成29年度は当初予算といたしまして、盛り土安定解析調査等の費用1,400万

円を計上しておりましたが、今回補正予算としまして解析後に行う整地、道路、擁壁等の設計費用1,564万

9,200円、測量等費用84万2,400円を計上しております。

続きまして、２、測量関係、出来形確認測量につきましてご説明いたします。こちらは工事完了後の街

区及び画地の出来形を確認するものでございまして、これまでに21.9ヘクタールが完了しております。今

回は、補正予算といたしまして28.3ヘクタールを確認する費用といたしまして、出来形確認測量3,652万

5,600円、境界点埋設1,105万9,200円、補正予算の合計といたしまして4,758万4,800円を計上しておりま

す。また、残りの9.9ヘクタールに係る測量は、平成30年５月から平成32年２月までの間に実施する予定

になります。

続きまして、３、事業計画関連につきましてでございます。こちらにつきましては、今回２回の変更予

定をしております。なお、実施時期は記載のとおりでございます。

続きまして、４、換地関係・換地処分関連につきましてでございます。換地関係・換地処分関連につき

ましては、平成31年度換地処分に向けて作業を進めてまいります。また、工程上、必要な補正予算といた

しまして、⑥、換地計画関係、換地計画案作成2,850万1,200円を計上してございます。

続きまして、５、登記・精算関連につきましてでございます。こちらにつきましては、平成31年度から

実施する予定になりますが、詳細は記載のとおりでございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

〇委員長（小島信一君） 大変細かい丁寧な説明、ありがとうございました。なかなか専門的で１回で理

解しづらいところもあるのですが、審議をしたいと思います。これから皆さん、挙手をもってやっていた

だきたいのですが、どうでしょう。質疑をしたいと思いますので、意見のある方。

榎戸委員。

〇委員（榎戸甲子夫君） 場所はどこ、星宮寺さんは。

〇土木部長（猪瀨弘明君） 下館中学校、道路を挟みまして北側にあります。

〇委員（榎戸甲子夫君） 墓地ですよね。

〇土木部長（猪瀨弘明君） はい。お墓ですね。30墳墓ありますので。そこが道路にかかるということで、

なぜというと、この道路関係は、かなり今現在こういった急勾配でございます。区画整理というのは、傾

斜がもう少しやわらかくするという基準がありまして、ここを削る。数メートル、４メートル以上下げま

す。そうしますと、傾斜が今現在こういったのり面になっていますけれども、もっと戻して、はっきり申

しますとこういう道路をこういうふうに延ばすというので、ここが擁壁関係になっています。そこで拡幅

しますので、全てお墓が、30墳墓かかるという事業でございます。八丁台区画整理の中ではかなりここが
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難所なのです。

以上でございます。

〇委員（榎戸甲子夫君） もう１点、右の端の現況……それ、右端の、それをちょっと説明してください。

〇委員長（小島信一君） 阿部課長、よろしくお願いします。

〇都市整備課長（阿部拓巳君） 87・88街区につきましては、地区南東側に属します仮換地と保留地がご

ざいます街区でございまして、現在造成についての、これから設計をしていくような段階でございます。

それで、こちらにつきましてはかなりの段差がありますので、最初に地質調査解析業務ということで、の

り面の滑りとか、そういったものを検討しまして、その後詳細設計に入っていくということで、今回その

詳細設計の費用を補正予算として計上しているような状況でございます。こちらの工事につきましても、

基本工事完了ということで、平成30年度末ということで完了を目指して進めているところでございます。

〇委員長（小島信一君） 榎戸委員。

〇委員（榎戸甲子夫君） 要は五行川の河川敷に接しているということだね。そういうことだね。87・88街

区が。

〇委員長（小島信一君） 阿部都市整備課長。

〇都市整備課長（阿部拓巳君） 河川の管理用道路がございまして、そちらと接しているような形になり

ます。そうすると、河川用地と直接接しているような形ということでございます。

〇委員長（小島信一君） 質疑を続けたいと思います。意見のある方、挙手をお願いします。

増渕委員。

〇委員（増渕慎治君） 真岡線はこれだと思うのですけれども、これですよね。踏切、私もあそこをよく

通るのですけれども、踏切が本当に広くなって、これが終わると道路が広くなるのですか。単純で申しわ

けないです。

〇委員長（小島信一君） 猪瀨部長、お願いします。

〇土木部長（猪瀨弘明君） 増渕委員がおっしゃるのは、その南側だと思いますので、踏切渡った国道294号

沿いですね。こっちですよね。そこについては今現在は……

〇委員長（小島信一君） 阿部課長。

〇都市整備課長（阿部拓巳君） そちらにつきましては、岡芹踏切のところから今回283メートル都市計

画道路の改良舗装工事を行うのですけれども、そちらまでは拡幅されて完成断面になっております。今回、

平成30年度にやはり詳細設計を行います。そちらの都市計画道路の工事のほうで、そこのところを全面広

げていくような形になってございます。

〇委員長（小島信一君） 増渕委員。

〇委員（増渕慎治君） ここは中学校がありますよね。下館中学校、ここが下館二高、現在もフェンスみ

たいなのをやっているのですけれども、これ以上中学校が狭くなるということは、運動場が狭くなるとい

うことはないのですよね。

〇委員長（小島信一君） 阿部課長。

〇都市整備課長（阿部拓巳君） 擁壁につきましては、運動場ではなくて、今の校舎の東側ということで、
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中学校からすると西側のほうにできるような形になりますので、運動場のほうまでは擁壁関係は行かない

