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誠君

午前10時00分

日程第３ 議案第１号から議案第４号まで、

開催・開議

報告第１号及び報告第２号

○議長（中平浩志君） ただいまから第３回久慈市議

○議長（中平浩志君） 日程第３、議案第１号から議

会臨時会議を開催いたします。
直ちに本日の会議を開きます。

案第２号まで、報告第１号及び報告第２号を一括議題

欠席通告は、八重櫻議員よりありました。

といたします。
提出者の説明を求めます。中居副市長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

〔副市長中居正剛君登壇〕

諸般の報告

○副市長（中居正剛君） 提案いたしました議案４件

○議長（中平浩志君） 諸般の報告をいたします。

の提案理由及び報告２件について、ご説明申し上げま

市長から、議案等の提出があり、お手元に配付して

す。

あります。

まず、議案第１号「平成27年度久慈市一般会計補正

これより本日の議事日程に入ります。

予算（第５号）」でありますが、今回の補正は、久慈

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

市土地改良区総代選挙執行に係る経費を計上したもの

日程第１ 会議日程の決定

であります。

○議長（中平浩志君） 会議日程の決定を議題といた

１ページをお開き願います。第１条「歳入歳出予

します。

算」の補正は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ92万

会議日程案に関し、委員長の報告を求めます。佐々

1,000円を追加し、補正後の予算総額を245億5,323万

木議会運営委員長。

2,000円にしようとするものであります。款及び項の

〔議会運営委員長佐々木栄幸君登壇〕
○議会運営委員長（佐々木栄幸君） 第３回久慈市議

補正額は、２ページ、３ページの第１表「歳入歳出予

会臨時会議の運営につきまして、去る11月13日に議会

算補正」のとおりであります。
次に、議案第２号「久慈地下水族科学館災害復旧工

運営委員会を開催し、協議をいたしましたので、その

事の請負変更契約の締結に関し議決を求めることにつ

結果をご報告申し上げます。
今臨時会議で審議いたします案件は、市長付議事件

いて」でありますが、去る平成26年８月28日に議会の

４件であります。また、専決処分の報告が２件ありま

議決を経て、鹿島建設株式会社東北支店と当初契約を

す。

行った久慈地下水族科学館災害復旧工事について、契
約金額３億2,184万円から1,712万3,400円を増額し、

このことから、本日１日の本会議とする会議日程と

３億3,896万3,400円で請負変更契約を締結しようとす

すべきものと決しました。

るものであります。

各位のご協力をお願い申し上げ、ご報告といたしま

なお、変更工事の内容でありますが、工事精査に伴

す。
○議長（中平浩志君） お諮りいたします。本臨時会

い、幹線設備、誘導灯などの変更及び電気設備制御盤、

議の日程は、ただいまの委員長報告のとおり決するこ

粉じん等清掃費などの追加を行うものであります。
次に、議案第３号「久慈市総合防災公園整備その１

とにご異議ありませんか。

工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについ

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（中平浩志君） ご異議なしと認めます。よっ

て」でありますが、本案は、久慈市総合防災公園の整

て、そのように決定いたしました。

備に当たり、日本国土・宮城建設・下舘建設特定共同
企業体と５億4,033万2,640円で請負契約を締結しよう

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

とするものであります。工事の主な概要でありますが、

日程第２ 会議録署名議員の指名

園の573メートル、調整池２池などの整備であります。

○議長（中平浩志君） 日程第２、会議録署名議員の

次に、議案第４号「久慈市総合防災公園整備その２

指名を行います。

工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについ

会議録署名議員に、泉川博明君、澤里富雄君、二子

て」でありますが、本案は、久慈市総合防災公園の整

賢一君を指名いたします。

備に当たり、日本国土・宮城建設・下舘建設特定共同

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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企業体と６億8,546万7,360円で請負契約を締結しよう

