平成 16 年９月８日（水曜日）午前 10 時 00 分開議

○委員長（菊地文一君） おはようございます。ただ
いまから決算特別委員会を開きます。
本委員会に付託された議案は、認定第１号から認定

本日の会議に付した案件
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「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長（菊地文一君） 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。
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15 年度の決算の状況というふうなことでございます

そのほか関係課長等

が、委員おっしゃられましたように、景気の低迷が続
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午前 10 時 00 分

いてからしばらくになるわけでございまして、平成

開会

15 年度についても、14 年度までと同様にと申します
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か、さらに拍車がかかったような状態の部分もありま

免除するのには、何点かありますね。それを担税力の

すが、やはり景気の低迷の影響が非常に大きくなって

関係でどういうふうに対処されているのかお聞かせく

きたというところがうかがい知れるところでございま

ださい。

す。個々に市民税、個人、法人ともそうなわけですが、

○委員長（菊地文一君） 中居収納対策室長。

例えば個人市民税ですと、いわゆるリストラ、あるい

○収納対策室長（中居鉄男君） 滞納額にかかわって

は賃金の抑制、低下と申しますか、そういったことで、

の滞納原因というご質問でございます。一般税で申し

これまで所得割を納めておった納税者が、均等割のみ

上げますと、原因と思われる主なものは借金、定職に

の納税になる方が増えてきたといったような状態にな

ついていないための低賃金でございます。それから、

ってきているのが実態でございますし、法人市民税に

自営業者の景気低迷による収入の減というのが主な原

つきましても、いわゆる法人の稼動の状況が低迷して

因になっておりまして、人数からいきますと５割強が

いるといったようなことから、特に償却資産にあって

この三つの原因で構成されているというのが実態でご

は機械器具類等の買い控え等から、新しく機械を買い

ざいます。

換えたときに発生する新たな税源が少なくなってきて

それから、固定資産税について滞納が増えているん

いるといったようなことが出てきております。それか

じゃないかということでございます。これにつきまし

ら一方、個人の家屋等を見てもその傾向が出てござい

ても、結局、固定資産税は収入とはかかわりなく資産

まして、経年減点と申しまして１年たつごとに家屋が

に課税になるものでございます。傾向としますと、景

消耗していくといったことで、減耗させて計算するわ

気の低迷がかなり影響してきているというふうに見て

けですが、減耗の額よりも新築・増築で増えてくる額

おります。特にも市民税等は収入とかかわりがあって、

が非常に少なくなってきているといったような状態で

課税はその年度によって多かったり少なかったりする

ございます。それから、それ以外の市たばこ税につい

わけですけれども、固定資産税は資産にかかる税金で

ては、昨年の７月に税制改正がございまして、総額が

す。こういうことで、ある程度一定になっているわけ

前年度よりも増になってございますし、軽自動車税に

でございます。ですから、収入が一定しない場合、か

つきましても、四輪乗用自家用車の伸びが顕著でござ

なり苦しい状態になってきているんではないかなと、

いまして、そこも増になっているといった傾向でござ

このように見ております。
それから、徴収の猶予ということでございます。地

います。以上です。
○委員長（菊地文一君） 18 番小野寺委員。

方税法上、徴収の猶予ということの規定はございます。

○小野寺勝也委員 今も若干出たわけですが、市税の

ただ、それにはかなり厳しい制約もございます。そこ

問題で滞納の主要な原因、不納欠損の分については理

で徴収サイドとしましては、納税相談を通して納付計

由別に見させていただいているわけですけれども、傾

画を立てていただきまして、それに基づいた納付をし

向としては同じかと思うんですが、滞納の主要な要因

ていただくということで、納税者の実態をうかがいな

は何か、お聞かせいただきたい。

がら進めておるところでございます。納付計画なるも

それから２番目ですが、滞納の額が市税で３億台に

のは、結局、徴収猶予という税法に定めるところの徴

乗りました。これを押し上げているのが固定資産税の

収猶予ではなくて、それ以前の任意的な納付計画とい

滞納ではないか、ということですが、この関係がおわ

うことで双方の話し合いによって決定をして、期限を

かりでしたらお聞かせいただきたい。

定めて納めていただいているというふうな状況になっ
てございます。以上でございます。

それから、こういうふうに景気低迷で滞納が非常に
増えてくるという中で、いわゆる担税力がなくなって

○委員長（菊地文一君） 18 番小野寺委員。

きているという中で、一方では税収を確保しなくては

○小野寺勝也委員 最後にご答弁いただいた件につい

ならないということで、現場では大変な苦労をされて

て１点お聞かせください。いわゆる徴収免除といいま

いると思うんだけれども、一方では納税者にしても納

すか、生活保護適用になるとか、あるいは病気とか、

めたくても納められないという状況、両方にそういう

収入が著しく低下するとか、確か三つほどありますね。

悩み・苦労があると思うんだけれども、徴収を猶予・

そこで収入低下の点で、久慈市の場合、例えば生活保

－ 2－

護世帯、生活保護費の１.何倍とか、そういう目安的

ことにはなりませんので、そこは滞納者の個々の実情

なものがあって運用されているんでしょうか。担税力

に応じた納付をしていただいて、収納率の向上を図り

の有無にかかわる問題です。運用として久慈市ではど

たいと、このように思っております。
それから、２点目の土地保有税でございます。土地

ういう基準というか、考え方の基礎があると思うんで
すが、いかがでしょう。

保有税は、新規の課税がなくなりまして、これは滞納

○委員長（菊地文一君） 中居収納対策室長。

繰越分だけのものになっております。15 年度収入で

○収納対策室長（中居鉄男君） 生活保護基準に照ら

２万 6,300 円が入っておりますけれども、これは課税

しての 1.5 倍とかいろんな基準を持っているかという

保留になっていたものが、保留が解除になって納めな

ことでございますが、その基準は設けておりません。

ければならない状況になったものが入ってきたという

しかし、納付相談等を通じまして、収入の状況等を把

ことで、あとのものにつきましては、経営不振とかい

握しながら個々に対応しているところでございます。

ろんな事情があって納めていただけなかったというも

○委員長（菊地文一君） 16 番田表委員。

のでございます。以上でございます。

○田表永七委員 それでは 21 ページの収納率にかか

○委員長（菊地文一君） 16 番田表委員。

わって質問いたします。軒並み収納率が前年度比低下

○田表永七委員 最初の１点目について再度お尋ねい

しているわけですが、それはただいま納税環境が極め

たしますが、今の説明ですと非常に精神論的で具体的

て厳しいと、そういう説明がありまして、私どもはそ

な対応の方策が見えてこない。
「努力したい」と、そ

のことについては、そのように思っているわけです。

れは努力はいつもしていただいているとは思っていま

しかし、これは集めなければならないというか、納め

すけれども、例えば具体的に専門集金員でしたか、あ

てもらわなければならないわけですから、この人たち

あいったものを増やすとか、あるいは、納税貯蓄組合

にどう今後対応していくかということが極めて重要な

に職員を派遣して総市民的な納税市民運動を展開する

課題なのではないかなと、私はそう思っているわけで

とか、何かやはり具体的な方策を示してほしいという

あります。一般質問でもそういった観点から発言をし

意味で質問しているわけです。以上です。

た経過がありますが、例えば固定資産税、収納率

○委員長（菊地文一君） 鹿糠総務部長。

90.01％、これは昨年に比べますと、1.72 ポイント減

○総務部長（鹿糠芳夫君） 収納対策についてでござ

になっているんですよね。こういうことが来年も再来

いますが、これにつきましては一般質問の際も申し上

年も続くということであれば、財政的に非常にピンチ

げましたけれども、やはり滞納対策ですとか、あるい

を迎えると、そう思うわけです。今後、未納者に対す

は強制徴収を含む対策等は努めていかなければなりま

る対応をどうしていくかということについてお伺いし

せんが、こうした中で、例えば前年度は管理職による

たい。

徴収協力体制とか、こういったことにも取り組んでま

二つ目は、23 ページでありますが、特別土地保有

いりました。しかしながら、一方ではこういうふうに

税の収納率が極めて低いという数字が備考欄に記載し

徴収実績が低下しております。それは先ほどのような

てあるわけであります。昨年の決算書と比べてみまし

要因が考えられるわけですが、これにつきましては、

た。昨年は収納率 75.80％ということになっているわ

例えば茨城県等では県と市町村が共同して滞納整理機

けで、非常に大きな落差があるわけですが、これはど

構を立ち上げて実績を得たという例がございます。こ

うしてなのかについてお伺いいたします。以上２点で

れについては、私どもも県の方にぜひとも検討してほ

ございます。

しいということで申し入れをしているわけでございま

○委員長（菊地文一君） 中居収納対策室長。

すが、県の方では滞納整理機構について市町村の意向

○収納対策室長（中居鉄男君） 収納率の低下によっ

を調査した結果、これについては全体では 70％程度

て、特にも固定資産税ついてはどのように対応するの

が希望するという結果であったようですが、中身とし

かという質問でございます。先ほども申しましたとお

ては市部では 30％程度、あるいは町村部では 80％程

り、確かに納税環境が悪くなってきているという実態

度ということで、市部の要望が少なかったという結果

があります。しかしながら、納めなくてもよいという

で、県の方ではこれについてなかなか具体的に前に進

－ 3－

めない状況になっていると聞いております。しかしな

体的にはですよ。ただ、地域によってばらつきはある

がら、こういう状態になってきますと、やはり徴収に

んですけれども、増えている状況を見ても、台数は増

関するノウハウ、あるいは専門的な知識、あるいは強

えて、軽自動車税の収納率が下がってくるというのは、

制徴収をする場合でも、極めてさまざまな法律等が介

これから非常に大きな問題になってくるのかなという

在してまいりますので、そういった滞納整理機構等は

ふうに思いますので、考え方についてお聞かせくださ

ぜひとも必要というふうな考え方に立っております。

い。

茨城県の例によりまして、全国的に見れば、各県でも

○委員長（菊地文一君） 亀田税務課長。

この取り組みが随分と進んできているようでございま

○税務課長（亀田公明君） 今の軽自動車税の件でご

す。これを受けて、県でもさらにこの面については市

ざいますが、実は市の方でも同じように、
「なぜなん

町村と意見交換しながらやっていきたいということで

だろう」といったようなことで、いろいろと考えをめ

ございます。市部で低いというのは、どうしても費用

ぐらせているわけでございます。実際にこの内容を見

対効果が見えてこないと、こういったことが要因とな

てみますと、廃車手続きをしない、ナンバーをつけた

ってなかなか踏み切れないという内容でございますの

まま次の車、次の車と乗り継いでいっているものも中

で、これについては今後、県とも十分協議しながら、

にはあります。それから、友達に譲ったとか、譲渡を

新たな試みについても取り組んでいきたいと、そのよ

友達同士のやりとりの中でだけ済ませておって、車が

うに考えているところでございます。

どこにいったかよくわからなくなってしまった。ある

○委員長（菊地文一君） 11 番中平委員。

いは、手続きをしないまま転出なりなんなりで、その

○中平浩志委員 20 ページ、21 ページなんですけれ

所有者も車両自体を確認できないものも出てきており

ども、軽自動車税。これは前からいつも思っているん

ます。そういったものについて、しからば課税する側

ですけれども、今回初めて質問させていただきます。

の方で対応できる部分はないのかというふうなことで、

去年と比べても収納率が若干下がっていますし、収入

実は、
「軽自動車税の課税除外に関する取扱要領」を

未済額についても 45 万 132 円ですか、増えているよ

定めまして、平成 14 年度から課税除外を実施して未

うですけれども、これは何で収納できないのか、私は

納の軽自動車税の中から課税にふさわしくないものに

理解できません。基本的に車検を受ける場合は、必ず

ついては除外し、これでもって未納の分についても少

納税証明書、これが必要になってきます。なおかつ、

なくしていこうというふうな取り組みをしているとこ

廃車届をするような場合でも――うちも車関係をやっ

ろでございます。ちなみに、14 年度には盗難でなく

ている関係上なんですけれども――きちんと税金を払

なったというものがございまして、これは 1 台。それ

っていますかと、納税証明書をくださいよと。それを

から、平成 15 年度では、50ｃｃ以下のバイク、それ

確認しながら廃車手続きをうちではやっているんです

から四輪貨物、あるいは四輪乗用自動車、小型特殊と

けれども、そういったことを考えれば、なぜ 100％収

いったような車種のところで、合計で９台の課税除外

納できないのかが、どうもいまいち私は理解できない

をしておるところでございます。いずれ、車検、ある

んですよ、この軽自動車税に関しては。廃車する場合

いは廃車の手続き等について行う場合には、当然これ

でもきちんと税金を納めて、それを見ながら廃車する

は所定の税を納めた後でなければできないことは明ら

というのが基本的には当たり前じゃないかな、という

かでございますし、そういう手続きができないわけで

ふうに私は考えておりますし、そういった部分ではき

ございますから、それは確実にやっていただいている

ちんと市内の車関係、整備関係を含めながら、納税証

方が多いわけですが、滞納の中には先ほど申したよう

明を添付していただきながらきちんと廃車届をしてい

な方々が占めておるというようなことで、それらにつ

ただくような形で啓蒙活動していかないと。これは金

いての解消に今後も努力してまいりたいというふうに

額的には、全体から見ればすごい少ない金額なんです

考えてございます。以上です。

けれども、ただ毎年若干ずつでも減っていくというの

○委員長（菊地文一君） 11 番中平委員。

は問題があるのかなと思います。今、軽自動車業界自

○中平浩志委員 今の答弁で、
「確かにそうだな」と

体も前年より増えているんです、登録台数自体は、全

いうふうには私自身も思っておりますし、感じており
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ますけれども、来年１月１日から自動車リサイクル法

せると、収入の未済額が約８億円です。これは従来の

が施行になりますし、そういった部分も含めて考えて

取り組み方では対応しきれないところまで来ているの

いけば、ナンバーをつけたままの放置自動車自体がこ

ではないかなというふうに思うんですけれども、そう

れからはなくなってくるのかなというふうに思われま

いった意味では、先ほど部長から管理職も含めて滞納

す。やはりこれからは、整備振興会をはじめ、いろん

整理に当たったという経緯があったと答弁があったと

な団体があるわけですけれども、そういった団体と手

ころですけれども、これはそれぞれの市町村の取り組

をとりながら、またタッグを組みながらきちんと税を

みで違いがあると思いますが、ある自治体では全職員

収納するような形で協力しあっていくこともまた大切

で滞納整理班をつくって、全職員が当たっている自治

じゃないかなというふうに思いますし、また追跡調査、

体も出てきているんですよ。今、収納対策室長からい

名義変更は必ずやっていると思うんですよ、ある程度。

ろいろ答弁があったんだけれども、１係で８億円を支

個人的な売買といいながらも、税金は必ず本人には行

えるという状況なのか、もう支えきれなくなってきて

っているんですよね。その本人が個人売買をやったん

いるのではないのかなというふうに思うんですが、確

だけども、名義変更をやっていなければ、名義のある

かに中心はそこになってもいいけれども、職員がこの

方の責任なんですよ。そういった部分を強調していか

ことについて全く知らなくていいという仕事ではない

ないと、個人売買をやったから名義変更はやっていま

よという状況があって、どう職員がかかわっていくか

せん、後は知りませんじゃだめなんです、やっぱり。

ということになっていかないと、このまま滞納が増加

名義変更をやっていなければ、名義変更をする以前の

していくということになるんじゃないかと思いますが、

使用者、所有者の方々の責任だということもきちんと

先ほど課長とか管理職云々という話がありましたけ

明確にうたいながらやっていかなければ、市としても

れども、そういった意味では、特別職も含めて全職員

大変じゃないかなと思いますけれども、その考えにつ

が滞納整理班をつくって市民との対話に努めていくと

いてもお聞かせください。

いうようなことが私は必要ではないのか、検討しても

○委員長（菊地文一君） 亀田税務課長。

いいのではないかと思うんですけれども、その点につ

○税務課長（亀田公明君） 委員さんおっしゃるとお

いてもお聞かせいただきたいと思います。

りでございまして、実は私の方でもいろいろと追跡調

○委員長（菊地文一君） 鹿糠総務部長。

査をしてございますし、その中から先ほど申し上げま

○総務部長（鹿糠芳夫君） 滞納整理につきまして、

したような課税除外すべきであるといったようなもの

今、委員が指摘されたようなことであると思っており

を見つけながら措置をしてきているわけでございます。

ます。したがって、多額になっておりますし、またそ

これからも、委員さんおっしゃるように関係機関と協

の背景も厳しいものがございますので、さまざまな取

力をしながら、さらに私どもの方でも追跡調査等をし

り組みをしなければならないと思っております。その

ながら、適正な課税と徴収に努めてまいりたいという

中で他市の例で全職員とかさまざまありましたが、こ

ふうに考えてございます。以上です。

れは実際に検討してみますと、滞納相談した場合に、

○委員長（菊地文一君） 19 番城内委員。

これまでの経過なり、その人の生活のさまざまな細か

うんぬん

る る

○城内仲悦委員 縷縷、答弁があったところですが、

い点とか、そういった点を十分把握した上で対応しな

いわゆる「担税力」の問題で基準を持っていないとい

いとなかなか成果が上がらないという点もございます

うお話でした。一般質問でも議論のあったところです

ので、そういった点では、全職員とかさまざまなこと

けれども、生活保護基準プラス 30％以下のあたりを

もありますが、やはり全職員でやる場合には別な部分

一定の減免の基準にしているところが出てきていると

での協力とか――やはり大きな部分での滞納整理を抜

いうあたりが、担税力を評価していく上での一つの基

本的に図っていくためには、もう少し別な角度からの

準になるのではないかと思うんですが、そういった点

検討が必要かなと――例えば、先ほど申し上げたよう

での考え方はないのか。

な新たな滞納整理機構を構築していくとか、そういっ

それからもう一つは、皆さんは今、決算書を見てい

たこと等を検討しなければならないのか。また、現在

ると思うんですけれども、国保の滞納と一般税を合わ

の職員の体制は、例えば収納対策室においても、極め
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て人的体制も弱い部分がございますし、また体制を整

の程度の応援で、どういう成果があったかということ

えるような人的増を図れるような環境にもないわけで

についてお伺いしたいと思います。

すから、現在の職員体制の中で何が最も効率のいい、

○委員長（菊地文一君） 中居収納対策室長。

あるいは効果の上がる対応になるのか、これからも研

○収納対策室長（中居鉄男君） 15 年度に実施しま

究しながら、あるいは協議しながらやっていきたいと

した管理職動員による収納対策ということでございま

いうふうに考えているところでございます。

すが、資料を取り寄せまして、その結果についてご報

○委員長（菊地文一君） 亀田税務課長。

告したいと思いますので、保留させていただきます。

○税務課長（亀田公明君） 私の方からは、城内委員

○委員長（菊地文一君） 質疑を打ち切ります。２款

さんの方からご質問がございました生活保護基準の

地方譲与税、質疑を許します。
〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

130％等の考えをもっての対応といったようなご質問
でございますが、これについては、担税力と徴収の関

○委員長（菊地文一君） 質疑を打ち切ります。３款

係からしますと、いわゆる減免措置のご質問であろう

利子割交付金、質疑を許します。
〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

というふうなことでお答え申し上げたいと存じますけ
れども、市民税については、非課税限度額という制度

○委員長（菊地文一君） 質疑を打ち切ります。４款

があるわけでございますし、それから毎年度、これは

地方消費税交付金、質疑を許します。
〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

国の税調等で、その年度に担税力を考慮しながらの税
制改正等を行っておるわけでございます。そういった

○委員長（菊地文一君） 質疑を打ち切ります。５款

意味からしますと、この市民税については、担税力を

自動車取得税交付金、質疑を許します。
〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

考え合わせながらの措置はでき上がっているというふ
うには感じているところでございます。一方、先ほど

○委員長（菊地文一君） 質疑を打ち切ります。６款

収納対策室長から申し上げました固定資産税について

地方特例交付金、質疑を許します。
〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

は、収入に関係なく、資産、財産についてかかる税な
ものですから、財産があるだけで収入がないといった

○委員長（菊地文一君） 質疑を打ち切ります。７款

方にも税は発生する。しかし、その場合には、徴収の

地方交付税、質疑を許します。
〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

際の猶予なりなんなりといった制度でもっての対応が
できているといったようなことがございます。それか

○委員長（菊地文一君） 質疑を打ち切ります。８款

ら、あともう一つは、減免の中で、前年の所得よりも

交通安全対策特別交付金、質疑を許します。

相当額所得が減少した、あるいはけがをした、それか

〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

ら災害に遭ったといった場合には、その理由の都度都

○委員長（菊地文一君） 質疑を打ち切ります。９款

度の減免措置があるわけでございますから、今の生活

分担金及び負担金、質疑を許します。
〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

保護基準の 130％ですか―― 一般質問のご質問で申
し上げますと――そういった基準の中で一律に軽減を

○委員長（菊地文一君） 質疑を打ち切ります。10

図ったらどうかといったようなことについては、現在、

款使用料及び手数料、質疑を許します。12 番播磨委

県内の各都市を見ても、そういった措置をとっている

員。

ところはございませんし、私どもの方でも、その辺の

○播磨忠一委員 それでは１点お伺いいたしますけれ

ところまでは、まだ考えていないところでございます。

ども、民生費の使用料にかかわってでございます。福

以上でございます。

祉の村の温水プールの使用料ということで、予算額

○委員長（菊地文一君） ６番小倉委員。

914 万 9,000 円に対しまして、収入済額が 774 万 46

○小倉建一委員 滞納整理についてお伺いいたします。

円となっておりますが、額にして 140 万、パーセント

先ほど城内委員からの話もあったわけですが、税務課

にして 15.4％の減額になるわけでございますが、私

職員以外の応援ということで、15 年度は管理職が応

はこれは非常に大きい減額ではないかなと思っている

援したというようなことでお伺いしておりますが、ど

わけでございます。そこで減になった要因と、あわせ
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て現在の温水プールの運営と、最近の利用者数につい

場に使っていたスペースが体育館の建物になったわけ

てお伺いいたします。

ですから、中央公民館を利用する人にとっては駐車場

○委員長（菊地文一君） 外舘健康福祉部長。

が非常に遠くなりました。そのスペースを背に腹は替

○健康福祉部長（外舘正敏君） 福祉の村の使用料の

えられないということで、駐車場に活用する方法もあ

減の理由でありますけれども、委員おっしゃるとおり、

るんじゃないかという気持ちもあってお伺いしている

一番大きく減ったのは温水プールの利用料であります。

んですが、そういうお考えはないのかお伺いいたしま

平成 14 年度実績でありますけれども、３万 6,380 人

す。

の方が温水プールを利用したわけでありますが、平成

○委員長（菊地文一君） 貮又教育次長。

15 年度は、３万 4,370 人の実績になったということ

○教育次長（貮又正人君） 駐車場の考え方というこ

から、2,010 人の減少ということであります。その理

とでございますけれども、中央公民館・図書館の駐車

由でありますけれども、本来であれば去年は冷夏とい

場は、少し遠くなりますけれども、体育館の方をご利

うことで利用者が多くなるはずなんですけれども、寒

用いただきたいなと、そういうふうに思ってございま

いということで逆にプールに泳ぎに行かなかったとい

す。それから、広場の駐車場の考え方でございますけ

うことでとらえているところでございます。今年につ

れども、あそこはあのまま利用したいというように考

いては、順調に利用されているというふうなことであ

えておりますし、あそこに少し段差といいますか、高

ります。以上であります。

低差が結構ございますので、そういう点も考えあわせ

○委員長（菊地文一君） 16 番田表委員。

ますと、現状のまま活用していきたいなというふうに

○田表永七委員 31 ページの教育使用料、社会教育

考えてございます。以上でございます。

施設、中央公民館。これは使用料についてではないで

○委員長（菊地文一君） 質疑を打ち切ります。
先ほどの市税に関しての６番小倉委員の質問に答弁

すけれども、私は中央公民館は非常にフル回転をして
活用されていると、そのように思っているわけであり

を求めます。中居収納対策室長。

ますが、野外イベント広場というか、名前はわかりま

○収納対策室長（中居鉄男君） 先ほど答弁を保留し

せんけれども、閲覧室から八戸線の踏み切りにかけて

ました１款市税に係る 15 年度における管理職動員に

ございますよね、芝が植えてあるところですが、あそ

係る実績でございます。応援徴収の相手方であります

この活用状況はどうなのか。私はある団体に所属して、

けれども、37 名で期間が 10 月から 11 月までの２カ

中央公民館を使わせていただいている回数が結構最近

月間実施しました。その納付状況でございますけれど

あるんですが、１度も見かけたことがないわけですが、

も、410 万 3,000 円ほどが納付になっておるというこ

１点お伺いいたします。

とでございます。以上でございます。

○委員長（菊地文一君） 貮又教育次長。

○委員長（菊地文一君） 11 款国庫支出金、質疑を

○教育次長（貮又正人君） 図書館・中央公民館の八

許します。12 番播磨委員。

戸線寄りの広場の使用の件でございますけれども、以

○播磨忠一委員 ２点についてお伺いいたします。第

前はよく使われた経緯もございますけれども、最近は

１点目は 38 ページの土木費の補助金にかかわってで

使われていないというふうに――使われていないとい

ございますけれども、この中で公営住宅家賃収入等と

うのは、散歩に来るとか、そういうふうには使われて

いうことで、102 万円計上されておりますが、国庫補

おりますけれども――団体使用とかそういうものでは

助金の内容についてでございます。
２点目は、40 ページでございますけれども、民生

使われていない状況でございます。以上でございます。
○委員長（菊地文一君） 16 番田表委員。

費委託金にかかわってでございますが、その中で国民

○田表永七委員 私はああいう緑地といいますか、憩

年金の節の部分で当初予算におきましては、910 万

いの広場といいますか、そういったものの有効性とい

6,000 円になっておりますけれども、収入済額におい

いますか、必要性についてもわかりますけれども、市

ては 1,252 万 5,907 円となっておりますが、37.5％の

民体育館が建ちまして駐車場が非常に不便になってい

増、大きい増なわけでございますが、摘要には国民年

ると、私は端的に言えばそう思っているんです。駐車

金事務と書いてありますけれども、増になった具体的
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な内容についてお伺いいたします。

