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平成３１年第１回定例会予算特別委員会（環境生活委員会所管）会議録 

 

        平成31年３月８日 

        10時00分～17時50分 

        全員協議会室 

 

出 席 者 氏 名  

   大竹  昇 委員長       札野 章俊 副委員長 

金剛寺 博 委 員       伊藤 悦子  委  員 

岡部 賢士  委 員             石引 礼穂 委  員 

   久米原孝子 委 員       山宮留美子 委  員 

   深沢 幸子 委 員       福島 正明 委  員 

   山﨑 孝一 委 員       後藤 光秀 委  員 

   滝沢 健一 委 員       椎塚 俊裕 委  員 

   後藤 敦志 委 員       鴻巣 義則 委  員 

    大野誠一郎 委 員 

 

欠 席 者 氏 名 

   杉野 五郎 委 員 

 

オ ブ ザ ー バ ー 出 席 者 氏 名  

   寺田 寿夫 議 長 

 

執行部説明者 

   市 長  中山 一生   副 市 長  川村 光男 

   市民生活部長  斉田 典祥   産業経済部長  宮川  崇 

   都市整備部長  宮本 孝一   市民窓口課長  川村  昭 

   税 務 課 長  渡邊 正一   納 税 課 長  中村 兼次 

   コミュニティ推進課長  大徳  均   交通防犯課長  木村 博貴 

   商工観光課長  佐藤 昌一   農業政策課長  菅沼 秀之 

   農業委員会事務局長  中島 史順   環境対策課長  富塚 健二 

   企業立地推進課長  永井  悟   都市計画課長  清宮 恒之 

   道路整備課長  油原 一彦   下水道課長  大貫 勝彦 

   都市施設課長  廣瀬 清司   企業立地推進課長補佐  名島 正博（連絡員） 

   下水道課長補佐  石井 孝幸（連絡員） 

 

質疑終了後（執行部入れかえ） 

   市 長  中山 一生   副 市 長  川村 光男 

教 育 長  平塚 和宏      総 務 部 長  荒井久二夫   

市長公室長  龍崎  隆      福 祉 部 長  足立  裕 

   健康づくり推進部長  石引 照朗      市民生活部長  斉田 典祥 

産業経済部長  宮川  崇      都市整備部長  宮本 孝一 

   教 育 部 長  松尾 健治 

 

事 務 局 

局    長  黒田智恵子   主    幹  深沢伸一郎 

質疑終了後追加 

次    長  松本 博実   係    長  矢野 美穂 
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主    幹  吉永 健男 

 

議  題 

    議案第18号 平成31年度龍ケ崎市一般会計予算（環境生活委員会所管事項） 

    議案第20号 平成31年度龍ケ崎市公共下水道事業特別会計予算 

    議案第21号 平成31年度龍ケ崎市農業集落排水事業特別会計予算 

    議案第26号 平成31年度龍ケ崎市工業団地拡張事業特別会計予算 

 

質疑終了後 

    議案第18号から議案第26号まで 

    （討   論） 

    （採   決） 
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大竹委員長 

 開会前に申し上げます。 

 本日傍聴の申し出がありますので，これを許可いたします。 

 傍聴者の方に申し上げます。会議中は静粛にお願いいたします。 

 皆さんおはようございます。前回の予算審査特別委員会に引き続き，ご出席お疲れさま

でございます。 

 ただいまから予算審査特別委員会を再開いたします。 

 それでは，議案第18号から議案第26号までの平成31年度各予算９案件を一括議題といた

します。 

 本日は環境生活委員会所管事項についての説明と質疑でありますが，委員長から予算審

査特別委員会の運営に当たり一言申し上げます。 

 本会議における質疑では，「自己の意見を述べることができない」と制限が加えられて

いるのに対し，委員会の質疑については，会議規則第115条で「委員は議題について自由

に質疑し，意見を述べることができる」と定められております。 

 ただし，本会議と同様に委員会においても「発言はすべて，簡明にするものとして，議

題外にわたり又はその範囲を超えてはならない」と定められております。 

 また，質疑につきましては，一問一答で行いますので，挙手をして，事業名をお知らせ

いただくとともに簡潔明瞭にお願いいたします。 

 さらに答弁者におかれましても，発言の際には，質問内容に対して，的確な答弁をされ

ますようにお願いいたします。 

 それでは，議案の審査に入ります。 

 議案第18号 平成31年度龍ケ崎市一般会計予算の環境生活委員会所管事項について，項

目順にご説明願います。 

 宮本都市整備部長。 

 

宮本都市整備部長 

 それでは，議案第18号 平成31年度一般会計予算でございます。 

 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ250億5,000万円とするものです。 

 それでは，環境生活委員会所管事項について説明をさせていただきます。 

 予算書８ページをお開きください。 

 第２表継続費でございます。 

 ３段目土木費の都市計画決定図書作成業務委託費であります。平成31年度から２カ年を

かけまして，新たな工業団地となる既存つくばの里工業団地南側の市街化調整区域部分に

ついて，市街化区域への編入や，用途地域の都市計画決定等を行うための図書作成経費で

ございます。 

 第３表は債務負担行為です。 

 

斉田市民生活部長 

 所管事項の内容の事項の名称を申し上げます。 

 ２段目の市民活動センター管理運営業務委託契約，こちら所管となります。 

 続きまして，９ページをお開きください。 

 ３段目のコミュニティセンター整備事業，こちら所管でございます。 

 

宮川産業経済部長 

 同じく，県営土地改良事業は所管となります。 

  

宮本都市整備部長 

同じく地方道路等整備事業，排水路整備事業，都市公園整備事業，こちらが所管となり
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ます。 

 14，15ページをお開きください。 

 

斉田市民生活部長 

 歳入でございます。 

 まず，市税からご説明いたします。市税全体では，100億円を超える約100億8,000万円

で前年度当初予算対比では約１億6,000万円の増額となっております。 

 個人住民税現年課税分で1,969万7,000円の増額となっております。 

 収納率につきましては，過去３年間の決算の平均値98.9％としてございます。 

 その下，均等割現年課税分につきましては，近年給与所得者を中心に，均等割課税者が

増加傾向にあるため，前年度当初予算対比で114万4,000円の増額となっております。 

 その下，所得割現年課税分につきましては，給与賃上げの影響が若干波及すると想定い

たしまして，1,855万3,000円の増額となっております。 

 個人滞納繰越分につきましては，繰越調定額の徴収率を45％で見込んでございます。前

年度当初予算対比では111万円の減でございます。 

 続きまして，法人市民税現年課税分でございます。均等割現年課税分につきましては，

近年大幅な法人数の増減がないことから，過去３年間の調定額をベースに算定し，155万

7,000円の増額となっております。 

 税割現年課税分につきましては，昨年度に好調だった大型法人が平成30年度に大幅減に

転じるなど，先行きが不透明なため，5,036万9,000円の減額となっております。 

 法人滞納繰越分につきましては，前年度当初予算対比では23万円の減でございます。 

 続いて，固定資産税現年課税分でございます。 

 前年度当初予算対比で１億5,104万9,000円の増額となっております。収納率につきまし

ては過去３年間の決算の平均値98.9％としてございます。 

 土地につきましては，平成30年度の地価の動向としまして，依然として地価の下落は継

続してございますが，北竜台ニュータウンや龍ヶ岡ニュータウン地区を中心に，地価が上

昇に転じている地区もございます。一部の地区を除きまして，下落傾向にあるものの，地

目変更等による評価額の増加の影響もございまして，前年度当初予算対比で1,312万2,000

円の増額となっております。 

 次に，家屋につきましては，一般住宅の新築家屋分250棟分の増加のほかに，龍ヶ岡ニ

ュータウン中里２丁目のたつのこまち龍ケ崎モールの開設や，既存事業所の大規模な工場

の新築などによりまして，前年度当初予算対比で8,534万7,000円の増額となっております。 

 償却資産につきましては，先ほどの店舗や工場などの新築に伴う事務用資産が大幅に増

加したことや，太陽光発電設備の新増設などによりまして，前年度当初予算対比で5,258

万円の増額となっております。 

 滞納繰越分につきましては，前年度対比では108万円の増でございます。 

 続きまして，国有資産等所在市町村交付金でございます。これは，国や県が所有する固

定資産につきまして，その固定資産が所在する市町村に対し，地方税法で定める固定資産

税のかわりに交付される交付金で，ほぼ今年度は前年並みとなってございます。 

 続いて，軽自動車税でございます。軽自動車税では，平成31年10月から新たに環境性能

割が創設されます。この環境性能割は新車，中古車を問わず，平成31年10月以降に取得さ

れた車両の登録時に，茨城県に納付された後，市に交付されるものでございます。当初予

算の算定に当たりましては，10月以降の当市における環境性能割対象の登録台数，こちら

200台を見込んでおりますが，想定いたしまして，288万円と算出しております。 

 また，これまでの軽自動車税は登録台数に大きな変更はないものの，買いかえなどによ

り，一定の環境性能を有する車両への軽課税率の適用や，最初の登録から13年が経過した

車両に対する重課税率の適用など，新税率適用車両の増加など，税制改正によるもので，

前年度当初予算対比で1,085万3,000円の増額となっております。 
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 滞納繰越分につきましては，対前年度比で41万円の増でございます。 

 続いて，一番下の市たばこ税でございます。市たばこ税につきましては，近年喫煙者が

減少し，本数は減少するものの，税率の引き上げや，加熱式たばこへの課税強化などによ

りまして，前年度当初予算対比で468万9,000円の増額となっております。 

 続いて，16，17ページをお開きください。 

 一番上でございます。都市計画税でございます。都市計画税につきましては，固定資産

税の増額と同様に，当初予算対比で1,934万2,000円の増額となっております。 

 滞納繰越分につきましては，前年度当初予算対比で16万円の減でございます。 

 続いて，18，19ページをお開きください。 

 

宮本都市整備部長 

土木費分担金でございます。19ページ中ほどでございます。急傾斜地崩壊対策事業分担

金でございます。こちらにつきましては，急傾斜地の対象となります受益者よりの分担金

となっております。 

 

斉田市民生活部長 

 続いて，20，21ページをお開きください。使用料及び手数料でございます。 

 総務管理使用料の0002から0004まで西部出張所，東部出張所，市民窓口ステーションの

施設目的外使用料につきましては，市政情報モニターの設置料でございます。 

 その下，0005から0007まで市民活動センター，市民交流プラザ，コミュニティセンター

の施設目的外使用料につきましては，それぞれの施設敷地内のＮＴＴ，東京電力の本支線

柱や，ガス管並びに自動販売機の敷地使用料及び電気使用料等でございます。 

 その下，駐輪場使用料につきましては，31年度から佐貫東駐輪場と佐貫中央第１，第２

駐輪場を一本化し，事務の効率を図り，シルバー人材センターを指定管理者として運営い

たします。また，駐輪場利用者の減少や，人件費の高騰により，使用料のみでの駐輪場運

営は困難であると考えられることから，完全利用料金制から，非利用料金制へと変更いた

しまして，市からの指定管理料で賄う運営と変更してございます。なお，使用料は歳出の

駐輪場運営管理費と同額としてございます。 

 その下，駐輪場施設目的外使用料につきましては，佐貫駅東駐輪場内の東京電力柱１本

の敷地使用料でございます。 

 その下，旧長戸小学校施設目的外使用料につきましては，施設敷地内のＮＴＴ，東京電

力の本柱の使用料等でございます。 

 その下，防犯ステーション施設目的外使用料につきましては，北竜台ステーションの屋

外に設置されております災害対応型自動販売機１台の敷地使用料及び自動販売機の電気料

でございます。 

 続きまして，表の中ほど，保健衛生使用料の斎場使用料についてでございます。こちら

は市営斎場の火葬室，待合室，葬祭室の使用料でございます。 

 

宮川産業経済部長 

 その下です。斎場施設目的外使用料です。斎場に設置を許可しております自動販売機２

台分の使用料と電気代でございます。 

 一つ飛びまして，４番の墓地施設目的外使用料です。羽黒町内にある共同墓地に許可し

ております東電柱１本の占用料でございます。 

 その下，清掃使用料です。清掃施設目的外使用料，これは，集積所用地内に建っており

ます東電柱やＮＴＴの使用料金でございます。 

 ４の労働使用料の１，職業訓練校施設目的外使用料です。これは，職業訓練校敷地に設

置しておりますＮＴＴ柱２本分の占用料でございます。 

 続いて，５の農林水産業使用料です。市民農園使用料です。これは龍ケ岡市民農園の使
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用料で，全108区画の貸し出しを見込んでございます。 

 その下，市民農園施設目的外使用料です。市民農園の携帯基地，電柱，電話代でござい

ます。 

 次に，農業公園湯ったり館使用料です。入館料や宿泊料の見込みとなります。入館者数

の減等から，約２割の減となっております。 

 その下で，農業公園農業ゾーン使用料です。これはレンタルファーム使用料などの収入

でございます。 

 その下，農業公園施設目的外使用料です。敷地内の東電柱や自動販売機設置等の設置料

でございます。 

 その下，たつのこ産直市場使用料です。これは平成30年４月に，文化会館敷地にオープ

ンいたしましたたつのこ産直市場の販売手数料及び販売者バーコードラベルの印刷使用料

収入でございます。平成30年度の実績から，増額を見込んでいるところです。また，平成

31年度からは，バーコードラベルについて，出荷者の負担としています。 

 その下，たつのこ産直市場目的外使用料です。これは，産直市場の自動販売機設置に係

る使用料と電気料金代でございます。 

 その下，６番，商工使用料のまいん施設目的外使用料です。これは，龍ケ崎市商工会に

貸し付けております市街地活力センターの２階の事務室の使用料と，その使用に伴う光熱

水料の使用料金でございます。 

 続いて，にぎわい広場使用料です。これはにぎわい広場の使用料であります。 

 次に，にぎわい広場施設目的外使用料，これは，にぎわい広場敷地内の東電柱１本分の

占用料でございます。 

 その下，（仮称）撞舞広場施設目的外使用料，これは撞舞広場敷地内のＮＴＴ柱１本分

の占用料でございます。 

 

宮本都市整備部長 

 その下です。土木使用料，道路橋梁使用料でございます。道路占用料であり，ＮＴＴ柱，

東電柱，東京ガス，埋設管等の占用料でございます。 

 その下，法定外公共物使用料（道路分）につきましては，道路占用料と同じ企業の占用

料でございます。 

 その下，駐車場使用料につきましては，佐貫駅東ロータリー内の駐車施設の使用料であ

ります。 

 続きまして，河川使用料につきましては，河川占用料であります。これは西大塚川，八

代川の河川区域敷地等に係る占用料でございます。 

 その下，法定外公共物使用料（水路分）であります。これは市で管理してある法定外公

共物水路の使用料でございます。 

 その下，都市計画使用料，都市公園使用料であり，これは撮影やイベント等の使用料と

なっております。 

 続きまして，都市公園施設目的外使用料です。これは都市公園内に立っている東電，Ｎ

ＴＴ，ＮＴＴドコモ，土浦ケーブルテレビ等の電柱の占用料でございます。 

 続きまして，森林公園使用料です。これは，宿泊料及びバーベキューかまどなどの使用

料でございます。 

 22，23ページをお開きください。一番上，森林公園施設目的外使用料です。これは社会

福祉協議会に貸してある売店使用料と電気代でございます。 

 続きまして，住宅使用料でございます。市営住宅使用料であります。これは，市営富士

見住宅，奈戸岡住宅，砂町住宅の家賃でございます。 

 続きまして，市営住宅使用料滞納繰越分であります。これは市営住宅の家賃の過年度繰

越分の収納見込み額を計上しております。 

 続きまして，市営住宅駐車場使用料です。これは市営富士見，奈戸岡，砂町住宅の駐車
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場の使用料でございます。 

 続きまして，市営住宅駐車場使用料滞納繰越分であります。これは市営住宅の駐車場使

用料の過年度分の収納見込み額を計上しております。 

 続きまして，市営住宅施設目的外使用料であります。これは，市営住宅敷地内に建って

いる東電柱及びＮＴＴ柱の行政財産使用料でございます。 

 

斉田市民生活部長 

 続きまして，表の中段，使用料及び手数料でございます。 

 総務管理手数料の0002，放置自転車等保管手数料についてでございます。これは竜ヶ崎

駅前及び佐貫駅周辺に指定している放置整備区域並びに市内から撤去した自転車及び原付

バイクの保管手数料でございます。 

 その下，認可地縁団体証明手数料につきまして，認可地縁団体の印鑑登録証明書と告示

事項証明書の発行手数料でございます。 

 その下，自動車臨時運行手数料につきましては，いわゆる仮ナンバーを交付する際の手

数料でございます。１件当たり750円の手数料で今年度実績からほぼ同数の1,000件ほど見

込んでいるところでございます。 

 続きまして，その下，徴税手数料の0001，税務手数料西部出張所取扱分，続いての，東

部出張所取扱分，市民窓口ステーション取扱分につきましては，それぞれの出張所等にお

いて，交付いたしました納税証明書，課税証明書の発行手数料でございます。 

 その下，税務手数料につきましては，課税所得証明書や，納税証明書，固定資産評価証

明書など，各種証明書の交付手数料でございます。 

 その下，市税督促手数料につきましては，督促状の手数料で１通当たり100円でござい

ます。前年度と同額の計上となってございます。 

 次に，その下，戸籍住民基本台帳手数料の0001，戸籍手数料です。これは戸籍，除籍，

現戸籍などの発行手数料でございます。 

 次に，その下，0002，住民証明手数料です。これは住民票，印鑑証明などの発行手数料

でございます。 

 

宮川産業経済部長 

 その下の衛生手数料でございます。狂犬病予防手数料，これは，狂犬病予防法に基づく

登録手数料でございます。 

 次に，いぬ，ねこ等処理手数料です。これは死亡した飼い犬等の処理手数料でございま

す。 

 続きまして，その下の，１番，一般廃棄物処理業（ごみ）許可申請手数料です。これは

一般廃棄物の収集許可の申請手数料で，更新を行う際の手数料として徴収するもので，平

成31年度は22社の更新手続を予定しているところです。 

 その下の粗大ごみ処理・廃家電収集運搬手数料です。これは粗大ごみの処理，廃家電収

集運搬手数料で，大きさが１メートル，もしくは20キログラムを超える粗大ごみの処理や

テレビなどの廃家電の運搬に係る手数料でございます。 

 その下の農林水産業手数料，１の鳥獣飼養登録手数料です。これは県からの委任事務で，

鳥獣保護管理法に基づく鳥獣飼養の登録などの交付事務手数料でございます。事務内容は，

メジロ２羽の飼養登録票の更新でございます。 

 

宮本都市整備部長 

 その下です。土木手数管理料です。屋外広告物許可手数料であります。屋外広告物の許

可申請等に係る手数料でございます。 

 その下，優良住宅新築認定申請手数料であります。これは租税特別措置法の規定に基づ

く優良住宅認定事務に関する手数料でございます。 
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 その下，優良宅地造成認定申請手数料であります。これは租税特別措置法の規定に基づ

く優良宅地認定事務に関する手数料でございます。 

 その下です。開発許可関係申請手数料であります。これは建築許可，開発許可，都市計

画法施行規則60条に基づく証明，その他各種証明手数料でございます。 

 その下，市街化証明手数料であります。これは都市計画における用途地域の証明や市街

化区域，市街化調整区域を証明する事務手数料でございます。 

 24，25ページをお開きください。 

 中ほどです。総務費，国庫補助金，総務管理費補助金でございます。0001社会資本整備

総合交付金（定住促進分）であります。これは住みかえ支援費補助金で補助率が10分の

4.5でございます。 

 

斉田市民生活部長 

 その下，個人番号カード交付事業費についてです。これは個人番号カードの作成に係る

費用で，Ｊ－ＬＩＳに委託しているカード発行代の全額が補助されるものでございます。 

 その下，個人番号カード交付事務費につきましては，通知カード，個人番号カード交付

関連事務に要します事務費相当分の補助金でございます。 

 続きまして，26，27ページをお開きください。 

 

宮川産業経済部長 

 一番上の表の５番，放射線量低減対策特別緊急事業費でございます。これは空間線量率

測定器更新費用及び空間線量率状況調査業務委託に係る国庫補助金で補助率は10分の10と

なります。60万円，昨年度から比較しまして，60万円の減となっておりますが，これは国

と協議をした結果，昨年までの609地点の空間線量率の状況調査から，31年度は35施設の

空間線量率状況調査に測定方法を見直したことによるものでございます。 

 

宮本都市整備部長 

 その下，清掃費補助金でございます。これは循環型社会形成推進交付金でございます。

これは個人宅の合併処理浄化槽の設置に係る補助金で，補助率は国庫補助基準額の２分の

１であります。 

 

宮川産業経済部長 

 その下の４番，商工費国庫補助金の地方創生推進交付金（創業支援分）でございます。

これは平成29年度から実施しております創業支援事業を行うための交付金でございます。

レンタルオフィスの運営や，創業セミナーの開催などの事業を実施する予定でございます。

交付率は事業費の２分の１となっております。 

 

宮本都市整備部長 

 その下です。土木費国庫補助金です。土木管理費補助金でございます。0001，社会資本

整備総合交付金（耐震診断分）であります。これは木造住宅の耐震診断費の補助で，交付

金で２分の１の補助率となっております。 

 その下，社会資本整備総合交付金（耐震改修分）であります。これは木造住宅耐震改修

計画費及び，耐震改修費の交付金で補助率が２分の１となっております。 

 その下，道路橋梁費補助金でございます。社会資本整備総合交付金（狭隘道路整備分）

です。補助率は３分の１でございます。 

その下です。道路整備分になります。こちらにつきましては，補助率２分の１でござい

ます。 

 その下の橋梁長寿命化分でございます。こちらにつきましては，補助率10分の5.5とな

っております。 



9 

 続きまして，都市計画費補助金でございます。社会資本整備総合交付金（公園整備分）

であります。これは遊具設置工事の交付金で２分の１の補助率となっております。 

 

斉田市民生活部長 

 続きまして，一番下の表，国庫支出金でございます。その中の徴税費委託金，0001，精

通者意見価格作成費でございます。これは，相続税や贈与税の土地の評価額の基準となり

ます路線価や評価倍率の算出のための参考として，水戸税務署から委託された精通者意見

価格の調書の作成に対する委託金でございます。 

 対象となる地目や件数が未定のための毎年度当初予算での科目設定でございます。 

 その下，中長期在留者居住地届出等事務費でございます。これは住民基本台帳法に基づ

きまして，外国人住民の居住地情報や住民記録事項である在留関連情報に係る法務省との

情報連携事務に係る委託金でございます。 

 

宮本都市整備部長 

 続きまして，土木費委託金でございます。都市計画費委託金，浅間ヶ浦排水施設管理費

であります。これは旧国道６号線の雨水排水ポンプ場の維持管理費に対する国からの委託

金で国の負担割は３分の２でございます。 

 28，29ページお開きください。 

 

斉田市民生活部長 

 県支出金になります。２番目の表でございます。１番の事務処理特例交付金（旅券発給

事務分）でございます。これは旅券法に基づきますパスポート受付発行事務に係る市町村

事務処理特定交付金でございます。 

 30，31ページをお開きください。 

 

宮本都市整備部長 

 民生費県補助金，災害救助費補助金でございます。31ページの中ほどになります。災害

救助費繰替支弁費交付金（応急仮設住宅分）であります。これは震災時応急仮設住宅に係

る交付金で補助率が10分の10となっております。 

 

宮川産業経済部長 

 ３の衛生費県補助金，５番目の事務処理特例交付金（環境事務分）です。これは公害防

止及び県生活環境保全などに関する事務，それから，動物の愛護及び管理に関する法律に

基づく事務に係る交付金でございます。 

 その下，６番，自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費でございます。これは茨城

県自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付要綱に基づきまして，家庭用燃

料電池エネファーム設置費用の一部を補助するもので，１件５万円となっております。 

 

宮本都市整備部長 

 その下です。清掃費補助金です。これは，事務処理特例交付金（浄化槽事務分）であり

ます。これは，合併処理浄化槽の設置申請受付事務に係る県からの交付金でございます。 

 その下，合併処理浄化槽設置事業費です。これは個人宅の合併処理浄化槽設置補助の県

補助金でございまして，国庫補助基準額の４分の１相当に加えまして，県の単独補助分が

上乗せされております。 

 

宮川産業経済部長 

 その下の農林水産業費県補助金でございます。農業委員会費交付金です。農業委員会の

事業運営に関する経費に対して交付される交付金で，対象は農業委員報酬，農業利用最適
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化推進委員報酬，職員給与費などに充当されるものです。 

 その下です。事務処理特例交付金（農業委員会事務分）です。これは茨城県から事務移

譲されました農地法の第４条，第５条の許可申請事務に対して交付されるものでございま

す。 

 その下の機構集積支援事業費です。これは，農地中間管理機構による担い手への農地集

積集約化を促進するため，農業委員会において，農地の利用状況調査，意向調査などを実

施するための費用として交付されるものです。補助率は10分の10となっております。 

 その下の農地利用最適化交付金です。これは農地利用最適化のための，農業委員及び農

地利用推進委員の積極的な活動に要する経費として交付されるものでございます。 

 その下，事務処理特例交付金（農政事務分）です。これは有害鳥獣保護捕獲許可の事務

に対します県からの交付金でございます。 

 農業経営基盤強化資金利子補給費です。これは農業経営基盤強化資金を借り入れた認定

農業者４名に対しまして，国などが助成額を差し引き後，農業者の金利負担が１％となる

ような利子助成をするための交付金でございます。 

 次に，農業次世代人材投資事業費です。これは次世代を担う農業者の就農初期段階の就

農者に対しまして，就農直後の経営確立を支援する資金を交付するもので３名を見込んで

おります。補助率は10分の10でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 ８の機構集積協力金交付事業費です。これは農業担い手の農地集約，集積集約化を促進

するため，農地中間管理機構に農地を貸し付けた地域及び集積集約に協力した個人へ助成

をする事業でございます。 

 経営体育成支援事業費です。人・農地プランに位置づけされた中心経営体を育成する目

的の補助金で，必要な農業用機械，施設を導入する場合に取得に要する経費について助成

をするものです。300万円の減額となっておりますけれども，交付対象者を昨年度の２経

営体から，１経営体と減としたものによるものです。 

 続きまして，環境保全型農業直接支援対策事業費です。これは環境保全効果の高い特別

米や有機農業などの営農活動に取り組む農業者に対して支援するために交付するものでご

ざいます。 

 次に，家畜伝染病予防事務費です。これは，家畜伝染病予防事務に係る伝染病検査手数

料で，ミツバチが対象となります。 

 事務処理特例交付金（土地改良事務分）です。土地改良区における役員就退任時の公告

及び印鑑証明書等の発行の事務費として交付されるものです。 

 次に，農地耕作条件改善事業費です。農地中間管理機構による担い手への農地集積を加

速するための区画拡大工事や暗渠排水工事に対して補助されるものです。昨年度と比較し

て2,500万円の減となっておりますが，これは毎年申請内容の異なることによるものでご

ざいます。 

 次に，多面的機能支払事業費です。これは活動組織による農地周りの水路，農道の補修，

草刈りなど，それから，施設の長寿命化のための活動に対して支援する多面的機能支払交

付金で，国が２分の１，県と市はそれぞれ４分の１の割合で支援を行うものです。 

 続きまして，経営所得安定対策推進事業費です。これは龍ケ崎市地域農業再生協議会の

運営費として事務費，臨時職員等の人件費に充てられるものです。県の予算の範囲内で支

出される定額助成で補助率は10分の10となっております。昨年度から29万7,000円の減と

なっておりますが，補助金の執行状況及び経費を精査し，見直しをされたことによるもの

でございます。 

 その下です。６次産業化ネットワーク活動事業費です。これは，農業者の所得向上や，

雇用の増加を図るため，多様な事業者がネットワークを構築して取り組む，新商品の開発

や，販路の拡大，農林水産物の加工，販売施設の整備などに取り組むなどの取り組みに対

し補助するもので，補助率は３分の１以内となっております。ただし，市町村戦略に基づ
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く取り組みについては，補助率は２分の１となるものです。今回，新規計上となります。

内容につきましては，土浦に今,本社を置く畜産業を営む法人が龍ケ崎市内に自社生産の

肉を加工し，焼き肉として販売する焼き肉屋，これを設置する計画をしております。いわ

ゆる生産，加工，販売の６次産業化事業となります。 

 続きまして，強い農業づくり推進対策事業費でございます。これも新規事業となります。

これは強い農業づくり交付金と，経営体育成支援事業を統合させた交付金で，国産農畜産

物の安定供給のため，強い農業づくりに必要な産地基幹産業施設の整備等に対し，補助す

る国の支援制度で，補助率は２分の１以内となっております。内容につきましては，市内

で水稲経営を行う農業者が地域の担い手として農業経営の発展に取り組むため，経営を法

人化して，認定農業者及び人・農地プランの農地中心経営体として，経営面積の拡大に取

り組んでおります。現在の乾燥調製施設は個人経営の際に使用していたもので，法人経営

に発展するということに当たりまして，この乾燥調製施設の処理能力が不足することから，

新たにこの乾燥調製施設を導入することに対しての補助となっております。 

 続いて，身近なみどり整備推進事業費です。これは森林湖沼環境税を活用し，荒廃した

平地林の間伐や刈り払いなどの森林整備に対して交付されるものでございます。 

 次に，商工費県補助金，１番の地方消費者行政推進交付金です。これは子どもの消費者

事故防止啓発事業に係る交付金で補助率は10分の10となっております。この補助金は消費

生活センターの運営費に充当をしているところです。 

 

宮本都市整備部長 

 続きまして，その下，土木管理費補助金でございます。事務処理特例交付金（建築指導

事務分）であります。これは県屋外広告物条例，県景観形成条例，建築基準法に基づく事

務処理分でございます。 

 続きまして，木造住宅耐震診断費であります。これは茨城県から木造住宅耐震診断費の

補助金で補助率10分の10でございます。 

 その下，河川費補助金です。事務処理特例交付金（河川事務分）であります。これは準

用河川の管理に係る事務処理交付金でございます。 

 その下です。事務処理特例交付金（都市計画事務分）です。これは，国土利用計画法第

23条第１項に基づく土地取引等の事務処理に対する県からの補助金でございます。 

 その下，緑の少年団活動費でございます。これは松葉小，城ノ内小の２校への補助金で

ございます。 

 