けたいようなニュアンスの市長のコメントがあったよ

とするものであります。工事の主な概要でありますが、

うに思うんですけど、これまでは補助金があって、ず

多目的広場２の整備であります。

っと継続した経緯があるんですが、これが、もしそう

次に、報告第１号「久慈地下水族科学館管理棟改築

いった補助金がなくなってくると、一般財源の持ち出

主体工事の請負契約の締結に関する専決処分の報告に

しっていうことになるわけですけども、そういった意

ついて」でありますが、去る平成26年８月28日に議会

味で、私は以前から申し上げてるんですけど、やっぱ

の議決を経て、宮城建設株式会社と当初契約を行った

りまちなか水族館については、もぐらんぴあ完成時に

久慈地下水族科学館管理棟改築主体工事について、契

は、そちらに拠点を移すということからいえば、そう

約金額５億976万円から540万7,560円を増額し、５億

いった形でやっていかないと、二言目にはお金がない

1,516万7,560円とする請負変更契約に関し、地方自治

という言い方を答弁で返ってくるんですけど、まさに

法第180条第１項の規定に基づき専決処分したので、

まちなか水族館を継続してしまうということになりま

同条第２項の規定により報告するものであります。

すと、まさに一般財源がもろに出てくることになろう

なお、変更工事の内容でありますが、工事精査に伴

かと思いますが、その点、どのようなお考えをお持ち

い、軽量鉄骨壁下地、内装仕様の変更及び点検扉等の

なのか、この報告に関連してお聞かせいただきたいと

追加を行うものであります。

思います。
○議長（中平浩志君） 中居副市長。

次に、報告第２号「久慈地下水族科学館管理棟改築
電気設備工事の請負変更契約の締結に関する専決処分

○副市長（中居正剛君） まちなか水族館にかかわっ

の報告について」でありますが、去る平成26年８月28

てのご質問でございますが、今現在、継続するか廃止

日に議会の議決を経て、藤原電業株式会社と当初契約

するかということについては、まだ結果を出しており

を行った久慈地下水族科学館管理棟改築電気設備工事

ません。

について、契約金額１億5,390万円から913万7,880円

ただ、今、議員さんおっしゃるとおり、いろんな角

を増額し、１億6,303万7,880円とする請負変更契約の

度から検討しなければならないものだということでご

締結に関し、地方自治法第180条第１項の規定に基づ

ざいまして、例えば、今、民間の施設を借り上げてや

き専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

ってるわけですが、それらが今後とも継続して借り上

るものであります。

げすることができるのかどうか、その辺も含めて最終
的には結論を出したいと思っております。

なお、変更工事の内容でありますが、工事精査に伴

以上です。

い、電灯負荷量増加に係る受変電設備の変更及び電源
供給幹線、異常警報装置等の追加を行うものでありま

○議長（中平浩志君） 17番城内仲悦君。

す。

○17番（城内仲悦君） 具体的に、現在、一定の費用
がかかって、まさにそういう建設してるわけですけど

以上で提案理由及び報告の説明とさせていただきま

も、これが継続した場合に、どの程度の一般財源が投

す。

入されることになるのか、その辺を当然試算はしてる

よろしくご審議、ご決定を賜りますようお願い申し
上げます。

と思うんです。当然、時間的にいいますと、そんなも

○議長（中平浩志君） これより提出議案等に対する

う来年度ですか、新しい水族館も開業しますから、そ

総括質疑に入ります。質疑を許します。17番城内仲悦

ういった意味では、もう当局ではそれなりの詰め方を

君。

しておると思うんですけども、具体的に例えば継続し

○17番（城内仲悦君） この報告１号、２号ですが、

た方針が出た場合には、どの程度の一般財源投入がな

これは今、建設中の久慈地下水族科学館、通称もぐら

さるのか、お聞かせください。

んぴあですけども、先日、新聞報道で駅前の現在稼働

○議長（中平浩志君） 中居副市長。

している旧中村家具店でのもぐらんぴあの駅前移転で

○副市長（中居正剛君） 先ほどもご答弁申し上げま

すか、まちなか水族館ですね、失礼しました。

したが、継続するか否かということについて結論を出
しておりませんので、今、ご質問ありました継続する

その新聞報道を見ますと、何か今後ともあそこを続

－3－

場合に幾らかかるかという試算については、今のとこ

