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会計歳入歳出決算

午前 10 時 00 分

認定第７号 平成 15 年度久慈市漁業集落排水事

開会

○副委員長（山口健一君） おはようございます。た

業特別会計歳入歳出決算

だいまから、本日の決算特別委員会を開きます。直ち

認定第８号 平成 15 年度久慈市国民宿舎事業特

に付託議案の審査に入ります。

別会計歳入歳出決算

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

認定第９号 平成 15 年度久慈市工業団地造成事

認定第２号 平成 15 年度久慈市土地取得事

業特別会計歳入歳出決算

特別会計歳入歳出決算

認定第 10 号 平成 15 年度久慈市公共下水道事業

○副委員長（山口健一君） 認定第２号「平成 15 年

特別会計歳入歳出決算

度久慈市土地取得事業特別会計歳入歳出決算」を議題

認定第 11 号 平成 15 年度久慈市水道事業会計決

といたします。歳入、質疑を許します。

算

〔
「なし」と呼ぶ者あり〕
○副委員長（山口健一君） 質疑を打ち切ります。歳

出席委員（20 名）

出、質疑を許します。

１番

堀 崎 松 男君 ２ 番

大久保 隆 實君

４番

下川原 光 昭君 ５ 番

澤 里 富 雄君

○副委員長（山口健一君） 質疑を打ち切ります。以

６番

小 倉 建 一君 ７ 番

中 沢 卓 男君

上で質疑を終わります。

８番

桑 田 鉄 男君 ９ 番

小 栁 正 人君

それでは採決いたします。認定第２号「平成 15 年

10 番

八重櫻 友 夫君 11 番

中 平 浩 志君

度久慈市土地取得事業特別会計歳入歳出決算」は、認

12 番

播 磨 忠 一君 13 番

中 塚 佳 男君

定すべきものと決することに、ご異議ありませんか。

14 番

山 口 健 一君 15 番

大 沢 俊 光君

16 番

田 表 永 七君 17 番

宮 澤 憲 司君

○副委員長（山口健一君） ご異議なしと認めます。

18 番

小野寺 勝 也君 19 番

城 内 仲 悦君

よって、認定第２号は認定すべきものと決しました。

20 番

下斗米 一 男君 24 番

東

〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

繁 富君

認定第３号 平成 15 年度久慈市国民健康保険

欠席委員（３名）
３番

木ノ下 祐 治君 22 番

23 番

菊 地 文 一君

特別会計歳入歳出決算

濱 欠 明 宏君

○副委員長（山口健一君） 認定第３号「平成 15 年
度久慈市国民健康保険特別会計歳入歳出決算」を議題
といたします。歳入、質疑を許します。18 番小野寺
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哲
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委員。
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○小野寺勝也委員 市税のところでも若干触れたわけ