斉田市民生活部長 

 一番下の表になります。総務費委託金の徴税費委託金でございます。 

 県民税徴税取扱事務費でございますが，これは市町村が行っている県民税の賦課徴収に

要する経費を補償するため，県が市町村に対して，交付する費用でございます。前年度当

初予算対比で99万円の増でございます。 

 その下，人口動態事務費につきましては，毎月１回人口の動態を調査しまして，県へ報

告する事務に対する交付金でございます。 

 続きまして，34，35ページをお開きください。 

 

宮川産業経済部長 

 ４，統計調査費委託金です。統計調査員確保対策事業費です。これは各種統計調査が円

滑に実施できるよう調査員を確保するための事務費でございます。委託率は10分の10でご

ざいます。 

 次に，常住人口調査費です。これは茨城県に毎月１日現在，15日報告ということで，報

告する定期調査の事務費でございます。常住人口調査は国勢調査の結果を基準として，毎

月住民基本台帳の人口異動分を加除したものでございます。これも委託率は10分の10でご
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ざいます。 

 次に，学校基本調査費です。これは教育委員会教育総務課が茨城県に報告をする定期調

査費でございます。科目のみ商工観光課で対応しております。 

 経済センサス調査区管理費です。これは平成28年度経済センサス活動調査において，設

定した調査区を管理し，必要な修正を行うための事務費でございます。委託率は10分の10

です。 

 続いて，工業統計調査費です。これは毎年実施している工業統計調査の事務費のための

補助金です。実施年の６月１日現在の製造業に属する事業所を対象とした事業所数，従業

員者数，製造品出荷額，原材料使用額などを調査し，工業の実態を明らかにするための調

査でございます。これも，委託率は10分の10です。 

 続いて，農林業センサス調査です。これは平成31年度に行われます農林業センサス調査

の準備費でございます。農林業，農山村の現状と変化を的確に捉えて，きめ細かな農林行

政を推進するために31年度は５年ごとに農林業を営んでいる全ての農家や，法人を対象に

調査する年度に当たることから，22万9,000円の増となっております。 

 続いて，経済商業統合調査費でございます。これは，平成31年度に行われる経済センサ

ス基礎調査のための補助金でございます。事業所の事業活動と企業の企業活動の状況を調

査いたしまして，事業所母集団データベースと母集団情報を整備するととともに，事業所

及び企業の産業，従業員規模などの基本的構造を全国的に，地域的に明らかにする調査で

５年ごとに行われております。これは，10分の10の委託率で皆増となります。 

 続いて，全国消費実態調査費です。これは，平成31年に行われます全国消費実態調査の

事務費でございます。内容は全国の世帯を対象といたしまして，家計への収入及び支出及

び住宅と宅地の所有状況，主要耐久消費財の所有数量及び蓄財，負債，現在高を調査いた

しまして，家計の構造を所得，消費及び資産の観点から総合的に把握するとともに，都道

府県など，地域的差異を明らかにする調査で５年ごとに行われます。これも皆増となりま

す。 

 続いて，国勢調査調査区設定費です。これは平成32年（2020年）度に行われます国勢調

査の準備のための事務費でございまして，これも皆増となります。 

 

宮本都市整備部長 

 続きまして，１行あけまして，土木管理費委託金です。建築確認取扱事務費であります。

これは建築確認等調査事務委託費でございます。 

 その下，河川費委託金です。防災調節池等維持管理費でありまして，これは一級河川に

係る防災調節池の維持管理に対する県からの委託金でございます。 

 その下，都市計画費委託金です。こちらにつきましては，破竹川調節池維持管理費であ

りまして，これは一級河川破竹川の調節池維持管理に対する県からの委託金で，主に除草

業務に係る費用でございます。 

 

宮川産業経済部長 

 財産収入になります。５番目のみらい育成基金利子でございます。これはふるさと龍ケ

崎応援寄附金を積立しているみらい育成基金の利子でございます。 

 ９番目の農業振興基金利子です。これは農業振興基金に対する利子収入でございます。 

 

宮本都市整備部長 

 14番目の新都市ライフホールディングス配当金であります。これは本市が株主となって

おります株式会社新都市ライフホールディングスからの配当金でございます。 

 

宮川産業経済部長 

 １番下の寄附金です。ふるさと龍ケ崎応援寄附金です。これはふるさと龍ケ崎応援寄附
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金の寄附金でございまして，昨年度と比較しますと，7,600万円ほどの減額となっており

ます。これは総務省の通知に基づき，返礼品の割合を３割に変更したことや，主力となっ

ております製品が伸び悩んできたなどから，31年当初予算では予算額を１億5,130万円と

したところでございます。 

 36，37ページをお願いいたします。 

 三つ目の表の１番の基金繰入金です。みらい育成基金繰入金です。これはみらい育成基

金繰入金で，昨年度より増となっておりますが，これは常磐線佐貫駅駅名改称に係る事務

に充当いたします１億8,300万円の分で増額となっております。 

 続いて，８の農業振興基金繰入金です。これは農業振興基金からの繰入金で，市単独事

業であります飼料用米生産拡大支援事業に充当をするものでございます。 

 

斉田市民生活部長 

 諸収入についてでございます。真ん中より少し下の段のところでございます。 

 延滞金の市税延滞金でございます。市税の延滞金でございまして，前年度当初予算対比

で2,000万円の減でございます。 

 

宮川産業経済部長 

 その下の１番の歩きたばこ・ポイ捨て等禁止条例違反金でございます。過料１件当たり

2,000円で５件を見込んでおります。 

 38，39ページをお願いします。 

 ７の自治金融資金貸付金元金収入でございます。これは，自治金融振興金融制度の融資

金利を引き下げるための原資といたしまして，市内４金融機関７支店に預託するもので，

年度末に全額返戻されるものでございます。 

 その下の諸収入です。２の農林水産業費受託事業収入です。１の農業者年金業務受託収

入，これは，農業者年金業務に伴う受託収入で，被保険者数，受給者数，事務処理件数等

により交付されます。 

 次に，農地中間管理事業業務受託収入です。これは，農地中間管理事業の受託収入で，

嘱託員の人件費や通信運搬費等に充てるものでございます。 

 続いて，団体支出金の１番目，清掃工場関連還元施設整備事業費負担金です。これは清

掃工場関連還元施設整備に係る費用のうち，利根町，河内町の負担分として当市に支払わ

れるものでございまして，利根町が760万円，河内町が320万円となっております。 

 

斉田市民生活部長 

 続きまして，６番，土地改良区徴収交付金でございます。これは，牛久沼土地改良区が

賦課する負担金の徴収に係る収納事務に対する交付金で徴収金額の100分の２が交付され

ます。予算額については，平成30年度と同額を計上しているところでございます。 

 

宮川産業経済部長 

 ９の牛久沼地域清掃作戦事業費です。これは３月に実施します牛久沼清掃に関します牛

久沼流域水質浄化対策協議会からの補助金でございます。 

 その下の霞ヶ浦・北浦地域清掃事業費です。これは市内一斉清掃霞ヶ浦流域分に対しま

す霞ヶ浦問題協議会からの補助金となります。 

 その下の３の雑入です。３番目，資源物等売払収入です。これは回収しました廃油等の

売払収入で5,700リットルを見込んでおりますけれども，31年度からは財政課が所管とな

るものでございます。 

 

斉田市民生活部長 

 ６番，株式譲渡所得割還付金返還金です。これは上場株式の配当金や，譲渡益が修正申
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告による更正後，還付済額が減少した場合の返還金でございます。 

 40，41ページをお開きください。 

 31番，西部出張所電話使用料でございます。これは西部出張所に設置された公衆電話の

使用料でございます。 

 二つ飛びまして，34番，コミュニティバス定期券売払収入でございます。これは，70歳

以上の方を対象としましたコミュニティバス全路線及び路線バスとコミュニティバスが共

通で利用できる定期券のおたっしゃパスと，本年９月に予定してございますコミュニティ

バス再編後におけるコミュニティバスのみの通学定期券の運用に伴う売払収入でございま

す。 

 その下，35番，コミュニティセンター電話使用料と，36番，機器使用料につきましては，

コミュニティセンターの事務室の電話，施設内のコピー機，印刷機の使用料でございます。 

 その下，37番，公売滞納処分費です。これは公売による売却代金のうち，公売のために

かかった土地，建物の鑑定料と公売手数料の充当分でございます。 

 その下，県民交通災害加入推進費でございます。これは県内市町村に住んでいる方に対

して，茨城県市町村総合事務組合が，独自に制度化している交通災害保険の事務手数料で

ございます。 

 

宮川産業経済部長 

 その下，39番，統計資料頒布収入です。これは統計資料のコピー収入でございます。 

 飛びまして，48番，環境対策課刊行物頒布収入，これは冊子，「龍ケ崎の水戸街道と古

水戸街道」の販売収入でございまして，１冊300円でこれまで販売は約1,600冊販売をして

おりまして，残り400冊の分でございます。 

 49番，雑草除去受託料です。これは条例に基づきまして，空き地の所有者が市に雑草除

去作業を委託した際の受託料でございます。受託料は１平米当たり100円で15万平米を見

込んでおります。 

 続いて，指定ごみ袋売払収入です。これは，指定ごみ袋の売払収入で，燃やすごみなど

市の指定ごみ袋を量販店等へ売払収入となりまして，31年度は製造枚数を増加いたしまし

た。それによって，500万円の増を見込んでおります。 

 続いて，ブランド農産物ＰＲイベント収入です。これは茨城県主催の茨城を食べよう秋

の収穫祭に参加し，そのときに，100円から200円でくじを行って，当たった農産物を提供

する農産物ＰＲを実施する予定で，そのくじ100円の雑収入となります。 

 続いて，県民手帳頒布収入です。これは，県民手帳の頒布の手数料です。 

 続いて，物産品等販売手数料です。これは，龍ケ崎市観光物産センターの売上金の15％

でございます。 

 

宮本都市整備部長 

 その下です。道路事故賠償保険金，その下の道路整備促進期成同盟会負担金，所管とな

ります。 

 その下，都市計画図売払収入でございます。これは都市計画課で販売している都市計画

図の売り払い金でございます。 

 42，43ページをお開きください。 

  

斉田市民生活部長 

22番，市債になります。総務費債の総務管理債，３のコミュニティセンター整備事業債

です。これは，久保台，龍ケ崎西コミュニティセンターのトイレの改修工事及び実施設計

と馴柴コミュニティセンターの駐車場改修工事費に充てるものでございます。工事費の増

額により前年度当初予算対比で2,130万円の増となってございます。 
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宮川産業経済部長 

３の農林水産事業費債です。県営土地改良事業債，これは農免道路整備と圃場整備の負

担金に充てる事業費で充当率90％となっております。 

 

宮本都市整備部長 

 続きまして，４の土木費債です。道路橋梁債です。地方道路等整備事業債でありまして，

事業費から補助金等を差し引いた額の９割でございます。 

 その下，河川債でございます。排水路整備事業債であります。これは市単独の雨水排水

路整備事業に係る起債分で，起債対象は事業費及び事務費の75％でございます。 

 その下の都市計画債でございます。都市公園整備事業債であります。これは事業費から

補助金等を差し引いた額の９割でございます。 

 以上が歳入の概要でございます。 

 46，47ページをお開きください。 

 

斉田市民生活部長 

 ここから歳出予算になります。 

 まず，総務費，一般管理費の上から２段目の表でございます。職員給与費（総務管理）

でございます。こちらの経費には，市民生活部，西部，東部出張所，市民窓口ステーショ

ン，交通安全を除く交通防犯課職員22名分の人件費が含まれてございます。 

 続きまして，48，49ページをお開きください。 

 表の中段，市民行政推進活動費でございます。これは市民活動を促進するための経費で，

ほぼ，平年ベースでございますが，報償費の報償金，賞賜金並びに役務費の火災保険料に

より予算額が若干増額となってございます。 

 続きまして，58，59ページをお開きください。 

 中段の，西部出張所管理運営費でございます。これは，西部出張所の管理運営費で非常

勤職員の報酬や施設の維持管理費などが主な支出となってございます。新たに，備品購入

費が計上されておりますが，予算増額の主な理由としましては，老朽化によりまして，耐

火金庫を買いかえることにしたことによるものでございます。 

 次に，その下，東部出張所管理運営費でございます。西部出張所と同様に，非常勤職員

の報酬や，施設の維持管理費が主な支出となります。報酬が昨年と比較して，約176万円

増額となっておりますが，主な理由としましては，平成31年度は非常勤職員１名を増員し，

計２名としたところによるものでございます。 

 続きまして，その下，市民窓口ステーション管理運営費でございます。ここでは，非常

勤職員の報酬や事務スペースの賃借料等が主な支出となります。使用料及び賃借料が約80

万円減額となっておりますが，その主な理由といたしましては，2019年９月以降の戸籍シ

ステム使用料を本庁舎市民窓口課の戸籍事務費のほうに計上したことによるものでござい

ます。 

 60，61ページをお開きください。 

 

宮川産業経済部長 

 三つ目の表，枠になります。ふるさと龍ケ崎応援事業です。これはふるさと納税寄附金

に係る経費でございます。主なものは，返礼品の購入や，ＰＲのための広告料，クレジッ

ト決済の手数料，それから，専用サイトによるプロモーションの費用となっております。

昨年度から比較いたしますと，2,430万円ほどの減額となっておりますけれども，その理

由といたしましては，歳入の見込みでもお話ししましたとおり，7,600万円減の見込みと

なっております。こうしたことから，寄附額に応じて，払われます返礼品の購入額や，ク

レジット決済，そういった手数料，それから，プロモーション委託料，これらが減額とな

ったものでございます。 



16 

斉田市民生活部長 

 その下，市民活動センター管理運営費でございます。市民団体の活動をサポートする市

民活動センターの維持管理に関するもので，前年度当初予算対比で約1,400万円減額とな

っております。その主な要因といたしましては，外壁塗装，屋根防水改修に伴います委託

料や，外壁改修，塗装，屋上防水工事が完了したことによるものでございます。 

 続きまして，市民交流プラザ管理運営費でございます。施設の管理運営費で非常勤職員

の報酬や，施設の維持管理費が主な支出となってございます。31年度におきましては，施

設の屋外灯は周辺地域の防犯灯の役割も担っている状況でございますが，経年劣化により

まして，老朽化が進んでいることから，長寿命化と省エネのため，ＬＥＤ化を行う工事費

を計上してございます。 

 その下，集会施設整備助成事業でございます。前年度当初予算対比で705万円の減とな

っております。これは，今年度から，地域集会施設建設等補助金の対象事業を見直しまし

て，運用しているところですが，平成31年度予算につきましては，30年度の実績により計

上いたしております。 

 その下，コミュニティバス運行事業でございます。63ページをお開きください。この事

業につきましては，本年９月にコミュニティバス運行事業再編を予定しておりますことか

ら，前年度当初予算対比で8,324万4,000円の大幅な増額となってございます。内容でござ

いますが，まず，事業費についてでございますが，175万9,000円の増額となっております。

主なものといたしましては，全戸配布予定のコミュニティバスの再編に伴うリーフレット，

時刻表，路線図の印刷代や，交通結節点の竜ヶ崎駅，済生会病院，サプラに設置いたしま

すデジタルサイネージや，新たにバス待合室を整備します竜ヶ崎駅舎内の貸店舗に係る電

気やエアコンなどの光熱費でございます。 

 続いて，役務費についてでございますが，こちら，新規の費用となります。通信運搬費

において，新たに導入いたしますバスロケーションシステムのインターネット回線使用料

及びプロバイダー利用料と，交通結節点に設置しますデジタルサイネージ用インターネッ

ト配線工事の経費を計上してございます。 

 次に，委託料についてでございます。こちらも，新規の費用となっております。コミュ

ニティバス停留所標識作成等につきましては，コミュニティバス再編に伴う停留所名の変

更に係る費用でございます。また，バスロケーションシステム設定につきましては，バス

ロケーションシステムに係る本体，周辺機器，車載スマートフォン，バスデータ，操作研

修費等でございます。バスロケーションシステムにつきましては，バス車載用スマートフ

ォンに係るシステム使用料及び交通結節点に設置するデジタルサイネージに係るデータ配

信システム使用料，デジタルサイネージのメンテナンス費用でございます。 

 続いて，使用料及び賃借料についてです。こちらも新規の費用となります。これは，施

設賃貸借で関東鉄道株式会社が所有いたします竜ヶ崎駅舎内の貸店舗をコミュニティバス

等の待合室として活用するに当たっての賃借料でございます。 

 工事請負費につきましては，竜ヶ崎駅舎内貸店舗につきまして，コミュニティバス待合

室の改修及び竜ヶ崎駅バス停の場所に，停車するところに記す路面ペイント工事，あとは

市役所敷地内のバス停の設置工事，こちらは，公衆電話前あたりになります。また，既存

バス停留所，これは東電前にあります，の撤去工事，デジタルサイネージ用配管工事，再

編に伴うバス停留所の移設工事に関する費用でございます。 

 続いて，補償，補填及び賠償金についてでございます。補償金につきましては，コミュ

ニティバスに係る運行補償額でございます。コミュニティバスは９月１日から運行計画再

編するため，6,793万6,000円，補償額が増えております。 

 続きまして，公共交通対策費でございます。前年度当初予算対比で294万7,000円の減額

となってございます。主な要因でございますが，補償，補填及び賠償金におきまして，利

用者数が継続的に増加傾向にあります乗り合いタクシー運行補償金が増額となっておりま

すが，一方で，茨城県及び龍ケ崎市，牛久市，稲敷市，阿見町，美浦村で運行しておりま
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す稲敷エリア広域バスの美浦・龍ケ崎ルートの実証運行が本年３月31日をもって終了とな

ることに伴いまして，県南地域公共交通確保対策協議会の負担金が皆減となったことによ

るものでございます。 

 

宮本都市整備部長 

 続きまして定住促進事業です。市内で初めて住宅を取得した住宅ローンを抱える若者，

子育て世代を経済的に支援することにより，若者の子育て世代の住みかえを支援し，定住

促進を図るものであります。予算につきましては，前年と同額でございます。 

 

斉田市民生活部長 

 コミュニティセンター管理費でございます。こちらは，13館のコミュニティセンターの

管理運営に関するもので，前年度当初予算対比で１億4,520万9,000円の大幅な増額となっ

てございます。主な要因といたしましては，施設の維持にかかわる修繕料の増額，久保台，

龍ケ崎西コミュニティセンターのトイレの改修工事に係る実施設計業務委託，並びに工事

請負費での増額などによるものでございます。 

 その下，コミュニティセンター活動費でございます。こちら，平成30年度との比較では

111万円の減額となっております。要因といたしましては，31年度において，松葉地区で

の中核的な地域コミュニティの設立を見込んだことによりまして，自主活動に関する報償

費，これはコミュニティセンター主催講座等の謝礼等でございますが，また，役務費，負

担金，補助及び交付金のコミュニティセンターの自主活動費分の予算の計上がなくなった

ことによるものでございます。 

 一つ飛びまして，職員給与費（交通安全）でございます。これは交通防犯課の交通政策

グループ３人分の人件費でございます。 

 続いて，その下，交通安全対策費でございます。交通安全キャンペーンに係る費用や交

通関係団体への負担金が主なものでございます。前年度当初予算対比では97万2,000円の

増額となっておりますが，要因といたしましては，修繕料におきますカーブミラー等の修

繕費の増額によるものでございます。 

 66，67ページをお開きください。駐輪場管理運営費でございます。これは，歳入のほう

でもご説明いたしましたが，31年度から佐貫駅東駐輪場と，佐貫中央第１・第２駐輪場を

一本化し，シルバー人材センターが指定管理者として運営いたしますが，31年度より，こ

れまでの完全利用料金制から，非利用料金制へと変更し，市からの指定管理料で賄う運営

と変更になりますことから，新たに予算を計上いたしたものでございます。 

内容といたしましては需用費の修繕料では，佐貫駅東駐輪場のラック修繕，佐貫駅東駐輪

場の看板改修など，委託料では，佐貫駅東駐輪場及び佐貫中央第１・第２駐輪場の運営に

係る指定管理料，使用料及び賃借料では，佐貫駅東駐輪場電磁ラックリース料などを計上

いたしております。 

 続きまして，その下，放置自転車対策費でございます。竜ヶ崎駅及び佐貫駅周辺の放置

自転車対策に関するもので，前年度当初予算対比では67万5,000円の減となっております。

要因といたしましては，30年度に使用料及び賃借料で計上されていました佐貫駅東駐輪場

電磁式ラックリースの経費が先ほど説明いたしました駐車場管理運営費に移管されたもの

によるものでございます。 

 

宮川産業経済部長 

 基金費，積立金でございます。みらい育成基金費です。ふるさと龍ケ崎応援寄附金に係

る積立金で，みらい育成基金の利子と寄附金による積立でございます。 

 

斉田市民生活部長 

 続きまして，その下，自治組織関係経費でございます。前年対比で80万円の減となって
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ございます。要因といたしましては，先ほども申し上げましたが，松葉地区でのコミュニ

ティ協議会の設立見込みにより，補助金が皆減となってことによるものでございます。 

 続きまして，その下，地域コミュニティ推進費でございます。中核的な地域コミュニテ

ィの設立支援や設立後の地域コミュニティ活動を支援するものでございまして，平成30年

度との比較では162万2,000円の増となっております。要因といたしましては，松葉地区で

の中核的コミュニティの組織の設立を見込んだことによりまして，補助金の地域コミュニ

ティ推進事業が増額となってことによるものでございます。 

 68，69ページをお開きください。 

 旧長戸小学校施設管理費でございます。旧長戸小学校の維持管理費で，前年対比では35

万5,000円の増となっております。主な要因といたしましては，校舎部分をカバーする浄

化槽が破損したため，代がえ措置といたしまして，仮設トイレの設置をすることによるも

のでございます。 

 一つ飛びまして，北竜台防犯ステーション管理費でございます。北竜台防犯ステーショ

ンの管理に要する経費でございまして，消耗品や，電気代，上下水道代の光熱水費等で，

前年度とほぼ同じ予算となってございます。 

 その下，防犯活動費でございます。この事業は嘱託員である防犯サポーター13名分の人

件費，龍ケ崎地区防犯協議会等の防犯団体の負担金，防犯パトロール車の車検に要する費

用などが主なものでございます。 

 70，71ページをお開きください。一番上の防犯灯整備事業でございます。防犯灯に係る

経費で既に設置してあります防犯灯の修繕料及び新たに設置要請のありました箇所への器

具を取りつけるための費用でございます。前年度と比較しますと，87万円の減となってお

ります。主な要因といたしましては，工事請負費による防犯灯設置工事の基数の減による

ものでございます。 

 その下，空家等対策事業でございます。空き家対策推進に係る経費でございます。協議

会の運営，空き家所有者等への適正管理に係る指導通知，老朽家屋解体費等の補助に要す

る費用で，30年度とほぼ同額の予算額となってございます。 

 その下，市税過誤納還付金でございます。償還金でございますが，これは，納税者が納

付後に税額更正等の事由が発生した場合，戻す還付金でございます。30年度と同額となっ

てございます。 

 その下の表になります。職員給与費（徴税）でございます。税務課16人，納税課11人の

人件費でございます。 

 その下，税務事務費です。主な内容といたしましては，一般職非常勤職員の報酬，繁忙

期における臨時職員の賃金等の人件費や各協議会に対しての負担金などで平成30年度とほ

ぼ同様の予算額となります。なお，負担金における地方税共同機構につきましては，平成

31年度から地方税電子化協議会から名称が変更となってございます。 

 その下，賦課事務費でございます。賦課事務にかかわる経費でございまして，30年度と

比較しますと，217万円の減となってございます。主な内容といたしましては，需用費と

して，平成31年度は基幹系システムの変更に伴いまして，特別徴収用税額通知への印刷が

ＢＰＯ対応のため，前年度と比較しまして36万3,000円の減額となってございます。 

 役務費につきましては，前年度との比較で93万5,000円と減となっております。こちら

につきましては，特別徴収の当初納税通知書発送分を定形外規格外から定形外への変更に

よるものでございます。 

 続きまして，委託料でございます。72，73ページも合わせてごらんください。前年度当

初予算対比で253万円と大きく増額となってございます。主な要因は電算関連事務機器保

守点検等の委託として，ふるさと納税ワンストップ送信のための住民情報基幹系システム

の改修費及びエルタックスシステム改修等の地方税共通納税システムの構築費によるもの

です。 

 続きまして，使用料及び賃借料でございます。家屋管理評価システムの賃借料，地方税
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電子申告支援サービス利用料，軽自動車検査情報サービス使用料になります。平成31年度

には，地方税共通納税システムに係るサービス利用料が新たに追加されたため，前年度当

初予算対比で93万8,000円の増額となってございます。 

 続きまして，土地・家屋評価推進費でございます。前年度当初予算対比で1,584万1,000

円の増となってございます。主な要因といたしましては，平成33年（2021年）度評価がえ

に向けまして，不動産鑑定業務が増加したことや，それに伴います土地評価・地図情報シ

ステムデータ更新費の増額計上によるものでございます。 

 続きまして，その下，徴収事務費でございます。前年度当初予算対比では357万円の減

でございます。主な要因は報酬におきまして，正職員が育児休暇より復帰したことに伴い

まして，非常勤職員が１名減となったこと，また，茨城租税債権管理機構への負担金が移

管件数及び徴収実績額の減少により減となったことによるものでございます。 

 続きまして，戸籍住民基本台帳費になります。初めに，職員給与費（戸籍住民）でござ

います。市民窓口課，住民分の人件費でございます。 

 続きまして，その下，戸籍事務費でございます。戸籍事務に係る管理運営費で，戸籍シ

ステムの使用料，保守料，関連消耗品などが主な支出でございます。前年度当初予算対比

では302万3,000円の増となってございます。要因といたしましては，平成31年度は戸籍事

務に従事する臨時職員１名を任用することにしたことや，市民窓口ステーションの戸籍シ

ステムについても，この予算から支出するといったことによるものでございます。 

 その下，住民記録等証明事務費でございます。住民異動や，印鑑登録，個人番号カード

や住民基本台帳カードの管理及び証明書発行，埋火葬，斎場使用の許可，県民交通災害の

加入といった市民窓口業務全般に係る管理運営費で，そのほか，非常勤職員の報酬，窓口

ＯＡ機器の賃借料などの支出も含まれております。30年度との比較では，約213万1,000円

の増となってございます。この要因といたしましては，個人番号カード交付事業費の予算

額は，Ｊ－ＬＩＳから示された交付金の上限見込み額としておるところでございますが，

平成30年度は1,552万7,000円であったものが，31年度では1,692万4,000円になったことや，

また，新年度には印刷製本費で印鑑登録証，これは，２年に１度の割合でつくっておりま

すが，を作成することとしたことによるものでございます。 

 74，75ページをお開きください。上になります。旅券発給事務でございます。県より委

任されたパスポートの申請受付と交付事務に関する経費で，主な支出は非常勤職員の報酬

でございます。前年度との比較では49万9,000円の増となっております。要因といたしま

しては，老朽化によりまして，ＩＣ旅券用交付端末機を更新することにしたためでござい

ます。 

 76，77ページをお開きください。 

 

宮川産業経済部長 

 １番下の表になります。総務費の職員給与費（統計調査）２名分の給与費でございます。 

 続いて，統計調査事務費です。これは各種統計調査が円滑に促進できますよう調査員を

確保するための経費を茨城県統計協会への負担金となっております。 

 その下，統計調査費です。主なものは，平成31年度に実施する統計調査で，農林業セン

サス調査，それから，常住人口調査，工業統計調査等で，指導員及び調査員の報酬並びに

一般職非常勤職員の報酬でございます。昨年度より167万7,000円減額となっておりますが，

主な要因としましては，毎年行われる調査が違いまして，その規模によって，予算科目で

増減が生じるものでございます。31年度は，30年度と比較して大きな調査が行われないこ

とも要因となっております。 

 次のページをお願いいたします。 

 

斉田市民生活部長 

 民生費，社会福祉総務費の一番下の，市民法律相談等事業でございます。市民法律相談
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に関するものが主なものでございまして，そのほかは人権同和問題に関する負担金となっ

てございます。前年度と比較ではほぼ同様の予算額でございます。 

 98，99ページをお開きください。 

 

宮本都市整備部長 

 応急仮設住宅費でございます。これは，震災時における応急仮設住宅に係る賃貸住宅契

約でありまして，本年は３戸計上しております。 

 

宮川産業経済部長 

 その下の職員給与費（保健衛生）でございまして，保健衛生７名分の給与費でございま

す。 

 106，107ページをお願いいたします。 

 狂犬病予防費でございます。これは狂犬病予防法に基づく鑑札，注射済票の交付事務及

び集合注射を実施するための費用でございます。 

 続いて，環境審議会費です。これは環境審議会の開催費用で，平成31年度は２回開催を

する予定でおります。 

 環境行政推進費です。これは，市民環境会議の運営や，環境白書の作成，それから，環

境フェアの開催，緑のカーテン事業などを推進するための事業と，エネファーム及び定置

用リチウムイオン蓄電システムについて，一部補助を行うものです。この新エネルギーシ

ステム導入といたしまして，平成30年度まで実施していました太陽光発電システム，これ

を廃止し，昨年も行っておりましたが，高効率給湯器の補助と，新たに，定置用リチウム

イオン蓄電システムについても補助を行うもので，500万円を計上しております。 

 続いて，環境衛生対策費です。これは，たばこのポイ捨てや不法投棄の防止，空き地の

雑草等の除去，道路上で死んでおります動物の回収，公衆トイレの管理等の環境衛生を向

上させるための事業に係る費用でございます。昨年度より272万円の減となっております

が，雑草等の除去で受託の面積が減少したことによるものです。 

 続きまして，不法投棄対策事業です。これは不法投棄の未然防止対策及び不法投棄の回

収，処分費用でございます。１の報酬ですが，平成31年度から新たに不法投棄等対策管理

官１名を任用する予定で，人件費としまして月15万円の12カ月分を計上しております。増

額となっておりますのは，この理由が主なものでございます。 

 続いて，放射線対策事業です。これは平成23年３月に発生した福島第１原発事故に伴い

除染及び空間線量率測定などを行う事業です。13の委託料の空間放射線量測定について，

国と協議をした結果，609地点の線量率状況調査から，35施設の空間線量率状況業務に測

定方法を見直しを行ったところです。 

 昨年度から59万8,000円の減となっておりますが，この減が主な理由でございます。 

 続いて，斎場管理運営費です。次の109ページにかけてになります。これは，市営斎場

の管理運営のための費用でございまして，施設管理及び火葬に係る業務委託が主なものと

なります。昨年度より685万円の減となっておりますが，主な理由といたしましては，昨

年度は，燃焼炉の張りかえ工事，これを実施したことによるものでございます。 

 続いて，職員給与費（公害対策）です。これは公害対策２名分の給与費でございます。 

 続いて，公害対策費です。これは河川や湖沼の水質状況や交通騒音，振動及び交通量の

測定，自動車騒音を継続して，調査することによって，生活環境が悪化していないかを確

認する費用でございます。委託料の牛久沼等水質浄化促進対策につきましては，牛久沼の

水質浄化対策に取り組むための知見の蓄積を目的といたしまして，アシやヨシなどの植生

の分布調査などを行う予定でございます。 

 110，111ページをお願いします。 

 職員給与費（清掃）です。これは８名分の職員給与費となります。 

 続いて，清掃事務費です。これは茨城県清掃協議会の負担金です。 
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 続いて，塵芥処理費です。主な内容は，市内のごみ収集運搬業務に係る費用や指定ごみ