○城内仲悦委員 小沢田川は 15 年度で完成だという

○委員長（菊地文一君） 中森建設部長。

答弁でありました。実は小沢田川を見ますと、従来の

○建設部長（中森健二君） 公営住宅家賃収入の補助

三面式の河川じゃなくて、自然を生かしたというか、

金の内容でございますが、これは昭和 44 年以降に土

自然に対応したというか、見ていると自然にマッチし

地取得費を伴って建設をした住宅に対する補助でござ

たという感じの改良がなされたというように私、時々

いまして、萩ヶ丘 24 戸中 20 戸、さいわい団地 24 戸

通ったときに見るんですけれども、そういった意味で

中 20 戸、みなと団地 24 戸中 24 戸、これに対する補

いえば、従来の三面よりはお金もかかっているし、工

助でございまして、この中で今、24 戸中 20 戸という

事期間もかかっているのかなというふうに見たんです

ふうなことでご説明しましたが、対象にならないもの

が、今後、準用河川を整備していく場合に、15 年度

は収入超過者が入っている場合には、それは除かれる

に小沢田川をやったような考え方といいますか、ずっ

というふうなことでございます。その補助でございま

と以前からやってきた三面舗装ばかりじゃなくて、も

す。

っと魚も入れるといいますか、そういった環境にマッ

○委員長（菊地文一君） 末﨑市民生活部長。

チしたことでやっていくのか、その点の考え方をお聞

○市民生活部長（末﨑順一君） 国民年金事務の委託

かせいただきたいのが第１点です。それから、確か何

金にかかわってのご質問にお答えをいたします。この

河川か依然として準用河川に指定した河川があるはず

委託金は国民年金事務費について精算して交付される

なんですよね。18 河川か 20 河川あったはずなんです

という形をとっております。したがいまして、15 年

が、そのうち何河川かが改良になったと思うんですけ

度の支出済額が人件費も含めまして 2,240 万 4,922 円

れども、残っている河川がいくつあって、それはどう

を要しておりまして、これに対して国の予算の範囲内

いうふうになっているのか。
「今後」と言いますけれ

で、約 56％になりますが、この 1,252 万 5,907 円の

ども結局、間を置かないで、国の補助を導入していく

額となったものでありまして、当初予算につきまして

ということについて、河川改修については間断なくす

は当時の予算を組んだときの人員体制等が計算基礎と

ることが大事だと思うし、そのために何河川か準用河

なって計上いたしましたので、この差が生じたという

川として指定してきた経緯があるわけですけれども、

ことでございます。以上です。

その点でのとらえ方といいますか、考え方をお聞かせ

○委員長（菊地文一君） 19 番城内委員。

ください。

○城内仲悦委員 39 ページですが、土木費補助金の

○委員長（菊地文一君） 中森建設部長。

関係で、準用河川の改良事業が 1,200 万、３分の１つ

○建設部長（中森健二君） 河川整備の考え方でござ

いていたようですが、この年度における準用河川の整

いますけれども、現在進めております考え方は、環境

備状況と、準用河川の整備については計画的にやって

に配慮した整備を進めてございます。したがいまして、

いるというふうにこれまで答弁があったんですけれど

今後におきましても、環境ブロックの使用とか、ある

も、この決算における状況と今後どのような準用河川

いは魚道がある場合には魚道に配慮した整備の仕方、

の整備になっていくのか、お聞かせいただきたいと思

多自然型河川整備というふうなことでうたっておりま

います。

すが、そのような整備を進めてまいりたいと、そのよ

○委員長（菊地文一君） 中森建設部長。

うに考えてございます。それから、現在の準用河川の

○建設部長（中森健二君） 平成 15 年度の準用河川

指定河川数は 19 河川でございます。その中で整備済

改良事業でございますが、これは小沢田川、１河川で

は確か７河川だと思っております。残りの河川の整備

ございます。これにつきましては、15 年度で完成と

につきましては、緊急性等を考慮しながら整備してま

いうことでございます。それから、今後の準用河川の

いりたいと、そのように考えております。

整備の考え方でございますが、いずれ財政状況を見な

○委員長（菊地文一君） 19 番城内委員。

がら整備に努めてまいりたいと、そのように考えてご

○城内仲悦委員 19 河川のうち７河川をやったとい

ざいます。

うことは、12 河川がまだ残っているということです

○委員長（菊地文一君） 19 番城内委員。

ね。ところが、以前の答弁の中で、新たな準用河川の
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指定についても検討するということだったんですけれ

しているのか、その点でこの違いはどの辺から出てき

ども、こういった意味では、19 のうち７河川といっ

ているのか、そういった点で、もっと数を増やしてほ

ても 12 河川しかないわけだから、必要な箇所につい

しいんだけれども、どうすれば増やせるのか、そこも

ては追加していくという考え方も持つべきだというふ

含めてお聞かせいただきたい。

うに思うわけですけれども、それについてもお聞かせ

○委員長（菊地文一君） 外舘健康福祉部長。

ください。

○健康福祉部長（外舘正敏君） この件につきまして

○委員長（菊地文一君） 中森建設部長。

は、城内委員さんからたびたびご質問をいただいてい

○建設部長（中森健二君） 新たな指定の考え方でご

るところでありますけれども、昨年度においても当初

ざいますが、指定につきましては、ある程度簡単に指

10 件だったわけでありますけれども、管内町村とも

定はできます。ただ、指定したけれども補助対象にな

調整をしながら、年度末には１件を増やしていただい

るのかどうか、というふうな点については、かなり厳

たところであります。今年度についても――昨年度は

しいものがございます。したがいまして、今残ってい

490 万円の総予算だったんですが――510 万円という

る指定河川がございますので、まず、それの整備に向

ことで、若干ではありますけれども県の方では増やし

けて努力をしたいと、そのように考えております。

ているというふうなことであります。この予算要求の

○委員長（菊地文一君） 質疑を打ち切ります。次に、

方法でありますけれども、振興局からは当管内の実績

12 款県支出金、質疑を許します。19 番城内委員。

に応じて予算要求をして配分されているというふうな

○城内仲悦委員 45 ページ、高齢者及び障害者にや

ことで聞いていますが、いずれ振興局等の管内の担当

さしい住まいづくり推進事業ですが、これは確か県単

課長会議も年に数回開催をされますので、その会議の

事業だったと思うんですけれども、15 年度における

中でも振興局に配分される予算についての要望は随時

件数をお聞かせください。

してまいりたいというふうに考えておりますので、ご

○委員長（菊地文一君） 外舘健康福祉部長。

了承願いたいと思います。以上です。

○健康福祉部長（外舘正敏君） 高齢者にやさしい住

○委員長（菊地文一君） 19 番城内委員。

まいづくり事業でありますが、平成 15 年度の件数は

○城内仲悦委員 今、答弁あったように、県では実績

11 件であります。以上です。

に基づいて予算要求をしていくというやり方なんです

○委員長（菊地文一君） 19 番城内委員。

よね。そうしますと、未来永劫も実績だけでいっちゃ

○城内仲悦委員 11 件ということです。担当に行く

うと追いつけないんです、花巻市とか北上市には。数

と予算があるとかないとか言うんですけれども、県全

がはじめから違うわけですから。そういった意味では、

体の市段階の統計が出ているんですよね。そうすると、

ぜひこれは予算要求する以前に、もっともっと「こう

花巻市、北上市というのは 20 何件とかなり数が多い

いういい補助制度があって、住宅を改造して自宅で介

んですよ。そういった意味では、県の行政そのものは

護できる、そういう環境整備に役立ちますよ」という

県南の方に厚いのかなと、こういう点からも感じるん

宣伝を大いにしながら、
「これぐらいを今度欲しいん

ですけれども、手の上げ方が遅いのか、数を見ている

だ」という数を見せながら 20 なら 20 を要求していく

と県南の数が多いです。20 何件ですね、市段階を見

ことをしないと、今言ったように実績だけでいくと永

ていると。県北にいくと久慈市は 11 件ということで、

遠に追いつかないということがありますので、私は取

県のお金を使うにしても、久慈の方に流れるパイプが

り組み方としてもっと住民の皆さんから知ってもらっ

非常に細いというふうに私は思っているんですけれど

て、手を挙げてもらうということをしながら「現在、

も、そういった意味では振興局管内に何件と来ている

このぐらい手が挙がっているので、今年はこのぐらい

のか、それとも、最初から要求自体が少ないのか、年

つけてほしい」というのを県との関係の中で、私は協

度途中での要求も出てくると思うんですけれども、足

議に入るべきだと思うんですが、そういった点での取

りないときは要求するとしても、県の枠もあるでしょ

り組み方をお聞かせいただきたいと思います。

うけれども、そういった意味では年度当初、予算要求

○委員長（菊地文一君） 外舘健康福祉部長。

段階から来年の分はこのくらいということに決めて出

○健康福祉部長（外舘正敏君） 申請件数の問題等も
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あるわけでありますけれども、委員おっしゃるとおり、

○下斗米一男委員 今の部長の答弁は、国の政策の

これからも振興局の方に、増額については要望してい

「三位一体改革」
、これが一番の問題で、
「それが定ま

きたいというふうに思いますので、ご理解いただきた

れば」というふうな話もよく聞かれる。しかし、現実

いと思います。以上です。

的にこの久慈地方振興局管内は、私たびたび申し上げ

○委員長（菊地文一君） 20 番下斗米委員。

ていますけれども、２カ年でほぼ半額の事業費にダウ

○下斗米一男委員 12 款全体についてお伺いをした

ンしています。これは、県全体がそうなら納得もしま

いと思います。いわゆる県の支出金・補助金、県にか

すけれども、いわゆる県南・県央と県北との格差がは

かわる全体の話として。私どもは国の政策によって地

っきり出ている。こういうことを踏まえて、なおかつ

方にお金が流れてこないという理解の仕方をしており、

前段出ました市税の問題等にも当然かかわってくるわ

また、そういう報道が多くあります。しかし、最近よ

けですから、もう少し強力にといいますか、強い要望

く聞かれるのは、例えば周辺自治体等を回っていても

活動なりをしないと、なかなか県北、久慈地区には予

話が出るのは、
「国じゃなくて、県そのものがお金が

算配分がならないというのが現実でございます。そう

ないから、むしろ市町村事業に対してブレーキをかけ

いうことについての決意をもう１回お願いを申し上げ

ている」ということです。
「要望しないでくれ」と。

ます。助役の方からできればお願いを申し上げます。

国の事業のメニューに該当するのがあってこれを申請

あまりにも県北と県南、差がございます。この現実を

をしたい。しかし、実際には県の方では「それは遠慮

どう認識しているかも含めてお願いを申し上げます。

してくれ」というのが実態だという話も最近聞こえる

○委員長（菊地文一君） 望月助役。

ようになりました。我が久慈市ではそういう実態の例

○助役（望月正彦君） 格差という話がございました。

がないのかどうか。そしてこのことが 17 年度予算編

確かにさまざまな面で盛岡以南の北上川流域の地域と、

成に影響がないのかどうかお伺いしたいと思います。

それから沿岸・県北との二極化と私は考えております

○委員長（菊地文一君） 鹿糠総務部長。

が、そういった面は出てきているというふうに思って

○総務部長（鹿糠芳夫君） 県補助金にかかわって、

おります。例えば、２次産業についても、誘致企業等

県の補助金の実態と市町村への影響等の関係でござい

は盛岡地域から南のところに多く、沿岸・県北からは

ますが、これにつきましては、県では現在、岩手県行

撤退が相次いだということもあります。それから、さ

財政改革プログラムということで、いわゆる公共事業

まざまな面で、例えば、過疎化、高齢化こういったも

あるいは補助金・負担金等について「改革」というこ

のが進んでいるのも沿岸・県北であると、このように

とで進めているわけでございます。この影響は私ども

認識しております。したがいまして、そういった二極

に個々にはあるところでございます。今後も恐らく今

化に対応した県の施策というのが必要になるだろうと

の税の環境等から考えれば、県の財政も厳しいことが

いうふうに思っておりまして、こういった面について

予測されますし、県補助金の影響は出てくるものと、

は、地域の実態等を十分に県の方に伝えて、こちらの

そのように思っております。そこで、現在、国の方で

方の振興策、同じことをやっていてもだめだと思いま

は、
「三位一体改革」を進めているわけでございます

すので、そういったものを、久慈地域に限らず沿岸・

ので、抜本的には地方に対する税財源の移譲、こうい

県北地域全体として取り組んでいく必要があるだろう

ったものが進まない限りはなかなか県補助金、将来へ

と思いますので、そういった面は強く県に訴えていき

の展望も見えてこないというふうに認識しているわけ

たいと、このように思っております。

でございますが、今後、私どもも市長会等を通じて国

○委員長（菊地文一君） 19 番城内委員。

の方に税財源の移譲、あるいは地方交付税の財源調整

○城内仲悦委員 49 ページの地籍調査事業にかかわ

機能、これを要望しているわけでございますが、こう

ります。今年の緊急地域雇用創出特別事業の関係の中

いったことについて地方として発言していかなければ

で、確か今、図根点調査、地籍調査をやっているはず

ならないと、そのように考えているところでございま

です、地域を回っていますから。そこでよく聞きまし

す。

たら、確認は衛星の測量を使って見つかるそうでござ

○委員長（菊地文一君） 20 番下斗米委員。

いますが、見つかった後でそれをきちんと管理・確保
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するという対策までいっていないという状況を見るん

13 款財産収入、質疑を許します。８番桑田委員。

ですが、そこで一つは、せっかく図根点というのは国

○桑田鉄男委員 55 ページ、教員住宅使用料にかか

調図面の中にあります。地籍調査をするとき、必ず二

わってでございます。全体の戸数がどれぐらいあって、

つの図根点を基準にして地籍を調査しているのですが、

実際使われているのはどのぐらいあって、このぐらい

今は衛星も使って、確かに精度は高くなってきており

の使用料収入になったのかについてお尋ねをいたしま

ます。そういった中で、せっかく調査して発見したも

す。

のについてきちんと保全することと、それから地権者

○委員長（菊地文一君） 貮又教育次長。

がここにそういうものがあると知らないんですよね。

○教育次長（貮又正人君） 教員住宅の入居状況でご

そういった意味では「ここにあります」ということを

ざいますけれども、戸数が 38 棟ございまして、入居

その土地の持ち主に周知をしていく。
「これは保全し

が 23 棟になってございます。現在空きが３棟ござい

てください」ということをやっていく必要があるんじ

ますけれども、入居率が 60％余というふうになって

ゃないかと思います。これまでそれを放置したままで、

ございます。それから、入居していない住宅の状況で

非常に困っていることもあったわけですから、そうい

ございますけれども、12 棟が現在のままでは入居で

った、せっかくの成果をきちんとやっていくというこ

きないような状況であるというふうに考えております。

とが大事だと思うので、大して金もかからないことで

以上でございます。

すから図面をコピーして各地主に、
「ここにこういう

○委員長（菊地文一君） ８番桑田委員。

点があります」ということで、
「保全にご協力をお願

○桑田鉄男委員 前に教員住宅の件で質問等した際に、

いします」というようなことを、私はすべきではない

「入るのであれば、手をかけて整備をする」というこ

かというふうに思うんですが、お考えをお聞かせくだ

とだったんですが、今、聞きますと「入れる状況にな

さい。それから、今後、ほかの地域についても、こう

いものもある」ということなんですが、施設について

いった緊急雇用でも何でもいいわけですけれども、順

はいろんなことを考えれば、そのままにしておくのが

次確認していくことが大事だと思いますが、その点の

いいのか、それとも解体なりをするのがいいのかなと

今後の方向についてお聞かせください、以上です。

いう気もするんですが、その辺の考えについてお伺い

○委員長（菊地文一君） 岩泉産業部長。

します。

○産業部長（岩泉敏明君） 国土調査の件で、図根点

○委員長（菊地文一君） 貮又教育次長。

の確認のため今、一生懸命担当が努力しているところ

○教育次長（貮又正人君） 教員住宅の再質問でござ

であります。平成 15 年度から緊急雇用を使って実施

いましたけれども、この 12 棟が現在のままでは利用

して、16 年度も実施している状況でございます。そ

できないということでございますけれども、基本的に

こで、保全の方法でございますが、これは調査をして、

はそれぞれの学校に１棟か２棟を設けまして、あとは

保全をするために行う調査でございますので、それに

民間の住宅を活用いただきたいというふうに基本的に

ついては万全を期してまいりたいと、そのように考え

は考えてございます。しからば、使えない住宅はどう

ておりますし、また、地主に対しても保護の立場から

するかということでございますけれども、１棟当たり

いくと、それが大事であるというふうに考えておりま

70 万からの費用を要しますので、現在、物置といい

すので、その方向で考えていきたいと、そのように思

ますか、学校で使用している部分もございますけれど

います。それから今後の図根点の考え方でございます

も、それらを考えながら解体なり、あるいは学校の事

が、調査の関係でございますが、これにつきましても

情を考えながら整備してまいりたいと、このように考

実は緊急雇用対策が 16 年度で終わります。そういっ

えております。以上でございます。

たことから財源がかなり必要というふうに思っており

○委員長（菊地文一君） 質疑を打ち切ります。次に、

ますので、今後は財政当局等と検討しながら対応して

14 款寄附金、質疑を許します。
〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

まいりたいと、そういうふうに考えておりますのでご
理解賜りたいと思います。

○委員長（菊地文一君） 質疑を打ち切ります。次に、

○委員長（菊地文一君） 質疑を打ち切ります。次に、

15 款繰入金、質疑を許します。16 番田表委員。
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○田表永七委員 それでは 58 ページ、59 ページ。財

ました。いずれ、先ほども申し上げましたが、これか

政調整基金繰入金にかかわってですが、決算年度末現

らの一般財源の収入と、いわゆる交付税、税収等がど

在高についてはわかりますけれども、８億幾らなので

ういうふうな推移になっていくかを見定めながら、財

はないかなと、そう思っていますが、16 年度予算編

調基金の額がどうなのか、どのくらいが適正なのかと

成にかかわって、多額の繰り入れを行ったと、そのよ

いう部分は、その辺を考慮しながら見ていきたいとい

うに思っているわけであります。現時点での残高、概

うふうに考えております。

略でよろしいです、お伺いしたい。それから、残高に

○委員長（菊地文一君） 16 番田表委員。

かかわって、地財法に定められている基金の趣旨とい

○田表永七委員 私がお伺いしたのは、最高額がどの

いますか、目的からいって適正な額の範囲内と考えて

ぐらいあった時期があるのかをお尋ねしたんです。最

おられるのかどうか。その２点についてお伺いいたし

低 7,000 円というお話は伺いましたけれども、逆に、

ます。

例えば 10 億あった時期もあるとか、そういう質問で

○委員長（菊地文一君） 佐々木財政課長。

ございます。

○財政課長（佐々木信蔵君） 財調の現在高ですが、

○委員長（菊地文一君） 佐々木財政課長。

平成 15 年度末については、８億 1,300 万ほどですが、

○財政課長（佐々木信蔵君） 先ほどお話ししました

平成 16 年度の予算を編成する際に４億円ほど取り崩

が、９億ぐらいがそうだったんじゃないかというふう

してございますので、約４億円の現在高となっており

な記憶でございます。

ます。
「適正な額はいくらなのか」というお話でござ

○委員長（菊地文一君） 質疑を打ち切ります。次に、

いますが、これについては明確な定めはございません。

16 款繰越金、質疑を許します。
〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

ただ、８億数千万の 15 年度末の現在高だったのに、
平成 16 年度の予算編成で４億円を取り崩し、現在は

○委員長（菊地文一君） 質疑を打ち切ります。17

４億円しかないということでございますので、交付税

款諸収入、質疑を許します。22 番濱欠委員。

等あるいは税収等が減少していく中で、果たしてこれ

○濱欠明宏委員 考え方をお聞かせ願いたいわけです

からの予算編成ではどうなのかということを考えます

けれども、いわゆる調定の考え方です。ご承知のとお

と、４億円は決して大きい額ではないと考えており、

り議会は予算が基本になっています。予算中心といい

平成 15 年度の決算で、３億 6,000 万ほどの繰り越し

ますか、そういう形で執行されていくというのが基本

がございますが、その半分は積み立てることに地方財

であります。しかし調定もこれまでの中で、大体は微

政法で定められておりますので、約６億にはなります

増微減という形で調定がなされているわけですけれど

けれども、これも決して大きい額ではないというふう

も、ここに来まして、いわゆる森のトレー関連で 15

にとらえてございます。

億何がしかの調定が出たということになります。この

○委員長（菊地文一君） 16 番田表委員。

問題についてはこれまでも特別委員会、あるいは一般

○田表永七委員 今の問題にかかわって、再度お伺い

質問を通しながら、相手方の返還能力が極めて厳しい

いたしますけれども、
「適正な基準はないので何とも

ということで議論されてきた経過があります。年度末

言えない」と、そういうお話ですが、過去においてと

には、実際の執行の状況に向けて補正をするというの

いいましても限りなく過去でも困りますが、過去 10

が基本的な議会の流れだと思うわけでありますけれど

年ぐらいの範囲で、最高の基金額があった時期と額に

も、これがいきなり調定という形で決算に盛られると

ついてお伺いいたします。

いうことの考え方、予算に乖離した調定額の出し方と

○委員長（菊地文一君） 佐々木財政課長。

いうことについて、ひとつ教えていただきたいという

○財政課長（佐々木信蔵君） 過去十数年というふう

か、説明をいただきたいと思うのです。

な部分では、私の記憶では８億か９億ぐらいというふ

○委員長（菊地文一君） 鹿糠総務部長。

うには記憶しておりますが、もっと過去に戻りますと

○総務部長（鹿糠芳夫君） ただいまのご質問の件で

昭和 50 年ごろに円単位で 7,000 円というころがござ

ございますが、調定を起こす場合は、債権債務等が確

いましたが、非常に厳しいというふうな時期でござい

定した時点で調定を起こすわけでございますが、一方、

かいり
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予算につきましては、見積もる際に収入が確実なもの

億何がしという金があるのだと、相手はもちろん生産

について予算を見るというものでございます。赤字決

組合なわけですけれども。しかし、現実問題、議論の

算は許されませんので、そのように予算は組むわけで

中では収入が見込めないという状況で議論してきたと

ございます。一方、調定の場合は、市に債権が生じて

いうことがあります。この認識をきちっとしておかな

収入すべきものが確定した時点で調定を起こすもので

ければ、つまり収入未済額としてこういう形で結果と

ございまして、市に入るべき額が今回入らなかったと

して盛られたわけですけれども、私は部長の説明を事

いうことで未収になっていると、こういったことでご

務方の説明としては聞かざるを得ないわけですけれど

ざいます。

も、どうも政治的な背景も――悪い意味じゃないです

○委員長（菊地文一君） 22 番濱欠委員。

よ――スキームのかかわりで県と市と、そしてトレー

○濱欠明宏委員 これまでの議論の中で、会計検査院

の生産者と、あるいは裁判の関係というようなことで、

が指摘をして、この問題は発生をしたということにな

極めてこの問題は非常に久慈市の大きな行政課題にな

ります。市長は説明の際にも、
「久慈市は、最高で 15

っているという状況があります。そのときに、認識の

億円を払わなければならないんだよ」という話も前に

問題もいろいろ出たわけですけれども、今、決算の認

やりとりの中であった。そういう流れの中で、部長は

定議案の中で、市としては明らかな形で収入未済額と

「確定をした」と、要するに「３月末で確定をした」

いうことで盛られました。このこと自体も私とすれば、

というふうなことで、収入になるべきものが収入にな

これまでのやりとりの中では疑義がある部分、私とす

っていないから調定に盛ったということになるわけで

れば。盛ること自体に疑義がある。というのは、助役

すけれども、私が言っているのは、３月の補正の段階

の答弁の中でも確定はしていないけれども７対１の負

での見通しとして、収入未済額として上がり得る見通

担割合、五千数百万円の最大リスクを払うことで、県

しは質疑のやりとりの中にあったのではないかという

補助金の２億円も必要でなくなるとか、あるいは国と

ことです。だとすれば、３月の補正の中で、事務的に

の３分の２もゼロといいますか、そういう内々の流れ

は盛れる事務ではないのかどうかということをお聞か

もあるとかということで、それは話としてはわかるわ

せ願いたいと思います。

けですけれども、しかし形として今残るのは、久慈市

○委員長（菊地文一君） 鹿糠総務部長。

はこの調定が出たことによって、収入すべき額 15 億

○総務部長（鹿糠芳夫君） ただいまの件でございま

何がしがあって、しかし、それを未済額として久慈市

すが、これにつきましては納入通知書を発したという

は盛った。しかし、この額は基本的には会計検査院の

ことで、調定を起こしているわけでございますが、一

流れの中で国に返還しなきゃならない、あるいは県に

方、返還に向かっての歳出の計上が見込まれなかった

返還しなきゃならんという相手方がある額であるとい

ということで、歳入も、収入の見通しがないというこ

うことです。今、そのスキームが組まれ、これをどう

とで計上しなかったわけでございます。したがって、

するかというふうなことになるわけです。一般質問で

予算上はそのように処理しているわけでございますが、

大沢議員が言った、
「これをゼロにするスキームは何

これは納入通知書を発行しておりますので、久慈市に

なのか」という基本的な考え方を改めてここでお聞か

入るべき収入ということで、このように未収入として

せを願いたい。

記載したというものでございます。

○委員長（菊地文一君） 望月助役。

○委員長（菊地文一君） 22 番濱欠委員。

○助役（望月正彦君） 濱欠委員ご指摘のとおりでご

○濱欠明宏委員 わかりました。この問題が非常に大

ざいまして、この 15 億何がしにつきましては、市が

事な問題だと私は思っているんです、この森のトレー

平成 15 年の段階で、組合に対して返還命令を出しま

にかかわって。というのは、やはり、これまで補助金

した。国・県に先駆けて――国・県から返還命令が来

返還のスキーム、県とのスキームがあるわけです。こ

ているのが昨年の 10 月でございます――それ以前に

る る

れらについても縷々議論があったところであります。

市として返還命令をかけました。返還命令をかけたと

その中で、一番の基本は実はここにあるのではないか

いうことは、納入通知書を送ったということで、この

と思います。つまり久慈市は収入すべき額として 15

15 億何がしを組合に払ってくれということで、送っ
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たものでございます。それに対しては、いろいろ今ま