27年度久慈市一般会計補正予算（第５号）」を議題と

ろ担当課ではしてるかもわかりませんが、私どものほ

いたします。
議案の審議方法についてお諮りいたします。第１条、

うでは承知しておりません。

歳入歳出予算の補正は、歳入、歳出とも款ごとに説明

以上です。
○議長（中平浩志君） 17番城内仲悦君。

を受け、審議を行うことにしたいと思います。これに

○17番（城内仲悦君） そうしますと、今のところ副

ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

市長のところでは捉えてないということですが、現在、
現時点、今、補助金いただいて、委託なりしてますけ

○議長（中平浩志君） ご異議なしと認めます。よっ

ど、費用的には年間幾らかかってますか。そこだけお

て、そのように決定いたしました。
第１条、歳入歳出予算の補正、歳入19款諸収入、説

聞かせください。
○議長（中平浩志君） 浅水産業経済部長。

明を求めます。勝田総務部長。

○産業経済部長（浅水泰彦君） ただいまご質問のあ

○総務部長（勝田恒男君） それでは、事項別明細書

りましたまちなか水族館の現在の運営費ということで

によりご説明申し上げます。

ございますが、これまで緊急雇用対策事業ということ

８ページをお開き願います。19款諸収入４項４目雑

で、全額国費からの基金を原資として実施しておりま

入でありますが、久慈市土地改良区総代選挙執行経費

すが、ちょっと今、具体の数字については持ち合わせ

92万1,000円を計上いたしました。
以上です。

ておりません。

○議長（中平浩志君） 質疑を許します。

先ほどからお話がございますとおり、新聞報道、30

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

万人の入館の新聞報道だというふうに思っております

○議長（中平浩志君） 質疑を打ち切ります。

が、この際に、確かにかなり、街なかの観光客はもと

次に、歳出、給与費明細書及び２款総務費、説明を

より、子供たちの日常の、何といいますか、子供たち
の拠点になってるというふうなことで、何とかそうい

求めます。勝田総務部長。

った観光客向け、あるいは地域の子供たち向けに、そ

○総務部長（勝田恒男君） それでは、最初に給与費

ういった機能を残せないかというふうなニュアンスで

等について、補正予算給与費明細書により御説明申し

ございまして、この水族館そのものを維持、継続して

上げます。
12ページをお開き願います。１、特別職であります

いくということのお話ではなかったというふうなこと

が、表の一番下の比較欄でご説明申し上げます。その

でご理解いただければと思います。

他の特別職は、職員数は６人の増、報酬７万3,000円

それから、先ほどの数字でございますが、今年度は

の増額、これは、久慈市土地改良区総代選挙出向に係

4,188万4,000円ほどということになっております。

るものであります。

以上でございます。

13ページとなります。２、一般職（１）総括であり

○議長（中平浩志君） 質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております

ますが、比較欄でご説明申し上げます。職員数の増減

全議案は、いずれも委員会の付託を省略し、直ちに審

はありません。給与費は、職員手当49万6,000円の増

議することにしたいと思います。これにご異議ありま

額となりますが、これは、実績見込みによるものであ

せんか。

ります。
以上で、給与費明細書の説明を終わります。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、前に戻っていただいて、10ページをお開

○議長（中平浩志君） ご異議なしと認めます。よっ
て、そのように決定いたしました。

き願います。歳出、２款総務費４項選挙費であります

これより議案の審議に入ります。

が、６目久慈市土地改良区総代選挙費は、その執行経
費92万1,000円を計上いたしました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

以上です。

日程第４ 議案第１号

○議長（中平浩志君） 質疑を許します。17番城内仲

○議長（中平浩志君） 日程第１、議案第１号「平成
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それでは、採決いたします。議案第１号「平成27年