袋の製造費用，それから，龍ケ崎地方塵芥処理組合の管理運営等に係る負担金でございま

す。龍ケ崎地方塵芥処理組合の負担金が大幅に減少したことによりまして，昨年度より

6,500万円の減額となっております。 

 続いて，ごみ減量促進費です。これは，おおむねごみの減量や資源化に関する事業で，

サンデーリサイクルの費用や，資源物の回収，助成に係る費用でございます。 

 

宮本都市整備部長 

 続きまして，し尿処理費であります。負担金，補助及び交付金の負担金につきましては，

龍ケ崎地方衛生組合へのし尿処理に係る運営費及び施設整備の負担金であります。平成31

年度より基幹的設備改良分の負担金を追加しております。 

 その下，合併処理浄化槽設置助成事業でございます。113ページの負担金，補助及び交

付金の補助金については，生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため，個人宅

の合併処理浄化槽設置に要する費用を補助するものであります。平成30年度より，２基増

の25基を見込んだことから，増額となっております。 

 

宮川産業経済部長 

 その下の表の衛生費です。茨城県南水道企業団負担金です。これは県南水道企業団職員

に係る児童手当に要します経費の負担金でございまして，皆増となります。 

 続いて，労働事務費です。これはハローワークの求人情報の提供の費用や，婚活パーテ

ィＲＹＵ恋の開催費用，それから，いばらき出会いサポートセンター及び龍ケ崎地区高等

職業訓練協会への負担金が主なものでございます。前年度比26万円の増額となっておりま

すが，備品購入費で，今年度は１階の求人コーナーに設置しております求人情報専用のパ

ソコンの購入費用を計上したことによるものでございます。 

 続いて，農林水産事業費です。１の農業委員会費でございまして，職員給与費（農業委

員会），農業委員会の事務局２名分の人件費でございます。 

 続いて，農業委員会事務費でございます。114ページにかけてとなります。農業委員会

の事務全般に係る経費で，主な経費は農業委員及び農地利用最適化推進委員等への報酬や，

農業委員会の総会，農地利用状況調査による費用弁償，それから，農家基本台帳システム

などの事務費となっております。昨年度と比較しますと，103万円の減額となっておりま

すが，主な要因といたしまして平成30年度において，住民系基幹系システムの変更に伴い

まして，農家基本台帳システムとそれから，住民基本台帳，固定資産税情報との連携方法

の変更にかかわる費用が発生したものでございます。 

 続きまして，農業者年金受託事業です。これは農業者年金被保険者受給者加入促進等の

業務に対します事務経費で農業者年金加入促進のためのパンフレットの購入や，農業者年

金加入書類郵送料などの経費でございます。 

 114，115ページをお願いいたします。 

 農業総務です。職員給与費（農業総務），これは農業総務９名分の人件費です。 

 続いて，農業総務事務費です。これは，農業政策全般の振興を図るための事業で，各種

団体の負担金が主な支出となります。そのほか，需用費では稚魚を購入し，牛久沼へ稚魚

放流事業なども行う予定でおります。前年度より87万円の増となっておりますが，これは

委託料で特定外来生物でありますアライグマの増加により平成31年度において，新たにア

ライグマの処分委託料と，備品購入費の専用捕獲器の購入について，予算を計上したこと

によるものでございます。 

 続いて，農業振興費の農業振興事業です。これは，農業振興及び活性化を図るための費

用でございまして，兼業農家や，高齢となった農家などの離農者から，優良農地を借り受

け，担い手農家に貸し付ける事業，農地中間管理事業や，地域交流，農業振興を通じたま

ちづくりに関する事業を行うための費用で，まちづくり・文化財団の補助金が主となって
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おります。31年度よりまちづくり・文化財団への補助のうち，たつのこマルシェ事業と秋

の収穫祭事業を交付金へ，それから，施設管理費用を地域農業振興支援活動費へ，人件費

１名分をまちづくり・文化財団助成費，これは財政課所管ですが，へ振りかえる見直しを

行ったため，450万円の減となっております。 

 続いて，龍ケ岡市民農園管理運営費です。龍ケ岡市民農園の管理運営に係る費用です。

市民農園の管理運営に当たりましては，指定管理者制度を適用しており，31年度は切りか

えとなりますが，これまで同様，まちづくり・文化財団へ指定することとしております。 

 続いて，農業公園湯ったり館管理運営費です。これは農業公園豊作村交流ゾーンの管理

運営に係る費用で湯ったり館の管理運営に当たりましては，指定管理者制度を適用してお

りまして，31年度は切りかえとなりますが，これも同様に，まちづくり・文化財団を指定

することとしております。また，利用者の安全性，快適性を確保するため，トイレの修繕

などを行う予定でおります。委託料の農業公園湯ったり館管理運営は，湯ったり館指定管

理料でございますが，上水道の切りかえ工事に伴います水道料金を見込んだことや，消費

税引き上げによる増額を見込んだこと，それから，利用者数の減少に伴います自主事業の

減収を見込んだことなどにより，約900万円の増となっております。また，需用費では隔

年でメンテナンスを行っております浴槽，循環の洗浄及びろ過器，ろ過材の交換，それか

ら，給水設備の修繕費，工事費では，和便所から洋式トイレへの改修工事費，それから，

117ページになりますけれども，井戸から上水道への切りかえ工事，これなどにより，ト

ータルで1,500万円の増となっております。 

 続いて，農業公園農業ゾーン管理運営費です。これは農業公園豊作村農業ゾーン，交流

ターミナル，レンタルファームの管理運営に係る費用でございます。当施設も指定管理を

適用しておりまして，来年度は龍ケ崎市まちづくり・文化財団を指定する予定でおります。

前年度より予算として640万円増となっておりますが，これは需用費で老朽化に伴いまし

て，自動ドアの修繕，それから，ビジネス電話の購入，それから，工事請負費で上水道へ

の切りかえ工事を計上していること，それから，上水道工事化に伴います水道料金などの

光熱水費の上昇，それから，消費税の引き上げによる増額を見込んでいること，それから，

人件費の割り当ての増加などによるものが主な理由となっております。 

 続いて，たつのこ産直市場管理運営費です。これは産直市場の管理運営に関する費用で，

前年度より約140万円の増となっております。これは出荷者の増加によりまして，集荷量

の増加や，ストックヤードの確保，それから，袋詰めなどの作業の確保，こういったため

の工事請負費として倉庫兼作業場の建設費用と，集客を目的といたしましたイベントの開

催や，店内の野菜の鮮度維持のために電源を入れておく費用など，空調などの需用費，そ

れから，出荷者の増加に伴います店内の在庫管理，それから，出荷調整を電話にて頻繁に

行うこと，それから，収穫イベントなど，広告に係る通信運搬費などが増額となったこと

によるものでございます。 

 続いて，農業経営基盤強化促進対策事業です。これは，認定農業者や新規就農者への支

援，それから，農地中間管理機構などの補助金が主な事業でございます。補助金の主なも

のといたしましては，平成31年度から，本市単独事業であります新規就農者経営支援事業，

480万円を国の支援策であります次世代人材投資事業の年齢制限などの要件を緩和する形

で創設しようとしております。また，平成30年度台風24号により被害を受け，農業生産の

再生資金として，融資を受けました農業者に対しまして，茨城県と龍ケ崎市から0.5％ず

つ利子補給を行うことで，制度利用者が無利子で融資を受けられる農協系統農業災害資金

利子助成金制度も31年度から予算計上としております。また，経営体育成支援事業費では，

平成30年度の２経営体から１経営体としたことから，300万円の減となっております。事

業全体では，昨年度より180万円の増となっております。 

 続いて，龍ケ崎ブランド育成事業です。これは，市内産農産物のブランド農産物，米，

トマト，小菊などの新たなブランド農産物の育成に加えまして，生産者，それから，食と

農のアンバサダー，相模女子大との産官学連携による食をテーマに新たな市内農産物等の



23 

活用方法や，魅力を飲食店や家庭に幅広くＰＲして龍ケ崎ブランドの育成に取り組む事業

であります。農産物の共同出荷を行う生産者に農産物ブランド化の推進に係る経費の一部

を補助することや，市内の小・中学校の学校給食に提供する特別栽培米に対する助成を行

っております。前年度より5,000万円増となっておりますが，これは補助金の６次産業化

ネットワーク活用事業として，土浦市に本社を置く畜産関係の法人が国の６次産業化ネッ

トワーク交付金を活用して，自社の肉を活用した焼き肉屋をオープンさせるに当たりまし

て，補助金については，市，県が窓口となり，国から交付されるとなったため，予算措置

を行ったことによるものでございます。 

 環境にやさしい農業推進事業です。これは資源循環型農業の確立及び有機農業の推進を

図る費用です。有機肥料生産に係る補助や，使用済み農業用プラスチックの適正処理を推

進し，環境保全と資源の再利用を図るものです。 

 続きまして，農作物風評被害等対策事業です。これは平成23年３月に発生いたしました

東日本大震災の原子力発電所事故の影響により，食品の安全・安心を確保するため，市内

農産物等の食品放射性物質の測定を実施する事業でございます。前年度より140万円の減

となっておりますが，これまで担当は農政課で，食品放射線システムを購入いたしまして，

非常勤嘱託職員１名を任用し，市民，生産者などからの依頼によりまして，農畜産物の検

査を実施してきたところですが，平成31年度より，学校給食センターで一括して検査を実

施することとしたことに伴いまして，この非常勤嘱託職員の任用に係る報酬等の経費107

万円が不要となったことが主な理由となります。 

 続いて，地域おこし協力隊事業（グリーンツーリズム）です。これは，平成29年度から

導入しております地域おこし協力隊の２名分の人件費や，活動に付随する居住費，旅費な

どでございます。 

 続いて，農業振興基金費です。これは農業振興基金の運用利子を積み立てるための支出

でございます。 

 続きまして，畜産業費の畜産振興事業です。地域におきます畜産業の振興や，畜産経営

の合理化と安定的発展を図る目的で，主に畜産伝染病予防のための消耗品の購入や，畜産

振興団体に対します負担金，補助金でございます。 

 続いて，農地費の職員給与費（農地）でございまして，これは１名分の給与でございま

す。 

 

宮本都市整備部 

 続きまして，農業集落排水事業特別会計繰出金であります。板橋大塚地区における農業

集落排水事業の経営安定を図るため特別会計へ繰り出しするものであります。 

 

宮川産業経済部長 

 続いて，土地改良助成事業でございます。121ページをお願いいたします。これは，土

地改良事業により整備された施設の維持管理費用に対しまして，各種団体への負担金，そ

れから，農業者組織への補助金の交付が主なものです。前年度より2,300万円の減となっ

ておりますが，主な原因といたしまして，補助金の農地耕作条件改善事業費におきまして，

平成31年度の要望が前年度より約2,500万円の減となったことによるものです。また，土

地改良事業としては，牛久沼土地改良区の江川・南中島地区護岸工事に対しまして310万

円を新たに助成する予定でおります。 

 続いて，土地改良整備事業です。これは，地域農業の振興を図るとともに，生産基盤の

整備を行うための土地改良事業を実施するものでございます。 

 事業費の内訳は主に負担金となります。前年度より約490万円の増となっておりますが，

これは平成33年（2021年）度から実施予定の大塚上地区の経営体育成基盤整備事業に向け

た委託料といたしまして，経営体育成促進計画策定費，それから，負担金として土地改良

施行予定地計画調査費を計上したことと，平成31年度から実施されます川原代地区の経営
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体育成基盤整備事業によるものでございます。 

 続きまして，牛久沼土地改良区農業排水路管理費です。これは，牛久沼土地改良区との

覚書に基づく農業用排水路施設等の維持管理負担金で1,000万円を限度とし，年度末に工

事の実績により精算をされるものでございます。 

 続きまして，生産調整推進対策事業です。これは生産調整に係る市単独の補助金，龍ケ

崎市地域農業再生協議会への補助金，それから，強い農業づくり推進対策事業，飼料用米

生産拡大支援事業でございます。前年度より約5,700万円の増となっておりますが，これ

は強い農業づくり推進対策事業として，産地基幹産業施設の整備等に対する補助をする国

の支援制度であります強い農業づくり支援対策事業にライスセンター新築を目的に農業生

産法人が要望したことから，予算を計上したことが主な理由でございます。 

 続いて，林業振興費です。身近なみどり整備推進事業です。これは，森林湖沼環境税を

活用し，荒廃した平地林の間伐や，刈り払い等の森林整備を実施する事業でございます。

事業実施要望の件数の減少に伴いまして，実施面積は平成30年度の４ヘクタールから３ヘ

クタールとしたことにより，昨年度より約90万円の減となっております。 

 続きまして，職員給与費，商工費（商工総務）です。これは商工総務９名分でございま

す。 

 122，123ページをお願いいたします。 

 商工事務費です。これは商工業の経営安定化及び成長，発展を支援するための費用でご

ざいまして，主なものは市内中小企業者の金融の円滑化を目的とした中小企業事業資金融

資あっせん制度に係る経費でございます。金融活用推進促進支援や，起業者の支援を行う

ものでございます。昨年度と比較しますと，98万4,000円の減となっておりますが，これ

は，自治金融貸付金，これは200万円増となりましたが，昨年度まで商工会に負担してお

りました地域振興対策事業の260万円が市街地活性化対策費商工会補助金に切りかえた結

果として減となったものでございます。 

 続きまして，工業団地拡張事業特別会計繰出金です。これは工業団地整備事業費及び職

員給与費が主なものでございます。 

 続いて，市街地活性化対策費です。この事業は龍ケ崎商工会への交付金が主なものでご

ざいます。市街地活性化のために開催します各種イベントを龍ケ崎商工会と連携して行っ

ております。昨年度より，1,575万7,000円の増額となっておりますが，これは（仮称）ま

ちなか再生プラン策定のための業務委託料の約800万円や，商工会職員給与費などの補助

金を新たに計上したためによるものです。 

 続いて，まいん管理運営費です。旧市街地活力センターまいんの施設維持管理費，光熱

水費が主なものでございます。昨年度より1,484万円の減額となっておりますが，これは

昨年９月末日をもって，まいんが閉館したことに伴いまして，非常勤嘱託職員７名分の報

酬の減額や，昨年度において，施設利用者の利便性向上のためにトイレ工事を行いました

が，それの完了により，工事請負費が減額となったことによるものでございます。 

 続いて，にぎわい広場管理運営費です。これはにぎわい広場の維持管理のための費用で

ございます。昨年度と比較いたしまして，559万4,000円の減額となっておりますが，30年

度は寄附を受けましたにぎわい広場の隣接地と広場を一体的に整備する工事費約560万円

を計上していたためでございます。 

 その下の創業支援事業です。これは創業支援事業計画に基づきまして，広域的な創業支

援体制の構築や，中小企業診断士などの専門家による相談体制の強化，それから，創業ス

クールやビジネスコンテストの開催，市街地活力センター３階会議室を改修いたしました

レンタルオフィスＭａｔｃｈ－ｈａｋｏ龍ケ崎の運営など，地方創生推進交付金を活用し

て行うものでございます。 

 続いて，企業立地促進費です。124，125ページにかけてとなりますが，産業の振興及び

雇用の拡大を図るための費用で，市内の企業立地を促進するために新たに創業を行う企業

や，既存企業が業務の拡大のために工場などを増設する企業に対しまして，龍ケ崎市企業
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立地促進条例に基づき交付する企業立地促進奨励金が主なものでございます。昨年度と比

較いたしますと，約740万円の増となっておりますが，これは企業立地促進奨励金対象企

業者数の増，それから，増設の希望が大きくなったことによるものでございます。 

 続いて，職員給与費（観光物産），これは観光物産４名分でございます。 

 観光物産事業です。市の認知度アップと活性化を推進するための費用であります。主な

ものは，撞舞，桜まつり，牛久沼水辺公園でのとんび凧あげ大会を初めとする各種イベン

トを関係団体と連携して実施するための交付金でございます。昨年度と比較いたしますと

1,000万円の減額となっておりますが，これは撞舞広場の撞柱格納の倉庫建築工事に要す

る費用が事業完了に伴い減額となったことや，マスコットキャラクターまいりゅうに係る

業務がシティセールス課に移管されたことに伴い，着ぐるみの管理費や，グッズ作成購入

費等が減額されたことなどによるものでございます。 

 続いて，観光物産センター管理運営費です。これは龍ケ崎市観光物産センターの管理運

営費で，施設管理運営事業業務委託費及び光熱水費，賃貸料が主なものでございます。 

 続いて，消費生活センター運営費です。これは龍ケ崎市消費生活センターの運営費で，

消費生活相談員非常勤嘱託職員３名分の報酬が主なものでございます。 

 

宮本都市整備部長 

 125ページの一番下でございます。土木総務費，職員給与費（土木総務），所管部長及

び施設管理事務所職員の合計22人分の給与となっております。 

 127ページ，お開きください。上から，職員給与費（営繕）でございます。こちらは，

所管する職員２名分の人件費でございます。 

 続きまして，その下，営繕事務費です。こちらは，公共施設等の改修工事実績等，ほぼ

例年どおりの予算計上となっております。 

 その下，公共施設維持補修事業でございます。30年度に計上しました臨時職員１名分の

賃金がなくなったため，160万円の減でございます。それと，道路パトロール用の車両の

買いかえによる備品購入140万円の増で合計20万円の減となります。 

 続きまして，職員給与費（建築指導）であります。所管する職員３人分の給与となって

おります。 

 それから，その下，建築指導事務費でございます。こちらの予算につきましてはほぼ例

年どおりの予算となっております。 

 その下の住宅・建築物耐震改修促進事業であります。木造住宅の耐震化を促進し，大規

模地震による人的被害の削減及び経済的負担の軽減を図るもので，住宅内の一部に耐震性

の高い空間を確保する耐震シェルターを整備する方に対しての補助金も含まれております。 

 その下，職員給与費（地籍調査）でございます。こちらは３名分の人件費になります。 

 次のページへお願いいたします。地籍調査事業でございます。31年度はこれまでの事業

の整理及び来年度，31年度実施される佐貫市街地の登記所備付地図作成業務の支援を行う

ため地籍調査測量を休止することから減額予算となります。 

 その下，職員給与費（道路橋梁総務）であります。所管する職員５名分でございます。 

 その下，道路管理事務費でございます。委託料につきましては，道路台帳の補正，法定

外公共物管理システムの保守，佐貫駅東口広場駐車場管理，佐貫駅東口駐車場機器保守，

エレベーター及びエスカレーターの保守等に係る費用等であります。佐貫駅エスカレータ

ーの改修工事が完了したことにより減額の予算となっております。 

 続きまして，道路整備促進費でございます。こちらはほぼ例年どおりの予算となってお

ります。 

 その下の道路維持補修事業であります。道路清掃等維持管理費につきましては，精査し

た結果，約300万円の減となっております。また，橋梁点検，橋梁維持費として分割計上

したことで減額予算となります。 

 131ページ，お開きください。道路排水管理費です。市内17カ所の排水ポンプ場の管理
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費であります。ほぼ例年どおりの予算となっております。 

 続きまして，交通安全施設整備事業であります。こちら，カーブミラー，区画線設置，

ガードパイプ設置等の費用であります。例年並みの予算となっております。 

 続きまして，その下，職員給与費（道路新設改良）でございます。所管職員３名分の人

件費でございます。 

 続きまして，道路改良事業であります。道路改良事業におきましては，新たな委託料の

計上と，工事路線の減で例年並みの予算となっております。 

 その下，市道１－380号線（佐貫３号線）整備事業でございます。街路事業の佐貫３号

線整備事業から，道路新設改良事業に移行して実施するもので，橋梁及び道路本体の詳細

設計が完了したことから，不動産鑑定，土地評価，境界確定業務，補償調査を行うもので

ございます。また，函渠設置工事実施設計は，馴柴幹線用水路を横断する部分を函渠に入

れかえするための設計委託となり，前年比700万円の減額予算となっております。 

 133ページ，お願いいたします。市道第３－113号線整備事業でございます。こちらにつ

きましては，工事が完了したことによりますことから，道路境界杭を設置するもので前年

比3,150万円の減額の予算となります。 

 続きまして，市道第３－309号線整備事業でございます。長戸コミュニティセンターま

での道路整備事業で測量及び道路詳細設計が完了したことから，不動産鑑定，土地評価，

境界確定業務，補償調査を行うもので，前年比約200万円の減額予算となっております。 

 続きまして，橋梁維持補修事業でございます。こちらにつきましては，道路維持管理費

から新たに橋梁維持費として分割計上したものでございます。委託費としまして，15メー

トル以下の192橋の橋梁長寿命化計画策定と，２橋の橋梁点検で工事請負費といたしまし

ては，朝日橋補修工事を計上し，前年比でいきますと約4,500万円の増額予算となってお

ります。 

 続きまして，その下の枠，河川事務費でございます。河川の治水事業や利水事業，河川

環境整備などを促進するためのもので，ほぼ例年どおりの予算となっております。 

 その下，準用河川等管理費でございます。市内の準用河川の維持管理及び１級河川に係

る防災調節池の維持管理に係る費用となります。調節池堤敷や排水路等の清掃，維持管理

業務委託においては，除草に係る費用の増加見込みなどにより，増額となっております。 

 その下です。急傾斜地崩壊対策事業であります。塗戸地区の急傾斜地の対策事業で，県

の事業費の増加に伴う負担金の増で，前年比約570万円の増額予算となっております。 

 一番下，職員給与費（河川）であります。所管する職員１名分の人件費でございます。 

 135ページをお開きください。排水路整備事業でございます。市内の法定外水路や排水

路の補修改修工事に係る費用で，工事請負費につきましては，川崎町護岸改修工事の増額，

出し山・野原地区水路転落防止柵設置工事の新規計上のほか，住宅隣接の工事を予定して

いることから，家屋や，工作物に関する補償費を見込んだことによる増額となっておりま

す。 

 その下です。職員給与費（都市計画総務）でございます。所管する職員５名の人件費で

ございます。 

 その下の都市計画事務費でございます。委託料の都市計画決定図書作成は，平成31年か

ら２年をかけまして，新たな工業用地となる既存つくばの里工業団地南側の市街化調整区

域部分について，市街化への編入や，用途地域の都市計画決定等を行うための図書作成経

費でございます。全体では，立地適正化計画の策定が完了したことによりまして，約800

万円の減額予算となっております。 

 続きまして，その下，職員給与費（街路）でございます。所管する職員２名の人件費で

ございます。 

 その下，街路事務費でございます。こちらにつきましては，例年並みとなっております。 

 一番下，公共下水道事業特別会計繰出金であります。当市の公共下水道の雨水処理に係

る経費など，基準繰出に加え，経営安定化を図るため，特別会計へ繰り出すものでござい
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ます。 

 137ページをお開きください。一番上，都市下水路管理費でございます。雨水幹線排水

路の維持管理費であります。米町雨水排水ポンプ場改修工事の計上により大きく増額とな

っております。470万円ほどの増額となっております。 

 その下の職員給与費（公園管理）でございます。所管する職員３名分の人件費となって

おります。 

 その下でございます。都市公園管理費であります。委託料の公園清掃等維持管理等にお

いて，増額しておりますが，今年度は新たに工事請負費を計上しておりませんので，前年

比約2,000万円の減額予算となっております。 

 続きまして，森林公園管理運営費でございます。県道沿いを中心とした樹木の間伐，剪

定を昨年度より縮小したため，前年比予算で約300万円の減額予算となっております。 

 その下，緑化推進事業でございます。こちらについては，例年どおりの予算となってお

ります。 

 続きまして，139ページ，職員給与（住宅）であります。所管する職員２名分の人件費

でございます。 

 その下，市営住宅管理費でございます。委託料におきましては，今年度事業であります

施設長寿命化計画の策定が完了したこと，市営住宅管理システムの更新が完了したこと等

によりまして，前年比約1,500万円の減額予算となっております。 

 158，159ページをお開きください。 

 

斉田市民生活部長 

 教育費の公民館費，都市再生機構公民館償還金でございます。これは五省協定による建

替施工償還金で，長山地区公民館建設に関する委託料でございます。 

 以上で平成31年度龍ケ崎市一般会計予算，環境生活委員会所管事項の説明を終わります。

ご審議のほど，よろしくお願いいたします。 

 

大竹委員長 

 休憩いたします。 

 午後１時再開の予定であります。 

 

【休 憩】 

 

大竹委員長 

 それでは，休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 説明，ありがとうございました。 

 これより，質疑を行います。 

 質疑に当たっては，一問一答でお願いいたします。 

 また，質疑及び答弁におかれましては，挙手をされますようお願いいたします。 

 それでは質疑ありませんか。 

 福島委員。 

 

福島委員 

 すみません。１点だけお聞きします。 

 123ページ，真ん中ほどの市街地活性化対策費について，補助金の商工会事業，これは

商工会事業ということでの補助金を新たに今回ついたと思うんですけど，今までも商工会

に対しては，様々な補助をしてきたと思うんですけども，この商工会事業という名称に内

容が変わったことについて，お聞かせください。 
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大竹委員長 

 佐藤商工観光課長。 

 

佐藤商工観光課長 

 お答えします。 

 この補助金につきましては，従来，市街地活性化対策費では，龍ケ崎市の商工会交付金

として事業ごとに交付してきたものでございますが，今年度，社会情勢等，近隣市町村の

状況を踏まえて，見直しを行ったところでございます。 

 今回の補助金交付金の見直しでは，一つとして，市が商工会に委託して行う事業，こち

らにつきましては交付金として，事業費の全額を交付いたします。 

 二つ目としまして，商工会が実施いたしまして，市が必要と認める事業に対しましては，

その事業を支援するため，事業費の２分の１を補助するというものでございます。 

 今回，計上しました商工会事業でございますが，この補助金に当たる部分でございます。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 福島委員。 

 

福島委員 

 事業費の市が委託するものには，全額，商工会が行うものには，全体の２分の１という

ことで，その31年度の内訳というのはわかる範囲でお願いします。 

 

大竹委員長 

 佐藤課長。 

 

佐藤商工観光課長 

 内訳ですが，創業支援広域連携につきましては，市の創業支援等事業計画に基づいて商

工会が実施をする事業となっておりますことから，これまでどおり交付金でございます。 

 また，来年度開催を予定しております全国コロッケフェスティバルにつきましても，当

初は静岡県三島市，富山県高岡市と平成21年11月に締結したコロッケの国，その共同宣言

に基づいて行う事業ですので，交付金としております。 

 次に，補助金でございます。こちらにつきましては，従来から商工会と連携してやって

きました商業祭りいがっぺ市，あと，まいんバザール開催，チャレンジ工房どらすて事業，

こちらについては，補助金として２分の１ということになっております。 

 また，茨城県や県内の多くの市で実施しております職員措置費等を補助対象として，経

営指導などによる事業所の総合的な改善，発展を図ることとして，こちらも補助対象とし

ております。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 福島委員。 

 

福島委員 

 今までの商業祭りですとか，まいんバザール，このイベントのほかに，職員さんの経費

の一部も補助するということでよろしいんでしょうか。 

 

大竹委員長 

 佐藤課長。 
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佐藤商工観光課長 

 こちらにつきましては，商工会のほうの各商工会に茨城県のほうで補助する人数が決ま

っておりまして，県指導とか何かによって違うんですが，約７割程度の県の補助が入って

おります。残りの約３割，こちらの２分の１を市のほうで負担するということですから，

約15％の補助になると思います。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 福島委員。 

 

福島委員 

 ありがとうございます。 

 県内，他の自治体並みにようやく補助がされるということだと思うんですけども，商工

会については，これまでもいろいろ連携支援はしてきましたけども，ようやくほかの自治

体並みの安定的な支援体制になったということだと思いますので，今後も連携と支援を積

極的に続けていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 ほかにありませんか。 

 山宮委員。 

 

山宮委員 

 すみません。では何点かお聞きいたします。 

 初めに，59ページ，01023800市民窓口ステーション管理運営費についてお聞きいたしま

す。 

 今現在ここは何人体制で稼働されていますでしょうか。 

 

大竹委員長 

 川村市民窓口課長。 

 

川村市民窓口課長 

 ８名体制でございます。 

 

大竹委員長 

 山宮委員。 

 

山宮委員 

 その８名の方のローテーションはどのようになっていますか。 

 

大竹委員長 

 川村課長。 

 

川村市民窓口課長 

 日々，土日も運営をしておりますので，シフトを組んで行っておりますが，平日につき

ましては，通常４名体制，土日につきましては，お客様が多くいらっしゃいますので，５

名というシフトでございます。 
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大竹委員長 

 山宮委員。 

 

山宮委員 

 その中で，非常勤の方と正職員の方がいらっしゃると思うんですけど，その内訳はどう

なっていますか。 

 

大竹委員長 

 川村課長。 

 

川村市民窓口課長 

 正職員が，再任用職員も含めまして４名でございます。 

 一般職非常勤職員につきましても４名という形でございます。 

 

大竹委員長 

 山宮委員。 

 

山宮委員 

 ありがとうございました。 

 何でこの質問をしたかといいますと，何人かの方，とても，ほとんどの方が喜ばれてい

るんですけれども，内容によっては，そこで処理し切れなくて，本庁舎のほうに行ってく

ださいというふうに言われちゃってさって，何人かの方にお聞きしたんです。せっかくで

きたのに，ここで済まないで結局本庁舎に行くんだったら，最初から本庁舎に行ったほう

が時間のロスがなかったという声があったんですが，それに対する苦情等はありますか。 

 