知を出して、そのときは納入通知書は発していません。

で申し上げてきたとおり、組合としては支払い能力が

納入通知書を発した時期は、平成 15 年８月７日でご

ないということで、今まで返還はなされていないとい

ざいます。そして、納期限が 15 年８月 18 日に定めら

うことでございます。それはまさにご指摘のとおりで

れたものであります。そこで、国から県、そして市に

ございます。この返還のスキームにつきましてもまさ

来たのが、先ほど助役から申し上げました 15 年 10 月

に委員がおっしゃったとおりでございまして、文書と

20 日に通知書が正式に国から県に来て、県から市に

して出ているものは国から来ている返還命令、これを

来たということになってございます。

受けて県から昨年 10 月に市に対して来た返還命令だ

○委員長（菊地文一君） 19 番城内委員。

けでございます。ただ、先ほど話がありましたスキー

○城内仲悦委員 委員長、今、縷々議論があったとこ

ムについての裏づけとして昨年の 11 月 25 日の段階で、

ろでありますけれども、資料請求をお願いしたいので、

知事が林野庁の長官と会いまして、今のスキームにつ

申し上げますのでよろしくお願いします。一つは、い

いて確認しているということがございます。それから、

わて森のトレー生産協同組合理事長の財産について。

県に対する国庫補助金の返還の部分、ここの部分につ

内容的には、一つは事業開始時に所有していた不動産

きましては、去る３月に知事と市長が会談して、マス

の詳細。これは、所在、地目、面積。登記簿謄本に記

コミの報道にあったような、ああいったことで合意し

載がある内容でいいわけでありますけれども、お願い

たというものでございます。委員ご指摘のとおり、ペ

したい。２番目として、上記財産のうち所有権の移動

ーパーとして公印をついて出てきているものというの

があった物件。そして、新所有権者及び移動の時期に

は、まさに返還命令しかないわけでございますが、そ

ついて明らかにしていただきたい。もう一つは、組合

ういったものの積み重ねの中で私どもが訴訟に補助参

財産に担保が設定された時点において、組合理事であ

加して、組合がその訴訟を完遂した中で一定の成果―

った者の財産について。これは辞任した理事も含むわ

―上がるか上がらないかわかりませんが――そういっ

けですけれども、一つは理事就任時に所有していた不

たものが、最大限努力したということが認められるの

動産の詳細、これは市内及び市外です。二つ目は上記

であれば、このスキームは完了するものだと、こうい

財産のうち所有権の移動があった物件、新所有権者及

うふうに認識しております。

び移動の時期について、資料を提示していただきたい。

○委員長（菊地文一君） 20 番下斗米委員。

よろしくお願いします。

る る

○下斗米一男委員 今の議論を聞いていまして、市民

〔
「委員長、議事進行」と呼ぶ者あり〕

の一人として、単純に思ったのは納入通知書が出た

○委員長（菊地文一君） 22 番濱欠委員。

15 年２月の時点で既に市に権利が発生している。と

○濱欠明宏委員 今、城内委員から資料請求があった

いうことは、３月の補正によってしかるべきだという、

わけですけれども、私は今の部分は特別委員会の方の

これは濱欠さんの論理ですよね。16 年３月の、そこ

資料審査でいいのではないかという感じがします。や

のところの説明がなかったように思うんですが、16

はり今、決算委員会というふうなことで、私は具体的

年３月の補正に既に 15 億幾らというのがのっていれ

にやりとりしているのは調定の考え方とか、それから

ば、市民としてももっと１年半前から理解があるわけ

私とすれば予算主義だよ、という意味でいえば、８月

ですから。15 億円という返還とかそういう数字が出

７日に通知書を出して 18 日までだよ、というのがあ

てきたのは昨年の 10 月以降なわけですね。16 年３月

ったとすれば、執行者とすればそういう形で出してい

の補正にのせなかったということはどういうことなん

るとすれば 16 年３月の議会に「補正予算として、実

でしょうか。

はこういうことをしているけれども見込みがない」と

○委員長（菊地文一君） 岩泉産業部長。

いうような議論をしているわけですから、その段階で

○産業部長（岩泉敏明君） ただいまの件でございま

私は補正予算に出すべきなのではないかという考えを

すが、実は 15 年２月 10 日に債権保全のために通知を

持っている……

出したということです。要するに、債権を保全するた

○委員長（菊地文一君） 濱欠委員、議事進行の内容

めに「補助金適化法に違反しますよ」ということの通

を。
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○濱欠明宏委員 城内さんの場合には、私とすれば森

知りません」だったら、審査のしようがないではない

のトレー特別委員会にゆだねるべきだという考え方で

ですか。助役は先般の私の質問に対して、
「静岡、八

ありますから、委員長、そこをひとつ整理して……。

戸等についても、もう一度調査してみたい」と答弁を

○委員長（菊地文一君） 議事進行がありました……

しております。調査はするけれども、議会には教えな
いということですか。これでは、審査が進まないです

〔
「議事進行にかかわって」と呼ぶ者あり〕
○委員長（菊地文一君） 議事進行にかかわって 18

よ。
「いい悪いはともかく結論はこうだから、議会は

番小野寺委員。

当局のいうことを聞きなさい」と、問答無用だという

○小野寺勝也委員 資料請求の問題ですけれども、収

ことになりますよね、今のプライバシーの話でいった

入未済額にかかわって、結局、本来であれば組合側に

ら。どうですか。

返済能力があれば新しい展開になっていたはずです。

○委員長（菊地文一君） 望月助役。

ところが、この間のいろいろな審議の中で、私は金額

○助役（望月正彦君） あのとき私、申し上げたと思

的にはどの程度か知りませんけれども、しかし件数と

いますが、「出せるかどうかも含めて検討してみた

すればかなりの不動産がこの間、異動しているという

い」と、こう申し上げたと思います。この関係につき

ことからすれば、まさに決算審査そのものにかかわる

ましては、私どもとしても守秘義務がございます。そ

問題で、当委員会に資料を出して、さらに特別委員会

もそもそういった登記簿謄本を取れば確かにわかるわ

でも慎重に審査をするということが妥当だというふう

けですが、じゃあそれがどこにあるのか、そこの部分

に思いますので、よろしくお願いします。

については今まで何回か調査してまいりましたが、相

○委員長（菊地文一君） ５分間休憩いたします。再

手方の協力を得ながらやってきたものでございます。

開は 11 時 40 分といたします。

もちろん、これについては弁護士とも相談してやった

午前 11 時 34 分

ことでございますが、そういった事情がございます。

休憩

私どもも総務の情報公開担当の方とも協議した結果、
午前 11 時 40 分

これについてはやはり守秘義務、それから先ほど部長

再開

○委員長（菊地文一君） 休憩前に引き続き委員会を

が言いましたように情報公開条例の観点から、理事長、

開きます。19 番城内委員より、17 款諸収入に関し森

あるいは理事のものについては出せないと、こういう

のトレーにかかわる資料の提示を求められました。そ

結論になったものでございます。
〔
「調査時点の答弁」と呼ぶ者あり〕

れに対する当局の答弁を求めます。岩泉産業部長。
○産業部長（岩泉敏明君） 資料の提示でございます

○委員長（菊地文一君） 岩泉産業部長。

が、これは情報公開条例第７条第２号に規定してござ

○産業部長（岩泉敏明君） 最初の調査時点でござい

いまして、個人のプライバシー等の観点から考えます

ますが、14 年１月１日現在で調査してございます。

と、提出はできないということになります。ご理解を

以上でございます。

いただきたいと思います。

○委員長（菊地文一君） 18 番小野寺委員。

○委員長（菊地文一君） 18 番小野寺委員。

○小野寺勝也委員 助役、そうすると、私どもは資料

○小野寺勝也委員 それでは、最初に先般の本会議で

の提示を求めて、その中に詐害行為があるのかないの

理事長にかかわる不動産は、市内外 28 件、事業中断

かを吟味したいわけですよ。今の状況だと、その吟味

前後の処分件数 19 件とご答弁がありました。そこで、

ができないということになりますね、議会とすれば。

第１に調査時点はいつですか。それから、２点目です

あなた方は「弁護士とも相談したけれども詐害行為で

が、助役さん、プライバシーはどなたにもある。しか

はありません」ということですが、議会はそれをのむ

しこの問題は、地籍番号がわかればどなたでも取れる

以外はないということですか。これは基本にかかわる

のです、法務局に行けば。そうでしょう、登記簿謄本

問題ですから、再度。それから、弁護士、弁護士とい

は。それがプライバシーですか。しかも今、論議があ

いますけれども、弁護士はどこのどなたですか、お聞

ったように、15 億 5,000 万円の債権にかかわる問題

かせください。それでは、助役のいう詐害行為として

ですよ。それを「プライバシーだからわかりません、

認識をして取消権を行使する、こういうのはどういう
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ことを想定しているのですか。認定は裁判所ですよ。

中 19 件が異動しているというかかわりの中で、詐害

そうすると、裁判所にそういう提訴をする詐害行為の

行為の取消権を行使しようとする場合は、どういうこ

助役のいう定義は、どういう場合が提訴に値するとい

とを想定しておられるのかということを聞いているん

うことなのですか。

です。

○委員長（菊地文一君） 山内市長。

○委員長（菊地文一君） 山内市長。

○市長（山内隆文君） 最後のお尋ねの点であります

○市長（山内隆文君） 私、委員のご質問をちょっと

が、
「詐害行為はどのようなものが当たるのか」と、

勘違いしてお聞きしていたのかもしれません。実は、

こういったご質問であります。まさにこれは現実に訴

私どもは組合に対して通知書を発しているということ

えた結果、法廷が結論を出すことであります。したが

であります。理事長等個人に対しては発していないわ

って、私どもは今まで一般論として申し上げておりま

けであります。このことは基本的なこととしてご理解

すのは、
「重大な過失、あるいは悪意があった場合に

をお願い申し上げたいと、このように思っております。

一定の判断になっていくだろう」と、こういうことは

なお、組合と理事長等との関係についてでありますけ

申し上げてまいりましたが、個々具体的なことにつき

れども、これは中小企業等協同組合法、これに基づい

ましては、司法の場で決定をされるということを一貫

て私どもが直接、理事長なりの責任を問えるかという

して申し上げております。この点についてはご理解を

ことになった場合には、先ほど申し上げた「重大な過

いただきたいと思います。

失がある」ということが立証される、あるいはまた

○委員長（菊地文一君） 望月助役。

「悪意に基づく行為があった」
、このことが立証され

○助役（望月正彦君） 弁護士につきましては、盛岡

る、このことによって初めて組合と理事長とのかかわ

在住の複数の弁護士、また、八戸在住の弁護士等と相

りの中で、私どもがかかわっていくことが可能になっ

談しております。

ていくということであります。
それから、一般の民法・商法等の契約に基づくもの

○委員長（菊地文一君） 18 番小野寺委員。
○小野寺勝也委員 弁護士の名前も特定できませんか。

でありますと、例えばこれは、連帯保証人ということ

これもプライバシーですか。（「審議に関係ないです

で、組合の債務に対して理事長なり理事個人が金融機

よ」と呼ぶ者あり）収入未済額にかかわってのことで

関等に対して連帯保証を組むということになれば、そ

す。
「別の機会にしろ」というのなら、それはそれで

れはまた別の法でもって組合と理事長等との関係が生

いいですよ。そういうもろもろの問題があるから、こ

じてくるわけでありますけれども、今、私どもが議論

ういう形で出てきているわけでしょう。違いますか。

しております中小企業等協同組合法、正式名称は後で

○委員長（菊地文一君） 山内市長。

確認させますが、こういった法律に基づくものとはお

○市長（山内隆文君） 弁護士の具体的な名前につい

のずと判断が違っているということを、まずはご理解

てでありますけれども、これは私どもが決算審査をお

いただきたいと思います。

願いしていることでありまして、決算審査にかかわっ

○委員長（菊地文一君） 18 番小野寺委員。

て弁護士の氏名が明らかにならなければならないとい

○小野寺勝也委員 今の問題は、先般の本会議での助

う理由を見出しがたいものでありますから、ご理解を

役の答弁とは明らかに違ってきているんです。後退で

賜りたいと思います。

す。市長の今の答弁は、「いずれ相手は組合だ」と、

○委員長（菊地文一君） 18 番小野寺委員。

「理事長も含めて、それは問えない」という答弁でし

○小野寺勝也委員 では、それはいいです。別の機会

ょう。助役は先般の本会議で、一般の理事については

にお聞かせいただきましょう。

「責任の有無、プライバシーの観点から不動産の資産

詐害行為の問題では、先ほど市長が言われたとおり

の公開については考えさせてくれ、検討させてくれ」

です。最終的には司法の場で認定される問題です。問

と言いました。そして、助役は理事長については、先

題は、この 15 億円の債権にかかわって、久慈市が債

ほど言ったように「28 件中 19 件だ」という答弁をさ

権者として債権を確保しなくてはならない。そのため

れたわけでしょう。その答弁の中には、
「理事長は責

に――私は内容は一切わかりませんよ――その 28 件

任がある」ということは、自明のことではないですか。
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違いますか。そうなると全然話が違ってくるんですよ。

お願いをするけれども組合には財産がない、返還でき

○委員長（菊地文一君） 山内市長。

る能力がないというのは、もう前からわかっているこ

○市長（山内隆文君） 現在、理事に残っているのは

とであります。理事には責任を実は問えない状況の中、

理事長と専務理事、お二人であります。あとはすべて

つまり補助金交付に当たって理事の方々に連帯保証人

元理事ということになります。まず、この別をぜひご

としてのお願いをしていない。そういうふうなことで、

理解をいただきたいと思います。それから、前回の答

恐らく返還にかかわっての責任を問えない状況にある

弁とただいまの私の答弁が食い違うのでないのかとい

というふうなことだろうと思うんです。しかし一方、

うことでありますが、決して食い違ってはおりません

市はなぜゆえに県・国に対して今度は債務者としての

ので、ご理解をお願いいたします。

判を押さなければならないのか。私はここが市民にと

○委員長（菊地文一君） 18 番小野寺委員。

って一番わかりづらい行政執行のあり方だろうと思い

○小野寺勝也委員 委員長にお願いしたいと思うんで

ます。今日、これまで補助事業でこういった経過は基

すが、先般の助役の答弁は「一般の理事については責

本的にはないわけであります。よほど意図的に補助金

任の有無、プライバシーの観点から検討させてくれ」

をだまし取ったというのがあればですけれども、これ

「理事長は違う」ということでした。これは明らかに

は事業の中断というようなことで、一生懸命目的に向

理事長については責任があるということではないです

かって努力した結果、残念ながら機械の不具合が生じ

か。委員長にもお願いしますが、先般の本会議のテー

て、あるいは販売戦略等々が厳しくて、現在の時代に

プを起こしていただいて、きちんとそこのところは確

はなかなか受け入れがたかったということであって、

認していただきたいと思います。

私はこの補助金返還そのものも、そういった意味で大

○委員長（菊地文一君） 望月助役。

変な事務の実施だったなと、こう思うわけです。しか

○助役（望月正彦君） あの時点で申し上げましたの

し、これは当時この事業が導入されるに当たって、こ

は、情報提供の部分だけでございます。

こまでこの問題がこうなるとはだれも予測していない

○委員長（菊地文一君） 22 番濱欠委員。

話であります。それで、それをいとも簡単に会計検査

○濱欠明宏委員 私は角度が違うわけですけれども、

院は「返せ」と、こう来たわけです。そこから始まっ

未収額にのせたということでありまして、先ほどもお

た市の債務問題に、一方ではこのことが、結果として

話ししているとおり、３月の補正段階でこの部分は出

私たちは債権はあるけれども、一方で債務があるとい

せたのではないか、という思いは今も実はあるわけで

う認識をしなければならないのかどうか。これについ

すけれども、そこで、今、上がってきたというような

てご答弁いただきたいと思います。

ことで、それはそれとしながら、今までの議論を聞き

○委員長（菊地文一君） 望月助役。

ながら私が思うのは、市はこの森のトレーにかかわっ

○助役（望月正彦君） ２点あったかと思います。

て補助金を交付したということになります。そしてそ

「債権保全の手段がないのか」ということが１点目か

れが会計検査院の指摘の中で「返還しろ」となり、そ

と思います。私どもは、昨年以来いろいろ検討してま

して当然に、その返還の窓口になったということにな

いりました。債権保全の手段としていろいろなことが

ります。債権はあるけれども、一方で債務が久慈市に

考えられるのではないかということで検討したんです

あるんだというお話もあるわけですけれども、これに

が、残念ながら有効な債権保全の手段はございません。

ついては、当初の委員会で私も何回か聞いたわけです

誠に残念ですけれども、債権保全の手段はないという

けれども、結果として、市がこの補助金にかかわって

ことでございます。

保証人的な形になればこそ、逆に債務が発生している

それから、債務の関係でございますが、これは委員

ということになります。先ほどの説明を聞きますと、

ご指摘のとおり債務はあります。これは何かというと、

組合と理事長、あるいは理事との関係については、銀

県と市の間で補助金交付契約書を締結しております。

行の方の借り入れに際しては連帯保証人になるんだと

平成 10 年度、平成 11 年３月 12 日の段階で、県と補

いうふうなことで、そこに責任は出てくるけれども、

助金交付契約書を締結しておりまして、補助金交付契

今、歳入にかかわって組合に「返還してくれ」と再三

約書の第５の中で「その返還を命ずることがある」と
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いうことでありまして、同じくその第 15、これは既

それから「詐害行為」といった場合にあなた方が想

に資料としてお渡ししておりますが、第 15 の中で

定している状況は、どういったことがあれば提訴でき

「既に補助金が交付されているときは、甲の定めると

る、提訴につながるというふうに認識しているんです

ころにより補助金を返還するものとする」ということ

か。答弁の中に、
「最終的には裁判所が結論を出す」

になっておりまして、これに基づいて平成 15 年 10 月

と言ったけれども、例えば理事長の財産の動きが出て

の段階で、県から返還命令が来ているということでご

いると、それがはっきりしている中で、そういう状況

ざいます。まさにご指摘のとおり債務はあるというこ

を見たときに、果たしてそれは「詐害行為」ではない

とでございます。

かという疑いが出て、そういった状況で提訴をしない

○委員長（菊地文一君）

のかどうか。あなた方の認識をお聞かせいただきたい

この際、昼食のため休憩

と思います。

いたします。再開は午後１時といたします。
午後 ０時 00 分

それから、市長は「組合に請求を出しているんだ」

休憩

「そこを構成する理事長や理事には請求を出していま
午後 １時 00 分

せん」というお話でありました。しかし、理事長とい

再開

○委員長（菊地文一君） 休憩前に引き続き委員会を

うのは組合の最高責任者でしょう。少なくともトップ

開きます。歳入、17 款諸収入、質疑を続行します。

としての責任があるんじゃないですか。そこには請求

19 番城内委員。

できないというのはおかしい話で、私は、そこは理事

○城内仲悦委員 午前中の答弁の中で、一つは情報公

長に対してはきちんと請求するべきだというふうに思

開条例の関係で、
「プライバシーの関係で出せない」

うんですが、理事長の責任はないのかどうか、お聞か

というような答弁がありました。助役は、実はこの間

せください。

の第８回森のトレー特別委員会の答弁で、こう発言し

それともう１点は、連帯保証人の問題です。あなた

ていますね。
「県の条例も市の条例も中身は基本的に

方は補助金を交付するときに、組合の理事長、理事さ

は変わっていない。その中で、県はすべて議会に出し

ん方の連帯保証をとっていないという答弁を先ほどし

ている、ご存じのとおり。なぜ市は出さないんだ」と

ました。なぜとらなかったのかということです。しか

いった私の質問に、こう言っているんですよ。
「県と

も、今回いろいろ調べていくうちに、機械の不具合が

市の違いで一番大きいのは、保護すべき個人情報の相

――平成 10 年度、11 年度に分けられて入っています

手方との距離の近さではないのか、このように思って

ね、若干ずれていますけれども――第１回目の機械の

います」
、こう答弁しています。本当にこんなものな

具合が悪いのはわかって、それがよくはなっていない。

んですか。相手方との距離が近いとか遠いとかで、あ

そして、最後の機械が入ったときもきちんと動かさな

なた方は出さないんですか。こんなでたらめな答弁は

いで確認の判こをついて出している。なぜ連帯保証人

ないと私は思うんですが、いずれこう答弁しています

ということをしなかったんですか、県の指導ですか。

ので、本当にそうなんですかね。私どもは県議会を通

しなくてもいいんですか。15 億円という大きな額の

じて、連合審査に出された全部の資料を取り寄せまし

補助金を出すときに、あなた方は不安を感じなかった

たよ、情報公開条例を使って。黒塗りは一つもありま

んですか、お聞かせください。

せん。しかも、債権者として債務者、組合、あるいは

○委員長（菊地文一君） 山内市長。

組合関係者の財産を知ろうとするときに、なぜそこに

○市長（山内隆文君） 詐害行為に何が当たるかとい

プライバシーが出てくるんですか。なぜ「近い遠い」

うことであります。繰り返しになりますが、
「理事が

で黒塗りにするんですか。これは今後も極めて重大な

その職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったと

問題ですよ。議会から資料請求が行ったときに、先ほ

き」
、こういったときに詐害行為に該当をするものと

どの答弁のように「情報公開条例でだめです」という

思っておりまして、個々具体の行動については、司法

答弁が来れば、なかなか事が進まないじゃないですか。

の場で判定をされるということであります。したがっ

これでは議会の議論になりませんので、その点をはっ

て、私どもはその司法の場で明らかに詐害行為である

きりお聞かせ願いたいというふうに思います。

ということをみずから疎明することが必要であると、
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こう思っておりまして、これまでも何度もご答弁を申