○小野寺勝也委員 わかりました。そうすると、結果

ですけれども、いわゆる低所得者への対応の問題です

としては下回る場合もあると。そうすると、久慈市の

が、生活保護基準の 1.3 倍とかそういう基準を設けて

場合は国保料じゃなくて国保税を採用していますね。

いるのかというのに対して、
「そういう基準は設けて

そうすると、税ですからいわゆる執行停止の場合には、

いない」ということでございましたね。そこで、納税

国税では国税徴収法があって、著しく生活を困窮させ

することによって生活保護基準以下になるケースもあ

るおそれがある場合には、執行停止をするんだという

ろうかと思うんですが、いわゆるボーダーラインとい

のがありますね。そして、地方税法では国税徴収法に

いますか、そういう場合の対応はどのようにしている

準ずるんだということですよね。そうすると、今の答

のでしょうか。まずお聞かせください。

弁だと、地方税法に照らしても、やはり何らかの措置

○副委員長（山口健一君） 亀田税務課長。

をとる必要が出てくるということにはならないでしょ

○税務課長（亀田公明君） 生活保護基準と申します

うか。滞納処分の執行停止は、納税者に滞納処分の対

か、生活保護者と低所得者の関係のお話でございます

象となる財産がなかったり、滞納処分の執行によって

が、課税側の方からお答え申し上げたいと思います。

生活を著しく窮迫させるおそれがある場合等に適用さ

生活保護でのとらえ方は、いわゆる最低限の生活の保

れるということがうたってあるわけで、実際問題、そ

障をしたものでございますが、国民健康保険税にかか

ういう部分の措置といいますか、今後に向けて、考え

る低所得者に対する措置と申しますのは、これは、そ

ていく必要があるのではないでしょうか。その点をお

の世帯の所得が 33 万円以下であれば６割軽減すると

聞かせください、再度。

いったようなことでございまして、全く所得がない方

それからもう１点は、市税もそうですが、国保税に

について、軽減をするといったようなことではありま

かかわっても収納体制が強化されたんですかね、収納

せん。ある程度の所得があってその基準に達していな

係から収納対策室にですか。そのことによる、例えば

いといった方に対して軽減措置をとるものでございま

国保税の徴収における改善点で、新たな措置をされた

すから、そもそも生活保護基準のそれとは質を異にし

点はどういうことがあって、そのことによってどうい

ているというふうに考えてございます。以上でござい

う効果が生じつつあるのか、お聞かせください。

ます。

○副委員長（山口健一君） 亀田税務課長。

○副委員長（山口健一君） 18 番小野寺委員。

○税務課長（亀田公明君） 私の方からは低所得者に

○小野寺勝也委員 33 万というのはわかりましたが、

対する新たな減免の制度と申しますか、それらの考え

先ほど言ったように、結果として生活保護の水準に、

方を持つべきではないかといったようなご質問でござ

納税をお願いすることによって食い込むというケース

いますけれども、これは一般質問でも市長の方、それ

もあり得るわけですね。

から部長からもお答えを申し上げているとおりでござ

○副委員長（山口健一君） 亀田税務課長。

いまして、今、久慈市ではその世帯の所得が 1,000 万

○税務課長（亀田公明君） 税金、国民健康保険税等

円未満の世帯に限り、その前年所得と今年の所得の減

を支払うことによって、生活保護世帯が受けている扶

少の割合によって、減免のパーセンテージを決めて対

助費と申しますか、それ以下の生活費になる部分が出

処しているわけでございます。盛岡市での例を一般質

てくるだろうというふうなお話でございますが、それ

問の際にお話いただきましたが、盛岡市の場合では、

はケースによってはあり得ると思います。国民健康保

これまでなかった 300 万円以下の所得の方について、

険税の場合で申し上げますと、先ほど申し上げました

新たに所得の軽減割合を 30％ないし 40％の枠で軽減

ように、33 万円以下の所得であればそれは６割軽減、

するといったことを設けたわけでございます。久慈市

それから４割軽減はそれよりも所得が多くあった場合

ではその辺の県内の状況等を現在いろいろと調査しな

でもいいわけでございまして、生活保護のそれとは先

がら検討を重ねているところでございます。ただしか

ほど申し上げましたように、質が異なるというふうな

し、先ほど申し上げましたように、低所得者に対する

ところでございます。

現在の制度と申しますのは、応益割の均等割と平等割

○副委員長（山口健一君） 18 番小野寺委員。

で軽減措置を講じるものでございます。一方、減免の
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方は所得割の減免措置を講じるものでございますが、