大竹委員長 

 川村課長。 

 

川村市民窓口課長 

 市民窓口ステーション，土日も運用しております。そういった中で，８名シフトで行っ

ているということがございますが，どうしても，市民の皆様からは，もっと多くの業務を

取り扱ってほしい，より詳細な業務も取り扱ってほしいという声は当然のこととして寄せ

られております。 

 けれども，限られた人数，スペース，あと，機器とか，機材関係であったり，ネットワ

ーク関係，全国の住基ネットとか稼働していない時間帯などもございます。どうしても，

できる範囲で最大限取り扱いを行っております。 

 業務の種類につきましても，茨城県内で比較をいたしますと，トップレベルと言います

か，トップと言い切っていいと思います。その量を取り扱ってございます。そんな中でや

はりお客様の声とすれば，より多くそういった声もありますので，これからもできる限り

はそういった声に耳を傾けながら，対応はしてまいりたいとそのように思っております。 

 

大竹委員長 

 山宮委員。 

 

山宮委員 

 自信を持ってお答えいただきましたので，そういうことを聞かれた場合には，私も自信

を持ってお答えしたいと思います。 
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 それでは，次の質問です。63ページになります。 

 01024600，定住促進事業について，お伺いいたします。これも施策が始まってから結構

年数がたってきているかと思うんですけれども，途中でいろいろ年齢制限とかも変更しな

がら，若い子育て支援としては，とても喜ばれているんですけれども，この推移をちょっ

と聞かせていただけますでしょうか。 

 

大竹委員長 

 清宮都市計画課長。 

 

清宮都市計画課長 

 推移ということでございますが，この制度自体は平成27年度から実施が始まったもので

す。当初は３カ年の予定で実施がされてまいりました。それで，平成29年度の段階で今後

も続けるかどうかということで検討したところ，やはり，必要性があるだろうということ

で，その後，また，４年間継続するということで，平成30年度からまた予算立てをして継

続しているところです。 

 その際，今，お話がありましたように，平成30年度からは，対象者を若干広げておりま

す。それまでは，対象者が40歳以下の方に限られていたわけですが，30年度からは，40歳

以上の方でも，18歳未満のお子様がいる方は対象にさせていただくという形で実施をして

きております。 

 

大竹委員長 

 山宮委員。 

 

山宮委員 

 はい，ありがとうございます。 

 件数的にはどのように動いていますか。 

 

大竹委員長 

 清宮課長。 

 

清宮都市計画課長 

 それでは，交付決定をした件数についてでございますが，基本額が，住宅を取得された

基本額が10万円ということになっておりまして，それ以外いろいろ加算とかがあるんです

けれども，最初の基本額の対象になった件数で申し上げさせていただきます。 

 平成27年度が102件，平成28年度が185件，平成29年度が155件，それから，平成30年度，

今年度なんですが，まだ２月まで受け付けをしておりましたので，最終的な決定はしてお

りませんが，２月末で受け付けした件数としては165件というふうになっております。 

 

大竹委員長 

 山宮委員。 

 

山宮委員 

 ありがとうございます。この中で，龍ケ崎市に住んでいて，家を建てた方，あとは他市

から来られて，龍ケ崎市に住みたいといって家を建てた方の内訳ってわかりますか。 

 

大竹委員長 

 清宮課長。 
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清宮都市計画課長 

 それでは，転入加算がついている件数でお答えをさせていただきます。これは要は龍ケ

崎市外から，龍ケ崎市に家を求められた方ということになります。 

 平成27年度が38件，平成28年度が51件，平成29年度が50件，それから，平成30年度はこ

れも同じようにまだ確定ではないんですが，現在受け付けしているので42件という形にな

っております。 

 

大竹委員長 

 山宮委員。 

 

山宮委員 

 はい，ありがとうございます。 

 着実に件数を増やしながら，年齢制限の18歳未満のお子さんがいる方に限りという部分

でとてもいい政策だなというふうに思います。うちを建てられる若い方たちが本当に喜ば

れていますので，今後も続けていっていただきたいなと思いますので，よろしくお願いい

たします。 

 それでは，次に，63ページ，同じページですけれども，上のほうのコミュニティバスの

件なんですけれども，15番の工事請負費，市役所バス停留所整備工事ってあるんですが，

この市役所のバス停というのは，今の停留所と変わるんでしょうか。 

 

大竹委員長 

 木村交通防犯課長。 

 

木村交通防犯課長 

 市役所のバス停につきましては，今，東京電力の前にあるのが，市役所というバス停に

なろうかと思います。この工事によりまして，龍ケ崎市役所の構内にバスが乗り入れるこ

とになりますので，部長の説明にもあったかと思うんですけれども，今，公衆電話がある

ところと駐輪場，自転車置き場のある間あたりにバス停を設置する予定になっています。 

 新しい再編ですと，バスが延べ110便ぐらい市役所に乗り入れますので，そういったこ

とで整備をしていくというような状況です。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 山宮委員。 

 

山宮委員 

 ありがとうございます。 

 これもきっと喜ばれると思うんですけども，それによって，事故のないように警備員さ

んだとか，新たに雇用が生まれるのかなと思うんですけども，その辺はいかがですか。 

 

大竹委員長 

 木村課長。 

 

木村交通防犯課長 

 このバス停留所の整備工事につきましては，バスをとめる場所のペインティングですと

か，あとは，バスがとまっているときに，脇を車が通る場合もあろうかと思いますので，

その駐車場との調整とか，そういった工事も含まれますので，今のところ，警備員さんま

で置くということは予定しておりません。 
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 以上です。 

 

大竹委員長 

 山宮委員。 

 

山宮委員 

 いずれにしましても，この市役所を利用される方が東電から歩いて来なくても，本当に

目の前でバスをおりられるという部分では，すごいことだなというふうに思いますので，

どうか無事故でこの新しい取り組みが成功するといいなと思いますので，よろしくお願い

いたします。 

 次にいきます。137ページ，01083500，都市公園管理費の委託料，遊具点検というふう

にあるんですけれども，これはもう少し具体的に説明をお願いします。 

 

大竹委員長 

 廣瀬都市施設課長。 

 

廣瀬都市施設課長 

 それではお答えいたします。 

 龍ケ崎市内に都市公園がありまして，毎年，全公園の遊具点検を行っております。これ

は平成30年度から義務づけられてきまして，毎年，点検を行いまして，その点検の結果を

遊具施設の修繕の計画に入れていきたいと思ってやっております。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 山宮委員。 

 

山宮委員 

 ありがとうございます。 

 以前から，遊具の点検は丁寧に小まめにされていたと思うんですが，この平成30年から

というと，去年からということですか。 

 

大竹委員長 

 廣瀬課長。 

 

廣瀬都市施設課長 

 遊具の点検が義務づけられたのは，平成30年，今年からということですが，その前から

点検のほうは随時行ってきました。都市公園の長寿命化計画の策定をした後，ここ数年，

毎年点検をいたしまして，点検である程度判定をして，修繕が必要な遊具に対しては，優

先的に修繕を行うということで，毎年3,000万円の工事費を計上しまして，修繕のほうを

行っております。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 山宮委員。 

 

山宮委員 

 ありがとうございます。 

 では，次の質問なんですけど，15番の工事請負費，川原代街区公園外遊具設置工事，こ
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の金額が結構あるんですけれども，これの遊具の設置工事というのはどちらの公園になり

ますか。 

 

大竹委員長 

 廣瀬課長。 

 

廣瀬都市施設課長 

 お答えいたします。 

 今回，川原代街区公園外13公園で一応遊具の修繕を実施予定しております。 

 公園の名称ですけど，川原代街区公園，佐貫第４児童公園，浅間ヶ浦第２児童公園，佐

貫西あじさい街区公園，羽黒公園，松葉第１児童公園，中根台児童公園，中根台第２街区

公園，久保台第１児童公園，城ノ内第３街区公園，白羽第２街区公園，直鮒第１街区公園，

直鮒第２公園，龍ケ崎森林公園，合わせまして14の都市公園の修繕を行う予定です。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 山宮委員。 

 

山宮委員 

 ありがとうございます。 

 以前からずっとこの公園については質問させていただいたんですけれども，龍ケ崎市内

にある公園，遊具はどれも新しくて，きれいで，安全で，これもすごく喜ばれていると思

います。今後も，事故のないようにぜひよろしくお願いいたします。 

 それでは，最後の質問です。139ページ，上のほうの段の01083900，市営住宅管理費に

ついてお聞きします。今，市営住宅の空き状況がちょっと目立つようなんですけれども，

市営住宅の家賃というのが，それぞれ所得によって違うと思うんですが，最低家賃が幾ら

で，最高家賃が幾らというの，お聞かせいただけますか。 

 

大竹委員長 

 廣瀬課長。 

 

廣瀬都市施設課長 

 一般世帯で言いますと，最低家賃が２万100円ですね。最高が３万5,000円ぐらいになり

ます。あと，裁量世帯になりますと，最低が３万7,000円ぐらいですね。最高が４万7,000

円ぐらいということになります。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 山宮委員。 

 

山宮委員 

 市営住宅があいている理由もいろいろあるかと思うんですが，今，賃料を聞いた段階で，

若い方たちがこれだけの家賃を払うと，今，家が建っちゃう，ですよね。この定住促進が

あって，市に住んでくれたら，といって，いっぱい特典がある中で，この家賃で市営住宅

に住まわれるというのは，もっと，この市営住宅に対して，特色をつけていただくとか，

それこそ，他地域によりますと，市営住宅をすごくリニューアルしてきれいにして，若い

人にどんどん入ってきてもらって，子どもが増えたら家賃が安くなるみたいなサービスも

いろいろされている中で，工夫をされていますので，せっかくある市営住宅ですので，何
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とかこれ，空き家を減らしていくような努力をしていただきたいなと思いますので，よろ

しくお願いいたします。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 ほかにありませんか。 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 ではよろしくお願いします。 

 まず，65ページ，コミュニティセンター管理費です。その中の工事請負費の馴柴コミュ

ニティセンター駐車場整備工事です。その工事内容をちょっとお聞かせください。 

 

大竹委員長 

 大徳コミュニティ推進課長。 

 

大徳コミュニティ推進課長 

 馴柴コミュニティセンター駐車場整備工事についてでございます。 

 現在，馴柴コミュニティセンターにつきましては，ほかのコミュニティセンターよりも，

面積が大きく，利用者も多いんですけれども，駐車場の台数が少ないということで，これ

を整備していこうというものでございます。 

 駐車場をつくる場所といたしましては，コミュニティセンターと，消防署の間に１段高

くなっているところがあるんですけども，そこを整備いたしまして，駐車場の台数を増や

していこうということでございます。 

 以上でございます。 

 

大竹委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 その工事で，何台ぐらい入るようになるんでしょうか。 

 

大竹委員長 

 大徳課長。 

 

大徳コミュニティ推進課長 

 今年度実施設計を行いながら，できるだけ多くの台数を確保していきたいと考えており

ます。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 この工事期間とその安全対策，また，事業への影響等聞かせてください。 

大竹委員長 

 大徳課長。 
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大徳コミュニティ推進課長 

 安全対策といたしましては，請負業者とよく綿密に調整をいたしながら，一応，内容に，

安全対策のほうは万全を期していきたいというふうに考えております。 

 また，イベントとか，あるいは，利用者につきましても，事前に周知をしながら，工事

のほうを行っていきたいというふうに考えております。 

 工事期間ということですけれども，これにつきましても，できるだけ早い時期に行いな

がら，短い期間でできるような形をとっ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。 

 

大竹委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 ありがとうございます。やっぱり，課長がおっしゃるように，馴柴はものすごく人が多

い割に，駐車場がなくて，本当にいろいろな行事をやるたびに，どこにとめますかという

ようなことが問題になっていましたので，なるべく早い時点でその工事をやっていただけ

ればなと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 次にいきます。 

 107ページです。107ページの環境行政推進費のところの新エネルギーシステム導入です。

先ほどの部長の説明の中に，太陽光を廃止してという話がありました。太陽光を廃止して，

事業の内容的にはどういうことなんでしょうか。 

 

大竹委員長 

 富塚環境対策課長。 

 

富塚環境対策課長 

 お答えします。 

 太陽光システム及び高効率給湯器につきましては，平成24年度から今年度まで補助のほ

うを行ってまいりました。国のほうの社会資本整備交付金につきまして，平成26年度で太

陽光に関する交付金が終了し，27年度に給湯器のほうの交付金が終了したということで，

それ以降については，市の単独，単費で補助を行ってきたところでございます。 

 このようなことに加えまして，茨城県におきまして，水素戦略でございますけれども，

茨城県自立分散型エネルギー設備導入事業として，家庭用燃料電池システム，通称エネフ

ァームでございますが，こちらと，定置用リチウムイオン蓄電システムへの補助金の交付

を平成29年度から始まったところでございまして，当市におきましても，この補助制度に

基づきまして，龍ケ崎市の自立分散型エネルギー設備導入補助事業の交付要綱を来年度か

ら制定し，この２設備につきまして，補助の対象として，交付を行ってまいりたいという

ふうに考えております。 

 

大竹委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 ありがとうございます。 

 補助金の最高限度額というのは幾らですか。 

大竹委員長 

 富塚課長。 
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富塚環境対策課長 

 １設備当たり10万円を見込んでおりまして，これにつきましては，県費のほかの補助金

５万円が含まれる予定でございます。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 それは１回のみということでしょうか。 

 

大竹委員長 

 富塚課長。 

 

富塚環境対策課長 

 今お答えしましたように，１設備ということでございますので，ケースとしましては，

エネファームと定置用リチウムイオン蓄電システムを別に行うということであれば，１回

ではなくて，２回になるケースもあるかと思います。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 ありがとうございます。 

 次にいきます。 

 115ページです。農業振興事業のところの補助金の畑作農業ステップアップ支援事業に

ついてです。まず，このステップアップ支援の内容についてお伺いします。 

 

大竹委員長 

 菅沼農業政策課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 このステップアップ事業につきましては，規模拡大や，新たな作物の導入など，新たな

挑戦や経営の発展による畑作の活性化を目的に認定農業者及び認定新規農業者，たつのこ

産直市場出荷者などに対して，国や県の補助が活用できない小規模な農家でも活用できる

補助制度としております。 

 補助内容としましては，認定農業者等農業者につきましては，上限100万円で３分の１

以内，新規就農者につきましては，２分の１以内で上限は200万円としております。 

 

大竹委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 ありがとうございます。 

 この畑作農業の野菜等の種類，決まりはないんでしょうか。 

 

大竹委員長 
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 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 この事業につきましては，当市の畑作農業の経営の発展，多角化，ブランド化，新たな

作物の導入など，農業経営のステップアップ，または，新たなチャレンジに取り組む農業

者を幅広く支援することを目的として創設したものでございます。 

 このため，野菜の種類の補助の対象の制限はしておりません。 

 

大竹委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 ありがとうございます。 

 今の課長の話ですと，小規模農家でも活用できるためにやっているという話でした。そ

の小規模農家というのはどのぐらいの規模までなんでしょうか。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 こちら，これまで国や県の補助事業については，ハードルが高く，活用できなかった小

規模農家の支援をするのが目的で，面積の規模は決めてありませんけれども，農業委員会

では新たな農業を始める方が，農地を賃借することができる基準は50アールとなっており

ます。また，活用を希望する方について，成果目標が規模拡大の項目を選択した場合，導

入する農業用機械の能力に応じて，拡大の計画面積の整合性を図るお話はしております。 

 

大竹委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 ありがとうございます。この方たちの販路，販売，その決まりはありますか。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 お答えします。 

 農業経営の発展等を目的にしておりますので，販売の場については，市場，量販店，直

売所など，特に制限は設けておりません。 

 

大竹委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 ありがとうございます。 

 先ほど課長のほうから，新規農業者ならというお話がありましたけれども，新規就農者

の方は，この畑作農業と両方受けられるということですか。 
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大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 お答えします。 

 この畑作農業ステップアップ支援事業につきましては，農業用機械の導入に係る経費の

一部に対して補助するハード型の制度でございます。新規就農者支援につきましては，主

に農業経営の生活費など，経営を安定させるためのソフトの補助でございますので，性格

が違う事業でありますので，それぞれ要件を満たせれば，両方が受けられることとなりま

す。 

 

大竹委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 ありがとうございます。 

 これから農業に力を入れていくこの龍ケ崎の決意が見えてきたような気がします。 

 次，117ページです。117ページの農業経営基盤強化促進対策事業の中の今お話があった

新規就農者経営支援事業についてです。その中の新規就農者経営支援事業なんですけども，

対象人数というのはどれぐらいでしょうか。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 お答えします。 

 予算の内訳と見込みですので，これまでの農業政策課に寄せられた相談等に基づきまし

て，新規就農者は年間最大で60万円を２名，120万円，それ以外の新規参入者は年間最大

で90万円を４名で360万円，計６名を見込んでおります。 

 新規就農者４名，親元就農者２名，計６名を予算計上してございます。 

 

大竹委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 ありがとうございます。 

 そこで，今お話のあった親元，それ以外等々でいろいろ決めていますよね。その内容を

ちょっと説明してください。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 これ，年齢制限とか，制度，期間ということで，よろしいですか。 

 こちら，国の新規就農者向けの支援事業であります農業次世代人材投資事業の要件によ

り支援を受けられない方，並びに，この制度期間である５年間では自立することが難しい

状況であるため，当該制度を補完する市独自の制度として考えてまいりました。 

 年齢制限と交付期間についてですが，現在，国の農業次世代人材投資事業を活用してい
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る若手農業者の５年間満了後の技能状況や，現在の利用者との意見交換などを行ってきま

した結果，年齢制限につきましては，国の制度よりも，５歳を引き上げ，56歳未満とし，

交付期間につきましても，国の制度終了後，必要であろう支援期間を３年間とした事業と

しております。 

 

大竹委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 親元とそれ以外で基準，金額違いますよね。その辺もちょっと，説明してください。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 国の制度では，親元とそれ以外の者と同じで年間150万円を想定しておりますが，その

後，当市としましては，やはり，新規で始まる方，親元でない方のほうが，やはり，始め

るときの投資の状況であったり，変化を持たせたほうがよりいいのかなということで判断

させていただきました。 

 

大竹委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 具体的な金額を言っていただけますか。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 金額につきましては，親元就農者は年間で最大60万円としております。それ以外の新規

参入者は年間最大90万円とさせていただいております。 

 

大竹委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 ありがとうございます。 

 農業する方，なかなか，後を継ぐという方がいないというのをよくお聞きします。それ

であれば，農業が大好きであるというような，ここで住んでいらっしゃらない方なんかも

必要なんじゃないかなと思います。 

 それで，やっぱり，そこに手厚い手当等が必要，補助等が必要だと思いますので，いい

施策ではないかなと思っております。 

 他の地域への周知とか，働きかけ，こういうのが龍ケ崎にあるよということで，そうい

うのはどういうふうに考えていますか。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 
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菅沼農業政策課長 

 お答えします。他地域への周知につきましては，現在，龍ケ崎市の公式ホームページや

ＳＮＳはもとより，農業政策課が参加する市内外で行われる農産物ＰＲのイベントの場や，

直売イベントの場において，積極的に新制度を周知してまいりたいと思っています。 

 当市で農業を始めたい，始めていただけるよう努めてまいりたいと思っています。 

 

大竹委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 ありがとうございます。 

 ぜひ，他地域に向かって，龍ケ崎をアピールしていただきたいなと思いますので，よろ

しくお願いしたいと思います。 

 それと，担い手育成支援というのがありますけれども，それとの違いというのは何なの

でしょうか。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 担い手育成支援事業との違いにつきましては，新規就農者支援事業につきましては，新

たに農業に取り組む若手の経営者に対して経営安定のための支援策でその補助につきまし

ては，若手経営者個人に補助を行うものとしております。 

 一方，担い手育成支援事業につきましては，若手経営者，新たに農業に取り組みたい方

が集まり，農業を志す者が集い，仲間意識を形成することで，困難な状況でも助け合い，

技術共助やお互いの切磋琢磨による経営の発展を図ることを目的にした団体でございます。

こちら，龍ケ崎しんりょく会と呼んでおりますけれども，こちらに対します活動費の補助

でございます。 

 

大竹委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 ありがとうございました。これからも，農業の発展のためによろしくお願いしたいと思

います。 

 次に，いきます。 

 123ページです。123ページの市街地活性化対策費の中の交付金の龍ケ崎コロッケの事業，

龍ケ崎コロッケて有名なんですよね。どこに行っても私が知っているいろいろな県に行っ

ても，龍ケ崎はコロッケだよねって，日本一だよねってよくそういうふうに言われます。

その日本一，コロッケ大会をまた今回やられるということで，そのフェスティバルの概要

を教えてください。 

 

大竹委員長 

 佐藤課長。 

 

佐藤商工観光課長 

 全国コロッケフェスティバル，来年，当市で第７回目となります。現在，時期としまし
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ては，９月下旬頃，市役所の駐車場を会場として，検討しているところでございます。 

 正式には年度明けまして，４月に龍ケ崎市商工会で実行委員会を発足しまして，事業の

詳細等々を決めていくことになると考えております。 

 

大竹委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 ありがとうございます。 

 前回やられたときも，かなりの人が来たんじゃないかなと思うんですけども，前回以上

に人が来ていただきたいと思うんですけども，どんな内容の参加団体，参加団体数なんか

もどうなるか教えてください。 

 

大竹委員長 

 佐藤課長。 

 

佐藤商工観光課長 

 前回，第４回でございます。当市で行った平成28年10月２日の全国コロッケフェスティ

バル，６万8,000人ということで，主催者発表になっております。 

 次回は，来年度ですが，注目しているのは，やっぱり北は北海道，南は九州までその全

国から30団体，コロッケ屋さん，集まってもらいたいなと，確保したいなと考えておりま

す。 

 また，コロッケ店のほか，プティアクーユなど，今，観光物産協会で開発しております

ので，観光物産協会とも連携しまして，当市の魅力ある物産店にも参加してもらいたいと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 ぜひ，多くの団体に来ていただけますように働きかけをよろしくお願いしたいと思いま

すし，日本一と言われるだけのこのフェスティバルでありたいなと思いますのでよろしく

お願いしたいと思います。 

 それから，会場のアクセスなんですが，前に，佐貫駅からピストンバスみたいなものが

出ていましたよね。その辺はどうでしょうか。 

 

大竹委員長 

 佐藤課長。 

 

佐藤商工観光課長 

 会場としております市役所へのアクセスにつきましては，コミュニティバスを無料で運

行していただけるように依頼していく予定でございます。 

 あと，周辺，全国コロッケフェスティバル開催時に，前回もご協力いただきましたが，

流通経済大学さんとか，企業様の駐車場，こちらを来場者用駐車場として借用できるよう

に，お願いしていくとともに，近隣の小・中学校のグラウンド，どこまで使えるのか云々

ということもございますが，できるだけ来場者の駐車場を借用できるように検討してまい

りたいというのが，１点でございます。 
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 その駐車場から，会場までこちらは無料のシャトルバスを運行しまして，来場者の負担

を軽減してまいりたいということでございます。 

 ただ，前回，大変，ご好評をいただきました関東鉄道竜ヶ崎線さん，こちらにつきまし

ても，一緒に実行委員会のときにご協力いただいて，今でも残っているんですが，つり革

ですが，コロッケのといいますか，この辺についても，関東鉄道さんと協議してできるだ

け龍ケ崎をもっと盛り上げたいというふうに考えております。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 ありがとうございます。 

 前回やられたときに，佐貫の駅に他県から来て，バスがなくなってしまって，何か役員

の方がいらしたそうで，その方，他県から来たということで，よく来てくれたと言って，

こっちまで連れてきてくれたという話を聞きました。 

 それぐらい，全国から集まってくれるんじゃないかなと思います。 

 また，真心のおもてなしというのが，このコロッケを通してできればいいなと思います

ので，龍ケ崎らしい，また，だけども，日本一というふうな，コロッケ大会を楽しみにし

ていますので，よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 ほかにありませんか。 

 

石引委員 

 １点だけお願いします。 

 123ページの創業支援事業についてです。先ほど，部長から説明があった交付金の創業

支援の交付金が今年度で３年で終わりということなんですが，この交付金が打ち切られた

後の対応というのはどのように考えているのか，お伺いします。 

 

大竹委員長 

 佐藤課長。 

 

佐藤商工観光課長 

 交付金についてですが，取手市と連携事業として，平成29年から３年間交付されること

になっております。平成31年度をもって，交付金が終了する見込みでありまして，今後ど

ういうふうにしていくかということでございますが，国の認定を受けております当市の創

業支援等事業計画につきましては，平成34年（2022年）３月31日までとなっているため，

今後，国との調整が整うということが条件ではございますが，取手市との連携も含めて，

事業計画の見直しを図った上で，起業，創業者の支援を引き続き行ってまいりたいという

ふうに考えております。 

 今後も潜在的な創業者を発掘するために，創業者の規模，基礎的な知識の習得のための

創業スクール，こちらについては，継続していきたいということでございます。 

 さらに，レンタルオフィスＭａｔｃｈ－ｈａｋｏにつきましても，利用している方も現

在おりますので，どのような形で継続していくことが利用者の方の利益になるのか，検討

してまいりたいというふうに思います。 

 いずれにいたしましても，事業の詳細につきましては，当市独自の企業さまの支援策も
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含めて，今後，検討していく予定です。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 石引委員。 

 

石引委員 

 ありがとうございます。 

 平成34年（2022年）まで一応考えているということなんですかね。 

 今後も取手市と連携をしていくということなんですが，さっき，今，お話になったＭａ

ｔｃｈ－ｈａｋｏのレンタルオフィスなんですけど，利用者がいると言っていたんですが，

今現在，どれぐらいの稼働というか，利用者いらっしゃるんですか。 

 

大竹委員長 

 佐藤課長。 

 

佐藤商工観光課長 

 平成30年度でございます。オフィス利用者ですね。龍ケ崎の会員の方が２名，取手の会

員の方が５名，計７名になっております。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 石引委員。 

 

石引委員 

 ありがとうございます。 

 龍ケ崎が２名で取手が５名という感じなんですね。不思議な感じもしますけど，前に一

番最初にこの事業，取り組むと言ったときに，聞いたところでは，課長の話では，取手市

さんのほうが，創業支援については，先にいろんなことをしているので，取手市さんと連

携することで，取手市のノウハウをもらって，当市独自の支援事業をしていきたいという

お話を伺っていたんです。 

 ３年たって，十分ノウハウは取り入れたんじゃないかなと私は思います。Ｍａｔｃｈに

関しては。レンタルオフィスもそうですけど，ほかのソフトの部分は前から言ってますけ

ど，いい取り組みだなと思うんですが，どうしても，レンタルオフィスだけはどうも腑に

落ちない，３年たっても腑に落ちないので，またこの３年，今後３年ですか，平成34年

（2022年）まで取手市と連携をしていく必要があるのかどうかというところは私はずっと

疑問に思っているところなので，その部分については，ちょっと，視野に入れて考えてい

ただければなと思います。 

 今，創業支援の内容だったんですけれども，プラスで既存事業者の支援というのはこの

中には入ってこないんでしょうかね。 

 

大竹委員長 

 佐藤課長。 

 

佐藤商工観光課長 

 まず，１点目ですが，先ほど私から話したのは，取手市の支援につきましては，一旦３

年で，29，30，31で終了ということでございます。ですから，取手市と連携していくのか

どうかも含めまして，今後，31年度に当市独自の支援策も含めて検討してまいりたいと，
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ですから，連携は一旦終わりという形になると思います。その先，まあ，メリットがある

部分については連携する。なければ，それはしないということでございます。 

 あと，もう１点，当市独自の支援でということでございますが，創業促進事業がござい

ます。来年度予算，580万円計上させていただいております。内訳，先に言わせていただ

きますと，ＵＩＪターン創業，または女性，若者による創業は，１年目150万円，これを

２件で300万円計上させていただいています。それ以外，今言った，ＵＩＪターンとか，

女性，若者による創業以外の場合は，１年目100万円で１件，これで400万円，今年度と比

べて来年度，180万円多いんですが，この分につきましては，今年度既に３件の方が，こ

の補助金を利用されております。当市の場合には，１年で打ち切りではなくて，ご存じの

ように，２年目，３年目も補助金がございます。来年度，今年度申請のあった３件につき

まして，２年目の補助金，60万円の申請はあるだろうということで，３件掛ける60万円で

180万円とさせていただいて，480万円と，これが当市独自の創業支援になっていると思い

ます。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 石引委員。 

 

石引委員 

 ありがとうございました。 

 一応。31年で取手市との連携は一応打ち切りということで，ちょっと安心したところで

す。今後も検討していってもらいたいと思います。 

 創業促進事業なんですが，創業の方に補助を出すというのは，いいと思うんですけれど

も，やっぱりその補助の，前も１度言ったんですけど，補助の期間が切れると，また，補

助を出す市に移るという事業者も，そういうちょっと，ずるいような事業者も，やはり，

世の中多いので，補助をもらって，うちの市で起業して，でも，それがきっかけだったけ

れども，龍ケ崎で起業をしているから，こういうすごいメリットがたくさんあるな，お金

だけではなくて人脈であるとか，事業者同士の関係性であるとか，そういうものが龍ケ崎

でできたから，ここからは離れられないなと思えるような部分の行政としての施策も絶対

必要になってくると思いますので，事業者育成については，非常に期待しているところで

すので，どうぞよろしくお願いします。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 よろしくお願いします。 

 始めに，65ページのコミュニティセンター管理費のところの工事請負費の中のトイレ改

修工事というのが，龍ケ崎西コミュニティセンター外ということになっていますけど，こ

の龍ケ崎西コミュニティセンターのほかには，どこを改修予定ですか。 

 

大竹委員長 

 大徳課長。 

 

大徳コミュニティ推進課長 

 龍ケ崎西コミュニティセンターと，それから，もう一つ久保台コミュニティセンターの

改修をする予定でございます。 
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大竹委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 トイレの改修については，毎年実施してきてくださっているところですけど，これで，

13コミュニティセンターのうちの大体一巡して，改修工事というのは終わるもんですか。 

 

大竹委員長 

 大徳課長。 

 