きな違いは、保護すべき個人情報の相手方との距離の

し上げてまいりましたとおり、なかなかにそのことを

近さではないか」と、こう答弁しているではないです

疎明する材料がないということであります。このこと

か。統一見解がこうだという話をしているんじゃない

についてはご理解を賜りたいと思います。

んですよ。そんなものじゃないんじゃないですか、と

それから質問の何点目かでありましたが、
「理事長

私は言っているんです。しかも、同じ議会と当局との

に請求をしたらどうか」ということでありますが、理

関係の中で、県はつまびらかに出している、同じ条例

事長に対する何の請求であるのか、私にはちょっとと

を持ちながら。なぜ市が出さないのか、出せないのか。

らえかねましたものですから、恐縮ではありますけれ

そのこと一つ見ただけでも、あなた方は債権者として

ども、その点をもう一度お伺いさせていただければと

の努力をしているのか、という疑問を私は感じるわけ

思います。他の問題については答弁させます。

です。議会も一生懸命になってこの問題をやっている

○委員長（菊地文一君） 望月助役。

ときに、情報公開条例を盾にプライバシー云々とい

○助役（望月正彦君） 情報公開の関係でご質問がご

うことで出さないということは、あなた方の姿勢の問

ざいましたが、前段で申し上げていると思いますが、

題として極めて重大だというふうに思うんです。あな

市の情報公開条例第７条２号に該当するということで、

たが答弁した中身、
「統一見解だ」というのはいいけ

これは市としての統一見解でございます。

れども、こういった、
「県と市の違いは保護すべき個

○委員長（菊地文一君） 岩泉産業部長。

人情報の相手方との距離の近さではないか」と、こう

○産業部長（岩泉敏明君） 「補助金の交付契約の際

いう答弁はいくら委員会でも、間違っているなら間違

に連帯保証をなぜとらないのか」ということでござい

っているで訂正してください。ちゃんとここに議事録

ますが、これにつきましては、組合と市が契約をして

がありますからね。そこのところは、きちんと訂正す

いるものでございまして、連帯保証をとるというよう

べきものはする、というふうに思います。

うんぬん

な規定といったものはありませんので、ご理解を賜り

それから、部長から今、そういう保証人をつける規

たいと思います。

定はなかった、という答弁ですけれども、一般の請負

それから、２点目の完了検査の件でございますが、

契約は連帯保証をつけた形の契約になっていますよね、

これにつきましても、県の指導のもとで実施したとい

契約書自体は。補助金とはいえ、しかも金額は 15 億

うふうにこれまでも説明してございます。その中では、

円。先ほどちょっと議論になったんですけれども、久

組合の方から「今、このトレーの機械について調整・

慈市が２億数千万のお金を出そうとしたときに、単独

整備しているんだ」ということの説明があり、完了検

でですよ、補助金を予算化しましたよね。それを執行

査においてはそういったことから了というふうにした

しようとしたときに小耳に挟んだのは、市が連帯保証

ということでございますので、ご理解を賜りたいと思

人を求めたということです。それが整わなかったから

います。

結局、執行できなかったという状況があったというふ

○委員長（菊地文一君） 19 番城内委員。

うに聞くわけです。国の補助金については連帯保証人

○城内仲悦委員 市長の答弁ですが、私が聞いている

を求めないが、久慈市が単独で出す補助金については

のは、
「確かに組合に請求していますけれども、組合

連帯保証人を求めたという経過があるじゃないですか。

のトップとしての理事長に何ら責任を問えないのか」

そのことからいうと、あなた方の「決まりはなかっ

と聞いているんです。
「理事長には責任はないんです

た」という答弁は、私は極めて納得いかない答弁だと

か」と、聞いているんです。組合のトップでしょう、

思うので、もし、そういった経過があったとすれば、

理事長は。しかも、理事会でさまざまな決定をした中

久慈市が２億数千万のお金を出せなかったという経緯

でかかわってきている理事長に、債務が生じたときに

はどうだったのか、はっきり答えてくださいませんか。

理事長には何ら責任を問えないのか、ということを聞

お願いします。

いているので、その点をお聞かせください。

○委員長（菊地文一君） 山内市長。

それから助役、確かに第７条２号の統一見解はそう

○市長（山内隆文君） 先ほどの理事の責任でありま

かもしれません。しかし、あなたは「県と市の一番大

すけれども、これは私どもは法に従って執行していか
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ねばなりません。そういった意味において、特に「理

○城内仲悦委員 「重大な過失」が見いだせないから

事長が」という定めは法にはございません。
「理事」

踏み出せない、ということですが、少なくとも経緯か

という定めで規定をされているものであります。この

らというと、庄内鉄工からトリニティ工業に移りまし

ことはぜひご理解をいただきたいと、こう思います。

たよね。彼は議会の証言で、
「世界のトップレベルの

したがって、法的なことについてはそのとおりであり

企業だから信用した」と言っているんです。県議会の

ますが、私どもが何度も言うとおり、ここに至った責

議事録にちゃんと載っているんです。しかも、鉄のメ

務というのは組合にあると、こう思っておりますが、

ーカーですよ。木を扱っていないメーカーをそういっ

その最高執行責任者、これは道義的な責任といいます

た単純な気持ちで信用したということは「重大な過

か、責務といいましょうか、そういったものはあろう

失」に当たるんじゃないですか。そういうことも含め

かと思いますが、法的にどうかということを私どもは

たら、やっぱりあなた方はそういう努力をしていない。

常に考えていかなければならないということでありま

見事裏切られて、しかも、きちんと機械も動かさない

すので、ご理解をいただきたいと思います。

で確認したのはあなた方の責任です、県もそうですけ
ども。しかも、組合のメンバーは私たちが指導します、

また、プライバシーのことについての助役答弁につ
いて、重ねてのお尋ねがあったわけでありますが、私

とまで言っているんですよ。当局もそういった点では

はやはり保護領域といったものは異なってしかるべき

「重大な過失」があるんじゃないですか。その点、き

ものだろうと、こう思っております。と申し上げます

ちんと答えてほしいと思います。

のは、例えば、区域が近接をしているということによ

それから同じ条例で、それはまあ確かに行政の団体

って、どこまで出すのか、つまり年齢をしっかりと特

は違いますけれども、しかし同じ条文があって、同じ

定して出すとか、年代で出すとか、こういったことの

問題ですよ、森のトレーは、県と久慈は立場が違うと

違いというのはやはりあるだろうと、こう思っており

いっても。同じ問題を審査しているときに、しかも、

ます。そういったことで「近い遠い」ということです

その事業にかかわった人たちのプライバシーだといっ

か、そういった言葉の表現のあやはありましょうけれ

て出せないというのは、そんなことがありますか。国

ども、違いはあってしかるべきものと私も思っており

の補助金が流れて、公のお金が流れて、その事業が進

ます。

行している中でかかわった人たちの何がプライバシー

○委員長（菊地文一君） 岩泉産業部長。

ですか。あなた方は自分の金でないからそんなことを

○産業部長（岩泉敏明君） 企業立地促進事業費補助

言うんですよ。もうちょっと、自分が金を出したこと

金を交付しなかった理由ということでございますが、

を考えてみなさいよ。同じ事件を県と市は扱っている

これにつきましては、第１条の目的のところに「産業

んですよ、私たちは議会として。助役、市長はさっき

振興と雇用の増大」というふうなことの目的があるわ

答弁しましたけれども、
「県と市の違いは保護すべき

けでございまして、そういったことの中で、いろいろ

個人情報の相手方との距離の近さではないか」
、こう

トレーの方からも計画書なり、そういったものを出し

いう認識は今もお持ちですか。お持ちでなかったら訂

てもらって、そして、その中で審査されたというふう

正するべきではないですか。あんな答弁では私は納得

になってございます。これにつきましては、認定企業

いきませんよ。助役、この件については答弁した方が、

承認申請時の際の事業計画が達成されていないとか、

答弁してください。

あるいはまた、平成 14 年３月４日から５日まで実施

○委員長（菊地文一君） 山内市長。

した中小企業診断士の経営診断があったわけでござい

○市長（山内隆文君） 「重大な過失」ということで

ますが、これを踏まえた経営改善がなされていなかっ

ありますけれども、委員は「重大な過失がある」と、

たとか、それから、製造及び販売の事業が中断されて

こう言われるわけでありますが、私どもは「それを疎

いるとか、そういったもろもろの条件がございまして、

明するに至っていない」と、こう申し上げているわけ

このとき交付しないということの判断がされたという

であります。「その判断を下すべきは司法の場であ

ふうになってございます。以上でございます。

る」と、このように何度も申し上げているわけであり

○委員長（菊地文一君） 19 番城内委員。

ます。委員のお考えはそのとおりであるかもしれませ
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んが、私どもの今の判断はそのようなところにあると、

すが、現時点では１日の金額が同じということになっ

こういうことでありますので、
「明確に重大な過失が

てございます。そして、先ほど申し上げました組合に

ある」と、このように委員は言われますけれども、そ

対する納期限といいますか、それが、15 年８月時点

こに私どもは至っていないということであります。こ

のものでございますし、それから、市の発生部分につ

の点はご理解を賜りたいと思います。

きましては、15 年 11 月５日以降に発生することにな

それから、
「理事」ということでありますが、理事

ります。納期限が４日になってございましたので、そ

長及び専務等の氏名については明らかにしているとこ

ういうことになります。全体の金額につきましては計

ろであります。他の理事等、元理事等については氏名

算しておりませんのでご了承願いたいと思います。以

を公表していないと、こういうことでありまして、す

上でございます。

べてを公表していないということではありませんので、

○委員長（菊地文一君） 19 番城内委員。

ご理解を賜りたいと思います。

○城内仲悦委員 助役、第７条２項の統一見解だとい

○委員長（菊地文一君） 望月助役。

うふうに答弁がありましたが、そうしますと、第７条

○助役（望月正彦君） 何度も繰り返しになりますが、

の統一見解の中身とすれば、
「保護すべき個人情報を

情報公開条例の基準に従って私どもは判断したもので

発表するかしないかは相手方との距離で判断する」と

ございます。それから、先ほど話がありましたけれど

いうのが第７条２号の統一見解だ、というふうに理解

も、かかわった方にもプライバシーはあるものでござ

していいんですか。だってあなたはこう言ったんです

います。

よ、いいですか、
「県と市の違いで一番大きいのは、

○委員長（菊地文一君） ６番小倉委員。

保護すべき個人情報の相手方との距離の近さではない

○小倉建一委員 私は森のトレーの返還金について基

のかと、このように思っています」と言っているんで

本的なことをお伺いしますが、国と県の関係では延滞

すよ。このことを聞いているんです。そうすると、あ

金が発生し、免除してもらう方向でいろいろ動いて、

なたは第７条２号の判断が統一見解だと言うんだけれ

そのようになればいいなと、このように願っていると

ども、統一見解の中身はこうなんですか、距離なんで

ころであります。さて、久慈市の延滞金も組合に対し

すか。この部分について、そうでないならそうでない

て発生しているのかなと、このように思っております

という訂正をしてください。これからも第７条２号の

が、その発生時期と、今どれくらいになっているかを

判断をするときに距離で判断するんですか、と聞いて

お伺いしたいと思っております。また、県と市の延滞

いるんです。あなたが統一見解だと言うんだったら、

金の関係はどのようなことで発生して、あるいは発生

そこをちょっとね、これから重要な問題なんですよ。

しているのであれば、時期はいつからかというような

それから市長、県は最初から理事名をすべて出して

ことを確認したいと思います。

います。理事のすべての名前を出しています。最初か

○委員長（菊地文一君） 岩泉産業部長。

ら全部出しています。一つも隠していません。
もう一つは、
「重大な過失」を見いだせないという

○産業部長（岩泉敏明君） 延滞金の関係でございま
すが、国と県も同じように延滞金が発生しております。

状況にあるというふうに市長から答弁があったんです

それは年 10.95％ということになっています。これに

けれども、
「重大な過失」というのはどういうことを

つきましては、当然、県と市のかかわりで市にも延滞

あなた方は想定するのですか。このことをお聞かせく

金が発生しておりますし、市から組合に出した分で、

ださい。

組合にも延滞金が発生しております。この利率につき

もう一つは、森のトレー生産組合の方々はプロです

ましては 10.95％と、先ほど申し上げた同じ利率でご

よ、木のプロ、プロフェッショナルです。しかも、岩

ざいます。しからばどのくらいかということでござい

手林材の方は今でもインターネットでキサラという名

ますが、国と県の分を組合に対して請求をしているわ

前でちゃんと宣伝していますよ、現在も岩手林材のホ

けですが、それが 15 億何千万でございますが、金額

ームページを開くと。プロなんですよ。そのプロが当

であらわすと１日約 46 万円でございます。それから、

時特許を持っていた秋田の庄内鉄工をやめて、トヨタ

市にどのくらい発生しているかということでございま

のトリニティ工業にいったという状況。まさにこれは
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素人ではなく玄人がやったことなんですよ。そのこと

もの等が個人情報に当たるというふうな考え方でござ

についてはやはり「重大な過失」になってつながって

いまして、そうしたことから担当部とも協議した結果、

くると私は思うんです。全くの素人がやったのなら問

先ほどの件につきましては個人情報に当たると、その

えないかもしれない。しかし、玄人がやったことなん

ように考えているところであります。

ですから、私はその点は吟味すべきだというふうに思

○委員長（菊地文一君） 碁石収入役。

いますので、お聞かせ願いたい。

○収入役（碁石明男君） 連帯保証人についてのお尋

決算の関係で、収入役さんにお伺いしたいのですが、

ねがございました。私の見ている限りでは、国庫補助

先ほど部長から補助金交付をするときに連帯保証人を

金が伴っての補助金については連帯保証人の記憶があ

つけなくてもいい、つける条項がないという答弁があ

まりございません。やはり、補助する際の必要性はそ

ったんですけれども、しかしそういう役職の立場から

のときに判断をすべきであろうと、このように思いま

いって、こういう問題ではきちんと保証人をつけるべ

す。

きではなかったのか、あるいは指導するべきではなか

○委員長（菊地文一君） 望月助役。

ったのか。その辺の見解についてどういうふうなもの

○助役（望月正彦君） 距離ということが問題になっ

をお持ちなのか、収入役という立場から見たときに、

ているようでございますが、私が申し上げた趣旨は、

お聞かせいただきたい。以上です。

例えば、皆様方に提供しました資料の中でも、１回目

○委員長（菊地文一君） 山内市長。

に提供申し上げました資料の 135 ページ以降にさまざ

○市長（山内隆文君） 再び「重大な過失」について

まな工事、あるいは機械の納入業者の名前を載せてお

でありますけれども、先ほど来、申し上げております

ります。この契約先については黒塗りにさせていただ

とおり、私どもはこの「重大な過失」ということを疎

きました。これはやはり地元の業者が入っているとい

明できる段階にないということであります。なお、あ

うようなことがありましたので、こういった判断をさ

えて申し上げれば、今、組合はトリニティに対して訴

せていただいたところでございます。このあたりにつ

訟を起こしております。私どもはそれに対する補助参

きましては、やはり前に申し上げた距離の違いという

加という形で訴訟に参加をしているわけでありまして、

ものがあるのかな、というふうに思っております。一

したがって、この「重大な過失」があるなしにかかわ

般的な判断基準としては、先ほど総務部長が申し上げ

って、予断を持ってお答えするのは控えるべきであろ

たとおりでございます。

うというのが私の判断でありますので、ご理解を賜り

○委員長（菊地文一君） 22 番濱欠委員。

たいと思います。

○濱欠明宏委員 何回も繰り返しになりますけれども、

○委員長（菊地文一君） 鹿糠総務部長。

この調定のかかわりになります。平成 15 年２月頃で

○総務部長（鹿糠芳夫君） 私からは個人情報につい

したか、契約にかかわって組合に対する返還命令を市

て答弁をしたいと思います。この件に関しましては担

がしたということがあります。返還命令でありますか

当部と協議したわけでございますが、
「プライバシー

ら、補助金の返還というふうなことになろうかと思い

は何人にもある」という、その点は基本的な考え方で

ます。それらの事務と平成 14 年度の決算との兼ね合

ございますが、これまでも議会提出資料等につきまし

いはどうだったのか、というのが一つ。

ても、個人情報に当たる部分につきましては伏せた上

それから、平成 15 年８月７日に納付書を組合の方

で提示してきているところでございます。そこで、今

に送付したということであります。いろいろと聞けば、

回の個人情報にかかわる部分でございますが、これに

納付書を起票する際には調定があって、そして納付書

ついては明快な解釈等はないわけでございますけれど

を起票するというふうに勉強させていただきました。

も、私どもは、個人情報について、どういうものが当

だとすれば、平成 15 年８月には調定がなされていた

たるのかという点に関しましては、例えば、思想、信

ということになろうかと思います。それで、再三議会

条、信仰、職業、資格、犯罪歴、学歴、あるいは所得、

で議論しているわけですけれども、組合にはなかなか

資産等の個人の財産の状況、あるいは家族関係、生活

返済するだけの資力はないという議論があったわけで、

記録等、個人的な生活状況といいますか、こういった

３月にその見込みを含めて、補正に出すべきではなか
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ったのか、いわば議会に対する説明がその時点でなさ

りますが、かかわった市及び県の責任の度合い、かか

れるべきではなかったのかなと、こう私は思うわけで

わりの度合い、これによってお互いの責めを果たそう

あります。

ということであります。したがって、損害賠償という

それから、平成 15 年度の決算において収入未済額

考え方よりは、むしろ過失割合といいますか、その割

ということになりますと、平成 15 年度は滞納繰り越

合によって相殺をすると、こういった考え方になるの

しという処理になろうかと思います。15 年度の執行、

かなと、基本的にはそう思っているところであります。

あるいは 16 年度の滞納繰り越しにかかわる収納努力

○委員長（菊地文一君） 望月助役。

にかかわって、監査委員はどういうふうな意見をお持

○助役（望月正彦君） 私の方からは裁判の見込みと、

ちか、お聞かせを願いたい。

それから「結果報告になっている」という部分につい
てお答え申し上げたいと思います。裁判につきまして

そして、さらにこの件で担保設定の話があるわけで
あります。組合は結果として財産を市中金融機関に担

は今年の３月から本格的に始まったわけですが、現在、

保設定をしたというふうなこと等もあって、なかなか

双方の主張を述べ合っている段階でございます。した

組合の、いわば財産が現時点では収入になる見込みが

がって、これについてはかなりの時間を要するのかな

ない。要するに、収入見込みがないという状況下にあ

というふうに思っております。そう簡単には決着はつ

ります。その主たる原因は、県の担保の許可が一つの

かないのではないかと、このように思っております。

大きな原因としてあった、というふうに私は質疑のや

それから「結果報告になっている」ということです

りとりの中で感じているわけですけれども、収納にか

が、結果的にそういう形になっております。と申しま

かわって、そういった県の事務が大きな支障となって

すのは、県の方とさまざま協議を始めたのが昨年のち

いるとすれば、県に対する損害賠償という、そういっ

ょうど今ごろでございます。この間、さまざまなやり

た部分についてはどうなのか、というのが考えられま

とりがありまして、ほぼ半年かかりまして、最終的に

すけれども、その考え方。

は知事と市長のトップ判断でなければ決着がつかない

また、今、裁判中でありますけれども、裁判の終結

という状況になったのが２月末ごろでございます。こ

時期見込みをどの辺に据えておられるのか、お聞かせ

の間、まさに途中経過でございまして、さまざまな動

願いたいと思います。

きがあったものですから、内容等について具体的に報

この問題の中で、実は底辺に一つあるのは議会との

告する間がなかったというのが実態でございまして、

兼ね合いです。今年の３月の弁護士の費用にかかわっ

そのあたりにつきましては何とぞご理解をいただきた

ての補正予算も実は、一括の中で審議案として補正予

いと、このように思っております。

算に出てきた。あるいは、知事とのトップ会談で割合

○委員長（菊地文一君） 鹿糠総務部長。

を７対１というふうなことで決着をつけたということ

○総務部長（鹿糠芳夫君） 私の方からは予算提案の

についても、結果報告という形で議会の方に示された

時期について申し上げたいと思いますが、市の方から

経緯がある。今回の調定についても、いわば結果報告

納入通知書が発付された時点で市が債権を有するわけ

という形での提案というようなことになっていまして、

でございますが、この収入をもとに実行に移すこと、

その辺が行政執行部と議会側の連携の中での意見のま

すなわち予算計上になるわけでございますが、納入通

とめ方、久慈市としての議会・執行部とのまとめ方と

知書を発付した以後、確実な収入の見通しがないとい

して、私はどこか問題があるような進め方ではないの

うことで、それを財源とした歳出計上は実行する上で

かなと、こう思いますけれども、それに関するご意見

困難ということで予算提案を見送ったと、これは担当

を賜りたいと思います。

部との協議の上で、そのようになったわけでございま

○委員長（菊地文一君） 山内市長。

すが、これについてはさまざまな考え方があろうかと

○市長（山内隆文君） 私からは、県に対する損害賠

思いますが、あまりにも額が大きいということで、や

償の考え方はないのかといった趣旨のご質問について

はり確実な収入を見込めない段階では返還金という歳

お答えをいたしますが、私どもは今回の事案につきま

出も予算提案できない、そういったことが基本となっ

して、もちろん組合が第一義的に責任があるわけであ

ているものでございます。なお、その段階での議会に
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対する説明といいますか、その点については助役から

○委員長（菊地文一君） 22 番濱欠委員。

も説明があったところでございますが、そのことにつ

○濱欠明宏委員 部長が言うとおり、県も納付書を市

いては課題として、私どもは受けとめたいというもの

に送ってきているわけです。そうすると、県は当然に

でございます。

収入未済額として決算に盛られるということになるけ

○委員長（菊地文一君） 岩泉産業部長。

れども、市の方では返還金として未払いという状況を

○産業部長（岩泉敏明君） 市から 15 年２月 10 日に

どこで出すのか、どの場所で出すのか。さっきの総務

債権保全という形をとらせていただきました。このと

部長の答弁では、３月の補正段階では、要するに財源

きはあくまでも債権を保全するための手続きというこ

が入ってくる見込みがないのに返還金としてそれを起

とでございまして、そのときにおきましては、先ほど

こすわけにはいかないという状況があって、実はこう

も申し上げましたとおり納付書については発行はして

いう形で調定をしたんだけれども、しかし、今回調定

いないわけでございます。あくまでも債権保全の策と

がきちっと出て、県もそういう処理をするとなれば、

いったことで、県からの指導もあり、とった事務でご

当然、返還金未払いという県に対する久慈市のきちっ

ざいますので、ご理解を賜りたいと思います。

とした状況をどこかに出さなければならないんですよ

○委員長（菊地文一君） 木下監査委員。

ね。その事務をどこでやるのかということを聞いてい

○監査委員（木下利男君） トレーにかかわっての収

るんです。

入未済額の件でございますが、これは全般に言えるこ

○委員長（菊地文一君） 鹿糠総務部長。

とではございますが、できる限り早急に回収していた

○総務部長（鹿糠芳夫君） 県に対する返還金の処理、

だきたいと、このような考えで意見書の中では全体的

これにつきましては歳出を計上しておりませんので、

な意見として述べておりますので、ご理解をいただき

これはこの決算書にはあらわれてこないというもので

たいと思います。

ございます。それから、県の処理につきましても、恐

○委員長（菊地文一君） 22 番濱欠委員。

らく県の歳出も市の返還の見通しが立った時点で県で

○濱欠明宏委員 そうすると返還金の歳出の部分です。

も歳出予算を提案するのではないかと、そのように予

県は 15 年度決算にかかわって、しからば処理上、久

測しているところでございます。

慈市に対する債権があるという部分をのせて処理しよ

○委員長（菊地文一君） 22 番濱欠委員。

うとしているのか、というのが一つあります。

○濱欠明宏委員 とりあえず返還金としては内部には

それから市として、いわば債権に対する確定が今度

債務があるという状況下になっているけれども、財源

決算上出てくるわけですけれども、その返還金はどう

がないから予算書にも出ていない。この決算書にも出

いう形で盛られようとするのか。今の段階では返還金

ていないという状況下にある。しかし、債権は調定を

未払いという状況です。しかし、それは補正予算をと

した。債務は今現在、平成 16 年度の予算執行上にも

らなかったというふうなことで計上されていない。し

出ていないということがあります。それで、いつの段

かし、今回調定されることによって収入未済額という

階でのせるのかと。それこそ支出事務、７対１の

形で調定が出てゼロになったわけだけれども、相手方

5,000 万円が始まりになるのですか。それとも新たに

の県に対する返還金未払いの項目は、どういう形で起

15 億円に関する未払いの補正予算をどういう形でと

こす考えか、お聞かせください。

るのか、というあたりの事務処理をちょっと教えてく

○委員長（菊地文一君） 岩泉産業部長。

ださい。

○産業部長（岩泉敏明君） 市の債務の関係でござい

○委員長（菊地文一君） 岩泉産業部長。

ますが、当然、県においても久慈市に対して納付書を

○産業部長（岩泉敏明君） ただいまの質問でござい

発行してございます。したがいまして、それに基づい

ますが、今、補助金返還金の補正にかかわる議案をト

た調定をとっているものと、そのように思っていると

レー特別委員会で審査をいただいているわけですが、

ころでございます。それから、ただいまの質問はちょ

その中で、まず７対１の割合の中のところの部分を予

っと理解できなかったので、もう一度お願いできれば

算化していただきたいということでご審査いただいて

と思います。

いるということでございます。それ以外につきまして
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はどうなのかということになると思いますが、それに