れらをもっときめ細かに進めていきたいと、このよう

所得がもともと少ない方については、所得割は発生し

に思っております。とにかく滞納者と接触し、実態を

ないか、もしくは発生してもごく少額であるのが通例

把握しないことには次の手が打てないわけでございま

でございます。そうなりますと、問題になるのは前年

すので、とにかく実態を把握しなきゃならない。確か

にある程度の所得があって、今年著しく所得が減少し

に実態というのは課税サイドの資料もございます。し

たといった場合に、その時点での担税力が減少します

かし、それだけでは実際の状況がわからないところも

から、その分について措置をしましょう、というふう

ございます。過去のデータからだけではなく、現在の

なことで行うのが減免の措置なわけでございます。そ

状況がどうなのか、それらを把握しなければなかなか

このところは先ほどご答弁申し上げましたけれども、

納税に関する話が進まない、あるいは納税が進まない

繰り返して大変恐縮でございますが、現在検討を進め

ということでございます。とにかく実際には、きめ細

ているところでございますので、ご了解いただきたい

かに納税者の皆さんと接触を図るしかないんじゃない

と思います。

かなと、そのために現在努めておるところでございま

○副委員長（山口健一君） 中居収納対策室長。

す。以上でございます。

○収納対策室長（中居鉄男君） ４月から収納係が収

○副委員長（山口健一君） 鹿糠総務部長。

納対策室として発足したわけでございます。そこで、

○総務部長（鹿糠芳夫君） ただいま室長の方から、

徴収に関しての改善点はどういうことかということで

徴収部門が独立したことによって、きめ細かな納税者

ございます。徴収サイドで滞納整理をする場合、事務

への対応ということを答弁しましたけれども、以上の

手順とすれば督促状が発送され、そして催告書の発送、

ほかに当初目的としておりますが、市政改革プログラ

そして訪問、そして、それでも納めなかった人につい

ムの中で他の料金等についても滞納の問題等がござい

ては、なかなか心苦しいんですけれども、呼び出しに

ます。そういった問題等についてはいわゆる滞納され

よってその状況をまた把握すると、こういうことで、

る方々に共通した部分とか、さまざまございますので、

その内容につきましては、とにかく実態を把握しなが

この連携を図りたいというのが一つの目的でもござい

ら、納税者との話し合いを通じて、どういうふうな納

ました。現在、その連携のあり方を室の方で進めてい

め方をすれば滞納が解消されるかと、こういうことを

るわけでございますが、近々その組織づくりと申しま

双方で話をしながら進めていくしか方法はないのでは

すか、対応の体制を確立して、より全庁的な税を含む

ないのかなと思っております。その後、数度にわたる

料金その他の経費等についての取り組みを、もっと総

納付約束が不履行になる場合もあります。その場合は

合的な取り組みとして確立していきたいと、そのよう

やむを得ず処分に入ると、こういうことでございます。

にも考えているところでございます。

ただ、それは最後の、本当に最後の手段でございまし

○副委員長（山口健一君） 19 番城内委員。

て、実際には納付相談の段階で実態に合わせながら納

○城内仲悦委員 若干関連するかもしれませんが、一

付をお願いすると、こういうことになっております。

般質問にもかかわりがありますけれども、生活保護の

「滞納整理に王道なし」という格言がございます。滞

1.3 倍以下を低所得者として認定した形での、いわゆ

納整理というのは、なかなか新たな手順というのは出

る 100％減免を含めた形のものをつくるべきではない

てこないわけでありますけれども、とにかくできる限

かということを申し上げた経過があるんですけれども、

り納税者との接触を図り、そして実態を把握して早く

それについてはなかなかそういう方向の答弁がなかっ

滞納の解消に入っていただくと、こういうふうに考え

たんですが、先ほどの答弁では、現在の減免はいわゆ

ております。

る所得割分の減免なんだと答弁があったところですけ

それから、係から収納対策室になったことによって

ど、そうすると応益割が残るわけです。そういった意

の効果でありますが、従来は税務課長のもとで、課税

味では、低所得者世帯を認定し、100％減免すること

と徴収が一緒になって進めておったわけですけれども、

によって、その世帯が納税しなくてもいいという状況

徴収部門が独立したと、こういうことでございます。

が出てくるわけですが、そういった意味での低所得者

今までの手法、先ほど申しました滞納整理の手順、こ

の認定制度みたいなものを、他市に倣って検討すべき
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だというふうに思うんですけれども、今の現状では二