ということですけれども、擁壁については、今の中学校用地の中に入ってくるような形になります。

〇委員長（小島信一君） 堀江委員。

〇委員（堀江健一君） 墓地移転すると言ったよね。セットバックして墓地を新しくつくるのですか。

〇委員長（小島信一君） 阿部課長。

〇都市整備課長（阿部拓巳君） 都市計画道路沿いの約30墳墓を今北側に動かす計画になってございまし

て、そちらについては道路用地部分の拡幅分について影響がある部分についての墓地について動いていた

だくという形になります。

〇委員長（小島信一君） 全面的に移動するわけではないということなのですね。

堀江委員、よろしいですか。

〇委員（堀江健一君） それは何件分ぐらいなの、墓地の移動は。

〇都市整備課長（阿部拓巳君） 30件ほど。

〇委員長（小島信一君） よろしいですか。そのほか。きょうの資料に関して大変細かい資料出ています

けれども、質疑のある方。よろしいですか。

（発言する者なし）

〇委員長（小島信一君） それでは、ないようですので、質疑を終結いたしたいと思います。

これより議案第62号の採決をいたします。

議案第62号「平成29年度筑西市下館結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業特別会計補正予算（第１

号）」について、賛成者の挙手を願います。

〔賛 成 者 挙 手〕

〇委員長（小島信一君） 挙手全員。よって、本案は可決されました。

（「ありがとうございました」と呼ぶ者あり）

〇委員長（小島信一君） ここで、執行部の土木部から上下水道部への入れかえをお願いします。

〔土木部退室。上下水道部入室〕

〇委員長（小島信一君） 次に、上下水道部の所管の審査に入ります。

議案第61号「平成29年度筑西市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）」について説明を願いま

す。

大島農業集落排水課長、お願いします。

〇農業集落排水課長（大島康弘君） 農業集落排水課の大島です。どうぞよろしくお願いいたします。座

ってご説明をさせていただきます。

議案第61号「平成29年度筑西市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）」についてご説明申し上

げます。１ページをお開き願います。歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出そ

れぞれ620万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億6,425万7,000円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。
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継続費の補正、第２条、継続費の追加は、「第２表 継続費補正」による。

地方債の補正、第３条、地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。

次に、６、７ページをお開き願います。第２表、継続費補正、１、追加でございます。款１項１農業集

落排水事業費、事業名、木戸地区農業集落排水処理施設機能強化事業、総額は１億8,355万円、年割額は

平成29年度が5,915万円、平成30年度が１億2,440万円でございます。今般、内示のありました平成29年度

の国の交付金対象事業費がほぼ要望どおりであり、平成29年度及び平成30年度の２カ年で工事が実施でき

る見込みとなりましたことから、継続費の設定をお願いするものでございます。

次に、下段の第３表、地方債補正、１、変更でございます。農業集落排水事業の起債限度額を２億6,430万

円から610万円を減額し、２億5,820万円に変更するものでございます。

なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、変更はございません。

続きまして、12、13ページをお開き願います。歳入歳出補正予算事項別明細書、２、歳入でございます。

款３県支出金、項１県補助金、目１節１農業集落排水事業補助金でございますが、今年度の交付金対象事

業費の内示額に合わせ80万円の増額をお願いするものでございます。

次に、款５繰入金、項２目１節１基金繰入金90万円の減額につきましては、農業集落排水事業補助金の

増額及び歳出における工事請負費の減額に伴う財源調整で、説明欄１の農業集落排水事業基金繰入金を減

額するものでございます。

次に、款８項１市債、目１節１農業集落排水事業債610万円の減額でございますが、これにつきまして

は歳出における工事請負費等の減額に伴うものでございます。

続きまして、14ページ、15ページをお開き願います。３、歳出でございます。款１項１農業集落排水事

業費、目２農業集落排水建設事業費、説明欄上段、木戸地区農業集落排水処理施設機能強化事業において

620万円の減額をお願いするものでございます。その内訳として、説明欄13、委託料75万円の増でござい

ますが、これにつきましては２カ年の継続費として工事を実施するため、本年度中に設計を完了する必要

があることから、設計管理委託料の増額をお願いするものでございます。

次の説明欄15、工事請負費695万円の減につきましては、交付金対象事業費の内示額に合わせ、195万円

の減額及び本年度の工事が全て国の交付金対象事業となることから、当初市単独分として計上しておりま

した事業費500万円を減額するものでございます。

以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

〇委員長（小島信一君） 丁寧な説明ありがとうございます。

それでは、質疑を願います。質疑のある方、挙手をお願いします。

堀江委員。

〇委員（堀江健一君） 農業集落排水処理施設機能強化事業というのは、これはどういうことなのですか。

ちょっと教えてください。

〇委員長（小島信一君） 大島課長、お願いします。

〇農業集落排水課長（大島康弘君） ご答弁申し上げます。

こちら木戸地区農業集落排水事業機能強化事業につきましては、木戸地区の処理施設は平成５年４月１
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日に供用開始をいたしまして、現在までで24年が経過しております。その間、硫化水素等の発生による処

理水槽のコンクリート及び機械設備等の劣化により、修復を行うことになった事業でございます。工事内

容につきましては躯体修復及び防水・防食工事、機械設備の更新工事等を行う計画でございます。

〇委員長（小島信一君） そのほか質疑のある方は挙手願います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇委員長（小島信一君） それでは、質疑を終結いたします。

これより議案第61号の採決をいたします。

議案第61号「平成29年度筑西市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）」について、賛成者の挙

手を願います。

〔賛 成 者 挙 手〕

〇委員長（小島信一君） 挙手全員。よって、本案は可決されました。

以上で経済土木委員会の審査を終了します。

執行部は退室願います。ご苦労さまでした。

〔執 行 部 退 席〕

〇委員長（小島信一君） 以上をもちまして、経済土木委員会を閉会いたします。

閉 会 午前１０時３７分