悦君。
○17番（城内仲悦君） この久慈市土地改良区総代選

度久慈市一般会計補正予算（第５号）」は原案のとお

挙の経費ですけども、11月13日に久慈市土地改良区と

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

夏井土地改良区の吸収合併の知事認可がおりたところ
でございます。その結果としてこの費用が必要だと思

○議長（中平浩志君） 起立全員であります。よって、

うんですが、その説明が全くないもんですから、何で

議案第１号は原案のとおり可決されました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

この選挙が出てくるのかというのが出てこないんで、

日程第５ 議案第２号

やっぱりここをきちっと、今回、11月13日に、これま
での１年以上の経過の中で、それぞれの両土地改良区

○議長（中平浩志君） 日程第５、議案第２号「久慈

が努力した関係で、知事の認可を得たということで、

地下水族科学館災害復旧工事の請負変更契約の締結に

この総代選挙の執行経費が出たと思うんですけども、

関し議決を求めることについて」を議題といたします。
質疑を許します。

このことについて、これまでも改良区の支援の仕方に

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ついて、答弁もいただいてきてるんですが、このこと

○議長（中平浩志君） 質疑を打ち切ります。

に関しても改良区の懇談の機会等が得られてるのか、
お聞かせ願いたいと思います。

以上で質疑を終わります。

○議長（中平浩志君） 浅水産業経済部長。

次に、討論でありますが、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○産業経済部長（浅水泰彦君） ただいまの久慈市土

○議長（中平浩志君） 討論なしと認めます。

地改良区の支援ということで、前回の議会等でも城内
議員さんから、ご提言といいますか、ご質問いただい

それでは、採決いたします。議案第２号「久慈地下

たところでございまして、その後の状況でございます

水族科学館災害復旧工事の請負変更契約の締結に関し

が、直近では、先週でございましたが、改良区の理事

議決を求めることについて」は原案のとおり決するこ

長さんと直接懇談いたしまして、議員さんからご提言

とに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

のあったような部分について、今現在、市としてちょ
うど予算要求の時期等もあるというふうなことで、具

○議長（中平浩志君） 起立全員であります。よって、

体に何かございますかというふうなことでお伺いいた

議案第２号は原案のとおり可決されました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

しましたが、現状のところで、やはり農地の減少とか、

日程第６ 議案第３号

そういったふうなことで収入が先細っているというふ
うな中で、やはり人件費の部分が気にかかっていると

○議長（中平浩志君） 日程第６、議案第３号「久慈

いうふうなお話でございましたが、いずれこの当面、

市総合防災公園整備その１工事の請負契約の締結に関

合併というところでそれなりの、何といいますか、効

し議決を求めることについて」を議題といたします。
質疑を許します。17番城内仲悦君。

率化といいますか、スリム化といいますか、そういっ
たことが図られる中で、当面は運営できる見込みだと

○17番（城内仲悦君） これは、３号、４号関連あっ

いうことでございましたので、今後、何か必要なこと

て、いただいた入札の調書を見ますと、二つ一緒のよ

があれば、その都度御相談いただきながら、協議して

うな形で入札になった経過があるようでございますが、

まいりたいというふうなことでお話したところでござ

私どもは、防災公園整備では、この建設場所が適当で

います。

ないということで、当初から指摘をしてきた経過があ
るんですが、何でこの大手が入らなければだめな工事

以上でございます。

なのか、一つはお聞かせいただきたいと思います。

○議長（中平浩志君） 質疑を打ち切ります。

それから、大手との共同企業体を組んだはいいです

以上で質疑を終わります。

が、入札結果では、日本国土、宮城建設、下舘建設が

次に、討論でありますが、討論はありませんか。

特定共同企業体を組んでるということで、この出資割

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

合といいますか、それはどのようになっているかをま

○議長（中平浩志君） 討論なしと認めます。
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ずお聞かせ願いたいと思います。