大徳コミュニティ推進課長 

 コミュニティセンターのトイレ改修工事につきましては，平成28年度に松葉コミュニテ

ィセンターを皮切りにいたしまして，29年度が三つのコミュニティセンター，30年度が二

つのコミュニティセンター，31年度が二つのコミュニティセンターを改修するということ

で順次進めてまいりました。 

 今回，31年度で龍ケ崎西と，久保台のコミュニティセンターを終了しますと，あと，残

りが馴馬台と城ノ内の二つになります。この二つにつきましては，今後，中期事業計画等

に沿って進め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。 

 

大竹委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 わかりました。 

 この二つは新しいところでもあるので，計画に沿ってお願いをしたいと思います。 

 次に，その下にコミュニティセンター活動費にピクチャーレール設置工事というのがあ

るんですけど，金額はそう大きいものではないんですけど，ここの来年度の予定のコミュ

ニティセンターはどこですか。 

 

大竹委員長 

 大徳課長。 

 

大徳コミュニティ推進課長 

 ピクチャーレール設置工事につきましては，松葉コミュニティセンターと龍ケ崎西コミ

ュニティセンターを予定しております。 

 

大竹委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 これについても，今までも工事費があったと思うんですけど，これについては，やっぱ

り全館につける予定なのか，コミュニティセンターから要望のあったところにつけている

のか，その辺を伺います。 

 

大竹委員長 

 大徳課長。 
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大徳コミュニティ推進課長 

 このピクチャーレールにつきましては，先ほどのトイレ改修とはまた別で，順次進めて

いくというものではなくて，コミュニティセンターでコミセンまつりや，それから，協議

会のお祭りなどで，いろいろな展示物でパネルを利用しているセンターといろいろな調整

をさせていただきながら，今後の設置状況につきましては，各コミュニティセンターと調

整をして設置し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。 

 

大竹委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 わかりました。69ページの２段目のところの旧長戸小学校施設管理費のとこなんですけ

ど，これそのものについてはないんですけど，ここの跡地利用について，長戸コミュニテ

ィセンターを建てかえるということで聞いているわけですけど，アクションプランを見て

みますと，平成32年（2020年）度で解体の設計で，33年（2021年）度で解体工事になって

いるわけですけど，あと，今年度というのか，31年度で土木のほうに道路の拡張みたいな

ところがありましたけど，この長戸コミュニティセンターの建てかえそのものの計画とい

うのは，どういう形で予定をされているんでしょうか。 

 

大竹委員長 

 大徳課長。 

 

大徳コミュニティ推進課長 

 長戸コミュニティセンターにつきましては，来年度，解体の設計を行いまして，33年

（2021年）度に校舎の解体工事を行っていきたいというふうに考えております。 

 また，その翌年度，34年（2022年）度に新しいコミュニティセンターの実施設計を組み

まして，35年（2023年）度に新しいコミュニティセンターの建設工事を進めていきたいと

いうようなことで考えております。 

 以上でございます。 

 

大竹委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 わかりました。そうすると，とりあえず，33年（2021年）度で解体をして，それから，

コミュニティセンターそのものの実施設計に入って，35年（2023年）度建設みたいなこと

になるわけですね。 

 はい，次にいきます。 

 109ページのところの公害対策費なんですけど，ここのところの委託料の牛久沼等水質

浄化促進対策についてなんですけど，昨年度，新たに出てきたところで，昨年度の予算会

議の説明の中では，二枚貝の増殖みたいのを研究されるということで，伺っていたわけだ

けど，その後，そういう方針ではなくなったみたいなことになっているわけですけど，そ

の辺の経過と，先ほどの説明では，アシやヨシのそういう水生植物みたいなことも言われ

ているし，その辺のちょっと，今年度からの経過でお願いをいたします。 

 

大竹委員長 
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 富塚課長。 

 

富塚環境対策課長 

 お答えします。 

 平成30年度，新たな取り組みといたしまして，牛久沼の水質浄化促進策ということで，

二枚貝の増殖を行うというようなご説明をさせていただいたかと思いますが，その後，茨

城県の環境部門，あるいは水産部門と協議，調整を行いました。水質浄化と言いますか，

茨城県の研究機関であります霞ヶ浦環境科学センターからは，ドブガイ類に水質浄化能力

を期待できるというお話はいただきましたが，茨城県水産試験場内水面支場からは，陸上

での実験を行う際には，貝へ栄養分を補給する仕組みが必要となり，二枚貝が増殖する際

には，貝の子どもは生まれて間もない時期に魚のエラなどに付着して成長するため，川底

に生息するような魚がいる状態をつくらないと，貝の増殖は図れないというような助言も

いただいたことがございます。 

 そういったことから，方針を牛久沼における二枚貝類の生息密度と，浄化能力の推定を

行う内容に修正をして，今年度，民間コンサルタントに発注を行っております。 

 この業務におきまして，10月18，19日の両日に牛久沼の９地点において，二枚貝類の採

取を行っておりまして，56個体を採取しております。この採取した個体数などから，牛久

沼全域での生息個体数の推定を行い，水質浄化能力の推定作業など，現在最終段階に入っ

ている状況です。 

 なお，31年度につきましては，牛久沼で異常発生をしておりますアカミミガメによって，

水質浄化作用のあるヨシやガマ類の新芽が食べられてしまっているというような状況のお

話がございますので，そういった水生植物の分布調査を実施する予定でおりますが，今後，

コンサルタントから提出される二枚貝類の調査結果やその結果に伴う考察などを参考に，

柔軟に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 そうしますと，二枚貝の最初，増殖と言われていたけど，それではなくて，とりあえず，

30年度で分布調査をやられて一応これが先ほどの今，56個体を発見したということになり

ましたけど，この分布調査をして，これを水質浄化につなげるためには，やはり，これも，

例えば，二枚貝でいくんだったら，これを増やしていくとか，あとは，水生植物を増やし

ていくとか，ということにならないと，なかなか，浄化促進にはならないような気がする

んですけど，この二枚貝については，今年度やった分布調査を踏まえて，どういう方向に

持っていこうとされるのかとか，そういう方針はありますか。 

 

大竹委員長 

 富塚課長。 

 

富塚環境対策課長 

 お答えします。 

 二枚貝につきましては，竜ケ崎工事事務所の河川整備課で西谷田川において，川底の土

砂を1.5メートルの深さで，延長は100メートル程度なんですが，幅25メートルの範囲で可

動掘削工事と言いまして，川の流れをよくする掘削工事を毎年発注をしております。その

工事発注の際に，事前にその掘削箇所にいる貝を捕獲して，牛久沼の別な場所に移植とい

いますか，まいているような状況も昨年，詳しく把握をいたしましたので，そういったよ
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うな捕獲した貝をまく際の参考にもなるような今回の調査結果になればいいなということ

で，コンサルタントのほうには話をしておるところでございます。 

 ですので，アカミミガメ，ミドリガメともいわれているんですが，こちらのほうが異常

発生の状況もあったり，水生植物がそれによって減っているというような状況，あるいは，

二枚貝についても，増やすような施策ができるかどうかということも含めまして，関係機

関，あるいは，漁協組合と調整しながら，よりよい策に修正していきたいなというふうに

考えております。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 なかなか，すぐこういう研究が結果出るとも思わないんですけど，そもそも始めたとき

も，二枚貝の分布を結局，全域にいるわけではなくて，ある特定の地域にしかいないとい

うような話もされていましたので，それを先ほどの今の例でいくと，採取して，また，別

なところに置いた場合に，そこで果たして育つのかどうかという問題もあると思いますの

で，そういうのも長期間かけて見ないといけないことだとは思いますけど，何か，成果の

ある方向でお願いをしたいというふうに思います。 

 次へいきます。115ページの湯ったり館運営管理費のとこなんですけど，これに関連し

て，歳入の部分の21ページのところの農林水産業使用料のところの湯ったり館使用料，こ

の2019年度予算では，8,368万3,000円を計上されているわけですけど，これは，前年度と

比較すれば，大体，81％の予算であるわけですよね。 

 これは，新しく温浴施設ができた影響で，前もできたときの影響ですと，何か２割減み

たいな話をそのときされましたけど，その後，ちょっと時間もたちますので，その後，ど

ういうようにこの湯ったり館の入場者というのはなっていて，大体８割程度で収まるのか，

どうかという点でちょっと状況をお聞きします。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 お答えします。 

 まず初めに農業公園豊作村湯ったり館平成30年度の入館者の状況につきましては，31年

２月現在で累計14万7,405名，月平均１万3,400人となっております。 

 現時点でなお，平成30年度の来館者の見込みは16万人となっております。平成29年度の

来客者数18万4,848人に比べまして，約２割，２万4,000人の減少見込みとなっております。 

 やはり，新しい温浴施設ができましてから，今，７月からの推移なんですけれども，今

回の予算の計上のとおり，約２割程度の減少となっております。 

 

大竹委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 新しい温浴施設ができましてから，その後の経過的には，この２割減になったような状

況で一応維持しているということですかね。 

 

大竹委員長 
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 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 お答えします。 

 ７月から２割程度が続いておりましたが，ここ数カ月は２割を切った19％台の減になっ

て，若干，立て直しているのかなと思っております。 

 

大竹委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 わかりました。 

 今，21ページを見たんで，ついでに下のほうに，たつのこ産直市場使用料で，410万

4,000円というのが計上されているわけですけど，10％で売上に換算すれば4,100万円とい

うことになるわけですけど，前回の一般質問でも途中で3,000万円ちょっとの売上と言わ

れていたんで，この今年度というか，31年度で4,100万円程度の売上を目指すということ

かと思うんですけど，そうしますと，この30年度の売上の何％アップぐらいでこの使用料

は見てられますか。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 初めに今年度の２月時点の売上でございます。農産物が2,123万円，物産品が1,130万円

で，3,253万円，最終的には3,500万円以上の売上実績を見込んでおります。 

 ですので，月平均300万円ということで見ておりました。 

 来年度におきましては，月平均１割，年間を通しても１割ということで，月平均330万

円，年間の売上が3,960万円を見込んでおります。 

 この端数と言いますか，400万円ちょっと超えていますのは，バーコードラベル，こち

ら，１円で14万4,000枚を予定しております。こちら，出荷者の農産物に貼るバーコード，

を出荷者に負担していただく予定でございます。 

 

大竹委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 わかりました。 

 では，115ページの湯ったり館のところに戻って，ここにある工事請負費のトイレ改修

工事の中身について，お聞きします。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 お答えします。 

 工事請負費についてです。こちらの湯ったり館のトイレ改修工事の内容でございますが，

来館者のアンケートなど利用者からの要望に応えるもので，１階の来客者用トイレ，こち

ら，男子トイレ，便座３基のうち２基，女性トイレ，便座５基のうち３基，合計５基が和
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式便座となっております。これらを洋式便座に改修するものと，それに伴う間仕切り等の

改修工事となっております。 

 

大竹委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 わかりました。 

 次いきます。次のページ，117ページのところのさっき言いましたたつのこ産直市場管

理運営費の中に倉庫建設工事というのが58万4,000円ありますけど，これはちょっとどう

いう目的のために使われるのか，お願いします。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 産直市場の倉庫建築工事についてです。たつのこ産直市場では建物面積が約101平米で

売り場面積が約60平米でございます。現在，出荷者が63名のオープン時から比べ，106名

まで増加しております。これに伴いまして，出荷者の増加に伴う集荷量の増加によるスト

ックヤードの確保，袋詰めなどの作業場の確保などのために，直売所敷地内に設置するも

のです。 

 この物置，倉庫につきましては，簡易的な規格もので８平米の物置を設置する予定でご

ざいます。 

 

大竹委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 119ページ上の６次産業化ネットワーク活動事業の4,900万円ほどの，これは国の補助金

そのままを載せたもので，佐貫駅前の焼き肉店の開店というお話がありましたけど，この

新しいこの国の６次産業化のこの補助金というのは，いろんなところに使われるわけです

けど，この場合，単純に焼き肉屋で当然，出るとは思いませんけど，これは，畜産業者そ

のものが焼き肉店を開店するということになって，この６次産業化のスキームを使われて

いるということですかね。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長 

 

菅沼農業政策課長 

 お答えします。 

 今回のこの事業につきましては，土浦市に本社を置く肉牛の畜産業者が，自社製品を加

工して，さらに，それを焼き肉として，焼き肉店を出店する，これを６次産業という位置

づけで申請しているものです。 

 

大竹委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 
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 その土浦にある会社は実際に自分のところで，その牧場も持っていて，これは牛のはず

なんですけど，牛が飼育されていて，それを最終的に焼き肉店をつくって販売するという

格好になっているんですかね。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 お答えします。 

 先ほどちょっと，申しわけございませんでした。金剛寺委員のおっしゃるとおりで，肉

牛を育てている畜産業者でございます。 

 

大竹委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 すみません。わかりました。 

 次の部分に行きます。123ページの企業立地促進費のところの次のページの補助金の企

業立地促進奨励金で31年度はこの800万円ほどの予算を新たに大枠で組まれたわけですけ

ど，これは現在ある立地促進条例に沿って，実際，この中身がちょっとどういうものなの

か，お聞きいたします。 

 

大竹委員長 

 永井企業立地推進課長。 

 

永井企業立地推進課長 

 企業立地促進奨励金につきましては，交付対象見込み３件分の奨励金として499万4,200

円，そのほか，今回は，事務所賃借型奨励金の貸与分としまして，300万円の合計799万

5,000円を計上しております。 

 交付対象見込み数３件の内訳でございますけれども，工場増設型の奨励金といたしまし

て２件を計上しております。 

 １件はつくばの里工業団地内の企業，もう１件は板橋町地内の企業，ともに工場等の増

設，増築があり，奨励金の交付対象と見込まれるものとなりますことから，増築分の固定

資産税相当額を予算計上しております。 

 そのほか１件につきましては，平成30年度に引き続き，事務所を借りて創業している企

業１件，事務所賃借型奨励金を計上しております。 

 そのほか，事務所賃借型奨励金の貸与分としての300万円に関しましては，工場や事務

所を賃借した企業件数，交付額の基礎となる賃借料，これら，事前に把握することはでき

ませんけれども，この分は想定額として計上させていただいております。 

 理由としましては，申請があったときには，直ちに交付決定できるよう当初予算に加え

たものでございます。 

 

大竹委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 わかりました。そうすると，今，３件が既に大体決まった中身で，そのうちの２件が新

しい工場増設に伴うもので，１件は前に補正予算で上がってきたアイエフの中のリサイク
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ルショップだと思いましたけど，その部分と，あと，予備として300万円を予算計上して

いるというようなことでよろしいですか。 

 では，次いきます。 

 133ページの道路整備のところの橋梁維持補修事業のところの工事請負費の朝日橋補修

工事で4,160万円の予算が上がっているんですけど，この朝日橋というものは，国道６号

の近くだということだそうですけど，これの今の現状の橋の状況と，どういう補修工事を

されるのかについて，お聞きします。 

 

大竹委員長 

 油原道路整備課長。 

 

油原道路整備課長 

 お答えさせていただきます。 

 現状といたしましては，朝日橋，築後46年が経過しております。現状の状況として，伸

縮装置の劣化ですとか，防護さくの腐食，変形，橋桁の損傷などがございます。 

 補修の工事内容としましては，伸縮装置，防護さくの交換，それと，橋桁の補修，橋の

面の防水工事ですとか，舗装の打ちかえ等を予定しております。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 わかりました。 

 橋梁点検というのをずっとされてきているわけで，その中で，上がってきた中身なのか，

橋梁点検された状況では，このほかにもいろいろと補修すべきところというのはほかにも

というのは，今回上がってないんであれなんですけど，いろいろ今後の予定の中では，あ

るもんでしょうかね。 

 

大竹委員長 

 油原課長。 

 

油原道路整備課長 

 橋梁に関しましては，ここ３年ほど，続けて点検させていただいておりまして，今年度

につきましても，橋梁の朝日橋以外にも，詳細点検，実施をさせていただいております。 

 久保台にかかっております県道上をまたいでおります橋の点検も本年度実施いたしまし

た。また，来年度に関しましては，橋梁点検の結果をもとに，２橋詳細な調査を実施する

予定になっております。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 点検その他，よろしくお願いします。 

 次に，同じページの最後のほうにある急傾斜地崩壊対策事業なんですけど，これは，国

のほうも，予算拡充して進めているところで，今年度の補正予算の中にも，別途上がって，

また，新規予算でも上がっているということで，大分工事のほうは進んでいるのかと思う
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ところですけど，この進捗状況，全体との関係の中ではどのぐらい予算を含めると進んで

いるものでしょうか。 

 

大竹委員長 

 油原課長。 

 

油原道路整備課長 

 急傾斜地崩壊対策事業に関しましては，事業を実施しております茨城県竜ケ崎工事事務

所に確認をいたしましたところ，今年度末までに完了する工事区域ですけれども，急傾斜

地の指定区域延長390メートルのうち，127メートルが完了する予定になっております。 

 また，今年度の当初及び補正予算で実施する工事につきましては，来年度，66.5メート

ル分を発注する計画で，合わせて193.5メートルとなりまして，延長上ですと，約50％の

整備が完了するというような状況になっております。 

 

大竹委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 わかりました。もっと進んでいるかなと思うと，まだ，半分ぐらいということで引き続

きお願いします。 

 最後に，１問だけ質問して終わりにします。135ページの排水路整備事業のところの工

事請負費の中の川崎町護岸改修工事，30年度から工事が始められて，今，実際に工事はさ

れているところを見るわけですけど，なかなか今工事の最中なんで，なかなか，繰り越す

みたいな話をお聞きしていますけど，その進捗状況とまた，来年度，同じ長さの改修工事

をされるのかと思うんですけど，その辺を含め，ちょっとお願いをいたします。 

 

大竹委員長 

 大貫下水道課長。 

 

大貫下水道課長 

 川崎町の護岸改修工事でございます。こちらは，川崎町の区画整理事業における住宅地

と江川の間の護岸約150メートルを平成30年度から31年度で改修し，住宅地の保護を図る

目的でございます。 

 本年度は新川崎橋から上流に向かいまして，鋼矢板を約74メートル圧入していく予定と

なっております。 

 平成31年度はさらにその上流の約76メートルについて，鋼矢板を圧入し，設置した鋼矢

板150メートルの上部保護のための笠コンクリートの設置，管理用通路の整備などを予定

しております。 

 今年度は委員からお話ありましたように，西日本豪雨などの災害復旧で鋼矢板の需要が

急増いたしまして，納品がおくれていたところでございましたがようやく３月に入りまし

て，鋼矢板が納入されまして，現在，圧入作業を行っている状況で，このような状況から，

繰越も見込まれるというような進捗状況でございます。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 
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 わかりました。 

 私の質問は以上です。ありがとうございました。 

 

久米原委員 

 幾つか質問をさせていただきます。 

 113ページの中ほどの労働事務費，先ほど部長のご説明の中に婚活パーティという言葉

が出てきたんですけれども，現在，市で行われている婚活パーティと，あと今年度，もし

拡充というか，何か，やりたいなと思っている予定されているものがありましたら，教え

てください。 

 

大竹委員長 

 佐藤課長。 

 

佐藤商工観光課長 

 現在の取り組みを先にお話させていただきます。 

 労働事務費の中で，結婚支援事業というものをやっておりまして，マリッジサポーター，

これは茨城県の知事から委嘱されている方ですが，と連携して，年に１回，婚活パーティ

を開催するほか，マリッジサポーターの開催するイベントの周知について，市のホームペ

ージや，りゅうほーを活用し，協力しております。 

 婚活の支援パーティでありますが，ＲＹＵ恋と申しまして，市で主催しているものです

ね，２月９日に，松ケ丘のアルシェで開催しまして，男女19人が参加して，当日７組のカ

ップルが誕生しております。 

 あと，マリッジサポーターが開催するイベントの周知につきましては，３回の相談会と

２回のイベントを開催しておりまして，うちのほうで周知はしているということでござい

ます。 

 ２点目でございます。今回，新たに計上しました部分ですが，使用料のほうで，これま

で実施してきました，先ほどお話しましたＲＹＵ恋，屋内型だったんですが，今度，屋外

型，バーベキューなどを楽しみながら，カップル成立を目指すという新しい，ちょっと，

婚活を開催するための予算でございまして，内容としましては，バーベキューのコンロ等

の機材リース費と，会場使用料，こちらを計上させていただいておりまして，希望としま

しては，募集人数，男女各15人ぐらいで，屋外でございますから，天候が安定する時期と

いうことで，ちょっと狙って，実施してまいりたいなと思います。 

 なお，食材等飲食に係る費用につきましては，参加者の皆様の会費で賄っていただきた

いというふうな考えでおります。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 久米原委員。 

 

久米原委員 

 ありがとうございます。 

 やっぱり，インドア派とアウトドア派と多分いると思うので，このアウトドア派でみん

なで和気あいあいと，あらこの人，お料理上手ねとか，そういうので，愛が深まったりと

かして，それで出会いが広がってまたますます婚活が増えればいいなと思っております。 

 ありがとうございます。 

 この質問は以上です。 

 次です。115ページ，私，これ，すごく気になったんですが，中ほど，こちらも，農業

総務事務費の特定外来生物捕獲等にアライグマの捕獲が増えているということで，金額が
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増えたというお話だったような気がするんですが，ここ数年の苦情というか，お問い合わ

せ，また，その捕獲状況を教えてください。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 アライグマの捕獲状況でございます。 

 28年度からなんですけれども，アライグマの捕獲，28年度が５匹，29年度が５匹，30年

度が９匹と増えてきております。ただ，これはあくまで捕獲したもので，捕獲できたもの

です。苦情がありまして，わなを設置したのは，ちょっと数字は出していませんが，年間

を通してやっぱり30，40ぐらいはあるかと思います。 

 

大竹委員長 

 久米原委員。 

 

久米原委員 

 ありがとうございます。 

 実は，私の地元でも，アライグマらしきものが出没したということで，多分，設置した

んですけど，捕まらなかったみたいなんです。アライグマもそうなんですけれども，その

先ほど捕獲されたということもあって，それ以外の動物が捕獲されたことがあるのか，ま

た，そのときの対応を教えてください。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 アライグマ以外と言いますと，やはり，ハクビシンと，あと，タヌキ等になるかと思う

んですけども，こちらは捕獲することができないものでございますので，そのような実績

は基本的にはございません 

 ただ，今回，アライグマで誤捕獲をしないように新しいわなですかね，最新のわななん

ですけど，それを新たに購入する，備品購入費でそれを購入する予定でいます。 

 

大竹委員長 

 久米原委員。 

 

久米原委員 

 ほかのが捕まったことがないというお話だったんですけど，私，このハクビシン，結構

取り上げているんですが，以前，聞いたときに，ちょっと入っちゃったものは，やっぱり，

捕獲できないから，よそに逃がしちゃうんだというお話も伺っていますので，このハクビ

シン，アライグマはもちろん，今,対応しているんですが，ハクビシンも本当に大変なん

です。侵入しちゃったりしたら，もう大変なので，これは，ちょっと要望になってしまう

んですが，今後，ハクビシンに対しても，しっかり対応策をしていただきたいなと思って

おります。 

 次の質問です。最後です。 

 117ページの上の２段目の農業公園農業ゾーン管理運営費のところの18番，備品購入費

の内訳を教えてください。 
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大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 こちらにつきましては，農業公園の施設内のビジネス電話機，これは，当初，オープン

から20年使っていますので，こちらは故障等が多いもので，主装置１，標準電話機６台，

コードレス電話機１台，こちらを購入するものでございます。 

 

大竹委員長 

 久米原委員。 

 

久米原委員 

 すみません。どうして聞いたかというと，実は，ここのホームページをちょっと見させ

ていただいたら，消防法の関係で，何か，利用ができないみたいなお話が載っていたんで

す。 

 そういったものの改善を考えているのか，あと，もう一つ，味噌づくりもここでやって

いましたよね。その味噌づくりが毎年楽しみにされている方が，今年，結構年季の入った

機械だか，器具みたいなのが壊れてしまったか何かで，味噌づくりができなかったんです

というお話を伺っております。 

 その辺の対応策というのが，決まっていますでしょうか。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 お答えします。 

 こちらの施設なんですけれども，昨年，消防署による立ち入り検査がございまして，そ

れに伴いまして，消防施設の指導がございまして，12月から会議室，調理室などをちょっ

と一時停止させていただいております。 

 このため，現在，改善のために必要な消防設備，自動火災報知器，屋内消火栓，放送設

備等々，その工事費用を算定し，施設の関係者と協議を行っていることでございます。 

 こちら，消防設備をつけるには，不特定多数の方が来るというのが，ちょっと，そこで

ひっかかったものなので，関係者，いわゆる豊作村ですので市の農業者，認定農業者等，

あと，あそこのレンタルファームをお申し込みになっている方々，こちらにつきましては，

使用はできますので，申し込みしていただければと思います。 

 申しわけございません。味噌の機械が壊れているというのは，ちょっと今，始めて知り

ました。把握していませんでした。 

 

大竹委員長 

 久米原委員。 

 

久米原委員 

 すみません。その消防法でひっかかってできないということで，意外とあそこの施設，

使いやすくて，私も１度か２度，使わせていただいたんですけれども，なるべく早く改善

していただきたいのと，あと，味噌のほうは，ちょっと，確認していただいて，すごく，

これ，今の時期が大事みたいなんです。私もよくわからなんですけど，これを逃してしま

うと，また，来年までというふうになっちゃうみたいなんで，ちょっと，確認していただ

いて，楽しみにされている方，いらっしゃると思いますので，よろしくお願いいたします。 
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 以上です。 

 

大竹委員長 

 後藤光秀委員。 

 

後藤光秀委員 

 61ページと63ページのコミュニティバス運行事業なんですけれども，先ほどご説明の中

で，バス停留所の標識の中で，デジタルサイネージをつけるといったお話がありました。

それの内容，どんなものなのか，ちょっとお聞かせください。 

 

大竹委員長 

 木村課長。 

 

木村交通防犯課長 

 デジタルサイネージにつきましては，交通結節点であります竜ヶ崎駅とサプラと済生会

病院に大きな画面のような，テレビ画面のようなものを設置する予定です。そちらのほう

に，バスがあとこのルートのバスがあと何分で来ますよとか，そういうふうなものを見れ

るような画面になります。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 後藤委員。 

 

後藤光秀委員 

 これ，いつ頃設置される予定ですか。 

 

大竹委員長 

 木村課長。 

 

木村交通防犯課長 

 予算がご承認いただければ，年度始まってすぐにでも工事に入っていきたいと考えてお

ります。 

 

大竹委員長 

 後藤委員。 

 

後藤光秀委員 

 年度が始まってすぐやりたいということは，内容は決まっていらっしゃいますか，もう。 

 その映像の内容ですとか，その辺，ちょっと，詳しくお聞かせください。 

 

大竹委員長 

 木村課長。 

 

木村交通防犯課長 

 映像と言いますか，画面がありまして，そこにたくさんのルートが来るバス，結節点も

ありますので，まず，三つぐらい大きくこのルート，時間ごとに，出ていまして，そのバ

スが行ったら，どんどん繰り上がってくるような画面表示になりまして，あとは，市の情

報なんかもそれを出しちゃうと，こっちのバスのほうが小さくなっちゃうんで，その調整
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にはなるんですけども，できれば，バスが一番，あと何分で来ますよというのがわかりや

すいような表示にしていきたいとは思っています。 

 

大竹委員長 

 後藤委員。 

 

後藤光秀委員 

 わかりました。 

 あと，コミュニティバスのルートの見直しをされるといったご答弁が一般質問の際にあ

りましたけれども，それはいつ頃の予定かまずお聞かせください。 

 

大竹委員長 

 木村課長。 

 

木村交通防犯課長 

 基本的には今回９月からの再編に当たって，協定をもう締結をするんですけれども，５

年間はこのままいく予定ですが，ただ，若干，運行してみて，ちょっと乗らないとか，バ

ス停の状況でちょっと乗りづらいとか，いろんなことがあろうかと思いますので，その都

度，軽微な見直しは随時やっていかなくてはいけないのかなと考えております。 

 

大竹委員長 

 後藤委員。 

 

後藤光秀委員 

 ルートの見直しについては，随時だけれども，５年間というのはこれから５年間ですか。 

 

大竹委員長 

 木村課長。 

 

木村交通防犯課長 

 平成31年９月１日から36年（2024年）８月31日までの５年間になります。 

 

大竹委員長 

 後藤委員。 

 

後藤光秀委員 

 ありがとうございました。 

 一般質問のときの範囲とはちょっと違うんですけれども，松葉と長山地域の方々から，

ご意見があったんですが，このコミュニティバスの運行ルートにも載っているんですけれ

ども，湯ったり館行きのルートがあるじゃないですか。直通というか，湯ったり館まで行

けるルート，湯ったり館線あるじゃないですか。そこに，長山，松葉地域が入っていない

んですね。なので，ぜひ，そういったところも見直してほしいというようなご意見があり

ましたので，これはそのルートの見直しを随時行うということでしたので，申し添えてお

きます。 

 次です。71ページの一番上の防犯灯整備事業なんですけれども，この防犯灯，ＬＥＤ防

犯灯設置工事200万円ですよね。これ，何台分なのか，１カ所幾らぐらいの単価なのかと

いうのが，わかれば教えてください。 
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大竹委員長 

 木村課長。 

 

木村交通防犯課長 

 これ，おおむねなんですが，100基分程度なんですが，防犯灯につきましては，電柱に

つける場合と，あとは，どうしても，電柱がなくて，専用柱を使いながら設置する場合が

あるんですけども，電柱につける場合ですと，今年度の状況だと１万3,500円と消費税ぐ

らい，単独柱ですと，７万円，８万円弱と消費税，１本かかります。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 後藤委員。 

 

後藤光秀委員 

 おおむね100基分ということで，これ，これから決めていくんですか。それとも，もう

既に決まっているんですか，つける場所は。 

 

大竹委員長 

 木村課長。 

 

木村交通防犯課長 

 防犯灯につきましては，その年度ごとに地元から自治会長さんなりから，申請が上がっ

た基数についてつけていきますので，場所は決まっているわけではないんで，大体，年度

内に申請いただければ今頃だとちょっと，時間がなくてつけられないんですけども，おお

むねつけ終わります。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 後藤委員。 

 

後藤光秀委員 

 例えば県道，市道ではないんですけれども，県道が暗いから，街灯をつけてくださいよ

という要望って地元の市民の方からしたらどうしたらいいんですか。 

 

大竹委員長 

 木村課長。 

 