うかと、現段階では思われます。

つきましては今、トレーが原告となって裁判をしてい

○委員長（菊地文一君） 鹿糠総務部長。

るわけでございます。そういったことから、勝訴とな

○総務部長（鹿糠芳夫君） 今のお話の趣旨は、市民

った場合においては賠償をもらって、そしてその中で、

に、県に対する返還、あるいは債権債務の関係がどの

市でも予算化をして県に対して支払いするという形に

ようにあらわれるのかということでございます。すな

なろうかと思います。以上でございます。

わち、これは例えば、補正予算に計上して予算提案と

○委員長（菊地文一君） 22 番濱欠委員。

いうこともございますが、ただし、これは実行されな

○濱欠明宏委員 わかりづらいですか。県から納付書

い予算になる可能性が高いわけです。しかし一方では、

が来たという話があった。しかし実行していない。要

そういった内容のものがあるということは、議会なり

するに、組合に納付書が市から行っているんだけれど

市民に明らかになる効果はあるかと思いますが、これ

も、組合は市に対して支払っていない、収入未済額と

まで私どもがとってきた予算提案については、確実な

してのっている。県は、説明では「のせて処理するだ

収入、そしてそれが支出として確実になされるという

ろう」と、決算によって。納付書を送っているから。

前提のものを中心に考えて、これまで提案してきたと

しかし、市の資料には返還金未払金がのっていない。

いう経過がありますが、今の点については、これまで

今の部長の説明は、森のトレーの特別委員会へ付託さ

私どもの考えが及ばなかった点でございます。

れた議案に 5,000 万何がしの予算を計上しているけれ

○委員長（菊地文一君） 19 番城内委員。

ども、それとは別でしょう。県は立替金という処理を

○城内仲悦委員 裁判の件ですけれども、助役の答弁

して、それを実行しようとしている。市は最大リスク

では長期にかかるだろうという話でした。そうすると、

という形でこれを処理しようとしている。そして、未

収入未済額は 15 年度決算で 15 億円ですが、16 年度

収額は組合から来たもので払う。債権、これが「行っ

は滞納繰り越しになる。そうすると、結局、裁判が決

て来い」になるわけだけれども、今回のトレー特別委

審して結果が出ない限り、この 15 億円はずっとのっ

員会で審査しているのは一般財源でしょう、その

かっていくことになると思うんですけれども、しかし、

5,000 万円は。そうすると、要するにちょっと処理が

時効との関係。５年なりというのが出てくるでしょう。

違っている部分ではないのかなという、スキーム上の

それが何年まで債権を保全できるのか、確保できるの

処理と、それから、市から組合、組合から市、市から

か。その辺が全然見通しが立たないんですが、見通し

県、これの透明性がどこできちっと確保されるのかと

をどう見ているんですか。

いうこと。借りは借り、もらうのはもらう、借りてい

○委員長（菊地文一君） 望月助役。

るのは借りているというのは、貸借としてどこかに出

○助役（望月正彦君） 納入通知書は１回出して終わ

てこなくてはならないのではないかという話なんです。

りではありません。何回も出しています。時効という

今の段階では貸借は出ていないんじゃないか、どこで

ふうなことにならないように、そのあたりはしっかり

出すのか、という話です。そうでないと、県の決算と

配慮をしながら対応しているところでございます。
〔
「それは何年までいいんですか。毎年出し

も合わなくなるんじゃないか、という話です。
○委員長（菊地文一君） 山内市長。

ていればずっといいんですか。裁判が終

○市長（山内隆文君） 質問の方向でのお答えになる

わるまで、何年たっても」と呼ぶ者あ

かどうかちょっと自信がないんですが、いずれ私ども

り〕

は県に対する返還を行うための原資として、組合から

○委員長（菊地文一君） 岩泉産業部長。

返還をいただきたいと、こういうことであります。同

○産業部長（岩泉敏明君） 時効の関係でございます

時に、組合は訴訟によってその原資を確保すると、こ

が、これにつきましては公法上の債権ということで５

ういうことでありますので、今の段階で判断をすれば、

年でみております。ただ、やはり時効が完成して債権

恐らくは判決が確定した段階、そういったときに出入

といいますか、歳入がなくなるということになると大

りの金額が確定するわけでありますので、明確になっ

変なことになりますので、それにつきましては今後、

たその時点で私どもは予算化をするということになろ

時効完成しないような手続きが必要になってくると、
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そのように判断しております。これにつきましても、

とも含めて、検討するべきではないかというふうに思

県と連携しながら取り組んでいきたいと思います。

うんですが、そういった点での対応をお聞かせくださ

○委員長（菊地文一君） 質疑を打ち切ります。次に、

い。やはり市長部局ばかりそういうふうになってはま

18 款市債、質疑を許します。

ずいので、議会の議員にも対応できる状況をつくって

〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

いかなければならないと思うので、そういった点での

○委員長（菊地文一君） 質疑を打ち切ります。以上

考え方、どちらで発言するかわかりませんけれども、

で歳入の質疑を終わります。

お聞かせください。財政的な部分もありますから、そ

次に、歳出、１款議会費、質疑を許します。12 番

ういった点でお願いします。

播磨委員。

○委員長（菊地文一君） 鹿糠総務部長。

○播磨忠一委員 議会費に直接かかわる件ではござい

○総務部長（鹿糠芳夫君） 現在、議員用パソコンが

ませんけれども、歳出全般にかかる件でございますの

３台配置になっているわけでございますが、
「もっと

で、どこで質問していいかわからないので、歳出の最

多く」という意味合いだろうと思いますが、この件に

初に質問をさせていただきます。実は、平成 15 年度

関しましては、使用の状況等を事務局から十分お聞き

の決算書とあわせて、主要な施策の成果を説明する書

しながら検討させていただきたいというふうに考えて

類、そして審査意見書を見ながら質問しているわけで

おります。以上でございます。

ございますが、その中におきまして、説明する書類の

○委員長（菊地文一君） 19 番城内委員。

中で、例えば２ページの「健康くじ 21 プラン」の策

○城内仲悦委員 そういった意味では、ノートパソコ

定に作成費が 53 万円かかったということが記載され

ンですから持ち出しもできるとか、そういったものも

ているわけです。この部分を決算書から探すのが非常

含めてできるような状況をつくってもらえれば、さら

に大変なわけでございます。そこで、せっかくこのよ

に活用ができる。ここに来なければできないとかでは

うな立派な説明する書類をつくっていただいておりま

まずいので、そういった点では、お借りして持って歩

すので、他市ではどのようにつくっているかわかりま

くこともできるだろうし、そういった点ではできない

せんけれども、できるのであれば、決算書に沿ったよ

のかどうか、お聞かせください。

うに作成をしていただくと非常に見やすいし、便利で

○委員長（菊地文一君） 菅原政策推進課長。

はないかなと思っているわけですが、そのお考えにつ

○政策推進課長（菅原慶一君） ノートパソコンの配

いてお伺いいたします。

置状況でございますけれども、平成 15 年度につきま

○委員長（菊地文一君） 佐々木財政課長。

しては 349 台、平成 16 年度につきましては、実は合

○財政課長（佐々木信蔵君） 決算書の備考欄の部分

併協との関係がございまして、緊急に４台増設してお

と主要な施策の成果の関係ですが、決算書の備考欄に

ります。ただ、これにつきましては庁内ＬＡＮの関係

つきまして、実は、検討するということで内部で協議

がございまして、今、委員の方から持ち運び云々の

しているところでございます。ただ、合併とか将来的

話もございましたが、パソコンそのもの自体は当然持

な部分がありますので、その段階にでもこの辺につい

ち運びできますけれども、市の業務、それから議員さ

ては調整・協議をしていかなければならないというふ

んの業務等に使う場合につきましてはその辺がありま

うに考えているところでございます。

すので、特殊化といいますか、特化しなければならな

○委員長（菊地文一君） 19 番城内委員。

い部分もございます。いずれ、ご要望についてはご意

○城内仲悦委員 パソコンの配置の問題でございます

見を賜りましたので、先ほど総務部長が答弁しました

が、市長部局では全職員にノートパソコンを配置して

ように検討させていただきたいと思います。

おりますけれども、議会の議員への対象は３台配置さ

○委員長（菊地文一君） 質疑を打ち切ります。

うんぬん

れていますね。時々いなくなっていますけれども。こ

次に、２款総務費、質疑を許します。16 番田表委

れからの時代、電子自治体が来るわけで、そのときに

員。

うんぬん

云々では遅いわけですから、１回に全部やるのは別

○田表永七委員 それでは１点質問いたします。78、

にしても、希望をとって希望者には配置するというこ

79 ページにかかわる 12 節役務費、備考欄に自動車損
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害保険料 321 万何がしという掲載があるわけでありま

員と申しますか、台数でございますけれども、約 150

す。これにかかわるのではないかなと思って質問する

名でございます。この内訳につきましては、正職員、

わけであります。それは、市職員の私有車を公務に使

あるいは臨時職員、嘱託等を問わず、主に施設関係の

用した場合に、その扱いはどうなっているかというこ

職員でございます。例えば、ホームヘルパー、学校用

とでございます。いくつか説明いただきたいことを言

務員、保育園長など、公用車がまだ配置になっていな

いますと、使った場合に使用料みたいな、借り上げ料

いというところの職員、あるいは恒常的に本庁に来る

と言うんですか、そういうものはあるのかないのか。

とか、あるいは現場に出向くとかというような対応を

あるいは自動車保険はどうなっているのか。あるいは

求められる職員について指定をしているという状況で

市全体で私有車をみなし公用車として使っている台数

ございます。以上です。

はどのぐらいあるのか。それから最後ですけれども、

○委員長（菊地文一君） 16 番田表委員。

運用上、これは新しい制度なのではないのかなと受け

○田表永七委員 それでは、今の問題にかかわって再

とめて質問するわけですけれども、運用上の問題点と

度、質問いたします。150 台というかなりの台数を指

してどういうことを思っているのか。そういうことに

定をして使っていると、そういう意味だと理解しまし

ついてお伺いしたい。以上です。

たが、それで運用上の問題点という意味でお伺いしま

○委員長（菊地文一君） 砂子総務課長。

すけれども、市が保険をかけない純然たる私有車を公

○総務課長（砂子勇君） ただいまご質問いただきま

務に使っているという実態があるのではないかと私は

した、公務における自家用車の扱いの件でございます。

思っているんですけれども、それとの整合性といいま

公務における自家用車の取り扱いにつきましては、従

すか、そういうものについてはどう考えているのかと

前から交通機関の利用では用務に支障があり、かつ公

いうのが一つ。

用車の使用ができないような状態の場合、一定の条件

それから、指定した私有車に市が対人・対物の保険

の下で使用を認めてきた経緯がございます。この「一

をかけているという、このことの費用対効果といいま

定の条件の下」と申しますのは、職員の申し出がある

すか、効率性といいますか、効用性といいますか、そ

こと、あるいは免許を取得してから１年以上経過して

ういったものについてスタート間もない制度ではある

いること、かつ公用車の使用がもちろんできないよう

ようですけれども、どのような評価をしているのか、

な場合でございます。そういった場合における旅費に

お伺いしたい。

つきましては、交通機関を利用した場合とみなしまし

○委員長（菊地文一君） 砂子総務課長。

て旅費を支給してきているという実態がございます。

○総務課長（砂子勇君） ただいまのご質問でござい

これらの経過の中で、特に万一の事故の際、近年は特

ますが、公務に、指定されていない自家用車を使用し

に使用者責任が問われるという傾向が非常に強くなっ

ているものがあるのではないかという点でございます

てきております。これはあらゆる交通事故等において

けれども、これにつきましては指定の趣旨等を踏まえ

でございますけれども、こういった観点等からこのあ

まして、原則交通機関、もしくは公用車、なおかつ指

り方を検討いたしまして、昨年度から自家用車を公用

定されたものを使うというのを大原則として掲げてお

車として公的に使う場合の取り扱い方を改定いたしま

ります。ただ、しからばこれが 100％守られていると

した。その主な点でございますけれども、一つにはた

いう状況にあるかという点につきましては、公務の状

だいまご質問にもありましたが、損害賠償保険を市で

況が多岐にわたる場合があろうかと思います。例えば、

かけるという部分でございます。これはいわゆる対

昨晩のような台風の対応のとき等に、じゃあ指定され

人・対物というような部分でございます。それから、

ていないからやらないのかという点等も多々あろうか

ご質問にありました借り上げ料の件でございますが、

と思います。こういった観点につきましては、今後と

これにつきましてはただいま申し上げましたとおり、

もあり方については検討していかなければならないと

従前から旅費として支給するという観点がございます

思いますし、一方では公用車の利用についての整合も

ので、この要素は取り入れてございません。それから、

図っていかなければならない。今、市政改革プログラ

台数でございますけれども、現時点で指定している職

ムの中で公用車の集中管理についても検討を加えてい
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るところでございます。そういった中におきまして、

1,400 万円あったわけでございますが、全額使われて

公用車がより効率的に使用できる状況を検討していく

いるというわけでございますが、現在の貸し付けの利

というのも必要というふうに考えております。

用状況についてお伺いいたします。以上です。
○委員長（菊地文一君） 砂子総務課長。

それから、２点目の費用対効果の点でございますけ
れども、現在 150 台程度を指定しているというふうに

○総務課長（砂子勇君） ただいまのご質問でござい

申し上げました。これは、正職員、あるいは臨時職員、

ます。まず、１点目の交際費でございますが、ご承知

嘱託職員等を合わせた場合、約 550 名程度でございま

のとおり交際費は行政執行上、当該団体の利益のため、

す。そういった割合からいきますと、約３割程度とい

当該団体を代表して外部と交渉、あるいは交際をする

う状況になっております。ただ、先ほど申し上げまし

場合に必要とする経費というふうな位置づけになって

たとおり、万一の事故があった場合における点を考え

ございます。こうした中にありまして、15 年度は 128

た場合、使用者責任が非常に問われる傾向にあるとい

万 8,563 円の支出でございました。これにつきまして

うこと等を考えた場合、これは一種の保険であるわけ

は、県内他市の状況等を見ますと中位からやや下位の

ですけれども、そういった観点から必要性があるとい

状況にございます。もちろん、この交際費の性格から

うふうに理解しているところでございますので、この

いきまして、使途等につきましては必要最小限度とい

制度につきましては当面続けるとともに、また公用車

う考え方が当然に求められるというふうに考えてござ

の集中管理とか、そういったこととあわせた運用につ

いまして、こういった経費につきましては努めて削減

いて対応していきたいというふうにとらえているとこ

といいますか、少ない額での支出という考え方から、

ろでございます。以上です。

結果としてこの決算額になったというふうにとらえて

○委員長（菊地文一君） 12 番播磨委員。

いるところでございますので、ご理解をいただきたい

○播磨忠一委員 総務費にかかわって４点ほどお伺い

と思います。

いたしますが、第１点目は 78 ページの 10 節の交際費

それから、３点目の長内校の定時制の振興会の補助

にかかわってでございますが、予算は 250 万とって不

金にかかわる点でございますけれども、事業内容及び

用額として 121 万 1,000 円何がし、約半額の不用額が

現在の生徒数等につきまして、資料を取り寄せてから

出ているわけでございますが、私ももちろん節約をす

お答え申し上げますのでご了承願います。

ることが必要であるし、大切だと思うことは当然であ

○委員長（菊地文一君） 菅原政策推進課長。

りますけれども、半額というようなことにおいて、社

○政策推進課長（菅原慶一君） ２点目の 79 ページ

会通念上、支障がなかったのかということについてお

の 18 節の理由についてご説明申し上げます。この 18

伺いいたします。

節につきましては電子自治体との関連で、ＬＧＷＡＮ

２点目は同じページの節の 18 でございますけれど

（エルジーワン）の関連で、サーバーとか、ワークス

も、備品購入費でございますが、879 万 9,000 円です

テーション、いわゆる端末、それらを購入するという

か、これは全額 13 節へ流用となっておりますが、こ

ふうな考えで当初は予算化したものでございます。と

の流用の理由は何であるかということについてお伺い

ころが、実際の執行の段階に至っては、委託料の方が

いたします。

適正であるというところで 13 節の方に流用したもの

３点目は 90 ページから 91 ページにかかわるわけで

でございます。その結果、委託料も安く済みました。

ございますが、久慈高等学校長内校定時制の振興会の

また、それの関連で実は消耗品の方にもさらに流用を

補助金が 10 万円ほど出ておりますけれども、現在、

かけております。以上です。

振興会ではどのような活動をしているか。また学校運

○委員長（菊地文一君） 梶谷市民課長。

営についてはどうか。あわせて、最近３カ年の生徒数

○市民課長（梶谷利美君） 消費者救済資金貸付制度

の推移はどのようになっているのかについてお伺いい

の預託金についてお答え申し上げたいと思います。15

たします。

年度の預託金は 1,400 万円ということでございまして、
その利用状況につきましては 28 件ということでござ

最後、４点目でございますが、節の 21 の貸付金で

います。以上でございます。

ございますが、消費者救済貸付制度預託ということで
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○委員長（菊地文一君） 松野下教育委員会総務課長。

ところでございますが、私は充実していくべき学校だ

○教育委員会総務課長（松野下冨則君） 私の方から

と、そのようにとらえておりますし、県でもそのよう

は長内校の定時制教育振興会の補助金の内容等につい

に認識してございますので、充実が図られるように今

てお答えをしたいと思います。まず、振興会の目的で

後とも要望してまいりたいと思っているところでござ

ございますが、長内校に在籍する生徒の福祉の増進、

います。

あるいは勤労青少年の教育の振興と、こういうような

○委員長（菊地文一君） ９番小栁委員。

ことで会が設立されてございます。その使途でござい

○小栁正人委員 １点だけ質問します。77 ページの

ますが、生徒会活動の物品購入、特にもクラブ活動、

職員採用に関連いたしまして、実は１週間ぐらい前に

昨年度は全国大会に陸上、バスケットボール女子が出

岩手日報の方に来期の職員採用数等々が出ていたわけ

場してございまして、これらにかかる用品の購入に充

でありますが、県内市町村の中で特筆といったらおか

てているというふうに伺ってございます。それから生

しいですけれども、特別に久慈市だけが約６名の採用

徒の数でございますが、15 年度が 51 名、本年度は 55

予定だというように書いてありました。先ほども 550

名と伺ってございます。以上でございます。

名前後の職員がおられるという中で、行政のスリム化

○委員長（菊地文一君） 12 番播磨委員。

ということがうたわれている昨今にしましてはどうな

○播磨忠一委員 それでは再度、２点についてお伺い

のかなと思いますが、その辺のお考えですね、どうし

します。備品の購入費については答弁で大体わかりま

てああいうふうな数字が発表されたのか、お聞かせく

した。ただ、普通、予算を執行する場合には、このよ

ださい。

うな大きい金額であれば、例えば補正とか何とかとい

○委員長（菊地文一君） 鹿糠総務部長。

うのにいくような気がして、私は非常に疑問を持った

○総務部長（鹿糠芳夫君） 職員採用計画についてで

ものですから、その処理がどうしてなかったのかとい

ございますが、これにつきましては第４次の久慈市職

うことについて、再度お伺いいたします。

員定数適正化計画に沿って――これは市政改革プログ

それから、定時制の活動については理解をいたしま

ラムの計画になるわけでございますが――目標年度の

した。ただ、私は幸いに高校整備計画の後期には長内

平成 18 年度までに現行定数の 10％減ということで計

校の問題が出ていませんけれども、将来とも安心して

画を立てているところでございます。そこで、今回、

存続すればいいな、と思っている観点から聞きますが、

日報に記事が出たわけでございますが、確かに当市は

将来的にもこういう形で長内校は存続されるのでしょ

「６人程度」ということで、他市は「若干名」という

うか。以上。

ことで突出しているかに見えますが、実は平成 15 年

○委員長（菊地文一君） 菅原政策推進課長。

度は退職者 20 名に対し４名の採用ということでござ

○政策推進課長（菅原慶一君） 流用の件でございま

いました。それから、今年度の定年退職者は派遣を含

すけれども、播磨委員ご指摘のとおり、通常は補正予

めて９名ということでございまして、その中で６名と

算で処理するのが正しいかと思います。ただ、今回の

いうことになるわけでございますが、15 年度と 16 年

ＬＧＷＡＮ（エルジーワン）の関係につきましては、

度を合わせますと、２カ年で、現段階で判明している

79 ページにございますけれども、平成 14 年度からの

分で 29 名の退職者が見込まれる中で、今年の春４人、

繰越明許費等が絡んでございます。それは言いわけに

来年の春６人で 10 名ということになりますので、こ

しかなりませんので、現実的には補正予算で計上する

こでは 19 名の削減になるということでございます。

のが正しいかと思います。ただ、言いましたように繰

これは前段申し上げましたように、市政改革プログラ

越明許費を実際使わなければならなかったということ

ムの中で、定数 10％減の所定の計画に沿って実施し

で、それらに関連して流用したものでございます。ご

ていると、そのようにご理解をお願いしたいと思いま

理解願います。

す。

○委員長（菊地文一君） 外舘教育長。

○委員長（菊地文一君） 22 番濱欠委員。

○教育長（外舘弘君） 長内校につきましてでござい

○濱欠明宏委員 私からは総論的なお話を聞かせてい

ますが、高校新整備の後期計画の方でも検討している

ただきたいんですけれども、いわゆる超過勤務の傾向

－ 29－

は現在どうなっているのか。増えているのか、減って

それを除きますと――前年度に比べて約 1,000 万円程

いるのか、端的で結構です。

度、支給額で減っております。これにつきましては、

それから、例えば職員の採用計画であります。再三、

先ほどもお話が出ました電算化の部分、さらには事務

市政改革プログラム等を通じながら職員のスリム化と

の繁忙期等における課内等の協力体制、あるいはノー

いうふうなことで、不補充の計画になっているという

残業デーの取り組み、さらには休日の事業等における

実態ですけれども、新しく卒業する子どもたちにとっ

振替勤務の実施等によりまして、減額しているという

ては非常に厳しい就職環境というふうなことがありま

ふうにとらえているところでございます。ただ、一方

す。私は、これまでであれば生年月日の割り振りとい

におきましては、先ほど総務部長からも申し上げまし

うのがあって、通常であれば何年生まれというふうな、

たとおり職員数自体が減っております。さらには、合

高卒、大卒の縛りがあるわけですけれども、その辺の

併に係る事務とか、市政改革に係る事務、あるいはそ

緩和措置というのはやはり必要になってくるんじゃな

れぞれの行政の課題にかかる対応等におきまして、平

いかというふうなことで、やはり公平な採用へのチャ

成 16 年度が昨年度と同様の形で減るのかという点に

ンスというのを確保していかなければならないのかな

つきましては、若干別なとらえ方もしてございます。

と憂えております。

こういった中におきまして、パソコンの効果につきま
しても効果があるものととらえているところでござい

先ほどの超過勤務の関連でありますけれども、電算
処理が非常に進んできたというふうなことで、先ほど

ます。以上です。

もパソコンのお話がありました。充足されてきたとい

○委員長（菊地文一君） 22 番濱欠委員。

うふうなことで、大変結構なことだと思います。ただ、

○濱欠明宏委員 パソコン、要するに電気に依存する

そのことが結果として住民基本台帳ネットワーク、そ

設備が増えてきたというのを、実はこの電気料を見な

ういった設備は張りつけになったけれども、仕事は逆

がら「電気料がかかる時代だな」と思いました。そこ

に負荷がかかっているのか、あるいはスムーズにいっ

で、この間の台風の兼ね合いでも自家発電、要するに

ているのかという評価の兼ね合いを、どのような形で

停電になったときに自家発電で対応としたという行政

見ようとしているのか。その辺をお聞かせ願いたいな

の報道があったなという感じがありまして、行政も停

と、こう思います。とりあえず以上です。

電に対応するのではなくて、自家発電、東北電力に売

○委員長（菊地文一君） 鹿糠総務部長。

るとまではいかなくても、自給自足の自家発電を備え

○総務部長（鹿糠芳夫君） 私からは職員採用の考え

ていく必要性というのも将来的にコストダウンに大き

方についてでございますが、今お話のように職員の体

くかかわってくるのかなと、こういうふうに思うわけ

制というふうなものは、例えば年代を考慮したもの、

でありますけれども、そういった方向性の考え方とい

あるいは公平な採用という観点からも、やはりばらつ

うのがあれば、なければなくて結構ですけれども、お

きがあるというのは好ましくないわけでございます。

聞かせください。

一方では財政の問題等もあって各市町村が非常にこの

○委員長（菊地文一君） 望月助役。

点は困っている問題だと思いますが、やはり長期的な

○助役（望月正彦君） 今、自家発電というご提案を

展望に立って、なおかつ、今合併という問題もござい

いただきました。実は、私が県の方に行ったときに企

ますので、そういった現在の年代の状況等を十分に分

業局に対しまして「風力、あるいは太陽光、こういっ

析しながら、公平な点にも考えながら、長期的展望に

たものについて久慈は可能性がないのか」という話を

立った職員採用計画を実施してまいりたいと、そのよ

申し上げたことがあります。県ではそういった自家発

うに考えております。

電のもとになる「特に風力については、可能性はある

○委員長（菊地文一君） 砂子総務課長。

んじゃないか」という話をしておられました。ただ、

○総務課長（砂子勇君） 超過勤務手当の状況でござ

風力の敵は実はワシ・タカ類なんです。イヌワシとか、

います。平成 15 年度におきましては、いわゆる選挙

特殊鳥類といいますが、実は久慈地区は結構それが多

事務を除きまして――選挙事務は昨年３回ほど選挙が

くて環境的な配慮が必要な地区だというふうなことも

ございまして特例的なことでございましたけれども、

指摘いただいております。ただ、例えば諏訪下地区で
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あるとか、あのあたりについてはそういった環境もあ