いうことを、ある一級建築士から聞いた経緯があるん

○議長（中平浩志君） 中森建設部長。

ですけど、まさに３・11の大震災の地震の結果、ああ

○建設部長（中森誠君） 防災公園でございますが、

いったゆがみが出てきて、今回それが明確になってき

防災拠点として位置づけられておりまして、新たな災

たと。そこからそのくい打ち問題も話題となりました。

害等に関して早く、できるだけ早く整備したというと

ノウハウということについては、これまでもいろん
な答弁の中で、市内のＡ級企業体ではできないんだと、

ころでございます。
それから、議員も今までもご質問等ありましたけれ

そういうノウハウがないんだということの答弁が多々

ども、当地域は地すべりの地形が多々あるということ

あったわけです、いろんな事業でも、大きな事業にな

で、これらの対策、それから、これは久慈市内で発注

りますと。本当にそうなんですか。

した今までの工事の中でも前例がないほどの８万立米

例えば宮城、その企業体に入ってる宮城、それから

という土量の移動があります。こういったこと、それ

中塚工務店、下舘建設、プレステック、蒲野というＡ

から軟弱な地盤があったり斜面があるということで、

級の企業体が市内にありますよね。ここの企業体だけ

このようなノウハウ、このような対策に対してのノウ

で絶対できないことなのかということを、どうも今の

ハウを持った業者を入れたいということで、これで万

説明では納得がいかないし、それから、今答弁あった

全を期してやっていきたいと思っております。

ように、あの地域が地すべりが多いんだと、軟弱なん

また、市内の業者さんにも、できるだけ受注の機会

だということは当初からわかってることでしょう、あ

を与えたいということで、２社、市内の業者２社とい

なた方も。今、答弁あったように。そうしましたら、

うことで、このような形になったものでございます。

こういったとこなんだけども、どうだっていうことは、

それから、出資割合でございます。出資割合でござ

やっぱり当然市内の業者に説明した上で、どうだとい

いますが、日本国土開発さんのほうで50％、それから

うことをやってはどうかです。大手のノウハウについ

宮城建設さんのほうで30％、下舘建設さんのほうで

て、どのように捉えて、具体的にどういう技術を持っ

20％の割合となっております。

ていらっしゃるのか。
例えば、今回落札した日本国土さんがどのようなノ

以上です。
○議長（中平浩志君） 17番城内仲悦君。

ウハウを持ってるのかということについて、具体的に

○17番（城内仲悦君） 今、答弁あったとおり、地す

資料を示せますか。示してほしいんです。そうでない

べり地形が多々あると、８万立米の移動があると、軟

と、今の言葉だけでは私は納得いかないと思います。

弱な地形で斜面もあるということの答弁でありました。

お聞かせください。
○議長（中平浩志君） 中森建設部長。

その入札結果を見ますと、大日本土木企業体は、第
１回から辞退してますよね。それから、佐藤・蒲野・

○建設部長（中森誠君） 大手さんの選定に関しまし

プレステック共同体は、２回目から出してますよね。

ては、過去10年間のコリンズでの検索を行っておりま

３回目で、提案あった日本国土・宮城建設・下舘建設

す。その内容といたしましては、土地造成、これにつ

特定共同企業体が落札したという調書をいただいてお

きまして８万立米以上の切り土、盛り土をやったこと

ります。

があること。それから、軟弱地盤の処理工、こういっ

ノウハウって言いますけど、本当に地元でできない

たものを施工した実績を有する者。また、そのほかに

か。そして、例えば今、共同企業体組んだ大日本土木、

ＪＶとして、今までに事業をやったことがあることと

日本国土、佐藤という共同企業体、具体的にどのよう

いうふうなことでございます。

なノウハウを持ってるというふうに判断してるんです

やはり大手になりますと、さまざまなところで工事

か。そういうの自体、そういった資料が出せるんです

をやっております。さまざまな工種もございます。そ

か。

ういった中で、やはり会社が大きいと、それらの実績

今、話題になってるくい打ちの問題でも、大手が大

といいますか、そういったものがございます。なかな

変なミスなりしてますが、私の聞いたとこによります

か市内の業者さんですと、８万立米を超えるような土

と、かなり確信犯的なことをずっとやってきたんだと

量の移動を行ったというのは、実際ないようでござい
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ますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