木村交通防犯課長 

 地域間という扱いの防犯灯になろうかと思うんですけれども，その場合は，地域と地域

の間にあって，ある程度民家から50メートル以上離れているような地域，区間であれば，

地域間ということで，ご相談いただければ，つけることは可能です。 

 

大竹委員長 

 後藤委員。 

 

後藤光秀委員 

 ありがとうございました。 

 これ，一つ，また，これもご意見いただいているものなので，ちょっと，お話させてい
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ただきたいんですけども，城南中学校を真っすぐ東のほうに行くと，まずミニストップあ

るじゃないですか。ミニストップの前の道を真っすぐ行くと，あれ，もう県道ですよね。

ずっと真っすぐ行って，カーブになって，新しい道路，十字路あるじゃないですか。そこ

を右折して，さらに奥のほうへ行くと，大徳方面，大宮方面になると思うんですけれども，

その辺の方が，中学生が部活で終わって，あそこ自転車で帰ってくるんだけど，街灯がな

くて，怖いんだよというご意見ありました。なので，ぜひ，これも頭に入れておいていた

だきたいと思います。 

 次です。107ページの真ん中の環境衛生対策費です。ちょっとここの分野なのかわから

ないんですけれども，お尋ねしたいんですけれども，この真ん中の委託料の雑草等除去と

いうのは，どこの雑草ですとか，どういったところの範囲になるのか，ちょっとお聞かせ

ください。 

 

大竹委員長 

 富塚課長。 

 

富塚環境対策課長 

 空き地に繁茂する雑草ということでございまして，民家から余り離れたところは該当し

ないというような状況でございます。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 後藤委員。 

 

後藤光秀委員 

 わかりました。 

 次，111ページの上から３番目の塵芥処理費の中のごみ収集運搬についてなんですけれ

ども，現在，年末年始のごみ収集日というのは，いつからいつまでになっていますか。 

 

大竹委員長 

 富塚課長。 

 

富塚環境対策課長 

 12月31日から１月３日までを休業としているところですが，30日が日曜日というような

ことになれば，日曜日もお休みですので，加わる形になるかと思います。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 後藤委員。 

 

後藤光秀委員 

 ありがとうございます。 

 これ，以前もお聞きしたことがあると思うんですけれども，年末年始，一番大掃除して，

ごみがたくさんあるんで，ごみ収集，何とかできないんですかね，というふうに言われた

んですが，こういうのって難しいんですかね。 

 

大竹委員長 

 富塚課長。 
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富塚環境対策課長 

 焼却炉につきましては，焼却炉をとめて点検を行うということが必要になりますので，

どうしても，年末年始については，炉をとめるというようなことになりますので，収集に

ついても，合わせて行えないというような状況になりますので，その辺はご理解をいただ

くということになると思いますので，よろしくお願いします。 

 

大竹委員長 

 後藤委員。 

 

後藤光秀委員 

 ありがとうございます。 

 そのようにお伝えしておきます。 

 質疑で，115ページの一番下の農業公園湯ったり館管理運営費，先ほど，金剛寺委員か

らもあったかと思うんですけれども，僕のほうからは，利用人数が減っているというとこ

ろだと思うんですけれども，現在の利用料金と営業時間，あと，定休日をお聞かせくださ

い。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 まず，利用料金でございます。一般の方が510円，小・中学生が300円，障がい者の方が

300円となっております。 

 開館時間は，土日は９時半から10時，それ以外は10時から10時となっております。 

 休館日につきましては，毎月第２，第４水曜日でございます。 

 

大竹委員長 

 後藤委員。 

 

後藤光秀委員 

 先ほどもありましたけれども，たつのこまちモールの温泉ができて，利用者が遠のいて

いるんじゃないかというところだと思うんですけれども，利用者を増やすためですとか，

売上を上げるためにどんなふうに考えていらっしゃるか，お聞かせください。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 お答えいたします。 

 まず，改善策としましては，もちろん，歳入が低いですので，現在，リピーターの確保

や，新規利用者の増加のほか，夏休みなどの繁忙期以外での宿泊施設や，運動施設，広場

の活用を促進してまいりたいと思っています。 

 具体的には，今年度に開催される茨城国体では，龍ケ崎市が柔道の会場として活用され，

来年度に開催されるオリンピックなどでも，交流人口が見込まれるため，パンフレット等

を活用し，来場者の確保に努めたいと思っております。 

 そのほか，ここ数年，売上が大変伸び悩んでおりました飲食部門です。こちらにつきま

しては，現在，５年目になりますレパストから，ちょっと，新たに飲食部門になっていた

だく企業と協議中でございます。この企業は本格的な和食を提供する企業でございまして，
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お風呂のついでの食事だけではなく，食でお客様を呼び込めるよう期待しているところで

もあります。 

 湯ったり館全体の売上の増加も期待しております。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 後藤委員。 

 

後藤光秀委員 

 湯ったり館，僕もちょっと，最近というか今年に入ってから，まだずっと行けていない

ですけれども，先ほどのたつのこまちモールの湯舞音，僕も会員になってしまったんです

けれども，今年，まだ１度も行けてないんですけれども，やっぱり，湯ったり館でよくい

た人が湯舞音に来ているという現状ですよ。まあ，湯舞音に対抗すると言ったって，温泉

対お湯と言ったら，勝てないですから，そこじゃなくて，やっぱり，僕，思うのは，510

円ではちょっと高いんじゃないかなと思うんですね。 

 利用料金，まず，下げちゃっていいと思うんですよ。利用料金下げて，利用客を増やし

てみてくださいと思うんですね。 

 民間の手法というか，考え方になってしまうんですけれども，回転率を上げるというの

と，あと，先ほど，今，ご答弁の中にもありましたけども，食事は湯ったり館，すごくお

いしいし，あそこで，ゆったりだらだらしているのが，もちろん，いい利用者の使い方だ

と思うので，ぜひ，中の施設，せっかく，トイレ改修工事も始まるわけですよね。ですか

ら，その期間だけでも，まず１回，試験的にやってみたらどうかなって，逆に思い切って，

シルバー料金をつくったりですとか，そういったところも，ぜひ，ご検討いただきたいな

と思いますので，回答は結構ですので，これについては，ぜひ，ご検討ください。 

 これだけ聞かせてください。133ページの準用河川等管理費なんですけれども，ここに

大正堀川も含まれているというのと，下のほうに，排水路維持管理費というのが含まれて

いるので，お聞かせいただきたいんですけれども，例えば，大正堀川でも，こっち側は市，

こっち側は県だよとなっているわけじゃないですか。と言われちゃうわけですよね，いつ

も。結局。ここをきれいにしてくださいと言っても，ここは県ですからですとか，だから，

お聞きしますけれども，雑草の清掃ですとか，そういったところは，ここに含まれますで

しょうか。 

 

大竹委員長 

 大貫課長。 

 

大貫下水道課長 

 お答えします。 

 大正堀川調整池堤敷清掃・維持管理ということでございますけれども，これは基本的に

は１級河川でございますので，大正堀川は，県の管理なんですが，調整池の維持管理につ

きまして，歳入のほうでございますように，県のほうから，委託を受けまして，その委託

契約というか，協定に基づきまして，清掃等を行うと。市の業務といたしまして，主にそ

の調整池の堤敷の年に２回の除草及び定期巡視，簡易な修繕，あとは，できる範囲のごみ

処理等々を協定に基づき茨城県との協定に基づきやりまして，応分の負担は茨城県からの

委託料で賄うというようなことでございますので，受託してやっているということでござ

います。 

この部分につきましては以上です。 

 

大竹委員長 
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 後藤委員。 

 

後藤光秀委員 

 愛戸町のごみが，まず，すごく多くなっているのと，雑草，それから，その先の出し山

町の雑草，それから，その先の緑町，野原町の，もう草ぼうぼうですから，ぜひ見てくだ

さい。年に２回というのは，その先ほどの定期的な巡視，できる範囲で行っていただける

ということでしたので。 

 

大竹委員長 

 大貫課長。 

 

大貫下水道課長 

 協定に基づきまして，市が請け負っているのは，調整池ですから，河川の部分，いわゆ

る龍小の裏とか流れている河川の部分ではございませんで，そこはご要望があったり，こ

ちらで発見したりした場合は県の河川のほうにつなぐというようなことでございますので，

この業務の中には，あそこの川の部分，いわゆる川の部分は入っていないものでございま

す。 

 ご指摘のありましたところで，ちょっとわかりにくいのは，龍ケ崎のコミセン，龍小の

裏から流れて流下しておりますところは，南側，龍小側ですね。龍小側は大正堀川であっ

て，県の管理，北側の道路沿いのほうは，市が管理する排水路が入っておりますので，そ

の管理区分によって，それぞれやっていくというようなことでございますので，ご了解い

ただければと思います。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 後藤委員。 

 

後藤光秀委員 

 いつもそういったご回答ですので，よろしくお願いいたします。 

 137ページですね。都市公園管理費のドッグランサイン作成費，この設置，どういった

設置内容か，看板というふうにはお伺いしていますけれども，どういったものなのか，ま

ず，それを教えてください。 

 

大竹委員長 

 廣瀬課長。 

 

廣瀬都市施設課長 

 それではお答えします。 

 現在，ドッグランは，済生会病院の脇の市民健康の森の駐車場脇の芝生広場のほうに作

成いたしました。現在，フェンスも購入いたしまして，これから，フェンスの設置をして

いく予定でございます。 

 一応，今年度，ドッグランサイン作成ということで，10万円の予算を計上しております。

これはドッグランを運営する上で，看板を立てまして，ルール作りをして，管理をしてい

きたいということで，計上しております。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 後藤委員。 



65 

 

後藤光秀委員 

 すみません。看板の内容って決まっていますか。 

 

大竹委員長 

 廣瀬課長。 

 

廣瀬都市施設課長 

 看板の内容としましては，狂犬病の注射等をしていることであるとか，あと，その使用

するときの糞の始末を各自にしていただきたいということと，そういうようなルールづく

りを看板のほうに明記しまして，皆さんである程度，協議していただいて，楽しいドッグ

ランの場になればと考えております。 

 

大竹委員長 

 後藤委員。 

 

後藤光秀委員 

 このドッグランの利用時間とか，そういったものって設けるつもりですか。 

 

大竹委員長 

 廣瀬課長。 

 

廣瀬都市施設課長 

 今回，ドッグランをつくるに当たりまして，近隣の施設と打ち合わせをしまして，時間

制限をしていただきたいという要望がありましたので，今回，使用時間に関しましては，

８時半から１７時ということで，時間のほうを制限するということで考えております。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 後藤委員。 

 

後藤光秀委員 

 ありがとうございました。 

 ぜひ，看板に注意書きをいろいろ書かれると思うんですけれども，やはり，捨て犬，捨

て猫を増やさないためにも，ぜひそういった看板の内容に注意をお書きいただければと思

いますので，よろしくお願いいたします。 

 最後です。その下の森林公園管理運営費なんですけれども，シルバー人材の方から，ち

ょっとお聞きしたんですけれども，ごみのポイ捨てが結構ひどいというお話でした。 

 特に，今の時期から，お花見シーズンにかけてが多いらしいんですけれども，たばこの

ポイ捨てが多くて，さらに，子どもたちが遊ぶような芝生のところ，あるじゃないですか，

表側の。あそこの芝生のところでやっぱり，消し切ってないたばこのポイ捨てが多いんだ

そうです。本当に。 

 なので，ぜひ，エリア分煙化っていうんですかね，禁煙化していただけないでしょうか

ということだったんですね。もちろん，全面的というわけではなくて，そのはっきり，く

っきり，わかるように，そういうふうな分煙，禁煙化ができないかということなんですけ

ども，この点，いかがでしょうか。 

 

大竹委員長 
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 廣瀬課長。 

 

廣瀬都市施設課長 

 その禁煙化に関しましては，今後，検討していきたいと思っております。 

 以上です。 

 

後藤光秀委員 

 よろしくお願いをいたします。 

 ありがとうございました。 

 

大竹委員長 

 岡部委員。 

 

岡部委員 

 何点か質問させていただきます。 

 まず，予算書の115，117ページ，先ほどから何度か出ていますが，農業公園湯ったり館

管理運営費，あと，農業公園農業ゾーン管理運営費で，県南水道の切りかえ工事というこ

とで，もともとは恐らく井戸から上水に切りかえるということだとは思うんですが，井戸

の部分，全てをもう上水道に切りかえるということでしょうか。それとも何か，使い分け

るようなことを考えているんでしょうか。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 今回，湯ったり館と農業ゾーンのほうの県南水道の工事を予定しております。 

 農業ゾーンのほうにつきましては，基本的に事務所の中のものを対象としようとしてお

ります。 

 湯ったり館につきましては，やはり，全てではなく，トイレ，飲食部門，基本的にはお

風呂以外のものを考えております。 

 

大竹委員長 

 岡部委員。 

 

岡部委員 

 お風呂とか，多く使うところは，じゃあ，今までどおりというようなことかと思います。 

 これで，切りかえによって，水道光熱費なんかの年間の運営の費用としては，どのぐら

い影響があるんでしょうか。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 概算なんですけれども，来年度，11月に工事をして，そのうち，使用できる予定で125

万円ですので，やはり，月30万円程度はかかるのかなと思っています。 

 

大竹委員長 

 岡部委員。 



67 

 

岡部委員 

 その水道，トイレとか，飲食とかをやはり井戸よりは水道に切りかえることは何かメリ

ットというのはあるんでしょうか。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 メリットと言いますか，今までは，板橋地区には県南水道の本管は来ておりませんでし

たが，本管が通りましたので，やはり，一般の方にも推進している，行政でございますの

で，市も率先して設置していくということでございます。 

 

大竹委員長 

 岡部委員。 

 

岡部委員 

 メリットとか云々じゃなくて，井戸よりは上水を，市のほうでも推奨したいというとこ

ろで，よくわかります。 

 運営費も多少上がってしまう中で，いろいろ市内の新しい温浴施設の影響で多少減って

という中でも，若干持ち直してきているというような，先ほど話もありました。 

 やはり，その新しくできたところとは，また，特徴も目的も多少違うところがあるとは

思うんで，湯ったり館自体は頑張ってほしいという思いではいるんですが，ただ，やはり，

経営のところでも，利用者を増やす努力というところはいろいろ工夫していっていただき

たいと思いまして，先ほど，料金の値下げなんていう話もありましたが，湯ったり館です

ので，あんまり同じ時間帯に人は混み合ってもゆったりできなくなっても，利用者は困る

のかななんていうのもあるかと思いますし，そういう点では，例えば，料金なんかも，時

間帯によって，すいている時間はちょっと引いてみるだとか，いろいろ工夫の仕方はある

のかなと思いますので，その辺，いろんな温浴施設のノウハウなんかも研究しながら，ぜ

ひ，利用者がゆったりできるような運営に努力してもらいたいなというふうに思います。 

 次の質問に移ります。 

 そうしましたら，こちら，アクションプランのほうで，６ページの空家バンクの活用，

今回，予算づけはされていないんですが，昨年，今年度から始まったところで，これから，

いろいろ検討していくところだと思うんですが，それと，５ページの若者子育て世代の住

みかえ支援がちょっと関係はしてくるところなんですが，まず，この空家バンク，現在，

登録状況はどのぐらいあるのでしょうか。 

 何件ありますか。 

 

大竹委員長 

 休憩いたします。 

 午後３時15分再開の予定であります。 

 

【休 憩】 

 

 

大竹委員長 

 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 廣瀬課長。 
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廣瀬都市施設課長 

 それではお答えします。 

 本年度の空家バンクの登録申し込み件数は９件，空家バンクの利用申し込み件数が５件

であります。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 岡部委員。 

 

岡部委員 

 １桁の件数ではありますけれども，今年度始まったところでもあるんで，これから，多

分，件数なども増やしていくいろいろ取り組みがあるだろうとは思います。 

 今現在，この空家バンクに登録することで，登録者のメリットというか，そういったも

のはどういうところがあるのでしょうか。 

 

大竹委員長 

 廣瀬課長。 

 

廣瀬都市施設課長 

 空家バンクは４月１日から制度が運用されまして，現在，先ほど言いました，まだ１桁

の件数ということなんですけど，岡部委員の言うように，空家バンクの登録のメリットと

いうのが，明確にはないということなんですけど，ただ，市役所を通して宅建のほうにお

願いするという形でやっていますので，そういう意味では利用者の方は，安全に登録でき

るのかなと思います。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 岡部委員。 

 

岡部委員 

 恐らく，市でもそういった登録の面でも，そういう安心だというようなところは，やは

り，大きいとは思いますので，それは一つのメリットだと思いますが，これから，もっと

活用していくには，やはり，いろんな登録者，売ったり，貸したりですとか，したいとい

う方に対しても，また，買ったり，借りたいという両方，やはり，何かしらの登録するメ

リットが出てくると，また，活用しやすくなります。移住，定住促進なんかにもつながる

のかなというふうに考えます。 

 一つ，ご紹介というか，そういう登録側に，登録のメリットとなり得る，ちょっとご紹

介なんですけど，これも既に空家バンクをやっている稲敷市とか，利根町，近隣ですと，

あと，茨城だと常総市，筑西市，日立市あたりはもうやっているところなんですが，国の

ローン，フラット35という国のローンですね，住宅金融支援機構で扱っている商品，これ

をそういう各地域の空家バンクですとか，そういうものに登録されているようなものを買

われた方に対して，固定金利になるんですが，金利を0.25％引き下げられるというような

そういうものになります。この引き下げ分は国家予算から出ているというところですので，

市のほうでも把握はされていることとは思いますが，これなどは，ただ，住宅金融支援機

構と市とで協定を取り交わすだけで特別，市のほうの事務的な経費はかかるにしても，特

別，予算がかかるものでもなくできるもので，登録者にもメリットがあるというところで

すので，これは一例ですけど，こういった何かしらのメリットがないと，なかなか登録は
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増えていかないのかなというふうに考えますが，これについて，ちょっとご見解をお聞か

せください。 

 

大竹委員長 

 廣瀬課長。 

 

廣瀬都市施設課長 

 今，岡部委員から出ました住宅金融支援機構のフラット35についてなんですけど，先日，

３月６日に，公営住宅整備事業等の担当者会議がありまして，そのときに，住宅金融支援

機構のほうで，こうやっていましたので，ちょっとうちのほうの担当がいろいろこの前聞

いてきまして，いろいろ，パンフレット等を持ってきましたので，今後，検討していきた

いと思っております。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 岡部委員。 

 

岡部委員 

 これに関しては，空家バンクと先ほど言ったように，子育て世代の住みかえ支援なんか

にも使えるようなものだそうですので，その辺，ぜひ，検討していただきながら，今年度

は特に予算としてとっていませんが，空家バンクの活用方法についても，いろいろ今後，

ちょっと，研究を重ねていただいて，この商品に関しても，宅建協会など，今，市と協定

を取り交わしていると思いますが，そういったところも相談すれば，かなり詳しくアドバ

イスいただけるとは思いますので，その辺の連携などもうまく活用していただきたいと思

いますので，よろしくお願いいたします。 

 次の質問に移ります。 

 予算書の119ページ，121ページにかかります，土地改良助成事業の中の補助金で多面的

機能支払事業とありますが，こちらについて，実際，市内のどういった組織が対象となっ

ていて，その規模など，大まかで構いませんので，わかる範囲で教えてください。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 こちらの事業は，農業者によります活動組織が行う農用地施設の軽微な補修，草刈り，

水路の泥上げ等を行うための交付金でございます。補助率は，国が２分の１，県が４分の

１，市が４分の１となっております。 

 当市の状況でございますが，11組織ございます。例を挙げますと，板橋・大塚地区で組

織している長戸北部資源保全向上活動組織，そのほか，上佐沼の上佐沼地区活動組織，花

丸地区の花丸地区活動組織など，計11組織体が既に行っております。 

 規模につきましては，11の組織全ての合計で田んぼが365ヘクタール，畑が約14ヘクタ

ール，計380ヘクタールでございます。 

 この事業内容におきましては，農地維持支払い，こちらは，法面の草刈り，水路の泥上

げ，資源向上支払い，こちらが水路のひび割れの補修，植栽活動などを行うものでござい

ます。 

 以上でございます。 

 

大竹委員長 
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 岡部委員。 

 

岡部委員 

 ありがとうございます。 

 結構，組織としては大きな規模でいろいろな農家さんの集まりだとか，組織をつくって，

多分，何かしらの事業計画を出して，審査基準が通れば，補助をいただけるということか

とは思いますが，私も，お米をつくっている農家の方から相談がありまして，私も，なか

なかそういう計画なども，ちょっと難しくて，何とも答えられなかったところもありまし

て，その辺農家の方も，今，なかなか厳しい状況の中，何とか，運営を続けていくように

ということで，いろいろと考えているところですので，よろしくお願いいたします。 

 では，次の質問です。 

 予算書131ページの交通安全施設整備事業ということで，交通事故を未然に防ぐため，

カーブミラー，ガードレールなどの交通安全施設を整備するなどというようなことで，毎

年，大きな金額，予算化されているところかと思いますが，実際には，これも，多分，い

ろいろなところから要望が来て，本当に大変な事業で，どこからやっていくかというのも

含めて，判断がなかなか難しいところだと思うんですけど，どのぐらい先までそういう要

望などをどこまで，どこの工事をやっていくみたいなのはどのぐらい先まで決まっている

ものなんでしょうか。 

 

大竹委員長 

 油原課長。 

 

油原道路整備課長 

 お答えさせていただきます。 

 カーブミラー設置ですとか，区画線の引き直し等を行っている事業になるんですが，こ

ちらに関しましては，数年先までの計画というよりは，実際に，交通防犯課に要望が上が

ってきておりまして，そちらのほうで取りまとめたものがこちら，道路整備課のほうに回

ってきて，実際に工事を実施しているという状況でございます。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 岡部委員。 

 

岡部委員 

 そうすると，その交通防犯課から上がってきているものというのは，どのぐらいですか。 

 

大竹委員長 

 木村課長。 

 

木村交通防犯課長 

 何年先までかかるかというのは，ちょっと難しいんですけど，例えば，28年度ですと，

新規の要望だと，34件，カーブミラーの設置が上がってきまして，実質34件のうち，その

当該年度にやれたのは６件，ただ，実質は27件つけているということは，前年度の積み残

しを21件つけているというふうな状況で，29年度ですと，申請が44件上がってまして，そ

の当該年度にできたのは，10件，ただ，実質38件つけているということは，前の年の積み

残しを28件つけているということなので，どんどん先送りというような状況ですね。道路

ができれば，カーブミラーはどうしても設置の要望がありますので，増えてきてしまいま

す。 
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大竹委員長 

 岡部委員。 

 

岡部委員 

 本当に件数も多くて大変な要望も一つ一つ，なかなか優先順位があると思うんで，なか

なか難しい場所も出てくるんでしょうが，私も１件，そのガードレールのご要望というか，

地区の方からありまして，そこをつけてほしいという要望で，農業用排水路に，もう何か，

今まで４人落っこちているというような話を聞いちゃったものでして，かなり，人命にも

かかわるような危険なところなのかななんていうふうには思いまして，ただ，これもやろ

うとなると，すごい大きな予算かかってくるような場所でもあるんで，その辺のどこから

優先させていくかというところが，やはり，判断が難しいところだとは思うんですが，そ

の優先度というか，その命にかかわるような危険なところはなるべくというか，できる限

り，早急に優先して，やってもらいたいなというところで，なかなかいろんなところから

要望が来て大変だというのもよくわかりましたので，特に，危険なところを優先するよう

によろしくお願いします。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 ほかにありますか。 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 

 お願いします。 

 初めに63ページです。 

 63ページの01024500公共交通対策費の中の補助金，地域公共交通活性化事業の具体的な

2019年度の内容をお知らせください。 

 

大竹委員長 

 木村課長。 

 

木村交通防犯課長 

 この事業につきましては，市域内を運行する地域公共交通を利用促進とか，活性化する

ために行われる事業に１事業当たり30万円を上限として補助金を出しているものなんです

けど，これ，31年度，2019年度分につきましては，これから決めるというか，決まってい

くような，ご提案をいただいて，補助金を出すような形なんですけども，ちなみに，30年

度，今年度どんな事業を実施したかというのをちょっとご紹介いたしますと，30年度につ

きましては，地域公共交通活性化協議会というのがありまして，関鉄レールファンクラブ

さんですとか，龍ケ崎機関車推進協議会，商工会，竜ケ崎一高，竜ケ崎二高，流通経済大

学，関東鉄道，当市がメンバーになっている組織なんですけども，その協議会が実施した

五つの事業に，補助金を出しています。 

 一つ目が，ご存じかどうかわからないんですけど，受験生応援事業として，入地駅に掲

示板を設置しまして，合格事業というのをやっているんですけど，入地という字をかこつ

けて，地力をつけて，志望校とか，志望会社に入社するという入地という，合格という，

数字の５を書いていただいて，そういった事業をやっておりまして，今，かなり，５が書

かれていますので，もしあれだったら見ていただいて，その掲示板。ちなみに，長戸小に

あった看板，本物を使って設置させていただいているという事業が一つと，あとは，竜鉄

の歴史を探るということで，竜ケ崎一高の生徒が竜鉄の歴史をずっと探っていると，冊子
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をつくってＰＲをしていただいているということで，今，その冊子をもうちょっと増刷し

ようということで，クラウドファンディングで，今，資金を集めているところですので，

もしあれだったらご協力いただければと思いますので，よろしくお願いします。 

 あと，レールメイトと行く明治に出会うまちかど探検隊というのもやっておりまして，

明治元年から数えて今年で150年，去年ですか，ということで，竜鉄に乗ってまち歩きを

するという事業も行っています。 

 あと走る美術館事業と言いまして，竜鉄の中に協力していただいた芸術家の方の作品を

掲示すると，あとは，バードウォッチングの作品とか，写真なんかを飾っていると，最後

に，コミュニティバスも300万人を突破しましたので，それの記念事業として，ヘッドマ

ークなんかをつけて，ＰＲなんかもさせていただいていると，そういった事業がこの事業

ですけれども，来年度につきましては，これから決めるような事業になると思います。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 

 なかなかユニークなものがあるんだなというふうに思いました。 

 来年度も，ぜひ，そういうことでお願いしたいなと思います。 

 次です。69ページの01026900 北竜台防犯ステーション管理費です。これは，私，本当，

毎回毎回お願いしているんですけども，やはり，窃盗事件なんかも多いので，この交番の

設置要望はとても強いんですね。今年度どんなことが行われて，来年度にどんなことがつ

ながるのか，ぜひお聞きしたいと思います。 

 

大竹委員長 

 木村課長。 

 

木村交通防犯課長 

 北竜台防犯ステーションへの交番，北竜台地域の交番設置の件だと思いますが，要望に

つきましては，今年度も昨年12月28日には竜ケ崎警察署長さんですか，今年の１月30日は

県警本部長と地域部長さんにそういった要望書を提出させていただきました。 

県警本部のほうでは，やはり，警察施設の再編の計画については，28年度をもって終了

しているので，状況的には厳しいというお話は基本的には変わりはないんですけども，ま

た，ご存じだとは思うんですけども，富山県の交番がちょっと，襲撃されて，交番内で警

察官が刺されて亡くなったという事件がありますけども，そうなると，去年，予算か決算

のときにお話ししたように，７人程度，交番は必要だというお話をさせていただいたと思

うんですけど，今はそういう事件があったので，10名程度は必要になってきているのかな

というお話もいただきました。また，あとは，親しみやすい交番ということで，積極的に

女性の警官を交番に設置するようにしているということですので，そうなりますと，女性

のための施設面での改修なんかも必要になってくるんで，費用もちょっと必要になってき

ますよというお話もいただいています。 

 ただ，今まで私，要望を４回目なんですけど，竜ケ崎警察署長さん，また，地域部長さ

んのお話の中では，この要望は継続することが大事だということを初めておっしゃってい

ただきまして，地域部長さんにあっては，世の中どうなるかわからないんで，また，再編

計画ができるかもしれないんで，そのときには，こういった要望があることは，考慮させ

ていただくというお言葉も初めて聞くことができたので，やっぱり，継続していくことが

大切かなと思いますので，ぜひ，可能な限り実施していきたいと思っております。 

 以上です。 
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大竹委員長 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 

 ぜひ，お願いしたいと思います。 

 あそこの北竜台防犯ステーションができたのも，皆さんの多くの署名が大きな力となっ

て，でも，あきらめないで，毎年毎年聞いてほしいということをいわれてますので。今，

ちょっと前向きな何かお話があったので，やはり，市のほうも，引き続きお願いしたなと

いうふうに思いますので，よろしくお願いします。 

 同じページの防犯活動費の防犯カメラの設置工事なんですが，設置場所について，具体

的なところを教えてください。 

 

大竹委員長 

 木村課長。 

 

木村交通防犯課長 

 来年度につきましては，３カ所を予定しております。１カ所目が小通幸谷で，要は国道

６号線と竜ヶ崎潮来線がＴ字路で交わるトステムビバさんがある交差点になります。 

 もう一カ所は長山北の交差点になります。わかりやすいのは，シェ・カオルさんという

ケーキ屋さんがあるところですか，そこの交差点と，あともう一カ所は，梶内交差点とい

って，美浦栄線のバイパスと，県道河内竜ケ崎線が交わる交差点につけていくということ

で，小通幸谷は西の出口，入り口と，長山北は北側と，梶内は東側の出口，入り口という

ことで，今年度，北方の交差点にも２基つけていますので，そうすると当然，南北の入り

口，出口あると，結構固まってくるという気がしています。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

 次です。 

 125ページ，01070900 観光物産事業の交付金の新商品及び販路開発等支援事業とある

んですけど，現在の状況と予算の内容についてお伺いします。 

 

大竹委員長 

 佐藤課長。 

 

佐藤商工観光課長 

 まず，現在の状況についてでございます。 

 平成28年度から観光物産協会内にプロジェクトチームを立ち上げて，龍ケ崎ブランドが

始まったわけですが，28年度にビジョン，ターゲット，コンセプト，ブランド名及びロゴ

マークなどを決定しました。 

 29年度には，ブランドの定義，商品のルールなどを決定して，黒落花生を原材料とした

試作クリームの開発，これをやりまして，アンケート調査なども実施したところです。 

 平成30年９月には３年目を迎えまして，ブランドの誕生，そして，その新商品の応募，

募集を行いました。市内事業者から12店舗，13商品の応募がありまして，最終的には，５
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店舗，５商品，これをプティアクーユ龍ケ崎というブランドとして，認証したところでご