願いいたします。

るのではないかというふうなことを考えておりまして、

○委員長（菊地文一君） 鹿糠選挙管理委員会委員長。

これは単に市の自家発電という意味合いだけではなく

○選挙管理委員会委員長（鹿糠孝三君） ご存じのと

て、環境エネルギーの観点からこれは検討していきた

おり、このごろ投票率の伸びが大変悪い。ただ、ずっ

いと、このように思っております。

と統計をとるといいますか、調べてみますと、地元の

○委員長（菊地文一君） 16 番田表委員。

選挙、いわゆる市長、市議会の議員の選挙は 85％ま

○田表永七委員 96 ページ、２目選挙啓発費にかか

で上がっておりますが、国政選挙は 50％台まで落ち

わって１点だけ質問いたします。結構な不用額を出し

ております。これは久慈市だけではなくて大変憂慮さ

ているわけでありますが、どういう啓発活動を行った

れる問題だと指摘を受けているところでございますが、

のか。あるいはその行った啓発活動に対する評価とい

いずれ有権者の意識の問題だということで、地道に気

いますか、自己評価、反省等をお聞かせをいただきた

長に啓発を続けていく以外に方法はないだろうという

い。

ことで行っております。

○委員長（菊地文一君） 鹿糠選挙管理委員会委員長。

○委員長（菊地文一君） 11 番中平委員。

○選挙管理委員会委員長（鹿糠孝三君） 啓発につい

○中平浩志委員 職員のことについて、ここでなけれ

てご質問いただきました。選挙のたびに投票率の問題

ば言えないのかな、というふうに思いながら質問させ

で啓発不足をご指摘いただいているところでございま

ていただきますけれども、今、職員の皆様方はネーム

すが、いつものとおり非常に地味な啓発でございます

プレートをつけて仕事をしておられますし、なおかつ

けれども、例えば小学生の啓発ポスターの募集、ある

部屋の入り口に、だれがどこの位置に座っているか、

いは産業まつりでの模擬投票、秋まつりでの街頭啓発、

顔写真つきで張っております。やはりこういった部分

新しい有権者への啓発はがきの送付等がございます。

に関しては、だれがどういった名前だということで、

また、選挙啓発としまして街頭啓発、広報車による啓

市民の皆さん方からも非常にわかりやすいと好評を得

発、立て看板等による啓発、スーパー等においての店

ております。一方、やはりどうもまだまだお役所的な

内放送による啓発、防災無線による啓発等を実施して

発想、そういうふうな部分で、何か事業を起こしたい、

おります。選挙時だけでなく、常時啓発活動のさらな

何かやりたいと言っても「これはもうだめですから」
、

る拡大を図り、有権者へ選挙が政治の基本であるとい

「法令上決まっていますからできません」と、何かこ

う意識の定着に努めているところでございます。以上

う無愛想な言い方しかできない職員もいる。きちんと

でございます。

「これはこうなんですけれども、じゃあ何かいい方法

○委員長（菊地文一君） 砂子選挙管理委員会事務局

を一緒に考えながらやっていきましょう」という発想

長。

がまだまだ出てきていない。市民とすれば、地元のた

○選挙管理委員会事務局長（砂子勇君） ただいまご

め、我々が住んでいる場所のために何とかよくしてい

質問いただきました中で、不用額の部分でございます。

きたい、何とかいい手だてがないかということで、市

この中で、特に旅費 11 万円程度の予算額に対しまし

に来て相談をしているわけですけれども、やはりそう

て、執行額ゼロという結果を生じさせております。こ

いった部分に関しては、もっと親身になってきちんと

れにつきましては、啓発等の研修会を予定して事業を

対応しなければ、まだまだ市民の目から見た市の職員

組んだところでございました。ところが、昨年の秋に

の勤務態度というのは、評価の上では低いのかなとい

きゅうきょ

いわゆる国政選挙、衆議院選挙が 急 遽 入った関係等

うふうに思っておりますので、その辺の対応について

の事務的な観点から、こういった研修事業を実施でき

もっと積極的に、教育していかなければならないのか

なかったという背景がございますので、ご理解をいた

なというふうに思いますので、その考えについてお伺

だきたいと思います。

いいたします。

○委員長（菊地文一君） 16 番田表委員。

○委員長（菊地文一君） 山内市長。

○田表永七委員 委員長から啓発活動について説明い

○市長（山内隆文君） ただいま委員からご指摘をい

ただきましたが、それに対する評価について簡潔にお

ただいたところは大変に耳が痛うございます。私ども
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は委員のご指摘の方向に向かって、新たな視点、新た

歳入のところでお聞きすればよかったんですが、ただ、

な発想でもって、この郷土の振興を図れればと、この

これは歳出ですが、歳入の中の保育園の関係で 1,400

ような思いでおります。さらに職員の皆さんとも意識

万余りの収入未済額が発生をしておりました。その問

を一つにしてその方向に向かってまいりたいと考えて

題で、民間あるいは公立保育園にかかわるわけですけ

おりますので、これからもご指導をよろしくお願いい

れども、その関係で従来から保育料の徴収の仕方も含

たします。なお、とはいいながらも、法令を遵守しな

めて保育園の協力を得ていく必要があるだろう、とい

ければならない、こういった立場にも職員はございま

うふうなことも申し上げてきた経過があるんですけれ

す。そういった際に、法令を変える努力ということが

ども、そういった点での成果なりが上がっているのか

一方ではなされなければなりません。また同時に、運

どうか。現時点で、どのような状況になっているのか。

用の範囲内でできるかもしれないけれども、ちょっと

保育園に関連してお聞かせいただきたいというふうに

危険を伴うと、こういった場面もあろうかと思うので

思います。以上です。

あります。そういった運用解釈の範囲内で新たな発想

○委員長（菊地文一君） 外舘健康福祉部長。

ができるというときにぜひ必要なのは、実は職員のや

○健康福祉部長（外舘正敏君） 保育料の徴収にかか

る気だけではなくて、やはり市民の皆さんのご理解と

わって、民間の保育園長との連携ということでありま

いったものであろうと、こう思っております。市民の

すけれども、これまでも民間の保育園長さん方と園長

皆様のご理解がなければ一歩を踏み出すことはなかな

会議、あるいは個々に滞納者のリストを示しながら協

かに勇気を伴うものでありますから、困難性を伴って

力をお願いしてきたところであります。そこで実績と

くるということでありまして、そういった意味におい

して、平成 15 年度の滞納繰越分については 23.06％

て、新たな視点、新たな発想ということになれば、ま

と前年を大きく上回ったところであります。今後であ

さに「協働」ということの視点が大切になってくるの

りますけれども、実は今、国の方で児童福祉法の一部

かなと、こう思っております。どうぞよろしくお願い

改正を継続審議しているわけでありますけれども、そ

をいたします。

の中で「保育料の徴収事務については、私人に委託す

○委員長（菊地文一君） 質疑を打ち切ります。次に、

ることができる」というふうな改正案なようでござい

３款民生費、質疑を許します。16 番田表委員。

ます。その法律が通りますと、民間の園長さんに公式

○田表永七委員 それでは、106 ページから 107 ペー

に保育料の徴収を委託することも可能になってきます

すいせん

ので、今後の動向等を見極めながら、そういう方向で

ジの民生委員推薦委員報酬にかかわる問題として質
すいせん

問いたします。民生委員の候補推薦について、各町内

も検討していきたいというふうに思っておりますので、

会に依頼のあったところであります。私もそれに関係

ご了承を願いたいと思います。

すいせん

する一人だったんですが、いろいろ推薦にかかわって

○委員長（菊地文一君） 19 番城内委員。

の条件がございましたが、いろいろ議論があって考え

○城内仲悦委員 市民と行政との関係で見た場合、サ

させられた問題であります。その中で、二つお聞きい

ービスを提供する、提供される、その中に当然、料金

たしますが、現在の民生児童委員の平均年齢はどうな

を支払う、取るの関係がありますけれども、その関係

っているのか。それから、男女の数はどうなっている

の中で、一方的なやり方ではなくて、どう関係者がか

のか、お伺いいたします。以上です。

かわっていくかというあたりをちゃんとやっていかな

○委員長（菊地文一君） 中居社会福祉課長。

いと結局、今 23.06％に改善になったというお話でご

○社会福祉課長（中居正剛君） 民生委員の男女の比

ざいました。それはやっぱり、そういったかかわりを

率、それから平均年齢についてのご質問にお答えいた

きちんとやっていくことが改善の方向へつながると思

します。男 61 人、女 42 人、女性の比率は 40.8％に

うんですよ。そういった意味で、いずれ関係者のご努

なってございます。平均年齢でございますが、62.6

力が必要だというふうに思うので、引き続き、その点

歳となっているところでございます。以上です。

は努力をしていただきたいなというふうに思っている

○委員長（菊地文一君） 19 番城内委員。

ところです。

○城内仲悦委員 保育園のかかわりでお聞きしますが、
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そこで、学童保育の関係で、久慈市も施設整備につ

いて、国の補助金を導入してスタートしたわけですけ

ついても地主さんとのいろいろなかかわりがあるもの

れども、侍浜は６月の補正でついて、現時点でどうい

ですから、果たして校庭の一角に移転が可能なのかど

う状況なのか、開設がいつになるのか、というあたり

うか、これは教育委員会とも協議をして進めてまいり

をお聞かせ願いたいし、それから来年度に向けて長内

たいというふうに考えておりますので、ご了承願いた

の分については要求なりしていくという方向で動いて

いと思います。

いるかと思うんですが、そういった意味で、余裕教室

○委員長（菊地文一君） 18 番小野寺委員。

の活用の方向と、もう１点は、いわゆる湊学童につい

○小野寺勝也委員 二、三お尋ねいたします。第１点

て言えば、学校敷地内の元焼却炉があった場所がある

は、障害者福祉にかかわるわけですが、先般の新体育

んです。実は、そこを使える方向で一時進んだような

館のトイレに障害者用が新しくできたということで大

状況もあったんですが、それもなくなったということ

変結構なわけですが、障害者が公共施設を利用しやす

です。確かに学校自体に、この学校は何名規模だから

いような点字板といいますか、そういう措置を順次、

いくらの面積が必要だ、という基準がありますけれど

公共施設にやっていくべきだろうというふうに思うん

も、そういった基準からいっても学校の生徒も減って

ですが、その現状と今後の対策についてお聞かせくだ

きている中で、現在の民地から――現在の民地といっ

さい、第１点。

ても、湊の場合は、すぐ隣の個人の宅地を借りて使っ

もう一つ、これは衛生費になるかと思うんですが、

ていますが――そういった意味では、以前に焼却炉が

障害者にかかわってここでお尋ねしたいと思いますが、

あった場所に建てるということも含めて、そういう独

県立病院への協議のお願いの問題です。いわゆる障害

立したものを建てる場合の補助金もありますので、１

者が薬をもらっても確認しようがない場合があるとい

回に二つを補助するのは無理だとしても、いずれ順序

う点で、何か点字といいますか、そういう措置をぜひ

立てて、来年、再来年にはそういったことができるよ

やってほしいという声を聞くわけですけれども、これ

うな状況を含めて、ご検討いただきたいなというふう

は医療局への要請になろうかと思うんですが、その考

に思います。実は、先日の日報には、北上市では六百

え方についてお聞かせください。
それから、10 月からの県単の医療費助成事業。乳

何十万の学童保育施設のための単独補助金が補正にな
ったというようなことが大見出しで載っておりました。

幼児、障害者、妊婦がありますけれども、久慈では県

そういった意味では、それぞれの自治体の取り組みは

の施策に準じて再出発ということになってございます

違いますけれども、今言った有利な制度を活用して、

けれども、県内の状況を見ますと、10 以上の自治体

ぜひ子どもたちのために１日も早い改善方をお願いし

が、通院の場合ですと 1,500 円ですか、それを半額に

たいのですが、取り組み状況についてお聞かせくださ

するとか、500 円の現状でいくとか、入院の場合でも

い。

そういう軽減措置をとっているところもあるようです。

○委員長（菊地文一君） 外舘健康福祉部長。

乳幼児でいえば、就学前までになったというのはそれ

○健康福祉部長（外舘正敏君） 学童保育にかかわっ

自体一歩前進だけれども、総体とすれば物足りない感

てご答弁申し上げます。まず、侍浜学童でありますけ

じがあって、県内の他市の状況を見るにつけ、久慈市

れども、これまで国の内示を受けた以降、侍浜の親の

においてもそういう助成を考えるべきではないかとい

方々といろいろお話し合いをし、施設の中身等につい

うふうに思いますが、お尋ねをいたします。

てご要望を聞きながら対応をしてきているわけですが、

それから３点目ですが、以前に福祉や税についての

12 月 1 日を開設の目標として進めているところであ

紹介の冊子をつくった経緯があります。その在庫状況

ります。第２点目の長内学童でありますけれども、確

が今どうなっているかは私は知りませんけれども、新

か６月に県の方に正式に補助協議をしたところであり

しく久慈市に来られた方へ、久慈市で新しい生活を始

ます。それから、湊の学童でありますけれども、おっ

めるにあたってのそういう何かがないのか、というこ

しゃるとおり当時、焼却炉があったところに移転とい

とも聞くわけですけれども、これへの対応もまさに必

うことで、現場の先生方もその方向ではいろいろ検討

要かなと思うのですが、お聞かせをいただきたいと思

をしていただいた経緯もありますけれども、湊学童に

います。
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○委員長（菊地文一君） 外舘健康福祉部長。

来にわたって持続可能な制度にするためには、やはり

○健康福祉部長（外舘正敏君） 私からは障害者にか

広く等しく負担を求める、この考え方は負担をそれぞ

かわって最初に、障害者のトイレについて。例えば新

れ市、県、それから医療を受けられる方、この三者が

体育館、あるいはアンバーホールの方に人工肛門の障

３分の１づつ同額で負担をしようというふうな考え方

害者の方々のためにオストメイト式のトイレを整備し

に立っておりますので、その点をご理解をいただきた

ているわけでありますけれども、振興局の方でも住み

いと思います。したがいまして、久慈市は県単に準じ

よいまちづくり推進事業の中で、各関係団体が集まっ

て実施をするという考えでおりますので、ご理解をい

た協議会がございます。その中で毎年、障害者の方々

ただきたいと思います。

でチームを編成して、自治体の公共施設等を「バリア

○委員長（菊地文一君） 鹿糠総務部長。

フリー推進隊」というふうなことで調査をしていると

○総務部長（鹿糠芳夫君） 市政ハンドブックについ

ころであります。そして、その調査の結果に基づいて

てでございますが、大分前になりますが、つくった経

各自治体、あるいはＪＲの駅舎とかＪＲに対していろ

過がございます。先ほどは「転入者等に便宜を」とい

いろな要望をしていますが、それを受けながら私たち

うことでございました。このハンドブックをどういう

も振興局と一緒になって対応していきたいというふう

観点でつくるのかということも含めて、担当関係部等

に思いますし、市の施設の場合については、それぞれ

で協議をしてみたいと、そのように思っております。

の所管の部局へ障害者用のトイレの設置については要

○委員長（菊地文一君） 19 番城内委員。

望してまいりたいというふうに思っているところであ

○城内仲悦委員 民生児童委員の関係ですけれども、

ります。

民生児童委員は一人の人が二つの名前を持っていると

それから、県立病院で障害者の方々が、薬を受け取

いうか、
「民生児童委員」というふうになっているん

るときの点字とか、そういう便宜の部分については、

ですけれども、あれは民生委員と児童委員が別個の人

県病側ともいろいろ情報交換をして、もし不自由をし

ということにはならないのか、それが一つです。
それから、これは一般質問でもお話ししたんですが、

ているのであれば、その点についても要望していきた
いというふうに思いますのでご了承願います。以上で

いわゆる学校図書の活用の中で、民生委員あるいは児

す。

童委員との協働の関係で、組織的な取り組みができな

○委員長（菊地文一君） 末﨑市民生活部長。

いのか。そういった方向があってもいいのではないか

○市民生活部長（末﨑順一君） 乳幼児、妊産婦及び

というふうに思うんですが、他市ではもうそういった

重度心身障害者医療費の県単事業費の助成、よそでは

形でやっていますけれども、そういった形で、学校図

半額を軽減するのではないかということについてのご

書とのかかわりで、子どもたちの環境を地域とのかか

質問にお答えをいたします。前回、条例改正いたしま

わりでできないのか、考えられないのかということを

したので、内容についてはご承知であると思いますけ

お聞かせいただきたいというふうに思うんです。先ほ

れども、いずれ対象者は現在、今、委員がおっしゃい

ども出ましたけれども、
「民生児童委員」という名前

ました入院が、５歳までの対象となっているものを、

がついていますけれども、平均年齢が 63 歳というふ

就学前まで引き上げるといったような措置もいたして

うな状況がありましたけれども、子どもたちとのかか

おりますし、重度心身障害者療育手帳Ａ所持者もさら

わりの中で、もう少し若い人がかかわってもいいのか

に範囲に加えるといったようなことがございます。そ

なと思うし、民生委員といった場合に割とお年寄りに

れから、低所得者に対しても市民税非課税の方を対象

近い人たちの対応なのかなと思ったりすると、年齢構

にするとか、全額免除する、あるいは３歳未満児につ

成のかかわりで一定の年齢が必要かなという気もする

いても免除といいますか、全額給付するといったよう

んですが、そういった意味で、子どもたちとのかかわ

なことで、さらにその割合というのが約 55％を占め

り、そういった年配の人たちとのかかわりの違いがあ

るといったような状況の中で、さまざまな少子化対策、

ろうかと思うんですけれども、そういった点で、別建

そういった点についても考えてきているところであり

てでやっているところもあるんだけれども、そういっ

ますし、こういった極めて厳しい財政状況の中で、将

たことは考えたことはないんですか。お聞かせくださ
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い。

夜遅いとか、昼時間はこれまでもやっていますけれど

○委員長（菊地文一君） 外舘健康福祉部長。

も、内容を強化していますよね。戸籍だけではなく、

○健康福祉部長（外舘正敏君） 民生児童委員につい

いろいろと証明をとれるとか、そういう形になってい

てのご質問でありますが、民生委員と児童委員につい

ると思うんですが、そういった点での成果がどのよう

ては、民生委員については厚生労働大臣の委嘱という

な形になっているのか、あわせてお聞かせください。

ようなことで、児童委員については県知事が委嘱して

○委員長（菊地文一君） 外舘健康福祉部長。

いますが、これを民生児童委員という一人の方にお願

○健康福祉部長（外舘正敏君） 主任児童委員の活動

いをしているところであります。一方では、主任児童

でありますけれども、14 人の方々が委嘱されて、各

委員ということで、子どもたちの健全育成とか、ある

地区に大体、旧町村単位に２名ずつということで委嘱

いは地域内のいろいろな子どもたちの非行の問題等の

されていらっしゃいます。その方々がその地域の中で

相談を受けるための主任児童委員という方もございま

特に、いわゆる学校との連携、定期的に小中学校を訪

す。その 14 人の主任児童委員さん方が、例えば学校

問して、例えば問題があるのかないのかということ等

訪問をしたり、それから地域の中でいろいろな子ども

について先生方といろいろお話し合いをしたり、それ

の相談に乗ったり、そういうふうな活動を展開してい

から地域内でいろいろ親の方々が子どもの非行で困っ

るところであります。ですから、この主任児童委員さ

ている方々の悩み相談を受け、そしてその問題につい

んにいろいろな部分でご相談、あるいは地域との交流

て、例えば福祉事務所、あるいは児童相談所の方に通

を積極的に一緒になってやっていくものでございます。

報するとか、端的にいえばそういうふうな活動をして

以上です。

いますし、定期的にその方々が集まっていろいろな児

○委員長（菊地文一君） 貮又教育次長。

童の健全育成や地域内の子どもの問題等についても研

○教育次長（貮又正人君） 私どもの方に学校図書の

修等をしているところであります。いずれ、そういう

ネットワーク化、先の一般質問でご質問があった件か

ことで、まだまだ主任児童委員制度は歴史が浅い状況

と存じますが、その際にもお答えしておりますが、民

であります。設置されてから何期目かはど忘れしまし

生児童委員さん、いわゆる地域の方々の協力、ボラン

たけれども、非常に歴史が浅い制度でございまして、

ティアを活用してのネットワーク化を含めたお話かと

これからいろいろ充実をされていくものというふうに

いうふうに存じますけれども、それらを含めまして、

認識をしているところであります。以上です。

今後の検討課題とさせていただきたいというふうに考

○委員長（菊地文一君） 鹿糠総務部長。

えておりますので、ご了承願いたいと思います。

○総務部長（鹿糠芳夫君） 市民サービスのための窓

○委員長（菊地文一君） 19 番城内委員。

口延長についてでございますが、市民課と税務課等で

○城内仲悦委員 今の答弁で、民生委員と児童委員と

行っているわけでございますが、これにつきましては、

主任児童委員がいらっしゃると初めて聞きまして、予

当初私どもが想定したよりも利用者については少ない

算的にはどこでみているかわかりませんが、主任児童

状況にあります。費用対効果という点で若干問題があ

委員がどういうことをやっているのか、はっきり言っ

りますが、ただ私どもが関係課と話し合った段階では、

て見えてこないんですよね。そういった意味では、も

やはりもう少しＰＲを重ねて継続して分析するべきと、

う少し民生委員の仕事、児童委員の仕事、主任児童委

このようになっておりますので、今後とも窓口延長の

員の仕事がどういうふうな形でやられているのかとい

関係につきましてはＰＲに努めながら状況を見ていき

うあたりのわかりやすいものを提示していただきたい

たいと、そのように思っているところでございます。

なというふうに思いますので、お聞かせください。

○委員長（菊地文一君） 16 番田表委員。
○田表永七委員 敬老会にかかわって質問いたします。

それから、先ほど、たぶんこれは福祉の方の関係も
あったと思うんですが、窓口のいわゆる業務時間の拡

113 ページ。これから行われる地域もあるし、もう既

大をやってきていますよね。戸籍もそうですし、税務

に終わったところもあると思うわけですが、出席率と

もそうですし。新たにそういった業務の拡大をしてき

いいますか、出席状況についてお伺いしたい。これは

ている中での、市民の皆さんの活用状況。朝早いとか、

地域によって格差があるだろうと思うけれども、市内
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全体の出席率でよろしいです。それから、出席率にか

れは規模が大きくなると、割と若い人たち、準備する

かわって、一つの要因なのではないかなと、私は常々

側にとっては負担が軽くなるという現実問題があるん

思っている問題点なのですが、規模が大きくなればな

です。ただ、それとは裏腹にお年寄りの人たち――72

るほど参加する側にとっては抵抗があると、そういう

歳以上ですか、今年は――にとってはあまりいい会に

のが現実にございます。市からも派遣いただいて最後

ならないということを内蔵している問題です。ですか

までいらっしゃらないとそういう雰囲気はなかなかつ

ら、これは確かに先ほどの答弁にあるように地域の歴

かめないのかもしれませんけれども、人数が多くなれ

史もあるでしょうし、そういったことを上から「これ

ば多くなるほど自分の存在が小さくなるといいますか、

を分割しなさい」とか「合併しなさい」という問題で

話すこともない、歌うこともない。受け身の会になっ

はないことは私も承知しておりますが、その方向性と

てしまう。痛いのはひざだけだと、そういった実態が

してはやっぱり適正規模というのがあるんだというこ

あるわけなんです。私はそういうことを踏まえて、で

とについて、折に触れて話題にしていただくことがい

きるだけ開催の規模が町内会単位ぐらい、あるいは複

いことだと、私はそのように物を考えています。否定

数町内会ぐらいといいますか、小さくなることが望ま

的なお考えでなければご答弁はいりません。

しいというような、そういう考えを持っているわけな

○委員長（菊地文一君） 答弁の必要のない質問はで

んですけれども、指導をする立場の市のお考えをお聞

きるだけ差し控えるようお願いいたします。19 番城

かせいただきたい。

内委員。

○委員長（菊地文一君） 外舘健康福祉部長。

○城内仲悦委員 今の敬老会に関連しますが、今年、

○健康福祉部長（外舘正敏君） 敬老会にかかわって

実は記念品をなくしましたよね、議論のあった記念品

のご質問でありますが、去年の出席率は市内全域 42

を。確か五、六百円だったと思うんですが。１人当た

カ所で約 47％ということであります。そこで、
「地区

り 1,200 円の補助ということになったようですけれど

地区の敬老会をもっと絞ってやったらどうか」という

も、去年は 1,150 円になっていましたが。それで、今

ことなんですが、歴史的に、その地域の方の町内会、

年は確か 72 歳で、将来的には 75 歳にもっていくとい

あるいは婦人会等で計画をして開催をしてきているわ

う方針で来ていますけれども、実はあちこちを見ると、

けです。一方、その地域のコミュニティーの醸成とい

まだ 70 歳で頑張っているところもあるようなんです。

う部分では非常に役立っているわけです。そこのとこ

そういった意味では、70 歳というのは「古希」とい

ろで、大きい小さいで、例えば我々が地域の方に入っ

う言い方がありまして、いわゆる「古来まれなり」と

て指導していくのはどうか、そこはちょっと微妙な問

いうことから来ているようなんですけれども。したが

題があるというふうに認識をしております。いずれ、

って、70 歳まで健康でいるというのは極めて、若干

この敬老会のあり方については改革プログラムの中で、

数が増えているけれども、少ないんです。そういった

どういうふうな敬老会が効率がいいのかという点につ

意味では、これを機会に敬老会の対象者を 70 歳に戻

いては、総合的に検討していきたいというふうに思っ

すと。全然、逆行していないんです。若干このごろ増

ておりますので、ご理解いただきたいと思います。以

えたけれども、我々の年代はなかなかそこまでいかな

上です。

い。だから 70 歳というのは本当に、
「70 歳までよく

○委員長（菊地文一君） 16 番田表委員。

頑張って生きてくれた」ということですから、ぜひ

○田表永七委員 私の意見といえば意見になりますけ

70 歳に戻すべきだと思うんですが、ご所見をお聞か

れども、私は実態として、これは私の経験上からです

せいただきたいというふうに思います。

が、集落ごとといいますか、町内会ごとにやる場合に

○委員長（菊地文一君） 外舘健康福祉部長。

「お世話する」という発想があるわけですよね、若い

○健康福祉部長（外舘正敏君） 敬老会の年齢の件で

人たちがお年寄りの人に敬意を表して。お料理をつく

ありますが、いずれこれについては、私どもは 12 年

る、出し物を練習する、そういったことが負担になっ

度までは 70 歳、それ以降については段階的に年齢を

て小さな規模での開催をあまり歓迎しないという風潮

上げるというふうなことで決めてやっているわけです

があるということをひとつお知らせしておきたい。そ

し、実は 13 市の状況を見ますと、ほとんどの市では
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75 歳というふうな時代であります。ですから、私ど