います。

つの割合があるわけですから、応益と応能とですね。

○副委員長（山口健一君） 19 番城内委員。

今、課長答弁があったように現状の減免制度は応能分

○城内仲悦委員 ちょっと私の言い方に誤解をいただ

だということでありますので、そういった意味では現

いたようですが、これはあくまでも申請に基づいてで

下の不況の中での対応ということで、生活保護基準の

すよ。市が初めから「こうだからあなたはそうです」

1.3 倍以下の方々の低所得者世帯の認定制度をきちん

と認定してやりますというのではなくて、当然、納税

と確立する必要があるんではないかというふうに思い

者が「自分はこうだから」と、申請した上で、その状

ますので、再度お聞かせください。

況に基づいて認定するということになるわけです。当

○副委員長（山口健一君） 亀田税務課長。

然、申請に基づいてやるということですから、今の課

○税務課長（亀田公明君） ただいま低所得者世帯を

長の答弁のように、市の課税する側が「こういう基準

生活保護基準の 1.3 倍程度のところで認定すべきでは

があって、こうだから」というのではなくて、当然、

ないかというふうなご質問でございましたが、先ほど

低所得者の認定についても、本人からの申請に基づい

私が言い間違いをしたかもしれませんので、確認させ

てやる制度をつくってほしいということですから、ち

ていただきたいのですが、減免の制度というのは所得

ょっと誤解があったようですが、そういった意味です

割の全部または一部を免除するものでございます。そ

ので、再度答弁ください。

れから低所得者に対しての軽減措置、これについては

○副委員長（山口健一君） 亀田税務課長。

応益分、いわゆる均等割、平等割を６割ないし４割軽

○税務課長（亀田公明君） ただいまの件でございま

減するといったものでございます。今の 130％の部分

すが、現在の減免制度自体も基本はその方の申請に基

については、応能割である、所得割部分を減免すべき

づいて、前年所得からどのぐらい所得が減少したかと

だといったところで、その考え方としましては、今

いったことでもって判断をしているわけでございまし

1.3 倍、130％という数字を示していただいたわけで

て、その部分については今、城内委員さんのおっしゃ

すが、生活保護基準の 130％以下の世帯については生

った内容も同じだろうというふうに考えてございます。

活困窮者と申しますか、そういう世帯に認定をして当

いずれ、生活保護基準は先ほども申し上げましたよう

初から減免措置をすべきではないかということだと思

に、それぞれの世帯の家族構成、年齢構成等によって

うんですが、実はこれにはいろいろと問題があるのか

その生活扶助費が違ってくるわけでございますから、

なという部分もございます。と申しますのは、減免制

その辺のところは今後も、生活の状況等をいろいろと

度自体が個々の納税者の担税力を見て判断すべきとい

申し入れ等、申請を受けて、それで今の基準に従いな

う大原則があるわけでございまして、一定のものにつ

がら、改めて現在の 50％以上の減額になった部分に

いて一定の枠内で認定をして減免をする制度というの

ついてを、現在さらに検討を加えているというふうな

は、私は減免の今の制度からするとなじまないという

状況でございますので、ご理解をいただきたいという

か、ふさわしくないという部分があるんじゃないかな

ふうに思います。

と思うところがございます。それから、生活保護基準

○副委員長（山口健一君） 質疑を打ち切ります。歳

とその 130％の範囲と申しますと、これは生活保護を

出、質疑を許します。18 番小野寺委員。

受けている方についても、一戸一戸の世帯によって年

○小野寺勝也委員 １点お尋ねいたします。老人保健

齢構成、家族構成にそれぞれ違いがあるわけです。そ

拠出金にかかわってお尋ねいたしますが、ご案内のよ

ういった個々の世帯の生活保護基準額が違っている中

うに高齢者医療費の患者負担が増大する、あるいは老

で、どういうふうな形でもって 130％の部分を計算で

人保健の制度が 70 歳から 75 歳までになるという形で、

きるかというところが非常に大きな問題というか、難

拠出金が減ってくるわけですね。決算を見ますと

しい部分であるだろうというふうに考えてございます。

2,100 万何がしですか、14 年度と比べて減っているわ

そういったことで、今のところは、今の低所得者に対

けですが、この傾向をどのようにとらえられているの

する減免措置、あるいは軽減措置の対応で当面は対応

かお聞かせいただきたいわけです。70 歳から 75 歳に、

してまいりたいというふうに考えているところでござ

今後４年間でなっていくわけですね。その推移に伴っ
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ての拠出金のいわゆる軽減額といいますか、それをお