ざいます。 

 平成31年度の予算の内容といいますか，事業の計画でございますが，正式に発表された

新ブランド，プティアクーユ龍ケ崎のコンセプトに沿った商品開発を継続していく予定で

ございまして，具体的には，商品開発や販路拡大の手法など，有益な情報を提供し，事業

者が気楽に相談できるコーディネートの派遣やブランドをＰＲするためのパンフレット，

そして，ロゴ入りグッズの作成，特産品の販路拡大の推進ということで，情報の提供とい

うか，周知ですね，まだできたばかりでございますから，この辺についても，合わせて進

めていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 

 せっかくできた新しい商品ですので，市民の皆さんが本当に使うというか，食べていた

だくというか，本当そういうことでは力を引き続き入れてほしいなというふうに思います。 

 それと，最後になりますが，137ページ，01083500 都市公園管理費の中に，使用料及

び賃借料がありますが，これの内容についてお伺いします。 

 

大竹委員長 

 廣瀬課長。 

 

廣瀬都市施設課長 

 お答えいたします。 

 使用料及び賃借料についてですけど，これは旧竹内農場の賃借料でございます。 

 契約におきましては，平成28年10月１日から平成29年３月31日の６カ月間ということで，

最初に契約しまして，その後，１年更新契約ということで，締結をしております。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 

 そうしますと，今回も１年契約なんですか。 

 

大竹委員長 

 廣瀬課長。 

 

廣瀬都市施設課長 

 30年におきましても，１年契約ということで，来年の31年も１年契約を締結予定でおり

ます。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 
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 ここ，見学者もなかなか多くて，行っていただくとわかるんですけど，ちょっとすてき

なところなんですよね。そういった点では，もう本当に，建物自体も歴史あるということ

では，やはり，今後の方向としては，どうなんでしょうか。毎年毎年１年契約みたいな感

じで，ここをちゃんと残していけるのかどうかという点について，私なんかは残してほし

いと思うんですけども，その点についてお伺いします。 

 

大竹委員長 

 廣瀬課長。 

 

廣瀬都市施設課長 

 現在，この旧竹内農場の土地については，民間の所有者がおりまして，現在，文化・生

涯学習課のほうで，所有権を移転していただくということで，寄附の申し入れを受けてい

まして，現在，名義の変更をやっているところだと思います。 

 今後は，文化・生涯学習課のほうでは，看板の設置とか，駐車場の整備を31年度予定し

ているということです。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 

 ぜひ，土地を寄附していただけるということであれば，そういうことですよね。ぜひそ

れを実行していただいていいですか。 

 

大竹委員長 

 廣瀬課長。 

 

廣瀬都市施設課長 

 失礼しました。 

 土地は現在，賃貸借しているわけですけど，建物の所有権が移転した後，検討していき

たいということで考えております。すみません。 

 

大竹委員長 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 

 わかりました。私もちょっと，何か勘違いしましたけれども，ぜひ，ここを保存してい

く方向で私は強く要望したいと思うんですけれども，市長さんがいらっしゃるので，その

辺のところについて，改めてお伺いしたいと思います。 

 

大竹委員長 

 中山市長。 

 

中山市長 

 以前から言ってきたとおりで，なくなってしまうと，ああそう，で終わってしまうもの

ですので，じかで目で見て，将来的には，れんがの質感に触れられるようなそんな施設に

なっていったらいいなというふうに思っています。 
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大竹委員長 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 

 ぜひ，よろしくお願いしたいと思います。ごめんなさい，あと１点，ちょっと確認だけ

したいんですけど，107ページの環境行政推進費，補助金で新エネルギーシステム導入の

ところで，補助金が10万円だというお話があったんですけれども，エネファームって１台，

どれぐらいかかるのかだけ教えてください。 

 

大竹委員長 

 富塚課長。 

 

富塚環境対策課長 

 エネファームの値段ですが，値引き等があって，はっきりとしたことは申し上げられな

いんですけども，一部の商品によっては，100万円を切るような値段のエネファームの製

品もあるというようなことを伺っております。 

 以上です。 

 

伊藤委員 

 100万円を切る製品があるということなんですけれども，何か，こういうものはすごく，

普及してほしいんだと，何か，10万円ではちょっと心もとないなと思うので，その辺のこ

とはちょっと，今後検討してほしいということを意見として言っておきたいと思います。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 ほかにありませんか。 

 後藤委員。 

 

後藤敦志委員 

 それでは，私のほうから，２点だけお願いします。117ページの中ほど，01061000 た

つのこ産直市場管理運営費についてお聞きします。この中で，委託料と使用料及び賃借料

ということで，使用料は建物リースがメーンだとは思うんですけど，この内訳ですね，内

訳を詳細に教えていただきたいのと，平成30年度における委託料，使用料と，差はあるん

でしょうか。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 委託料でございます。 

 委託料につきましては，平成30年度とほぼ同じでございます。入札差金により多少減っ

ているというような感じでございます。 

 委託内容としましては，主にまちづくり・文化財団への業務委託といたしまして，販売，

集荷，生産業務などでございます。販売員４名，集荷員１名，そのほか施設清掃や消耗品

なども含めた契約となっております。 

 委託料のもう一つが，施設の警備になっております。こちらは，月額7,000円，年間９

万2,000円でございます。 

 使用料でございます。使用料及び賃借料につきましては，建物のリース，こちらは，昨
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年と全く同じでございます。 

 もう一つが，車両のリースでございます。軽トラックの，冷凍ができる軽トラック，こ

ちらのリース料となっております。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 後藤委員。 

 

後藤敦志委員 

 ありがとうございます。 

 管理運営委託については，昨年度と同程度ということだったんですけれども，今年度は

売上も4,000万円を見込んで，開設当初より，集荷者も40名増えたということで業務内容

としては，手狭になるぐらい，新たにストックヤードをつくるぐらい，業務内容としては

増えているのかなと思うんですけど，人員配置的には昨年度よりは，増えているんですか。

昨年度もこの人員，販売４人の，集荷１人だったんでしょうか。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 お答えします。 

 人員配置は，もちろん，あそこにおります店長，こちらは先ほどちょっと，抜かしてお

ります。こちらは，委託業務に入っておりませんので，そのほかは，現在と同じでござい

ます。ただ，当初は販売員５名いたんですけれども，今，４名ということで，来年度はそ

の４名と，１名減らした人数で計上しています。 

 

大竹委員長 

 後藤委員。 

 

後藤敦志委員 

 人員は減っているということなんですけれども，運営としては大丈夫という理解でよろ

しいんでしょうか。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 専属の店長として，任期付きの職員が１名ということなんですけども，もちろん，足ら

ない部分はこちらの職員であったり，イベントのときとかは応援行ったり，集荷がちょっ

と間に合わないときは応援に行ったり，そのような業務を農業政策課の中で行っておりま

す。 

 

大竹委員長 

 後藤委員。 

 

後藤敦志委員 

 そうしますと，まず，お聞きしたいのが，店長さんですね。任期付き一般職の職員さん

１人，１名ということですけど，これの人件費は農業総務の職員給与費で見ていらっしゃ
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ったんでしょうか。金額，教えていただけますか。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 職員として，人件費を計上しまして，昨年度で管理職ということで，課長補佐級，742

万円，こちらを計上しています。 

 

大竹委員長 

 後藤委員。 

 

後藤敦志委員 

 あと，農業政策課さんのほうで人員，人が回らないときはヘルプに行くということで，

農業政策課さんの職員さんがどれぐらい，何ていうんですか，たつのこ産直市場の業務に

携わっていらっしゃるのか，人数であるとか，時間であるとかというのはちょっと，わか

らなければ，答弁大丈夫ですので。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 主にイベント時，こちらのときは，職員２名程度が常におります。土日のイベントとか

ですね。そのほか，うちのほうに地域おこし協力隊員という方もおりますので，こちらの

方もグリーンツーリズムということで行っていますので，その方が，手伝って農家の方と

触れ合うというのも，一つの勉強になるということで，お手伝いをしていただいていると

ころです。 

 

大竹委員長 

 後藤委員。 

 

後藤敦志委員 

 わかりました。この点は，以上です。 

 そこの一番下のところですね。01061200の龍ケ崎ブランド育成事業でページをめくって

いただいて，先ほどご質疑もありました６次産業化ネットワーク活動事業ということで，

土浦の畜産事業者の方が，佐貫に焼き肉店をオープンするということで，１億円の投資を

して，5,000万円補助が出るということなんですけれども，もう少し詳細を，６次産業と

いうことですので，その２次産業の部分ですよね。加工の部分というのは，どういった，

屠殺，自分ところで育ったのを屠殺して，枝肉にするということもやる，具体にその設備

投資というのは場所はどちら，さすがに店舗に併設はしないでしょうから，そういう，そ

の加工場は龍ケ崎市内に所在するということですか。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 お答えします。この土浦にある畜産業者なんですけれども，屠殺まではもう，今現在土

浦市内で行っている業者さんです。畜産業者さんです。 
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 さらに，販売までということで，それを龍ケ崎で販売したいと，そういうことでござい

ます。 

 

大竹委員長 

 後藤委員。 

 

後藤敦志委員 

 そうすると，焼き肉店のオープンの分だけで１億円の投資ということなんですか。ちょ

っと，この補助の内容というのが，僕，私，わからなかったので，これ。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 すみません。そうですね。焼き肉店を新たに建設します。そのほかに，必要なお客様用

のテーブル，椅子，焼き肉器，冷蔵庫，給湯関係ですね。全て行う，いわゆる焼き肉店を

オープンするに当たる全ての金額ということです。 

 

大竹委員長 

 後藤委員。 

 

後藤敦志委員 

 わかりました。１億円じゃできないなんていうことも，今，ちょっとお聞きしたんです

けれども，事業者さんにとっては，かなり有利な補助金ですよね。すごく有利な補助金だ

と思うんですけれども，この事業は国の事業で当市は窓口だけということなので，あれな

んですけれども，ぜひ，市内，今回は残念ですけど，土浦の業者さんということで。ただ，

やはり，当市内にも，こういった意欲のある事業者さん，少なからずいると思うので，ぜ

ひそういったところにも，こういった有利な補助金というのは，活用していただきたいな

と思うんですけれども，そのあたりの周知はされているんでしょうか。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 現在のところ，この事業に当たっての周知，具体的にホームページで載せているとか，

そういうのは行ってないんですけれども，ご相談があった場合には，こういうものがある

よという提示はさせているところでございます。 

 こちらの内容については，国のホームページだけに掲載されているものだと思います。 

 

大竹委員長 

 後藤委員。 

 

後藤敦志委員 

 わかりました。ご相談があれば，しっかりとご紹介いただいているということですけれ

ども，ぜひ，もう少し，有利な補助金だと思いますので，ぜひ，市内の業者さんに事業者

さんに活用していただけるような形でもう少し周知にも取り組んでいただければなと思い

ます。 

 以上です。 
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大竹委員長 

 大野委員。 

 

大野委員 

 109ページの公害対策費の委託料でございます。 

 まず，河川及び湖沼水質調査で，昨年度，牛久沼のＣＯＤの値を教えていただけるとあ

りがたいんですが。 

 

大竹委員長 

 富塚課長。 

 

富塚環境対策課長 

 当市で行った水質の調査結果ということですか，本年度。すみません。手持ちにないも

のですから，資料を取り寄せてお答えしたいと思います。 

 

大竹委員長 

 大野委員。 

 

大野委員 

 そんなに，微増，微減で余り変わらなかったものですから，昨年も変わらないかと思っ

ております。 

 次に，牛久沼等水質浄化促進対策なんですが，先ほどから説明があるとおり，アシ，ヨ

シの分布調査をやるということですけれども，昨年もそうですが，昨年は二枚貝というこ

とでもって，計上してありましたけれども，二枚貝については，二枚貝１個でドラム缶１

杯の水質浄化をするということがもう既に出ておりますし，アシ，ヨシにつきましても，

いわゆる水生植物が水質浄化に大いに寄与するということはわかっているわけです。 

 それをなぜ，今，ここで分布調査ということになるのかをちょっと，お尋ねしたいと思

います。 

 

大竹委員長 

 富塚課長。 

 

富塚環境対策課長 

 ヨシ類，あるいは，ガマ類の植生については，どの辺にどういった範囲で植生が広がっ

ているというようなところを確認した資料がございませんので，１度，市のほうでそうい

ったものを確認して，その条件はどうなっているかというようなところは，確認する必要

もあるだろうというようなお話もコンサルのほうからいただいたので，そういったものを

計上したところでございます。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 大野委員。 

 

大野委員 

 先ほど話したように，15年前にこういう話をするんだったらわかるわけですけれども，

15年いろいろ努力をした結果，そして，今，さらに水質浄化を推し進めていこうという時

期に，昨年は二枚貝の調査，今度はアシ，ヨシの分布調査ということはわからないという
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ことでございます。 

 二枚貝の調査は，間もなくくるでしょうし，このアシ，ヨシの分布調査も，１度調査を

やればわかるんでしょうが，非常に多額の金額を要しているということなんです。多額の

金額を要しているということは，ほかから見れば，190万円，150万円は少ないんですが，

水質浄化対策に関しては，高額なんですよ。そしてまた，水質浄化そのものについては，

一歩も踏み入れられないということなわけなんですが，この対策がとられた一つの理由は，

また，ミドリガメが，水生植物を食害してしまうと，そういったこともあって，水生植物

に対しての注目が集まって，こうした対策かと思うんですが，どうも水生植物があったほ

うがいいということは，もうわかっているわけですから，そういった対策にすべきじゃな

いかと私は思っているんですが，いかがですか。 

 

大竹委員長 

 富塚課長。 

 

富塚環境対策課長 

 先ほどもお答えしましたが，対策については，一方で，アカミミガメの増殖が，直接的

な原因であるというようなことを言われておりますので，先にそのアカミミガメの捕獲の

ほうを先行して行ったほうがいいというようなご意見もいただいておりますので，その辺

は柔軟に対応をしていきたいと考えております。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 大野委員。 

 

大野委員 

 牛久沼は，かつて，ジュンサイ税という税金を取ったときがあるそうです。いわゆる，

よく水生植物として食べることもできるジュンサイですね。このジュンサイが牛久沼には

あったそうです。それをとるのには，ジュンサイ税，それから，鳥を捕獲するのにも，鳥

をとる税金，もちろん，魚をとるときには，もちろん，税金もある。それから，ヨシ，マ

コモ，こういったものをとるときにも，税金ということでもって，これは，明治のころの

言うなれば，１町１村８大字の時代のお話だったわけですが，かつてはそういったジュン

サイもあったということですね。かなり，透明な水質のいいものでないとジュンサイはで

きないそうですし，現在，全国の中で，４県は絶滅している。21県は絶滅危惧種，あるい

は，準絶滅危惧種になっているそうです。その25県の中に，茨城県が入っているかどうか，

ちょっとそれはわかりません，私は。ただ，かつてジュンサイ税，ジュンサイをとって税

金を納めていた時代があったと，これは，牛久沼にも通じるわけなんですが，そういった

水質浄化をぜひとも目指していただきたい。それには，スピード感を持ってぜひとも水質

浄化の対策をとっていただきたい。そういった意味でこの問題を取り上げました。 

 続いて，同じところの19の負担金，補助及び交付金でございます。その中，負担金の中

での牛久沼流域水質浄化対策協議会でございます。22万6,000円といいますのは，龍ケ崎

市の負担かと思いますが，つくば市，つくばみらい市，牛久市，取手市等々の負担金はお

幾らになっているんでしょうか。 

 

大竹委員長 

 富塚課長。 

 

富塚環境対策課長 

 お答えします。 
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 龍ケ崎市分の金額の分しか手元にないもんですから，４市分ということで，改めてお答

えをさせていただきたいと思います。 

 取手市は流域でありませんので，入っておりませんので，そのとき，合わせてお答えを

したいと思います。 

 

大野委員 

 この水質浄化対策協議会，会長は龍ケ崎の中山市長がやっているわけですから，一番多

い金額ではないのかなというふうに察していますけれども，それはわかりますか。 

 

富塚環境対策課長 

 つくば市も人口が多いので，ある程度多い金額だと思いますが，龍ケ崎市は所有者とい

うことで，ちょっと，その算定方法を別な計算方式にしておりますので，龍ケ崎市とつく

ば市が多い金額だったということですので，ちょっと具体的な数字については，後ほどお

答えしたいと思います。 

 

大竹委員長 

 大野委員。 

 

大野委員 

 といいますのは，水質浄化の中で，龍ケ崎が直接かかわっているものというのは，この

水質浄化対策協議会ではないだろうとかと思いますし，ミドリガメの駆除，あるいは，稚

魚の放流，これがこの対策協議会の仕事として行われていますよね。ですから，そういっ

た意味では，非常に少ない金額なのかなと思うんですが，いかがでしょうか。 

 

大竹委員長 

 中山市長。 

 

中山市長 

 一般質問の答弁でも答えたと思うんですけれども，やはり，本当に，本腰を入れて水質

浄化をしようとすると，当然これでは予算が足りないということで，その協議会の中で，

ほかの首長さんからも，大きな声で，もっと何かできないのかというようなお話をいただ

いたこともございました。ただし，やはり，今現状ではこういう形で行っておりますので，

一般質問の答弁でも答えましたように，今度は，５市，そして，プラスワンで首長会議も

やっておりますので，そういうところでももうちょっと，お話を，議論を深めていくこと

ができたらいいのかなというふうに，金額については，現状ではこのような状態ですけれ

ども，将来的にはそんなことも話し合っていきたいと思っております。 

 

大竹委員長 

 大野委員。 

 

大野委員 

 市長の答弁ももっともな答弁だと思うんですが，５市１町の首長会議は，私は水質浄化

が中心というふうには思っておりません。言うなれば，「感幸地」構想で20キロトレイル，

こういったものでの取手は芸術とか，それから，つくばみらいは間宮林蔵とか，つくば市

は科学をテーマにする，それから，牛久は小川芋銭をやるという，そういった20キロトレ

イル，そういったものについての連携が，私は首長会議の主たるものではないかなと，そ

う言ってもあれでしょうけども，そういったものを頭に入れて，首長会議ということだろ

うと私は思います。 
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 ですから，水質浄化に関してはやはり，水質浄化対策協議会，これ，ずっと，これまで

行われていたわけですし，10年，15年の，何年の歴史があるかわかりませんけれども，か

なりの歴史があるわけです。そして，平成30年から，４期の水質保全計画の初年度，そし

て，31年度は２年度目になるわけです。 

 そういった中で，ここで考えていかなければ，あるいは，ここで龍ケ崎市が率先立って，

やっていかなければ，私はやはり，お話だけになっちゃうのかなというふうに思うわけで

すよ。 

 先ほど言いましたように，ミドリガメの駆除，それから，稚魚の放流も，この協議会の

会費の中でやっていると，だから，そういったものを増やしていくか，あるいは，先ほど

質問したような水質浄化促進対策をちゃんとやっていかなければ，私は水質浄化は進まな

いだろうと思っているんです。 

 そういう意味で，お尋ねいたしました。あえて，今後の対策はと言っても，ちょっとな

かなか難しいかと思いますもんで，この件については，この辺にして終わりにしたいんで

すが。 

 

大竹委員長 

 富塚課長。 

 

富塚環境対策課長 

 牛久沼流域水質浄化対策協議会の負担金の額をお知らせします。 

 つくば市が39万4,000円，龍ケ崎市が22万6,000円，牛久市が20万3,000円，つくばみら

い市が12万9,000円でございます。なお，この負担金のほか，茨城県から50万円の補助金

をいただいております。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 大野委員。 

 

大野委員 

 わかりました。つくば市が31万4,000円で，つくば市が先ほどのお話のように，面積と

か，人口とかでどういう形で算出しているかわかりませんが，そういった理由でもって多

いということでしょう。 

 そのルールを変えることが適当かどうかわかりませんが，やはり，こういった費用につ

いても，増加させていく，そして，その中でやっていくと，それができないんだったら，

独自の龍ケ崎の水質浄化対策が必要なんじゃなかろうかと，そして，究極的には，お金は

かかるかもしれないけれども，直接浄化というか，そういったものをやっていかなければ，

水質浄化は到底100年かかっても，200年かかっても，同じですよということを申し上げて，

この件については，終了したいと思います。 

 続きまして，115ページの，農業総務事務費です。この中の，11の需用費55万4,000円，

この中に，農業政策課サイドの稚魚の放流の20万円が入っていると思いますが，どうです

か。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 お答えします。 

 こちらは，牛久沼への稚魚の放流，こちら補助金ではなく，現物ということですので，
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需用費の中に，牛久沼の放流事業ということで，20万円を計上させていただいています。 

 

大竹委員長 

 大野委員。 

 

大野委員 

 現物，いわゆる魚の形でお渡しするということかと思います。 

 いろいろ農業政策課を通じて，調べてもらいましたら，この20万円の稚魚の放流は，も

う50年近くやっているそうです。 

 ここに二，三，四，五年のお話ではなくて，昭和の四，五十年からもうやっていると，

ずっと20万円です。一つは大変評価したいと思います。変わらないでずっと50年近く買っ

て，水産資源の保護というか，そういう形で評価をしたいと思います。 

 その成果としては，そこそこのフナ，コイ，ウナギはちょっと遡上の問題もありまして，

天然のウナギ，なかなか難しいかと思うんですが，そういったそこそこの水産資源は保護

されてきました。この間，漁協の皆さんと，漁協の組合長がワカサギをふ化させて，そし

て，それを牛久沼に放流すると，そういったところに出くわしました。議員，何人かと行

って，ちょうど「感幸地」構想の，牛久沼はずっと見て歩いてきたわけなんですが，その

ワカサギの卵，250万個は，先ほどお話しました水質浄化対策協議会のほうから，７万円

出たお金でもってワカサギの卵，250万個をふ化して放流していると，そして，その話の

中で，ところによっては，１億個の卵をふ化・放流して，ワカサギの名産地に，名所化し

たいんだと，そういった話がありました。 

 １億個の卵というのはお幾らですかと言ったら，120万円ぐらいだと，そういう話でし

た。それが，先ほど，191万円の浄化促進対策費が高額ですねと言った私の根拠なんです。 

 １億個の卵の，ワカサギが，その名所化にできる，120万円ですよ。１年というわけに

はいかないでしょうから，５年，10年はやるしかないでしょうけれども，10年やっても，

1,200万円です。 

 そのほかの今，いろいろ，予算委員会でいろいろ言われている金額から見たら120万円

は少ないだろうと思います。浄化対策から見たら大変大きいです。 

 そういった意味でこの稚魚の放流につきましても，そういった点を考えて，今後検討し

ていただきたいと思いますが，いかがでしょう。市長にお伺いしたいと思います。 

 

大竹委員長 

 中山市長。 

 

中山市長 

 ワカサギが増えることと，水質浄化がどうつながるかというのは，ちょっと私は未知な

ところもありますが，水質が浄化することによって，魚が増えていくことはいいことだろ

うと思いますし，ワカサギに関しても，独自の漁協の取り組みで，今聞いたら，3,000万

粒の放流をしたというような話もございますので，漁協のやるべきことではあるだろうと

は思いますが，こちらについても，今，この協議会でも協力しているわけですので，今後，

どのような協力ができるかというのは，漁協の皆さんとも話し合っていければいいなと思

います。 

 

大竹委員長 

 大野委員。 

 

大野委員 

 水質浄化と稚魚の放流はどうつながるかどうかはわかりませんというお話でしたね，最
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初にね。でも，水質浄化対策協議会の中で，稚魚の放流に対する20万円の補助をしている

ということは，稚魚の放流が水質浄化につながると思って出しているんじゃないんですか。 

 これはむしろ，私が聞きたいぐらいなんです。 

 

大竹委員長 

 中山市長。 

 

中山市長 

 失礼しました。 

 中で育ったものを沼の外に連れ出すことが浄化につながるんだそうでございます。だか

ら，いっぱい魚がいて，いっぱい釣り上げていただいて，いっぱい皆さんに食べていただ

くことが浄化につながるということでございました。私の無知なゆえに大変失礼いたしま

した。 

 

大竹委員長 

 大野委員。 

 

大野委員 

 そういったことも踏まえて，あと，やはり，牛久沼に関心を持っていただくということ

も，一つの浄化につながるということだろうと思うんですけれども，そういった意味で，

いろいろその点も検討していただきたいと思います。 

 続きまして，115ページの，農業公園湯ったり館管理運営費についてお尋ねいたします。 

 歳入の，収入が8,360万円，そして，先ほどの説明では，16万人になりましたというの

が，私の聞き間違いでなければ，16万人になったということじゃないかと思います。 

 管理運営費が先ほど，質問がありました管理運営費１億4,431万6,000円を含んでおりま

すが，全体で１億5,838万円です。通常，民間で8,368万円収入を得て，支出が１億5,838

万2,000円，約倍に近い，あるいは，1.9倍と言ったらいいかな。倍近い支出があるわけで

ございますよね。 

 先ほどの話ですと，増やすための方策を，入館する人を多くすることを考えたらいいん

ではないかと，こういう話がいろいろありました。合わせて，この委託料の農業公園湯っ

たり館管理運営の運営費の１億4,431万6,000円，これを劇的に変えない限りは，毎年

6,000万円，7,000万円の赤字が免れないと，これは今年に始まったわけじゃございません。

去年も一昨年も，ずっとマイナスでございます。 

 市長はよく言います。費用対効果じゃないんですよ。公共性のあるものは費用対効果を

若干度外視してもいいんですよというようなことを言います。 

 でも，市長，これもマイナス。それから，これから，またちょっと質問しますが，文化

会館のたつのこ産直市場もマイナス，道の駅も私は難しいだろうと思います。はっきり言

って，そんなこと言ってらんないんですよ。 

 やはり少なくとも，こういう事態が生じたときには，スピード感を持って対応していか

ないと，ずるずるこのままいってしまうんです。 

 そういった意味で，鴻巣さんがＮＰＯ法人を使って運営すればいいんですよ。はっきり

言いまして。 

要はそういう運営形態を，冗談でＮＰＯ法人と言いましたけども，龍ケ崎は市民活動日

本一を目指しているんですから，市民活動として，そういったものができないかどうかを

検討，模索する必要があるんじゃないかということを言っているわけです。でなくちゃ，

結局は最後は廃止ですよ，これ。金食い虫ですから。 

 それを，早くから，今からでも遅くないと言うしかないですよ，これ。このまま続ける

わけですから，何か方策を考えないと。 
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ちなみにお尋ねします。これ，湯ったり館管理運営費が昨年，あるいは，一昨年よりは

かなり伸びていると思いますが，その理由をおっしゃっていただきたいと思います。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 お答えします。 

 今回の増額の主な要因としましては，都市ガス，東京電力の料金の値上げ，それに水道

料金による光熱水費の上昇，消費税の引き上げによる増額見込みでございます。 

 そのほか，利用者の減少に伴う実施事業の減収なども見込みまして，約900万円程度の

増額になったということです。 

 

大竹委員長 

 大野委員。 

 

大野委員 

 一番の増額の理由の主なものというものは，井戸から水道に切りかえた，そういったも

のが大変大きいかと思いますが，先ほどその理由も話として出ていましたが，こういった

赤字の中でそういったものを普通は民間の人は切りかえないんではないかと思います。 

 いずれにしても，抜本的な対策を考えていただきたいと思います。 

 続いて，117ページのたつのこ産直市場管理運営費でございます。これについても，同

じように，先ほど，この管理運営費は1,747万円でございますが，そのほか，店長の給料

として，742万円を加えますと，2,500万円です。収入，いわゆる使用料として，１割，平

成31年度は4,000万円見込んでその１割の400万円と，そういうことでございますが，400

万円の収入を得るのに，2,500万円，これは２年目です。思うんですが，この400万円，

4,000万円というのは，私は少ないと思っています。少ないというのは，市民が市民サー

ビスを受けるのも少ないと，そんなあれを持っています。 

 そんなわけで，これについても，やはり，対策が必要かと思います。 

 先ほど，その対策も聞きましたけれども，これも，市長において，対策を考えていただ

きたい。 

 質問として，先ほど生産者63名から106名というふうに増えておりますけれども，増え

ているとは言っても，これは登録した名前であって，実際，出している方々は何人なんで

しょう。 

 例えば，12月とか，１月とか，２月とか，近々で結構です。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 お答えします。 

 この106名の登録者につきましては，季節は違いますけれども，全員が出荷はしており

ます。 

 ただ，月に応じては，物産のほうは年間を通して出せるんですけれども，やはり野菜の

ほうは，季節によって，作物，つくる人も量も違ってきますので，毎月変動しております。 

 以上です。 

 

大竹委員長 
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 本日の会議時間を延長いたします。 

 大野委員。 

 

大野委員 

 皆さん出していただいていると，小なり大なり，出していても，出していることになり

ますし，また，これを市内，市外に，市内の出店者，出品者，市外の出品者に分けると，

どのぐらいになりますか，割合的に。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 すみません。今，割合ではなくて，人数で言わせていただきます。全体で106件，市内

が82件，市外が24件でございます。農産物につきましては，市内が56件，市外が17件，74

件，特産品物産品，市内が26件，市外が６件，計32件。 

 以上でございます。 

 

大竹委員長 

 大野委員。 

 

大野委員 

 市外，市内，あるいは，物産，農産というふうに分けますと，農産物の割合がさらに低

く，市内の農産物の割合というのは少なくなるんではないかと思います。 

 龍ケ崎の農業振興をうたい，始まったものです。さらなる努力をお願いします。 

 続きまして，125ページ，01070900の観光物産事業，委託料，牛久沼の白鳥の飼育につ

いてお尋ねいたします。 

 155万5,000円，この中身をお願いしたいと思います。 

 

大竹委員長 

 佐藤課長。 

 

佐藤商工観光課長 

 内容でございますが，１日２回，午前，午後の餌やり，そして，工業団地のほうからの

餌の運搬とあと飼育場所の清掃等，こちらを合わせての委託料となっております。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 大野委員。 

 

大野委員 

 合わせての委託料と言いながら，155万5,000円は，これはみんなほとんど人件費とは違

うんですか。155万5,000円の中身をお尋ねしたんです。 

 

大竹委員長 

 佐藤課長。 

 

佐藤商工観光課長 

 餌は一部，飼育に使う餌の原材料費は一部ありますけど，やっぱり人件費という部分が
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大部分だというふうに考えております。 

 

大竹委員長 

 大野委員。 

 

大野委員 

 白鳥，いやいや，餌の場合は，買ったものはこのぐらいでというのが，すぐ出ないんで

すか。 

 