ように少なくなっておりますけれども、だんだん増え

もとすれば、年齢の基準に従って、敬老会については

ている兆候もあるというふうにも聞いてございます。

続けてまいりたいというふうに思っていますので、ご

以上です。

理解を賜りたいと思います。

○委員長（菊地文一君） 12 番播磨委員。

○委員長（菊地文一君） 質疑を打ち切ります。

○播磨忠一委員 それでは再度、１点だけ医学談話会
にかかわってでございますけれども、実はご案内のと

この際、暫時休憩をいたします。再開は３時 25 分

おり、岩手県は自殺が一番多い県であります。その中

といたします。
午後 ３時 06 分

において、久慈市が一番ということでありますので非

休憩

常にうれしくないことでございます。そこで、私は思
午後 ３時 25 分

うんですけれども、県の福祉部でも積極的に取り入れ

再開

○委員長（菊地文一君） 休憩前に引き続き委員会を

ているわけでございますが、医学談話会の活動の中に、

開きます。歳出、４款衛生費、質疑を許します。12

自殺の防止のような活動も取り入れて、地域の方々と

番播磨委員。

この問題について真剣に取り組むことによって、少し

○播磨忠一委員 それでは、衛生費にかかわって２点

でも自殺防止の予防に役立つのではないかと思ってい

お伺いいたします。第１点目は、127 ページの久慈医

るわけでございますが、その辺についてお伺いいたし

学談話会の運営補助として 50 万円を出しております

ます。

けれども、現在どのような活動をしているのか。かつ

○委員長（菊地文一君） 村上保健推進課長。

てはいろいろ新聞等でも報道されるくらい活発な活動

○保健推進課長（村上章君） 自殺防止でございます

をした経緯もあるようでございますが、現在の活動状

けれども、もちろん委員さんご指摘のように談話会で

況についてお伺いいたします。

も取り上げるということでございますけれども、久慈

２点目は、129 ページの結核健康診断にかかわって

病院の院長さんからお伺いするところによりますと、

でありますけれども、最近の新聞報道等によりますと、

「心の健康づくり」も久慈病院で実施してまいりたい

老人の結核が多くなってきているというようなことが

ということでございます。それで、まだ診療科は設け

報道されておりますけれども、久慈市の現在の結核患

ていないようでございますけれども、体制が整った際

者の実態はどのようになっているのか。２点です。

にはストレス科を設けて外来診療に当たりたいという

○委員長（菊地文一君） 村上保健推進課長。

情報もお伺いしております。以上です。

○保健推進課長（村上章君） まず、第１点の医学談

○委員長（菊地文一君） ４番下川原委員。

話会の件でございますけれども、その活動状況は、久

○下川原光昭委員 127 ページの 13 節の委託料のと

慈市においては、年２回ほどの市民健康講演会を実施

ころになりますけれども、前回も多項目健診の件で受

してございます。それから、久慈圏域においては各町

診率をお伺いしましたけれども、その後、受診率が上

村に出向いて、１回程度の健康講演会を実施しており

がっているかどうかをお尋ねいたします。

ますけれども、いずれも講演会の際には地域の意見、

○委員長（菊地文一君） 村上保健推進課長。

要望等を聞く時間を設けまして、住民からの意見、提

○保健推進課長（村上章君） 多項目健康診査につい

言、要望等をお伺いしているようでございます。

てご質問をいただきましたが、14 年度と 15 年度の実

２点目の結核患者でございますけれども、15 年度

績を比べてみますと、今年度の受診率は 25.5％にな

末における患者数は 14 名となってございます。15 年

っておりまして、去年よりも 1.2 ポイント上がってご

度の新規患者は８名、参考までに年度別の患者数の推

ざいます。以上です。

移を５年ほど申し上げますが、11 年度は 23 名、12 年

○委員長（菊地文一君） ４番下川原委員。

度は 19 名、13 年度は 14 名、14 年度は９名、15 年度

○下川原光昭委員 受診率が上がっているということ

は 14 名となってございます。いずれこの結核患者で

につきまして大変喜ばしく思っておりますが、すべて

すけれども、結核で亡くなるような事態はないと聞い

ではないと思っております。この委託料というのが

ておりますけれども、戦後、非常に多かったのがこの

4,700 万円かかっておるわけで、せっかく高額の委託
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料を払っておりますので、予防医学の観点からいって

治会なりの対応も含めてですけれども、安全性の確保

も、久慈市の方々が健康でいられるという意味からも、

のために私はきちんとした対応が必要じゃないのかと

受診率をもっと上げていかなければならないなと思っ

いうふうに思うんですが、その点をお聞かせいただき

ておりますので、受診率を上げる方法についての今後

たいと思います。
それから、家庭用生ごみ処理機購入補助金も 25 万

の見通しと対策をお願いをいたします。
○委員長（菊地文一君） 外舘健康福祉部長。

3,581 円ですけれども、これが何台設置になっている

○健康福祉部長（外舘正敏君） 多項目健診、あるい

のかということが第１点。それからこの問題ですが、

はがん検診等の受診率の向上についてでありますけれ

もっと力を入れて生ごみの堆肥化について抜本的に強

ども、基本的には保健推進委員さん、あるいは保健推

化する必要があるのではないかというふうに思うわけ

進課で定期的に発行しています「保健センターだよ

なんです。そのことによって地域での活用、そして農

り」とか、そういうふうな情報誌や推進委員を活用し

地の有効活用、あるいは市民の利用の拡大ということ

ながら受診率の向上に努めていきたいわけであります

になっていくと思うんですが、そういった意味で、家

が、特に具体的には、受診の申し込みが、例えば多項

庭用生ごみ処理機の関係ですが、地域ごとにやった場

目健診でいえば 4,000 人あるわけなんですが、結果的

合はこうしますという形の地域ぐるみの活動も含めて

に受診する方が 3,000 人だというふうな数字がそれぞ

支援するような状況が今後必要ではないのかな、とい

れ出ています。そういうふうなことから、申し込みを

うふうに思っているところですが、お聞かせをいただ

した方が、なぜ受診しなかったのかということを具体

きたいと思います。

的に追跡をしながら、その部分で、まず当面、受診を

○委員長（菊地文一君） 梶谷市民課長。

していただいて、予防に努めるということが大事であ

○市民課長（梶谷利美君） ごみ集積場の整備事業補

りますので、その辺のところを具体的に詰めたいとい

助金と、生ごみ処理機の補助金のご質問でありました。

うふうに思っております。以上です。

まず、ごみ集積場でございますけれども、15 年度の

○委員長（菊地文一君） 19 番城内委員。

実績は新築が３棟、改築が 10 棟の 13 棟でございます。

たいひ

○城内仲悦委員 133 ページですが、ごみ集積場の整

それから責任の問題でありますけれども、この問題

備事業補助金 34 万 5,918 円ということになっており

につきましては現在のところ、それぞれ地域でつくっ

ますけれども、この設置件数をお聞かせください。

たものについて、その地域に責任が帰属というふうに

実は台風 15 号の強風によって、集積場が倒壊した

今のところはなっております。

り飛んだりした経緯があるんですけれども、例えばこ

それから次に、標準のごみ集積場の話でございます

の集積場が飛んで、けがをした場合の責任はどこにな

が、今後つくるに当たってはその点で標準というもの

るのか。確か久慈市は３万円まで出していますけれど

を示しながら進めてまいりたいというふうに考えてお

も、町内が設置して町内で出しているところもあるし、

ります。

あわせてというところもあるんですけれども、この設

次に、家庭用生ごみ処理機でございますが、15 年

置責任者がどなたなのか。この点は、事故は発生して

度は 13 基でございました。そして、生ごみの堆肥化

いませんけれども、可能性としてあるんです。そうい

という点では私どももそのように感じておりますので、

ったときの対応の仕方をお聞かせください。

今後ともそういった啓発に努めてまいりたいというふ

たいひ

それともう一つは、補助金３万円ですからあまりい

うに考えております。以上であります。

いものは建てられないかもしれませんけれども、市内

○委員長（菊地文一君） 19 番城内委員。

を歩いてみて、例えば 30 メートルの強風が吹いても

○城内仲悦委員 「一定の基準を示す」ということで

飛ばないとか、一定の設置基準なり、強風に耐えられ

すから、ぜひ示していただきたいと思います。もう一

るような基準をきちんと示していく必要があるのでは

つは、つくる場合に多くは業者に依頼するわけです。

ないかというふうに私は思うんですが、ぜひ強風対策

その場合、いわゆるＰＬ法というのがありますよね。

について、事故が発生する前に考えていただきたい。

業者の製造責任という問題が出てくるんですね。そこ

これは市だけではなくて、つくる側の町内会なり各自

とのかかわりも出てくると思うんです。例えば、ある
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業者に依頼したら、
「ＰＬ法があるので、きちんと設

いと思います。

計しなければだめだよ」と言われてつくっているとこ

○委員長（菊地文一君） 18 番小野寺委員。

ろもあるようなんです。そういった意味で、市が示し

○小野寺勝也委員 清掃にかかわって１点お聞かせく

た基準と、それを委託されてつくった責任も出てくる。

ださい。家電ごみの不法投棄がなかなか後を絶たない

その点のかかわりをきちんと分けてできるような状況

という状況にあると思うんですが、その状況がどうな

を基準を示す際に、ぜひ示していただきたいと思いま

っているのか、それと対策。それが第１点。
２点目は、やっぱりこれは制度の不備、欠陥に起因

すので、再度お聞かせください。

しているのではないのかというふうに思うんですよね。

それからその絡みで、その３万円は 16 年度も変わ
っていないと思っているんですが、その意味で、基準

いわゆる、使用しなくなって店に持ち込んで何千円と

を示していく上で一定程度の補助金の増額は必要なの

いうのですと、こういう経済状況下ではなかなか厳し

ではないかと思います。私の知っているところでは鉄

いものがあると思います。そういう点では、やっぱり

骨でつくると 25 万から 27 万というのが相場なんです

製造段階で出荷の際にそういう費用も盛り込むという

よね。そうすると、結構重いですから風にも飛ばされ

ことをしないと、イタチごっこはおさまらないのでは

ないという状況があるんですけれども、そういった意

ないのかというふうに思うんですが、そういった点で

味で、基準をつくる際にそういった点での実態を調査

は、市長会等いろいろな機関を通じて、法律的にもも

しながら、ぜひ基準を示していただきたいと思います

う三、四年経過していますから、検証してしかるべき

のでお聞かせ願いたいと思います。あわせて、補助金

だというふうに思うんですけれども、お聞かせいただ

の拡大ですね。５万円程度まで上げるのかどうかを含

きたい。

めてお聞かせください。

○委員長（菊地文一君） 梶谷市民課長。

それから、
「生ごみ処理機の成果は出てきているん

○市民課長（梶谷利美君） 家電ごみの関係でござい

だ」ということですが、そういった点でいうと、久慈

ますが、非常に苦慮しているところでございます。15

市全体で生ごみは年間にどの程度が出て、それが、家

年度で申し上げますと、テレビについては 57 台、洗

たいひ

庭用生ごみ処理機の導入によって、どの程度が堆肥化

濯機 11 台、冷蔵庫 21 台等々、かなり多ございます。

されているのかという統計的なものはお持ちなのかど

撤去してもまた捨てられるというような状況でござい

うか、お聞かせ願いたいと思います。以上です。

ますが、いずれ委員おっしゃいましたとおり、製造責

○委員長（菊地文一君） 末﨑市民生活部長。

任といいますか、そういう点では市長会等を通じて、

○市民生活部長（末﨑順一君） ごみ集積場の設置責

しかるべき措置を働きかけてまいりたいというふうに

任についてでございますが、このＰＬ法とのかかわり、

考えております。ご了承いただきたいと思います。

そういった点についての市の基準、それについては十

○委員長（菊地文一君） 保留答弁を求めます。梶谷

分に慎重な研究をしなければいけないというふうに思

市民課長。

っていますので、研究課題とさせていただきたいと思

○市民課長（梶谷利美君） 先ほど、生ごみのことが

います。

出ましたが、可燃ごみの約 60％が生ごみというふう
に押さえられております。以上であります。

それから、あわせて「増額を」ということでありま
すが、ただいまお話がありましたように整備事業につ

〔
「何の 60％か」と呼ぶ者あり〕

いてどのような実態にあるのか、その辺を調査してみ

○委員長（菊地文一君） 梶谷市民課長。

たいと思いますが、いずれ厳しい財政状況でございま

○市民課長（梶谷利美君）

すので、その辺も踏まえて検討したいというふうに思

60％程度ということでございます。

います。その他については課長からお答えいたします。

○委員長（菊地文一君） 16 番田表委員。

○委員長（菊地文一君） 梶谷市民課長。

○田表永七委員 123 ページ、保健衛生総務費にかか

○市民課長（梶谷利美君） 生ごみのことにつきまし

わって１点お伺いいたします。保健推進委員報酬とい

ては手元に資料がございませんので、資料を取り寄せ

う記述がございます。保健推進委員の活動にかかわる

てからお答えさせていただきます。ご了承いただきた

質問でありますが、地域を訪問して健康講座というん
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可燃ごみのうちの約

ですか、健康教室といいますか、そういうのを開催し

訪問のスタイルが減ってきていると思います。センタ

ているわけですが、これは平日開催だけで実施されて

ーに集めて、来た人をケアするという状況になってい

いるのではないかなと、そう思ってお伺いするわけで

るんだけれども、家庭に行って家庭の状況を見て指導

すが、そうなのかどうか。そうなのであれば、土・日

をするというスタイルの活動がこのごろ減ってきてい

曜日開催というのは難しいのか、考えていないのかと、

るのかなと思います。あるいは、保健師さんの数が減

そういうことでございます。どうしてかといいますと、

ったのか、保健師さんの仕事の仕方が変わったのか、

実態として平日開催ですと、お年寄りだけ集まるわけ

ちょっと従来と違うような感じがするんですが、そう

ですよね。お年寄りの健康ももちろん大事な問題であ

いった意味では、家庭を訪問しての指導というものが

りますけれども、若い人が参加しやすいような休日開

どういった形で、今なされているのか、お聞かせくだ

催というのは無理なのかなと、そう思ってお伺いする

さい。以上です。

わけであります。

○委員長（菊地文一君） 末﨑市民生活部長。

○委員長（菊地文一君） 村上保健推進課長。

○市民生活部長（末﨑順一君） 生ごみにかかわって

○保健推進課長（村上章君） 健康教室の開催日の件

のご質問にお答えをいたします。可燃物でございます

でございますけれども、ただいま委員さんがおっしゃ

が、平成 15 年度が１万 2,204 トンございました。そ

ったとおり、原則として平日開催で行ってございます。

の約 60％が生ごみであるというふうに理解をしてい

ただ、回数は少ないですけれども、地域から夜にやっ

るところであります。この家庭用生ごみ処理機の普及

てほしいとか、ただいま委員さんがおっしゃったよう

状況、あるいは補助の状況でございますけれども、平

に土曜日、日曜日の方がいいですよ、という地元の保

成 11 年度から 197 基、普及しているところでござい

健推進委員さんから要望があれば、できるだけそれに

ます。ただ、その前にコンポストを対策として 4,329

こたえて実施してございます。すべてを土曜日、日曜

個普及しております。このあわせた数を 16 年３月末

日に開催するということはなかなか難しいかなと、そ

の世帯数で割りますと 33.17％ということでかなりの

ういうふうにとらえておりますので、ご了承願いたい

普及をしていると思います。それでどの程度減ったか

と思います。

ということについては、実は統計がございませんが、

○委員長（菊地文一君） 19 番城内委員。

この 33％の普及でもって生ごみの減量化は図られて

○城内仲悦委員 ちょっと質問の仕方が悪かったんで

いるものというふうに認識をしているところでござい

すが、
「15 年度決算で 13 基つきました」というご答

ますので、ご理解をいただきたいと思います。

弁でした。先ほど、可燃ごみの 60％という話をされ

○委員長（菊地文一君） 村上保健推進課長。

ましたが、それでは可燃ごみの 60％をこれで処理し

○保健推進課長（村上章君） 家庭訪問の件でござい

ているという答弁になってしまうんですよね。そうで

ますが、具体的な数字では申し上げることができませ

はなくて、全体の可燃ごみが何トンで、家庭用生ごみ

んけれども、確かに委員さんがおっしゃるとおり、そ

処理機を導入した結果、これによってどの程度、可燃

の数は減っているのではないかと感じてございます。

たいひ

ごみの 60％のうち何トンが堆肥になっているのかと

この要因としては、保健師の職務内容が多種多様にな

いうあたりです。それが出てこないと決算にならない

ってございます。福祉分野にも保健師が携わらなけれ

んですよね。先ほどの答弁では納得いきませんので、

ばならないような職務状態にございますけれども、委

総体普及数と可燃ごみ量の 60％は何トンで、そのう

員さんがおっしゃるとおり、家庭訪問、また家庭指導

たいひ

ちのどの程度が堆肥になっているのかをお聞かせくだ

は大切な業務だと思っておりますので、今後、そのこ

さい。

とにも努力してまいりたいと思います。以上でござい
ます。

それからもう１点は、これは保健師さんの活動にか
かわりますが、また村上さんのところで答弁いただき

○委員長（菊地文一君） 19 番城内委員。

たいと思うんですが、センターから元気の泉に移って

○城内仲悦委員 そうなんですよ。今答弁があったよ

拠点施設として建って、そこを中心に活動しているわ

うに、保健師さんの仕事が本当に多種多様になってき

けですけれども、実際問題、従来の保健師さんの家庭

て、実際問題、事務的な仕事が増えてきている。だか
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ら、そういった意味では一定の増員も含めて検討をし

していくと、こういったことを検討していかなければ

ていかないと、今言った「思う」だけで、結局は家庭

ならないものと思っております。いずれ、全体の中で

訪問ができない状況になっているわけですから、こう

は市職員の数というのはこれからも減らしていかなけ

いった点では、必要なところに人員を確保するのは当

ればならない、そういった状況がありますので、そう

然のことですから、保健活動を強化するということが、

いった総合的な中で、この分野について検討していき

結果として医療費の軽減につながっていくんだという

たいと、このように思っております。

予防の観点に立ちますと、必要なところに人員を配置

○委員長（菊地文一君） 末﨑市民生活部長。

していくんだということが必要だと思いますので、助

○市民生活部長（末﨑順一君） 生ごみについてのご

役、ひとつ、必要なところには必要な人員を配置して

質問にお答えいたします。生ごみの量をはかれるかど

いくというのがこれまでの答弁であったし、ぜひこれ

うかということにつきましては、広域行政事務組合か

は実態を踏まえた形でのご検討を願いたいと思うんで

ら話を聞いて、その量の実態をとらえてみたいという

すが、お聞かせ願いたいというふうに思います。

ふうに思います。そして、お話があったとおり、産業

それから、ごみ処理機について答弁があったんです

部との協議を進めて連携できるものは連携したいもの

が、いわゆる機械の処理能力があるわけですね。そう

だというふうに思います。いずれにしても、生ごみ処

いうことからきちっと追っていくと、一定の量を処理

理機の普及は図るべきであるというふうに考えている

しているということが出てくるんじゃないかと思うん

ところであります。

ですが、ただコンポストはなかなか思うように使われ

○委員長（菊地文一君） 質疑を打ち切ります。５款

ていない実態があるのではないかと思います。実は私

労働費、質疑を許します。12 番播磨委員。

も使っていますけれども、なかなか腐らない。米ぬか

○播磨忠一委員 労働費にかかわって２点お伺いいた

を入れたりさまざま行っていますが、思うように腐り

します。第１点目は、去る９月４日の新聞報道により

たいひ

がたいのですが、そういった意味では、この堆肥処理

ますと、
「県は、若者の就職支援を行うジョブカフェ

機の方が一定の効率性があるというふうに思うんです

いわての地域センターを年内に宮古市と久慈市に設置

が、ぜひ実態も調べながら、そしてこれは市民課でこ

する」ということが報道されているわけでございます。

ういうことをしているときに、やっぱり産業部との連

９月の県の補正予算にも計上したということになって

たいひ

携ですよ、これは。ぜひ堆肥をどういうふうに使って

いるわけでございますが、その中におきまして、宮古

いくかという形の連携、横のつながりといいますか、

につきましては「宮古市のセンターは同市栄町の大型

行政のつながりを密にして、家庭菜園も含めてやって

商業施設キャトル内に設け、市や公共職業安定所に加

いく、あるいは「地域ぐるみ」ということででいうと、

え、ＮＰＯとも協力して管理運営に当たる。10 月オ

産直施設に野菜を運ぶということから、そういった方

ープンを予定している」というふうに、宮古について

向での活用が必要だというふうに思うんですが、そう

はこのように詳しく報道されているわけでございます。

いった意味で、連携を密にしていただきたいと思うん

当市につきましては、宮古市と同等の規模ということ

ですが、お聞かせ願いたいと思います。処理能力をお

で報道されているわけでございますが、具体的に当市

聞かせください。

の場合は、どのような規模で、どのような形で、いつ

○委員長（菊地文一君） 望月助役。

ごろ設置されるのかについてお伺いいたします。

○助役（望月正彦君） 保健師の増員というお話でご

２点目は、135 ページのシルバー人材センターの運

ざいました。行政分野、ただいま市民の皆様からのニ

営にかかわってでございます。1,070 万円の運営補助

ーズは多様化しておりますし、高度化しております。

をしているわけでございますが、センターの方にお聞

そういった意味では、不必要な分野というのは全くな

きしますと、
「補助金は減らされるし、このような厳

いわけでございまして、その中でいかに優先順位をつ

しい経済情勢のもとではなかなかセンターの方に仕事

けていくか、これが大事になってくるだろうというふ

が回ってこないというのが現状である。そのために、

うに思います。また同時に、業務の効率化を図りなが

非常に運営が大変である。また登録している方々も、

ら、そういった中で必要なところに適正な人員を配置

会費を取られるだけで会費分の仕事がない」というよ
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うなことを言っているわけでございます。そこで、セ

るわけですが、特に生出町地区の実態。いつ通ってみ

ンターの現在の運営状況についてお伺いいたします。

ても電気がともらない部屋が多いんですけれども、現

以上です。

在の入居者数をお聞かせください。

○委員長（菊地文一君） 野田口商工観光課長。

○委員長（菊地文一君） 野田口商工観光課長。

○商工観光課長（野田口茂君） ただいまお話がござ

○商工観光課長（野田口茂君） まことに申しわけご

いましたジョブカフェ、そしてシルバー人材センター

ざいません。資料を取り寄せてご説明を申し上げたい

についてお答えを申し上げます。ジョブカフェは本年

と思います。長内と大川目の雇用促進住宅でございま

７月、国の助成をいただきまして、岩手県が盛岡市に

すが、大川目の方は駅から遠いということで入る方が

開設したものでございまして、知事が雇用促進のため

少ないというふうには伺っているところでございます。

県北・沿岸にということで、久慈、宮古にサテライト

数値につきましては今、資料を取り寄せてご答弁申し

を開設するということで進めている事業でございます。

上げたいと思います。

これにつきましては、本日、読売等ですか、
「勤労青

○委員長（菊地文一君） 質疑を打ち切ります。次に、

少年ホーム」ということで載っているようでございま

６款農林水産業費、質疑を許します。18 番小野寺委

すが、現段階におきましては、県は振興局の方を通し

員。

まして、どこがいいかということで民間の空き店舗等、

○小野寺勝也委員 何点かお聞かせいただきたいと思

川崎町を中心に調べた結果、勤労青少年ホームを候補

います。第１点は、県の事業で県産材を使った住宅へ

としているということで伺っております。10 月開設

の助成、あるいはエコエネルギーを使った住宅の助成

ということで、勤労青少年ホームをどういうふうに活

事業が、注文が殺到しているというような状況がある

用するかということは現在、振興局と協議をしており

んですが、久慈市なり、この管内でどの程度活用され

ますが、開設につきましては久慈は若干遅れるかと思

ているのかというのが、第１点。それから、県内の自

います。９月の議会で予算化されるということでござ

治体によっては、これに県産材を使った場合はかさ上

いますが、現在、振興局と勤労青少年ホームの活用に

げをして助成しているというところもあるようですけ

ついて協議をしており、内部においてもその調整を図

れども、景気対策としても検討すべき事項かなという

っているところでございます。

ふうに思うんですが、お聞かせをいただきたいと思い
ます。

それから、もう１点のシルバー人材センターの関係
でございますが、国の方では現在、市が補助した金額

第２点は、歳入の方でもありました森のトレー問題

と同額ということで、国が助成しながら市も同額を補

について整理してお尋ねをいたしたいと思います。助

助しているところでございますが、
「現在の運営の状

役から先ほど、
「情報を提供したものだ」という答弁

況というのは厳しいのではないか」というご指摘をい

をいただきました。そこで、情報の提供で結構でござ

ただきましたが、実際のところは公共事業が減ってい

いますが、理事長が不動産 28 件中 19 件を異動したと

る一方で、今年度は 36.4％ほど民間の事業が伸びて

いう中で、それに現職の税理士が介在しているのでは

おりまして、ここ数年、１億円を超える受注をしてお

ないかという話を聞くわけですけれども、その有無に

ります。15 年度でありますと１億 1,136 万円でござ

ついて助役は情報としてお持ちでしょうか、お聞かせ

いますが、本年度も１億円を超える状況で運営される

いただきたい、第１点。

であろうということでございます。ただ、播磨委員さ

それから２点目ですが、もう何回もやりたくないん

んがおっしゃっておりましたように、国の補助等もこ

ですが、私が聞きたいのは中小企業等協働組合法にい

の後、減額されるのではないかというような状況がご

う「悪意、重大な過失」の定義。市長の答弁で先ほど

ざいまして、運営には大変な苦労があるというふうに

「現況はそういう認識ではない」と。それはそれで、

は伺っております。以上であります。

了とするわけではないけれども、話とすればわかりま

○委員長（菊地文一君） 19 番城内委員。

す。それでは、ここでいう「悪意」とは、
「重大な過

○城内仲悦委員 135 ページの雇用促進住宅にかかわ

失」とは、この概念、定義を後学のためにお聞かせい

るんですが、現在、雇用促進住宅は長内と生出町にあ

ただきたいと思います。
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○委員長（菊地文一君） 遠川林業水産課長。