んですがお考えをお伺いしたい。以上です。

知らせください。

○副委員長（山口健一君） 鹿糠総務部長。

○副委員長（山口健一君） 沢口国保年金課長。

○総務部長（鹿糠芳夫君） 納税組合の問題につきま

○国保年金課長（沢口道夫君） 小野寺委員のご質問

しては一般質問の際も申し上げているところでござい

にお答えいたします。老人医療に係る拠出金のご質問

ますが、ただいまの質問は納税者も含めた地区での集

でございますが、委員ご承知のとおり、老人医療の対

会なり啓蒙なり、そういったことを通じて納税に対す

象年齢が 70 歳から 75 歳に引き上げになっております。

る理解、こういったものを推進すべきというご指摘で

昭和７年 10 月１日以前に生まれた方が 75 歳になるま

ございますが、まさにそのとおりであると、そのよう

で、それ以下の方が国保に残るような形、いわゆる前

に思っておりますし、納税組合の活動としても今委員

期高齢者が国保の方に増えるような形になります。そ

が指摘されたような部分でやはり少し不足した部分が

れまでは老人保健の対象者が増えない状況にございま

あると、そのようにも考えております。したがって、

すので、老人保健の拠出金はそれまでの間は減る傾向

今後の納税組合の活動、あるいは市行政の納税に対す

にあるというふうに考えております。ただ、70 歳か

る活動として、ただいまのようなご提言の点も含めて

ら 75 歳までの方が今後５年間引き上げになりますの

取り組んでいくわけでございますが、この納税組合の

で、国保の一般被保険者で残るような形になりますの

問題については、先の質問の際にもお答え申し上げま

で、それらの方の医療費の負担が国保の方に増えてく

したように、抜本的なあり方を検討しながら、さらに

るというふうに考えております……（小野寺委員「数

納税思想高揚のための取り組みを強化していきたいと、

字的なものはどうなのか」と呼ぶ）数字的にはまだと

そのように考えているところであります。

らえておらないところでございます。老人保健拠出金

○副委員長（山口健一君） 19 番城内委員。

について 14 年度と 15 年度を比較しますと 3.3％の減

○城内仲悦委員 出産一時金の関係でございますが、

というふうになっております。医療費につきましては、

30 万、40 万という、保険がきかないという中で対応

資料がございませんので、後ほど答弁いたしたいと思

しているんですけれども、現在の国保での対応の金額

います。

で実態に合っているのかどうかお聞かせください。

○副委員長（山口健一君） 16 番田表委員。

○副委員長（山口健一君） 沢口国保年金課長。

○田表永七委員 それでは、272、273 ページにかか

○国保年金課長（沢口道夫君） 城内委員の出産一時

わって、一つだけ質問いたします。納税奨励費という

金についてのご質問にお答えいたします。現在、国保

のが１款２項２目に設けられているわけであります。

の支給については１件 30 万の支給になっております。

多額の金額が掲載されています。私は、納税貯蓄組合

ほぼその 30 万で、出産についての費用については賄

が収納率を高めるために寄与しているのかということ

われているのかなというふうに考えております。以上

をいつでも思っているんですけれども、私は甚だ疑問

です。

であると、実態をそう思っているんですが、だからこ

○副委員長（山口健一君） 保留中の小野寺委員の質

の納税奨励費は必要がないという考え方ではございま

問に対する答弁はできますか。沢口国保年金課長。

せん。必要だがもっと、納税貯蓄組合として、国保会

○国保年金課長（沢口道夫君） 先ほどの老人保健の

計は大変だと、収納率が非常に低くなっていると、80

医療費にかかわって、いわゆる前期高齢者の医療費の

何％でしたか、どんどんと下がってきているんだと。

件でございますが、医療費につきましては平成 14 年

そしてそれをまじめに納めている市民が背負っている

度が 10 月からの施行でございましたので、４カ月分

んだと、そういうことを話題にするような納税貯蓄組

でございます。15 年度については 12 カ月であったわ

合の集会を持ってですね、滞納するような人はその集

けですけれども、それと対比するのは非常に難しいと

会に来ないかもしれません。しかし、コミュニティー

ころがございます。ただ、被保険者の増でいきますと

といいますか、集落としてやっぱり大変だぞと、そう

月平均大体 30 人程度、前期高齢者の方が該当になる

いった気風をつくっていくという積極的な行政指導が

部分が出てきますので、そういった部分で医療費につ

必要な時期なのではないかと、私は、そう思っている

いてもかなりの伸びが出てくるのではないかなという
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ふうに感じておりますが、ご了承願いたいと思います。