大竹委員長 

 佐藤課長。 

 

佐藤商工観光課長 

 今，調べてすぐ出すようにします。 

 

大竹委員長 

 大野委員。 

 

大野委員 

 牛久沼白鳥の飼育に関しては，皆さんご存じでしょうが，と言ってもなかなか年度まで

はわからないでしょうが，よく牛久沼の白鳥は，皇居からいただいたものだと，この程度

は恐らくここにいる方はわかっているかと思いますが，調べますと，昭和38年に白鳥のつ

がいをもらったのが始まりです。 

 そして，市の鳥になっていますね。白鳥は。これも，皆さんご存じかと思います。市の

鳥になったものは，昭和49年と，ですから，この白鳥の飼育に関しては，金額の多い，少

ない，時期によって，波はあったでしょうが，昭和38年から，今何年ですか，92かな，93

ですね。昭和93年に，昭和で言うとあたりますから，55年，白鳥の飼育をやっているわけ

です。これは，半世紀ですから，これもまた，評価すべきものだと思います。 

 「感幸地」構想は今から100年ですから，もう既に白鳥に関しては，もう55年やってい

るんです。この飼育のおかげで辛うじてと言ったら，怒られるかもしれませんが，私，こ

の間見にいきましたら，20羽，30羽，多いときでは60羽，70羽いたそうです。 

 ですから，20羽を保っているということは，やはり，評価すべき事柄かなと思います。 

 ただ，残念なのは，60羽を最高にして，現在20羽ということで，そういった意味で辛う

じてという表現をしたわけなんですが，これについても観察記録的なものはあるんですか。 

 

大竹委員長 

 佐藤課長。 

 

佐藤商工観光課長 

 詳細な観察記録というのはございません。 

 ちょっと手元に資料ないんですが，何年か前から，ボランティアの方々が牛久沼に来て

いる白鳥の数，場所とか，その時間とかによって違うんですが，その方々がつけていたそ

の白鳥の数という記録はございます。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 大野委員。 
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大野委員 

 私が観察記録はあるんですかとお尋ねしましたのは，白鳥にとっても，住みよい場所が

住んでてよかったという場所が私はあるんではないかと思います。 

 結果的に，手賀沼とか，旧小貝川とか，いろいろ分かれて，牛久沼から分かれて，コブ

ハクチョウが移り住んでいると，そして，住みよい環境ではちょっとないもんで，増えな

いということだろうと思います。 

 それから，先だって，10日ぐらい前に，印西市の旧本埜村の本埜白鳥の郷というところ

に行ってきました。そうしましたら，これは，一般質問でもちょっとご披露しましたが，

1,300羽のシベリアからの白鳥が飛来していると，龍ケ崎は二，三十羽の白鳥が飛来して

いると，全然飛来して来ないわけじゃないです。でも，次の年，増えないんです。旧本埜

村の白鳥の郷は倍倍倍ということで，６羽が12羽，12羽が24羽ということで増えて，10年

でそれだけの名所化になったということでございます。 

 ですから，龍ケ崎においても，いかにどのようにしたら，白鳥が住みやすい環境である

かを観察記録やいろんな形でもって，やっていかなければ，55年の飼育は非常に，飼育は

非常に評価はするんだけども，ただ，飼育をしてたんでは駄目なんじゃないんですかとい

う意味で，今後，観察記録等々お願いしたいと思いますが，いかがでしょうか。 

 

大竹委員長 

 佐藤課長。 

 

佐藤商工観光課長 

 先ほど委員のほうからお話がありました旧本埜村，教えていただきまして，環境という

のは大変，鳥にしかわからないものもあるんでしょうが，いろいろ研究はして，どういう

のならいいのか，どういうものだったら，たくさん来ていただけるのかというのも，少し

研究はしてみたいと思います。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 大野委員。 

 

大野委員 

 人間が住むところも，人間でなくちゃわからないんですが，それも人間わかりませんか

ら，なかなか。ですから，よく白鳥に教わってぜひとも，住みよい環境をお願いしたいと

思います。 

 参考までに言いますれば，曽根一吉議員が10年前に観察記録をとるべきだという一般質

問をしております。それ以後も，全然されていないので，今後はよろしくお願いいたしま

す。 

 よろしいでしょうか。 

 

大竹委員長 

 ほかにありませんか。 

 山﨑委員。 

 

山﨑委員 

 １分で終わりますので，予算書のＰ125，01070900，これ，先ほど，伊藤委員のほうも

質問と若干重複しますが，この観光物産事業交付金，新商品及び販路開発等支援事業につ

いてお聞きいたします。この事業については，平成30年までの３カ年計画で進めてきたも

ので５品目の新商品が認証されたと，先ほど佐藤課長からご答弁がございました。 
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 当事業の今後の方向性について，教えてください。 

 

大竹委員長 

 佐藤課長。 

 

佐藤商工観光課長 

 お答えします。 

 当事業につきましては，地元の企業からの新商品の開発の意欲の高まりを見まして，当

市の持つ既存の地域資源や，新たな資源を活用して自らが，皆様で考えていただいている

新商品の開発，これに取り組んでいるものと考えております。 

 これにつきましても，引き続き，龍ケ崎観光物産協会や，商品の開発事業者の方と連携

を図りながら，ブランド力の高い魅力的な商品開発に努めて，道の駅の出店なども視野に

入れまして，物産品の販路拡大を推進していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 山﨑委員。 

 

山﨑委員 

 引き続き，ブランドの高い魅力的な商品の開発に努めていただきますようよろしくお願

いいたします。 

 以上で終わります。 

 

大竹委員長 

 佐藤課長。 

 

佐藤商工観光課長 

 先ほど大野委員のほうでお話がありました人件費とか云々というお話でございます。 

 人件費のほうは121万5,120円，餌代のほうは，24万2,400円，事務費のほうが９万7,209

円で見積もりのほうは，当時155万4,729円ということで，シルバー人材センターのほうか

らいただいております。 

 以上でございます。 

 

大竹委員長 

 ほかにありませんか。 

 

鴻巣委員 

 115ページ，これ，湯ったり館の話だけど，さっきから，否定的な話ばっかり出ている

んで。あれは，平成12年か11年にごみ処理場をつくって，地元還元ということで，つくっ

たこと，誰でも知っている話だよね。 

 それだから，別に私は，赤字垂れ流しでいいとか，そんなことは言ってないけど，あれ

から今，平成30年だから，20年たっているから，外壁を直したり，配水管を直したり，今

度はガスとか，やっぱりサイクルというのはそういう時期に来ているから，金もかかるし。 

それから，新しい湯舞音ができて，減ると。これは俺も小さな商売やっているけど，近

くにお店ができれば，必ず減るんですよ。少し待っていれば，また，戻ってくるんですよ。

これはもう，誰でもそうだし，どんな店でもそうだし，場合によっては，それは減りっぱ

なしということもあるかもわかんないけど，でも大体，戻ってくる。珍しいから行くだけ

で，戻ってくるんで。 



91 

これから先は，湯ったり館は恐らく，今までいろいろ改修をやってきたんで，これから

先はそんなにかかることはないと思うんですけども，これからの見通しとして，これから

先，このぐらいかかるんだよとか，これとこれは直すしかないんだよということがあれば，

ちょっと教えてください。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 やはり，中期事業で５年間の計画を出しております。ハードの部分では，外壁工事とか

は，ほとんど終わっているんですが，まだ，ちょっと，金額の大きい内壁の関係の工事だ

と思いますが，こちらについては，ちょっと，現状きれいなので，３年後に先送りにして。 

そういうようなことも含めながら，お金を余りかけない，そういう努力もしているところ

です。 

 

大竹委員長 

 鴻巣委員。 

 

鴻巣委員 

 ある程度，だから，改修や何かも，20年たって終わってきているんで，これからはそん

なにかからないと思うんで。人件費等は委託料で，そこもうまく話し合いをして，そして，

やっぱり，これをどうこうするとしたときは，地元ともきっちり話し合いをするしかない

と思うんですよ，私は。 

よそに渡したり，ＮＰＯで俺がやるにしたって，誰がやるにしても，だから，そういう

ことも含めて，地元との相談も必要なので。これは別に，赤字だから，どうのこうのとい

う問題ではないから，そこのところだけはちょっと，指摘しておきたいなと思って。これ

はもう，決して，もうけでやったわけじゃないし。あの時，ごみ処理場を貝原塚に来ると

いうのが，大反対になって，本当に，私は当事者でいましたから，よくわかるんで。それ

を無理やり受けてもらったんで，それの代がえ，それでつくっているんで，そこを，あん

まりこれ，言われてもしょうがない。 

確かに，いいことではないから，毎年毎年，持ち出しということは。だから，それは気

をつけなくちゃなんないとは思いますけども，そんなにそこまでこだわって，もうけたり

なんかする必要はないので。一応，私の意見として，このままで，この委員会終わったら

気持ちが悪いんで。だから，私の意見だけは申し上げておきます。 

 

大竹委員長 

 中山市長。 

 

中山市長 

 応援ありがとうございます。 

 後藤委員もぜひ，湯ったり館のほうにも，行っていただけるように，よろしくお願いい

たします。 

 皆さんにたくさん，使っていただくのが大事だと思いますし，もちろん，くりーんプラ

ザ・龍の環境整備施設というのは，当然ありますけれども，当時，この温浴施設に目をつ

けたのは，先見の明があったのかなと思いますが，その後やっぱり，競争相手がどんどん

出てきてしまったという現実があるわけですので，ただ，やはり，みんなに行ってもらえ

るような，私も超楽観主義者なんで，一時は湯舞音にとられても，いずれは，お風呂自体

は湯ったり館のほうが，広々としてのんびりできる施設だろうなと思ってますので，戻っ
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てくる方もいると思います。 

 ただし，その方にもまた，さらに満足度を上げていくような取り組みはこれからも必要

だと思います。 

 ということで，議員の皆様にも，今日もいろいろご指摘，また，ご提案などもいただき

ましたので，今後も湯ったり館に関しましては，市民，そして，また，市外の皆さんにも，

愛されるような施設にしていきたいと思いますので，引き続き議員の皆様にも，ご協力，

ご提案，よろしくお願い申し上げます。 

 

大竹委員長 

 大野委員。 

 

大野委員 

 質問としては，じゃあ，この16万人のうちの市内と市外の割合というものを私はお知ら

せしてもらいたいんですよ。 

 つまり，関連施設であるということとか，そういうことをお話しすれば，当然，これは

市内と市外の利用割合が必ず必要なんですよ。それが１点。 

 それともう一つ，利用者数の問題ですが，かつて，20年間，20万人で大体落ちついてい

たんですよ。20万ちょっと超えるとき，でも，ずっと平均で言えば，大体，20万に届いた

んです。 

 ここ三，四年の傾向でこうやって減っていくわけなんですよ。 

 これは委員長がコンサルタントやっているからわかりますが，大変危機的状況だと私は

思いますよ。 

今，減っているんですから，このときに，考えなくちゃ駄目ですということを言ったん

です。これは，市長は楽観主義だと言っていますけども，道の駅の件で，札野議員が質問

した桑原の件で，この話のちゃんとした北山研究所の話の中で，市長はちゃんと聞いてん

ですよね。桑原地区の影響はどうでしょうか。対応はどうでしょうかということを言って

いるんですよ。 

 楽観主義でも，ちゃんとわかっているんですよ。ただ，北山研究所は全然，その答えは

出さなかったけどもね。 

 

大竹委員長 

 菅沼課長。 

 

菅沼農業政策課長 

 市内，市外の割合につきましては，受け付けで聞いておりませんので，現在わかりませ

ん。 

 あと，20万人から落ちてきたということで，平成26年が，20万人ぐらいいたんですけれ

ども，飲食部門が落ち始めてから，比例してやはり下がってきている。こういう傾向もあ

りましたので，今回，新たな飲食店等，ちょっとかえるという，こういう試みをしたとこ

ろです。 

 

大竹委員長 

 最終質問でよろしいですか。 

大野委員。 

 

大野委員 

 いいでしょう。 
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大竹委員長 

 簡潔明瞭で本当に。最終質問。 

 

大野委員 

 飲食店のせいじゃ私はないだろうと思います。だって，湯ったり館はお風呂に入ってく

るのが目的ですから，そのついでに寄るのが飲食ですから，人数は減った結果，そういう

ふうになっているということだろうと思います。 

 それから，市内外の話ですが，この件も私は従来の場合，言っています。それは確かに

受け付けのところで，市は500円です。市外の人は550円じゃないですから，みんな一律

500円ですから，それはないということで，難しいと言っていますけど，何らかの方法で，

やはり，アンケートなりいろんな形でもって，市内外は人数を把握する必要があるだろう

ということは，もう前に何回も言っています。 

 それを申し添えて私は質問を終わります。 

 

大竹委員長 

 これで質疑なしと認めます。 

 この特別会計の審査に入りますが，市民生活部につきましては，関連がございませんの

で，退席していただこうと思っています。よろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

大竹委員長 

 ご異議ありませんので，市民生活部の皆さんは退席していただいて結構です。 

 それでは休憩いたします。 

 午後５時５分再開の予定であります。よろしくお願いします。 

 

【休 憩】 

 

大竹委員長 

 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 続きまして，議案第20号 平成31年度龍ケ崎市公共下水道事業特別会計予算についてご

説明願います。 

 宮本都市整備部長。 

 

宮本都市整備部長 

 議案第20号 平成31年度龍ケ崎市公共下水道事業特別会計予算の予算でございます。 

 予算書，233ページをお開きください。 

 この予算は，歳入歳出それぞれ22億5,900万円と定めるものです。予算の総額は前年度

対比6,940万円，３％の減となっております。 

 要因といたしましては，総額約８億6,000万円の継続費を設定しております，佐貫排水

ポンプ場改築事業の年割額が平成30年度は40％，31年度は30％であることなどです。 

 次に，236ページをお開きください。 

 第２表継続費では，地蔵後中継ポンプ場改築事業で，総額9,000万円，平成31年度から

32年度の２カ年の継続費を設定するものでございます。 

 その下，第３表地方債では，公営企業会計適用債ほか４件で総額５億1,720万円の限度

額を設定するものです。 

 次に，241ページ，お開きください。 

 歳入です。 
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 まず，一番上，受益者負担金です。公共下水道の整備が完了し，供用を開始した区域の

土地所有者に係る負担金で，最長５年分割となりますので，現年賦課分は平成26年度から

平成30年度の整備分でございます。 

 その下，下水道使用料です。公共下水道に排出する汚水量に応じた使用料で現年賦課分

につきましては，接続推進による伸びを0.5％で約500万円，消費税改定の影響を約1,050

万円見込んでおります。 

 その下の下水道施設使用料は，ポンプ場や調節池の敷地に設置されている電柱などの占

用料でございます。 

 その下でございます。下水道手数料です。下水道工事指定店登録手数料については，平

成31年度は登録更新年度となるため，増収を見込んでいます。 

 その下，下水道整備費国庫補助金でございます。社会資本整備総合交付金は佐貫排水ポ

ンプ場改築工事をはじめ，地蔵後中継ポンプ場改築工事，枝線工事などに係る国庫補助金

で，補助率は２分の１でございます。 

 その下，下水道管理費県補助金です。下水道接続支援事業費は，森林湖沼環境税を活用

し，平成30年度から33年（2021年）度まで霞ヶ浦流域の市町村，供用開始後４年以降も県

補助対象とし，さらに，世帯構成及び収入の要件を満たせば，宅内の配管工事費の補助と

して最大31万円を加算するものでございます。 

 続きまして，利子及び配当金です。流域下水道基金の利子を計上しております。 

 その下，一般会計繰入金です。公共下水道事業の経営安定，雨水排除に係る一般会計負

担及び職員給与費に係る一般会計繰り入れです。 

次のページ，243ページお願いいたします。 

 繰越金です。平成30年度の実質収支及び繰り越すべき財源の見込み額でございます。 

 その下，延滞金です。下水道使用料の滞納に係る延滞金でございます。 

 その下，市預金利子でございます。公共下水道事業特別会計の歳計現金を管理する普通

預金等の利子でございます。 

 その下，雑入です。下水道計画図の売払収入，下水道賠償責任保険金及び下水道使用料

過誤納付金返還金を計上しております。 

 次の，水洗便所改造資金貸付金元利収入は廃除科目でございます。 

 その下，市債につきましては，第３表地方債で設定しました限度額をそれぞれ計上した

ものでございます。 

 245ページ，お開きください。 

 歳出です。 

 まず，一般管理費です。下水道事務費では，地方公営企業会計移行支援や，下水道事業

広域化計画策定検討基礎調査の委託料，下水道普及費では，下水道接続支援事業による水

洗便所改造資金補助金を計上しているほか，下水道使用料等徴収事務費などを計上してい

るところでございます。 

 続きまして，下水道管理費です。公共下水道管理費では，ポンプ場や管渠など下水道施

設に係る維持管理経費を計上しているところでございます。 

 247ページ，お開きください。 

 流域下水道管理費では，汚水排除量などに応じた霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費を計

上しているところでございます。 

 続きまして，下水道整備事業費です。公共下水道整備事業では，西坪及び馴馬地区の枝

線工事，公共下水道改築等事業では，継続事業であります佐貫排水ポンプ場改築事業や，

地蔵後中継ポンプ場改築事業など，流域下水道整備事業では，県事業の霞ヶ浦常南流域下

水道整備事業に対する負担金を計上しているところでございます。 

 次に，249ページ，お開きください。公債費でございます。下水道事業債元金償還費は，

新設や改築の財源となる普通債の償還を減少しているものの，資本費平準化債や償還が増

加しているため，約2,600万円の増，下水道事業債利子償還費は，償還の進捗や近年の低
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金利により，約2,200万円の減となっているところでございます。 

 続きまして，予備費は不測の事態などに速やかに対応するために計上しているところで

ございます。 

 説明につきましては，以上でございます。 

 

大竹委員長 

 それでは，質疑に入ります。質疑ありませんか。 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 すみません。２点だけ限ってお聞きいたします。 

 245ページの下水道事務費のところの委託料で，ここに地方公営企業会計移行支援とい

うのがあるんですけど，32年（2020年）度から，公会計ということだと思うんですけど，

そうすると，31年度が最後の年というふうになります。いろいろ想定しただけでも，その

いわゆる固定資産関係をどのように計上していくのかと膨大なものだと思うんですけど，

今の進捗状況や，その他についてはいかがですか。ちょっとお聞きいたします。 

 

大竹委員長 

 大貫課長。 

 

大貫下水道課長 

 地方公営企業会計移行支援の業務委託につきましては，平成29年度から31年度までの３

カ年継続で来年度が31年度が最終年になります。そして，32年（2020年）４月の会計移行

を予定しておるところでございます。 

 現在の状況といたしましては，下水道施設などの換価価値，いわゆる金銭的価値ですね，

こちらを把握するための資産評価並びに減価償却計算等を行っており，本年，31年５月を

目途に30年度工事分まで含めて整理を終了する予定で進めております。 

 また，並行いたしまして，条例の整備，新たな会計の勘定科目のコンバートなど，会計

システムの構築，そちらの準備を進めておりまして，31年10月頃からは，公営企業会計に

よる予算編成，あるいは，32年（2020年）３月末におきまして，打ち切り決算を行うとい

うこととなっておりますので，そちらの準備を進めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 わかりました。 

 続いて，その下にある下水道事業広域化計画策定検討基礎調査，これは新たに入った項

目なんで，これはどういうことをされるのか，その辺についてお聞きします。 

 

大竹委員長 

 大貫課長。 

 

大貫下水道課長 

 下水道事業広域化計画策定検討基礎調査についてでございます。こちらにつきましては，

平成29年に国で汚水処理の広域化，共同化の計画の策定についてという指針が出まして，

平成34年（2022年）度までに県単位で計画の策定が求められているところでございます。 
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 茨城県におきましても，平成30年度に県と市町村との検討会を立ち上げまして，33年度

の計画策定を目指しているところでございます。 

 内容といたしましては，広域化，共同化は浄化センター，いわゆる処理場の統合や，汚

泥処理，または施設管理の共同化などを目指していくということでございますが，龍ケ崎

市の下水道につきましては，霞ヶ浦常南流域下水道に入っておりまして，県の浄化センタ

ーに流下していることなど，実はもう広域化されるというような状況もございます。 

 それでありますので，今回の検討事項といたしましては，市内部のほうで，農業集落排

水との統合，または，少し広域になりますが，龍ケ崎地方衛生組合と流域下水道の汚泥処

理等の共同化などが考えらえるところでございます。 

 今回の基礎調査につきましては，現状分析をした上で，広域化等にメリット，デメリッ

トなどを調査の上，経済効果などを作成いたしました上で，今後の実施計画等の策定の方

向性を定めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

 

大竹委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 国については，上下水道の広域化ということが，盛んに言われているところで，それに

は非常に疑問を持っているところで，龍ケ崎の場合，そういうようなことでしたので，集

落排水との結合という点ではあるかもしれませんので，この辺は後の調査結果を待ちたい

と思います。 

 以上です。 

 ありがとうございます。 

 

大竹委員長 

 ほかにありませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

大竹委員長 

 質疑なしと認めます。 

 

大竹委員長 

 続きまして，議案第21号 平成31年度龍ケ崎市農業集落排水事業特別会計予算について

ご説明願います。 

 宮本都市整備部長。 

 

宮本都市整備部長 

 それでは，議案第21号 平成31年度龍ケ崎市農業集落排水事業特別会計予算についてで

ございます。 

 予算書の263ページ，お開きください。 

 この予算は歳入歳出それぞれ6,700万円を定めるもので，予算の総額は前年度対比40万

円，0.6％の減となっております。要因といたしましては，水洗便所改造資金貸付金制度

の廃止による減額が公債費の増額などで，相殺されまして，微減となっているところでご

ざいます。 

 次に，266ページ，お開きください。 

 第２表地方債でございます。資本費平準化債の限度額1,310万円を設定するものでござ
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います。 

 次に，271ページ，歳入でございます。 

 一番上，農業集落排水使用料です。板橋・大塚地区の農業集落排水の使用料ですが，現

年賦課分は新規接続があったものの，使用人数に応じた賦課のため，転出等による使用人

数の減により，微減となっております。 

 その下，農業集落排水手数料です。農業集落排水使用料の督促手数料を計上しておりま

す。 

 その下，農業集落排水管理費県補助金です。公共下水道と同様に，農業集落排水接続支

援事業費で，森林湖沼環境税を活用した県補助金を見込んでいるほか，霞ヶ浦の水質保全

を目的としたリン除去支援事業費補助金を計上しております。 

 その下，一般会計繰入金です。農業集落排水事業の経営安定及び職員給与に係る一般会

計への繰入でございます。 

 その下，繰越金です。平成30年度の実質収支及び繰り越しすべき財源の見込み額でござ

います。 

 その下，市預金利子でございます。農業集落排水事業特別会計の歳計現金を管理する普

通預金等の利子でございます。 

 次に，水洗便所改造資金貸付金元利収入は廃除項目となっております。 

 その下の市債については，第２表地方債で設定いたしました農業集落排水事業資本費平

準化債を計上したものでございます。 

 273ページをお開きください。歳出でございます。 

 一番上，一般管理費です。職員給与費のほか，農業集落排水普及費では，農業集落排水

接続支援事業による水洗便所改造資金補助金を計上しているところでございます。 

 その下，農業集落排水維持管理費です。農業集落排水施設管理費で，浄化センターやマ

ンホールポンプ，管渠など農業集落排水施設の維持管理経費のほか，使用料徴収に係る事

務費などを計上しているところでございます。 

 その下，公債費です。農業集落排水事業債利子償還費は，償還の進捗などにより，減少

傾向ですが，農業集落排水事業債元金償還費が平成30年度の資本費平準化債の元金償還な

どにより公債費総額では，254万5,000円，5.76％の増額計上としております。 

 その下，予備費は不測の事態などに速やかに対応するために計上させていただいており

ます。 

 説明については，以上でございます。 

 

大竹委員長 

 それでは，質疑ありませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

大竹委員長 

 質疑なしと認めます。 

 続きまして，議案第26号 平成31年度龍ケ崎市工業団地拡張事業特別会計予算について

ご説明願います。 

 宮川産業経済部長。 

 

宮川産業経済部長 

 383ページをお願いいたします。 

 議案第26号 平成31年度龍ケ崎市工業団地拡張事業特別会計予算でございます。 

 予算の総額を歳入歳出それぞれ５億1,200万円と定めるものでございます。 

 また，地方自治法の第230条第１項の規定により，地方債の起債の目的，限度額，起債
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の方法，利率及び償還の方法を第２表地方債によるとするものでございます。 

 386ページをお願いいたします。 

 第２表の地方債でございます。工業団地整備事業の限度額を４億9,200万円とするもの

でございます。 

 続きまして，390，391ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。 

 １の繰入金，一般会計繰入金です。工業団地拡張事業費等繰入金381万7,000円ですが，

これは歳入歳出の差額分の繰り入れでございます。 

 続きまして，２工業団地拡張事業職員給与費繰入金です。これは工業団地整備プロジェ

クトグループ職員２名分の給与費等となります。 

 続いて，２繰越金の１の繰越金，工業団地拡張事業繰越金1,000円でございます。これ

は科目設定でございます。 

 続きまして，３諸収入の市預金利子です。工業団地拡張事業歳計現金運用利子1,000円

でございます。 

 ４の市債で，１工業団地整備事業債，４億9,230万円です。これは前年度と比較いたし

ますと，４億3,900万円の増額となっておりますが，その主な要因は31年度予定いたしま

す造成工事費及び公有財産購入費などが起債対象となるためでございます。 

 続きまして，392，393ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 １工業団地整備事業費でございます。職員給与費（工業団地整備）でございます。これ

は職員２名分でございます。 

 続いて，工業団地整備事業，４億9,486万8,000円ですが，これはつくばの里工業団地拡

張事業に係る費用でございます。主なものを申し上げます。13の委託料です。まず，埋蔵

文化財発掘調査です。これは平成30年度と31年度の継続費としたものでございまして，全

体予算691万3,000円のうち，平成31年度分を計上しております。次の不動産鑑定です。こ

れは分譲価格を設定するために委託をするものでございます。その下の登記事務，これは

拡張区域内の市道認定廃止部分の登記表題，嘱託登記の費用でございます。続きまして，

15番の工事請負費３億3,000万円です。これは市の分譲地３区画，約3.8ヘクタールの造成

工事費でございまして，内容といたしましては，主に切土や盛土の整備工事と擁壁工事と

なります。17の公有財産購入費，１億5,236万2,000円ですが，これは平成30年度に土地購

入をした際，その売買代金につきましては，土地開発基金を取り崩して支払いを行ったた

め，平成31年度に基金への払い戻しを行うために計上したものでございます。続いて，22

の補償，補塡及び賠償金ですが，これは平成30年度に実施いたしました土地買収の際に，

用地交渉や契約時など，地権者世帯に対しまして，就業不能となることによる損失の補償

費用でございます。対象者は36名分で193万3,200円でございます。 

 続いて，その下の２公債費の１利子でございます。工業団地拡張事業利子償還費，56万

7,000円です。これは市債の借入償還利子分でございます。 

 ３の予備費です。これは予備費として68万4,000円を計上しております。 

 以上でございます。 

 

大竹委員長 

 それでは，質疑ありませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

大竹委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもちまして，環境生活委員会所管事項についての説明と質疑を終結いたします。 
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 以上で，予算審査特別委員会に付託されました議案第18号から議案第26号までの９案件

についての説明と質疑を終結いたします。 

 休憩します。 

 ５時45分再開の予定です。 

 

【休 憩】 

 

大竹委員長 

 それでは，休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 これより議案第18号から議案第26号までについての討論に入ります。 

 討論ありませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

大竹委員長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第18号 平成31年度龍ケ崎市一般会計予算について，本案は原案のとおり了承する

ことにご異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

 

 

大竹委員長 

 ご異議がありますので，挙手採決といたします。 

 議案第18号，本案は原案のとおり了承することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

〔賛成者挙手〕 

 

大竹委員長 

 賛成多数であります。 

 よって，本案は原案のとおり了承されました。 

 議案第19号 平成31年度龍ケ崎市国民健康保険事業特別会計予算について，本案は原案

のとおり了承することにご異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

 

大竹委員長 

 ご異議がありますので，挙手採決といたします。 

 議案第19号，本案は原案のとおり了承することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

〔賛成者挙手〕 

 

大竹委員長 

 賛成多数であります。 

 よって，本案は原案のとおり了承されました。 

 議案第20号 平成31年度龍ケ崎市公共下水道事業特別会計予算について，本案は原案の
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とおり了承することにご異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

大竹委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって，本案は原案のとおり了承しました。 

 議案第21号 平成31年度龍ケ崎市農業集落排水事業特別会計予算について，本案は原案

のとおり了承することにご異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

大竹委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって，本案は原案のとおり了承されました。 

 議案第22号 平成31年度龍ケ崎市介護保険事業特別会計予算について，本案は原案のと

おり了承することにご異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

大竹委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって，本案は原案のとおり了承されました。 

 議案第23号 平成31年度龍ケ崎市障がい児支援サービス事業特別会計予算について，本

案は原案のとおり了承することにご異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

大竹委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって，本案は原案のとおり了承されました。 

 議案第24号 平成31年度龍ケ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算について，本案は原

案のとおり了承することにご異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

 

大竹委員長 

 ご異議ありますので，挙手採決といたします。 

 議案第24号，本案は原案のとおり了承することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

〔賛成者挙手〕 

 

大竹委員長 

 賛成多数であります。 

 よって，本案は原案のとおり了承されました。 

 議案第25号 平成31年度龍ケ崎市介護サービス事業特別会計予算について，本案は原案

のとおり了承することにご異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

大竹委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって，本案は原案のとおり了承されました。 

 議案第26号 平成31年度龍ケ崎市工業団地拡張事業特別会計予算について，本案は原案

のとおり了承することにご異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

 

大竹委員長 

 ご異議がありますので，挙手採決といたします。 

 議案第26号，本案は原案どおり了承することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

〔賛成者挙手〕 

 

大竹委員長 

 賛成多数でありますので，よって，本案は原案のとおり了承されました。 

 以上，予算審査特別委員会に付託されました議案の審査は終了いたしました。 

 これをもちまして，予算審査特別委員会を閉会いたします。 

 長期間にわたる慎重審査，ご苦労さまでございました。ありがとうございました。 