○16番（小野寺勝也君） すみません。もう一点。予

○議長（中平浩志君） 17番城内仲悦君。

定価格に対して、最低制限価格を設けてるわけですが、

○17番（城内仲悦君） コリンズっていう調査機関、

その幅は何％なのか、その点もあわせてお聞かせくだ

私、知りませんでしたが、これは、どなたでも見れる

さい。

んですか、一つ。

○議長（中平浩志君） 中森建設部長。

それから、８万立米っていうのが一つの選択の、何

○建設部長（中森誠君） 議決案件となりますので、

といいますか、今あったんですけども、例えば、土地

まだ公表できないということになります。議決になっ

改良事業では確かにいろいろな経験したとこじゃない

たら公表ということになりますので、ご理解のほうよ

となかなかできないっていうのはありますよ。そうし

ろしくお願いします。

ますと、市内の業者が、例えば３万と５万やったこと

○議長（中平浩志君） 質疑を打ち切ります。

があると、そういうのがＪＶ組んでやったとすると、

以上で質疑を終わります。

足すと８万超えたという場合もあるわけです。そうい

次に、討論でありますが、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

った意味では、そういった地元の業者がまとまった、

○議長（中平浩志君） 討論なしと認めます。

３社が３社でまとまったら８万超えるんだということ

それでは、採決いたします。議案第３号「久慈市総

があったとすれば、当然、地元でできることが可能じ

合防災公園整備その１工事の請負契約の締結に関し議

ゃないですか。

決を求めることについて」は原案のとおり決すること

その点、今、コリンズの検索だと、ただそういう実
績があるんだというだけで、こういう選択をしたこと

に賛成の諸君の起立を求めます。

については、私はちょっと、もっとやっぱり慎重にや

〔賛成者起立〕

るべきだというふうに思うんですが、コリンズってい

○議長（中平浩志君） 起立多数であります。よって、

うのはどういう組織で、どういう調査をして具体的に

議案第３号は原案のとおり可決されました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

出してて、誰でも見れるのかどうか。例えば、日本国

日程第７ 議案第４号

土が具体的にどういう仕事をしたというふうに調査上
出てるんですか、お聞かせください。

○議長（中平浩志君） 日程第７、議案第４号「久慈

○議長（中平浩志君） 中森建設部長。

市総合防災公園整備その２工事の請負契約の締結に関

○建設部長（中森誠君） コリンズに関しましては、

し議決を求めることについて」を議題といたします。
質疑を許します。

これは、公共機関と、それから民間の機関等も入る場

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

合もありますけども、工事をやったときに登録をする

○議長（中平浩志君） 質疑を打ち切ります。

ということで、コリンズの閲覧に関しましては、登録
制で料金を支払うとこれを閲覧できるということで、

以上で質疑を終わります。

ほぼ日本国内の工事、そういったものが、何立米の工

次に、討論でありますが、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

事をやったとか、そういった細かい検索ができるよう

○議長（中平浩志君） 討論なしと認めます。

なシステムでございます。

それでは、採決いたします。議案第４号「久慈市総

以上です。
○議長（中平浩志君） 16番小野寺勝也君。

合防災公園整備その２工事の請負契約の締結に関し議

○16番（小野寺勝也君） １点お聞かせください。３

決を求めることについて」は原案のとおり決すること

回目で落札になってるわけですが、落札率は何％にな

に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

ってるんですか、お聞かせください。
○議長（中平浩志君） 中森建設部長。

○議長（中平浩志君） 起立多数であります。よって、

○建設部長（中森誠君） すみません。今ちょっと資

議案第４号は原案のとおり可決されました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

料を取り寄せます。

終了

○議長（中平浩志君） 16番小野寺勝也君。
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○議長（中平浩志君） 以上で、本日の日程は全部終
了いたしました。
これをもって本日の会議を閉じ、第３回久慈市議会
臨時会議を終了いたします。
午前10時37分

終了
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