て聞くわけですね。そこで、これはむしろ、そういう

推計については今のところは出しておらないところで

中でも現在、サービス利用料の上限いっぱいに使って

ございます。

いるというのは極めて少なくて、平均をすれば３割、

○副委員長（山口健一君） 質疑を打ち切ります。以

４割という状況にとどまっているわけです。そういう

上で質疑を終わります。それでは採決いたします。認

点で、こうした見直し論議に向けての久慈市の基本的

定第３号「平成 15 年度久慈市国民健康保険特別会計

な考え方と対応についていろいろ努力をされていると

歳入歳出決算」は、認定すべきものと決することに、

思うんですが、その点についてお聞かせいただきたい

賛成の諸君の起立を求めます。

のが、第１点。

〔賛成者起立〕

それから、老健施設が建設着工ということで、来春

○副委員長（山口健一君） 起立多数であります。よ

に向けて期待をされているわけですけれども、それで

って、認定第３号は認定すべきものと決しました。

もなおかつ、施設の問題については、久慈管内で今な

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

お希望者が 120～130 名前後おられると思うんですね。

認定第４号 平成 15 年度久慈市老人保健特別

80 床ができても、なおかつ不足するという状況の中

会計歳入歳出決算

で、そういう施設を整備していく必要があると思うん

○副委員長（山口健一君） 認定第４号「平成 15 年

ですが、これの具体的な、いわゆる介護療養型病床群

度久慈市老人保健特別会計歳入歳出決算」を議題とい

についてもなかなか進まない状況にあるという等を含

たします。歳入、質疑を許します。

めての、方向性なりを改めてお聞かせいただきたい。

〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

３点目は、これは見直し論議の中でも言われている

○副委員長（山口健一君） 質疑を打ち切ります。歳

んですが、介護予防です。それはそれとして介護予防

出、質疑を許します。

は大事だと思うんです、引き続き。久慈市としてこう

〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

いうメニューなりで介護予防を強めていきたいという

○副委員長（山口健一君） 質疑を打ち切ります。以

ような施策を検討しているのであれば、それも含めて

上で質疑を終わります。それでは採決いたします。認

お聞かせをいただきたい。３点お聞かせください。

定第４号「平成 15 年度久慈市老人保健特別会計歳入

○副委員長（山口健一君） 外舘健康福祉部長。

歳出決算」は、認定すべきものと決することに、ご異

○健康福祉部長（外舘正敏君） 介護保険にかかわっ

議ありませんか。

て、来年度５年目の見直しを進めている件についての

〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご質問でありますが、国では介護保険をスタートして

○副委員長（山口健一君） ご異議なしと認めます。

から５年目に、全面的に見直しをするというふうなこ

よって、認定第４号は認定すべきものと決しました。

とで、現在は社会保障審議会の中でいろいろ検討をさ

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

れているというふうに承知をしておりますけれども、

認定第５号 平成 15 年度久慈市介護サービス

その中では、例えば減免の関係、あるいは今おっしゃ

事業特別会計歳入歳出決算

ったような施設整備の関係、それからいわゆる要支援

○副委員長（山口健一君） 認定第５号「平成 15 年

とか介護度１の方々のサービスについては、介護保険

度久慈市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算」を

から除外をして、今おっしゃったようないわゆる予防

議題といたします。歳入、質疑を許します。18 番小

教室の方で対応するとかというふうに種々議論がされ

野寺委員。

ているところでありますけれども、具体的にそれが来

○小野寺勝也委員 介護保険の５年目の見直し論議が

年度どうなるかというふうなことについては、まだ明

今、盛んに行われているわけですが、その中では非常

らかになっていないというのが現状だろうというふう

き ぐ

に危惧するような論調も聞くわけですね。いわゆる施

に思っております。ただ、全国市長会あるいは町村会

設利用についてはホテルコストとか、利用料について

等では、この制度の見直しに関する意見ということで、

は現在の１割を２割、３割とか、それから軽度利用者

種々保険財政とか、いわゆる減免を含めた低所得者対

の場合にはご遠慮願うとか。そういうのだけを突出し

策、あるいはサービスの質の確保等々について要望は
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しているというふうに承知しております。そこで、例