それのやりとりについては後ほど。

○林業水産課長（遠川保雄君） 私からは県産材のこ

○委員長（菊地文一君） 遠川林業水産課長。

とについてお答えをしたいと思います。平成 15 年度

○林業水産課長（遠川保雄君） 失礼いたしました。

の公共事業等における木材の利用関係でございますが、

県産材を住宅の建設に使った場合の補助というような

木材の利用促進協議会というのがございまして、そこ

ことでございますが、この例は詳細には把握してござ

でいろいろ協議をしているわけでございますけれども、

いませんが、今のところ現実にはあまりないというふ

15 年度における実績としては、256 立方メートルとい

うに伺っております。ただ１戸につきまして 50 万円

うことで、これには木柵工、階段工とかそういう公園

とか、そういうふうな金額になるようでございますの

関係、あるいは物置小屋、林道関係ののり面保護とか、

で、やはり魅力ではあるということでございまして、

そういったものが入っているところでございます。今

今後、この方面にも意を用いながら検討してまいりた

後におきましても、県産材の利用につきましては振興

いというふうに思っております。

を図ってまいりたいと、このように思っているところ

○委員長（菊地文一君） 12 番播磨委員。

でございます。

○播磨忠一委員 農林水産業費について２点お伺いい

○委員長（菊地文一君） 望月助役。

たしますが、１点目は 147 ページの特産品開発調査研

○助役（望月正彦君） 税理士が関与していたかどう

究委託料というのが 47 万 2,500 円計上されているわ

かということですが、承知しておりません。それから、

けでございますが、この開発調査研究の内容と成果に

「悪意、重大な過失」の意義ということですが、これ

ついてでございます。

については一般論でしか申し上げられませんが、
「悪

２点目は、157 ページでございますが、林業振興促

意」というのは、
「事情を知りながら」という意味が

進対策事業資金貸付金というのがあるわけでございま

あると思います。いわゆる善意の第三者、悪意の第三

すが、この貸付金の内容についてお伺いいたします。

者という言い方がありますが、この善意というのは

以上です。

「事情を知らずに」という意味でございますので、逆

○委員長（菊地文一君） 晴山農政課長。

に言いますと悪意というものは「事情を知りながら」
、

○農政課長（晴山聰君） ただいまの特産品の開発の

これが悪意の意味です。それから「重大な過失」とい

件でございますが、この件につきましては、特産品の

うのは、まさに重大な過失でございまして、非常に過

開発調査研究委託事業ということで菓子類、パン類、

失の度合いが大きい場合、これが重大な過失というこ

麺類、こういったものにホウレンソウを使った製品が

とになるかと思います。一般的な善管義務というのが

できないかということで、試作品として商品化に向け

ありますが、
「善意の管理者としての責任」
、これを著

た調査研究を実施したものでございます。この件につ

しく超えるもの、これが「重大な過失」と、このよう

きましては、平成 15 年度の産業まつりでその試作品

に認識しております。

を展示いたしまして、皆さんに試食をいただいたもの

○委員長（菊地文一君） 18 番小野寺委員。

でございます。その後、商品化にもなってございます。

○小野寺勝也委員 課長から答弁をいただきましたが、

これは「彩食ら～めん」ということで、みずき園の方

私が聞きたかったのは民間住宅における県産材を利用

で販売してございますけれども、これからもこういっ

した場合、あるいは太陽光エネルギーとか、そういっ

た地元の農産物等を使った新たな製品等についても試

た場合の県の助成制度がありますよね。それを使って

作等を進めてまいりたいというふうに考えております。

いるのが久慈市、あるいは管内にあるのかないのかと

以上です。

いう問題と、県内の自治体によっては県の助成にかさ

○委員長（菊地文一君） 遠川林業水産課長。

上げをして地域経済の振興に役立てているというとこ

○林業水産課長（遠川保雄君） ただいまの林業振興

ろもあるんだけれども、検討していくべきではないか

促進対策事業資金の貸し付けについてでございますが、

というふうにお尋ねをしたところでございます。

これは毎年、久慈地方森林組合で行う事業のつなぎ資

助役、
「重大な過失」については「善管義務を著し

金として貸与しているものでございまして、４月に貸

く超えるもの」ですね。そういうことでわかりました。

与し、３月に全額返還をしていただいているという状
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況でございます。ちなみに、林業振興の促進を図ると

ニは久慈が一番おいしい」と。
「宮古にも行ったし、

いうことでございますので、これは無利子ということ

あちこちに行ったが、いずれにしても久慈はおいし

になっております。

い」と言うんです。実は皆さんもそうかもしれないけ

○委員長（菊地文一君） 12 番播磨委員。

れども、久慈のどこで食べればいいのかということが

○播磨忠一委員 それでは確認しますけれども、この

あってもなかなか指定できないということが現実にあ

貸し付けは林業をやっている個人ではなく、森林組合

るわけです。この間も議会の中で話をしている中で、

１団体に貸しているというように理解をしていいわけ

例えば小袖にはホタテの養殖があるんだと、野田は貝

ですか。そして、３月 31 日には返済になるというこ

は大きいが身が薄いんだと、小袖はあまり知られてい

と。そうすると、毎年貸しているように理解してよろ

ないけれども貝柱の厚くていいのがとれるんだという

しいでしょうか。

ようなことがありました。実は私も初めて聞くわけで、

○委員長（菊地文一君） 遠川林業水産課長。

そういった意味では、久慈市で本当にいいものがとれ

○林業水産課長（遠川保雄君） 森林組合に対して行

て、そういうものは一定の期間しかないわけですが、

っておりまして、その年度の資金につきましてはその

そういった期間でいいわけですから、例えばどこかの

年度に返していただいていると、そういう状況でござ

店でもいいし、第三セクターでもいいだろうが、こう

います。

いうものがあってこの期間は食べられます、というよ

○委員長（菊地文一君） 19 番城内委員。

うなキャンペーン的なことを、久慈を売るために少し

○城内仲悦委員 149 ページの地域有機物資源活用促

考えていいのではないかというふうに思うんです。こ

進事業費補助金にかかわるのではないかというふうに

の時期はアワビはここで食べられますとか、この時期

思うんですが、なかなか農業予算の名前と現実の中身

にはウニはここで食べられますとか。一定の観光客を

が一致しないというか、類推できない部分がいっぱい

呼ぶ一つのものを持っているわけですから。ただ私自

たいひ

あるんです。多分、堆肥の保管の仕方について今年

身も先ほど言ったように、小袖でホタテを養殖してい

10 月が期限になっているわけですけれども、実は今

るのを初めて聞いたし、物がいいんだというのも初め

年の農業委員会大会の要望の中で、小規模の農家に対

て聞きました。そういった意味で、行政が引っ張って

する補助金がなくなってきているという状況が続いて

もいいわけですし、商工観光課や商工会議所が引っ張

いる中で、県に対して来年度も継続してほしいという

ってもいいわけですけれども、そういったものを示せ

ような要望を出しているんですけれども、その点で市

る、そして一定期間出せるという取り組みをぜひ考え

としてもそういった点について支援、あるいは要望す

てほしいんですが、お聞かせください。

るべきだと思うんですが、お聞かせいただきたいと思

○委員長（菊地文一君） 晴山農政課長。

います。

○農政課長（晴山聰君） 地域有機物の件でお答えを

第２点目は、いわゆる地籍調査ですが、確か山根地

申し上げたいと思います。この地域有機物にかかわる

区が終わって久慈におりてきます。川崎町とか川べり

法律は「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進

とかあの辺が残っているというように思うんですが、

に関する法律」
、いわゆる家畜排せつ物法でございま

地籍調査の終了年次は計画的にどうなっているのか。

す。これが本年の 11 月から適用になります。これま

未来永劫続くわけではないと思うんですが、その点で

でこの法律の適用範囲である牛、馬を 10 頭以上を飼

これはいつの時点が終了時点として考えられているの

育している農家、あるいは 2,000 羽以上の鶏がいる農

か。今年度はどういうところを地籍調査しているのか、

家とか、そういった法律の対象になる農家を重点的に

お聞かせ願いたいというふうに思います。

整備してきたものでございます。今回、11 月の施行
に向けては、おおむね整備されたというふうに私ども

それから、沿岸ですから久慈は海岸を持っていて海
の幸、山の幸が多々あるわけですけれども、これはぜ

は思っておりますが、いずれ環境の問題ということで、

ひ検討していただきたいんですけれども、実は先日、

法律が適用にならない農家、これについても今後継続

県の工業技術センターの研修がありまして私も参加し

して整備をしていく必要があるだろうと、そういう認

たんですが、そのときに理事長さんが言うには、
「ウ

識に立っております。このことについては、県の方に
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も機会あるごとに補助金等の継続をお願いしておりま

ニを何本出します」と、前もって大きく宣伝するとか、

すので、農政の担当課といたしましても、今後とも整

あるいは「べっぴん牛」ってありますよね。なかなか

備に向けて努力してまいりたいというふうに考えてお

久慈市民、私の口にも入らないんだけれども、
「べっ

ります。以上でございます。

ぴん牛祭り」を企画するとか。これは前沢では「前沢

○委員長（菊地文一君） 遠川林業水産課長。

牛祭り」をやっていますが、あれぐらいのものは久慈

○林業水産課長（遠川保雄君） ２点ご質問をいただ

ではできないにしても、べっぴん牛といっても本当に

きました。そこで、地籍調査について申し上げたいと

久慈市民の口に入らない状況があるんですが、これが

思います。地籍調査は現在、山根町の上戸鎖というと

実際どうなっているのか。そういった単品の祭りでも

ころを調査中でございます。現地調査は上戸鎖、そし

いいと思うんですよ。ウニ祭り、アワビ祭り、あるい

て、昨年の調査の成果をまとめて登記所に送るための

は小袖のホタテでもいいですし、そういった形のもの

作業もしております。したがいまして、今年度をもっ

を企画できないのかなというふうに思うんです。ぜひ

て山根町の現地調査は終わるわけでございますけれど

ひとつ、いろいろな発想が必要だと思うんだけれども、

も、その結果は来年度送るということになります。そ

そういった点での展開があってもいいのではないかと

して、現地調査につきましては、来年度からは市街部

いうふうに思うんですが、お聞かせ願いたいというふ

の方に移ってくる予定になっております。夏井町から

うに思います。以上です。

湊町、そして川崎町の方に来て、久慈市のほぼ全域が

○委員長（菊地文一君） 野田口商工観光課長。

完了するという形になります。現地調査は平成 20 年

○商工観光課長（野田口茂君） 城内委員さんおっし

度までを予定しておりますので、最終的には 21 年度

ゃるように、よく観光課の方にも「どこで何を食べた

には終わるものということの計画となっております。

らいいか」という問い合わせがございます。それから

それからもう１点でございますが、久慈市のウニは

観光客の方々も「何がうまいのか」というようなこと、

一番おいしいというようなお話だったと思いますが、

また「生ウニはどこで食べられるか」というようなお

久慈市といいましても久慈・九戸地方でございますが、

話を聞くことがございます。それにつきましては、商

振興局が中心になって各市町村で協議会をつくってお

工会議所が飲食店のガイドマップを作成し、観光客の

りまして、そこの中で、特産物を大々的に宣伝してや

方にもお配りしてございます。もちろんそれで十分で

りましょうという取り組みをしているわけでございま

はないわけですが、一層ＰＲは必要でございます。先

す。例えば、種市町はウニを特産物とするキャラクタ

ほどお話に出ました海女フェスティバルの方では、チ

ーをつくって宣伝をしようと、久慈についてはサケ、

ラシの中に「生ウニ 1,200 円」ということで価格を表

野田についてはホタテをやりましょうと、そういった

示して、それで多くの方が集まるということでにぎわ

ようなもので連携をして取り組みをしているわけでご

いを見せているところでございます。また、いろいろ

ざいますが、今後そういった方面の取り組みはますま

なお祭りを、ということでございましたが、関係課と

す必要であるというふうに考えております。つくり育

協議し、また関係団体と協議しながら、久慈市のウニ

てる漁業ということで、漁民の方々が一生懸命頑張っ

とかアワビとかサケとかというものをＰＲするような

ていらっしゃる反面、やはり市外から来た方々にそれ

状況をつくってまいりたいというふうに思っておりま

を味わっていただく機会をたくさん設けるような、そ

す。なお、広域商工観光振興協議会という市長が会長

ういうものに取り組んでいきたいというふうに考えて

をしております団体がございますが、こちらで今年

おります。

「うまいもの掘り出し市」を市内で開催する予定にし

○委員長（菊地文一君） 19 番城内委員。

ておりますし、それらのものをもって盛岡でも開催す

○城内仲悦委員 最後の答弁ですけれども、広域で

るという予定もございます。ご指摘の部分は受けとめ

うんぬん

云々という話でしたがそうじゃなくて、例えばこの

て、一層のＰＲに努めてまいりたいというふうに思っ

間、海女フェスティバルをやりましたよね。そのとき

ております。

に、牛乳瓶のウニが何千本か出たと。1,200 円で出し

○委員長（菊地文一君） 18 番小野寺委員。

たという話でしたが、そういったときにちゃんと「ウ

○小野寺勝也委員 ぶり返して恐縮ですが、先ほどの
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森のトレーにかかわっての 28 件中 19 件の問題です。

今、市長の答弁にあった、問うべくいろいろ検討して

産業部長はいつ調べたのかという問いに対して、平成

みたと、しかし無理だと。その「無理だ」と判断をし

10 年１月１日時点と言いましたね。（「14 年１月１

た時期はいつですか。

日」と呼ぶ者あり）私の聞き間違いだったのでしょう

○委員長（菊地文一君） 山内市長。

か。１回なのか、それとも何回か調べたのか、その調

○市長（山内隆文君） 明確な時期は記憶に定かでは

査時点をお聞かせください。

ないのでありますが、昨年の今ごろの段階ではまだ可

○委員長（菊地文一君） 岩泉産業部長。

能性を探っていたことの記憶はございます。その後、

○産業部長（岩泉敏明君） 最初に調べたのは 14 年

いつの時点で難しいというふうに固まったかは、今、

１月１日時点で調べました。以上です。

明確にできませんので、ご了承願います。
○委員長（菊地文一君） 16 番田表委員。

〔「１回だけですか、その後も調べているの

○田表永七委員 それでは、林業振興費にかかわって

ですか」と呼ぶ者あり〕
○委員長（菊地文一君） １回だけかということです。

２点お伺いいたします。１点目は、総括的な質問であ

岩泉産業部長。

ります。民有林の保護育成についての考え方をお伺い

○産業部長（岩泉敏明君） その後におきまして、県

したい、そういう質問であります。私から申し上げる

と連携しながら調べたところであります。
（
「それはい

までもないことではありますけれども、民有林は私有

つですか」と呼ぶ者あり）日にちはちょっと今……。

財産ではあるけれども、公益的な機能の面から考えれ

○委員長（菊地文一君） 18 番小野寺委員。

ば公的な存在であろうと、私は常々思っているわけで

○小野寺勝也委員 最初に調べたのは 14 年１月１日

あります。市内の民有林の荒廃というのは非常に深刻

ですね。そうするとこれはまだ操業中ですよね、操業

であると、私はそのように思っております。行政の積

中断が平成 14 年８月 27 日ですから。操業中断する前

極的な支援が今、求められているのではないかなと思

から理事長の資産の動向については、あなた方は関心

うわけですが、当局の市内の森林保護育成にかかわっ

を持って調べていたということですよね。そうすると、

ての基本的な認識をお伺いしたい。これが１点目であ

助役が言うには、理事長を含めて責任を問えないのだ、

ります。

ということですが、そうであれば何でこんなことをし

２点目は、極めて具体的なことでございますが、

たんですか。そこのところがわからない。しかもその

155 ページの下の方に、森林整備事業費補助金という

後、今の部長答弁にあったように、県とその後も調査

記載がございます。これの補助対象、あるいは補助の

してきたわけでしょう。責任を問えない人の資産を何

選考基準といいますか、補助内容についてお伺いした

で調べてきたんですか。その調査目的をお聞かせくだ

い。以上、２点でございます。

さい。

○委員長（菊地文一君） 遠川林業水産課長。

○委員長（菊地文一君） 山内市長。

○林業水産課長（遠川保雄君） ただいま林業振興費

○市長（山内隆文君） 今のご質問の点でありますけ

にかかわりまして２点の質問がございました。
「民有

れども、私どもも理事長等の責任を問えないものかと、

林の振興についてどのように図っていくのか」という

こういった心境に当初からございました。そのための

お話だったと思います。
「積極的な支援を期待する」

さまざまな調査等に入っていったわけであります。こ

というお話もございました。確かに、森林は私有財産

の調査を進める上で、専門家等のご意見を伺いながら、

としてだけではなくて、公益的な働きが多々あるわけ

なかなかに困難であると、こういった現在の時点にあ

でございまして、環境に対する浄化作用とか、災害の

るということでありまして、はなから問えないという

防止とか、大変重要な働きを持っているものと認識を

判断で始めたものではなくて、当初は、
「問えないも

しているところでございます。ただ、昨今は森林とい

のかどうか」という視点でもってこの行動に出ていっ

いますか、木材といいますか、輸入材が大変多くなり

たものでありますので、ご理解をお願いいたします。

まして、それに押されているというような状況がござ

○委員長（菊地文一君） 18 番小野寺委員。

いまして、非常に採算割れといいますか、そういった

○小野寺勝也委員 流れはわかりました。それでは、

ようなことで森林の整備が非常に危ういというような
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得ないのかなと思う部分がございます。京都議定書の

状況はあろうかと思います。そこで、基本的な支援策
うんぬん

云々というお話でもございましたが、これにつきま

関係とか、それから森林の整備に対して所有者に対す

しては現在、森林整備支援交付金というのがございま

る助成制度も検討されているように聞いてはおります

して、それによって支援をしている状況でございます

けれども、期待しながらその状況などを見守っていき

し、また、ほかにもいろいろな補助制度はございます。

たいというふうに考えております。
○委員長（菊地文一君） 野田口商工観光課長。

そこで、２点目の森林整備事業補助金についてです
が、この事業は森林組合、それから林業公社が実施し

○商工観光課長（野田口茂君） 先ほど５款で城内委

た除間伐に対して、事業費の 10％以内の額を予算の

員のご質問に対してお答えを保留しておりました、雇

範囲内で補助するというものでございます。森林組合

用促進住宅の入居状況についてお答えを申し上げます。

と林業公社がその対象になっているわけでございまし

現在、大川目の住宅でございますが、80 戸のうち 31

て、面積にしまして合計で 87.4 ヘクタールほどでご

戸が入居、率で申し上げますと 38.8％。ちなみに長

ざいます。補助事業費としましては、2,703 万 7,000

内住宅は 80 戸に対して 69 戸入居ということで、

円ほどでございまして、その 10％ということで 270

86.3％ということでございます。

万円ほどの補助をしているというような状況でござい

○委員長（菊地文一君） 19 番城内委員。

ます。

○城内仲悦委員 今の雇用促進住宅ですが、大川目が

○委員長（菊地文一君） 16 番田表委員。

38％の利用状況だということでございます。これは、

○田表永七委員 １点目にかかわって、再びお尋ねい

久慈市の財産ではないというふうには私は思うんです

たします。課長がお話しなさった中に、材木の需要が

けれども、しかし国民の財産というふうな位置づけは

非常に停滞をしており、それで整備がなかなか難しい

できるんですよね。そういった意味からいえば、この

と、そういう意味のお話をなさいましたけれども、私

活用をですね、久慈市にあるわけですから、特に大川

はそういう基本的な認識は捨てていただきたいという

目についていうともう少し活用方法について、地元自

立場なんです。つまり、今や森林は材木を生産する場

治体として、雇用促進事業団と交渉してもっと安く借

所というとらえ方は実態に合わないのではないのかな

りるとか、何かやっていいのではないかというふうに

と思います。やっぱり、地球を守るとか、地域の災害

私は思うんです。市営住宅についても実際問題足りな

を守るとか、そういった観点から行政が積極的に支援

い。特に萩ヶ丘団地なんかは入居者の希望が多くてな

をして育成し守っていかなければならない公的な財産

かなか入れない状況があるんですが、そういった意味

であるというふうな認識に立ってほしい。そうでなけ

では「住宅は活用することによってその保全が保たれ

れば、民有林はいつまでたっても荒廃から脱出できな

る」というふうに私は昔の人からもずっと聞いている

いと、私はそう思っています。再度、この点について

んですが、人が住まないということは住宅が腐ってし

のお考えをお伺いしたい。

まうというふうになるわけです。そういった意味で、

○委員長（菊地文一君） 遠川林業水産課長。

この活用についての考え方を、ぜひ自治体として私は

○林業水産課長（遠川保雄君） ただいまは木材の価

検討すべきではないかというふうに思いますので、お

うんぬん

値云々ではなくて、森林としての価値、働きに注目

聞かせください。特に大川目は学区の問題も介在する

をすべきではないか、というお話だったと思います。

というふうによく聞くんですね、あそこは大川目学区

私どもも確かにそのとおりだというふうに思います。

というふうになるんですが、そういう点で検討が必要

木材が持つ経済的価値に加えまして、確かにこのよう

かと思いますけれども、活用方について、ぜひ真剣に

な環境に対する大きな働きがあるわけでございますの

ご検討いただきたいというふうに思いますが、お聞か

で、この部分は育成して、公的な支援をすべきである

せください。

というふうに考えるものでございます。そこで、この

もう１点は、157 ページの漁業集落排水事業特別会

ことに対する基本的な考え方ということでございます

計繰出金にかかわるんですが、侍浜地区にこの会計で

が、現状の補助制度の中でいろいろな対応をしておる

運動公園をつくったんですが、答弁では「全市民的に

わけでございますが、その中でしか今の段階ではやり

使わせます」ということもあったんですが、しかし実
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際問題はそれぞれの地域にあって、それぞれの地域が

っていただきたいわけですが、使っていただいている

使うというのが実態だろうというふうに思うんですが、

という状況でございます。以上でございます。

あそこの多目的グラウンド、あるいはテニスコート、

○委員長（菊地文一君） 質疑を打ち切ります。

あるいはゲートボール場がどういう管理で、利用状況

この際、お諮りいたします。本日の審査はここまで

はどうなっているのか、お聞かせいただきたい。あの

とし、以降は明９日に審査を行うことにいたしたいと

辺はやませが非常に強いということも聞くわけですけ

思います。これにご異議ありませんか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕

れども、その影響もあるんじゃないかというふうに思
うんですが、利用実態、管理状況、管理者も含めてお

○委員長（菊地文一君） ご異議なしと認めます。よ

聞かせください。

って、そのように決定いたしました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（菊地文一君） 野田口商工観光課長。
○商工観光課長（野田口茂君） それでは、ただいま

散会

ご質問のございました大川目の住宅等の活用というこ

○委員長（菊地文一君）

とでございますが、雇用・能力開発機構の方はこの財

ます。

産について処分をしたいという意向を持っております。
これは全国にある住宅施設が必ずしも有効に活用され
ていない、利用率の問題であろうかと思いますが、そ
のことから機構は処分をしたいということで、処分の
場合は勤労者福祉施設等と同じような状況になろうか
と思いますが、
「有償で」ということのようでござい
ます。なお、不購入の場合には築後 60 年で廃止をす
るというのが機構の考えだというふうに伺っておりま
す。それにしましても、今お話でありました、現にあ
る施設の活用につきましては、機構と協議をし、その
利用促進、ＰＲについて進めてまいりたいというふう
に思っておりますので、ご了承願います。
○委員長（菊地文一君） 遠川林業水産課長。
○林業水産課長（遠川保雄君） 漁業集落環境整備事
業でつくりました多目的グラウンドについてのご質問
でございました。恐らく、委員さんご質問のグラウン
ドといいますのは、侍浜小学校の隣にあるものを指し
ていらっしゃるというふうに理解いたしました。この
管理でございますが、現時点では市が直接管理してい
る状況でございます。委託とかそういったことではご
ざいませんで、直接管理しているということですが、
中身としましては草刈りとかいろいろな作業がござい
ますが、それは地元の方々にお願いをしているという
ような状況がございます。若干の賃金をお支払いして
お願いをしているというような状況でございます。利
用の状況でございますが、小学校の隣接地ということ
もありますし、それから侍浜のスポ少の活動が盛んだ
ということもございまして、大変使用頻度はあるとい
うふうに考えております。つくった以上はたくさん使

－ 48－

午後４時 43 分

本日はこれで散会いたし

散会