それから、この介護予防、メニューとすればかなり

えば施設整備にかかわって申し上げますと、おっしゃ

の項目がありますよね。これは、国が２分の１、県が

るように、介護保険という性格からだと思うんですが、

４分の１ということで、その要望調査等もおやりにな

介護認定を受けますと、施設の入所を希望するという

っていると思うんですが、そうした調査も踏まえて一

ことを介護認定を受けた方々が行うわけでありますが、

つ一つに具体化をして、きめ細かな対応もやるべきで

そういう状況の中で、毎回施設を整備をしても、不足

はないかというふうに思うんですが、再度お聞かせを

していくというふうなことも一方では現実だと思いま

いただきたいと思います。

す。介護保険計画を策定する際に、国の方から施設整

○副委員長（山口健一君） 外舘健康福祉部長。

備の率ということで、参酌標準が示されて、その範囲

○健康福祉部長（外舘正敏君） 介護療養型病床群で

の中で整備をするというふうなことになるわけであり

ありますけれども、この施設の整備については、医療

ますけれども、いずれ当地方は確かにおっしゃるよう

機関等の問題があって計画の中に組み込んでもなかな

に入所の待機者が多いわけですので、今後当然、広域

か実現できないというふうなことがあります。ただ、

連合の方でも第３期の計画を来年度策定をするわけで

一方では介護保険法の中で、この介護療養型病床群を

すので、その中で、先の一般質問でも市長の方から答

介護保険で対応するのかという問題も実はあろうかと

弁申し上げておりますが、連合の構成町村とも意見調

いうふうに思います。これは久慈医療圏の中で、療養

整をしながら、施設整備について対応していきたいと

型病床群が一方であるわけですね。その中の療養型病

いうふうに思っているところであります。いずれ、ま

床群の整備数が幾らというふうなことの中で、じゃあ

だ中身が具体的に出てきておりませんので、それにつ

介護保険法上の介護療養型病床群を幾ら整備するとい

いては国の方の考え方が明らかになった段階ではいろ

うふうな、そういうふうなことであり、この二つの病

いろ対応していくこともあろうかというふうに思って

床群が実はあるわけです。これはやはり一本化すべき

おります。

だろうということは考えています。介護ではなくて、

それから、予防教室のご質問でありますが、現在も

療養型病床群一つで医療保険の中で対応すべきだとい

転倒予防とか、それから例えば、リハビリ教室とかと

うふうな、これはそういう意見もありますし、全国市

いうふうなことでやっておりますけれども、それをさ

長会、町村会でもそのようなことでの要望もしている

らに充実をさせるとともに、いわゆるパワーリハビリ

というふうに認識をしております。ただいずれ、現在

といいますか、トレーニングキットを使ったリハビリ

の第２次の計画の中では 28 床の計画数値を持ってい

教室とか、そういうことも具体的には取り入れて、で

るわけですので、何とか 28 床ではなくても、例えば

きるだけ介護認定を受けるような老人をつくり出さな

10 床であれ、この実現に向けてはいずれ、現在努力

いというふうなことでの活動を展開していきたいとい

をしているというふうなことであります。
それから、いわゆる在宅のいろいろな国のメニュー

うふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと
思います。以上です。

の充実、それに向けての多分、ニーズを調査しながら

○副委員長（山口健一君） 18 番小野寺委員。

ということだと思うんですが、第３次の計画を今、策

○小野寺勝也委員 今言われた参酌基準ですか、私ど

定する準備に入っていますけれども、連合の方ではこ

もはそれを了とするわけではないんですが、現実にそ

のニーズ調査を実施して、そしてそれを踏まえて、計

れもあるということで、例えば過般にも触れた介護型

画の策定に着手をするというふうなことでありますの

病床群、いわば久慈市なりが持っている一つの枠です

で、ご了承願いたいと思います。以上です。

よね。私はずっとここ何年かこの問題に触れてきたわ

○副委員長（山口健一君） 質疑を打ち切ります。歳

けだけれども、非常に期待をしつつも、その都度聞い

出、質疑を許します。
〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

て非常に歯がゆい思いをしているんですが、この、い
わゆる持ちごまといいますか、枠を何か実質的に活用

○副委員長（山口健一君） 質疑を打ち切ります。以

をする方法といいますか、それを考えられないのかと

上で質疑を終わります。それでは採決いたします。認

いう問題が一つ。

定第５号「平成 15 年度久慈市介護サービス事業特別
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会計歳入歳出決算」は、認定すべきものと決すること

○副委員長（山口健一君） 遠川林業水産課長。

に、ご異議ありませんか。

○林業水産課長（遠川保雄君） 漁業集落環境整備事
業のかかわりでございますが、現在、小袖地区の基本

〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副委員長（山口健一君） ご異議なしと認めます。

計画を進めているところでございます。それとかかわ

よって、認定第５号は認定すべきものと決しました。

りがありますので、お話をしたいと思います。運動広

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

場とかそういったものをどのように考えているのかと

認定第６号 平成 15 年度久慈市魚市場事業特

いうお話でございます。やはり運動広場といいますと、

別会計歳入歳出決算

相当広い土地を必要といたします。その土地の広い用

○副委員長（山口健一君） 認定第６号「平成 15 年

地を地元の方から提供していただけるのかという問題

度久慈市魚市場事業特別会計歳入歳出決算」を議題と

もございますし、それからその地区がそのような広場

いたします。歳入、質疑を許します。

を必要としているかというようなこともございますし、
ないよりはあった方がいいというようなことでは少し

〔
「なし」と呼ぶ者あり〕
○副委員長（山口健一君） 質疑を打ち切ります。歳

弱いわけですので、そのあたりを総合的に勘案して、

出、質疑を許します。

住民の方々とお話し合いをしながら進めていかなけれ
ばならないものだというふうに思っているところでご

〔
「なし」と呼ぶ者あり〕
○副委員長（山口健一君） 質疑を打ち切ります。以

ざいます。

上で質疑を終わります。それでは採決いたします。認

○副委員長（山口健一君） 19 番城内委員。

定第６号「平成 15 年度久慈市魚市場事業特別会計歳

○城内仲悦委員 市の方で必要かどうかではなくて、

入歳出決算」は、認定すべきものと決することに、ご

この計画を進めていく中で、当然、侍浜についても地

異議ありませんか。

域から上がったというふうに私は思うんですけれども、
そういった中で、市は市有林を活用した形でああいう

〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副委員長（山口健一君） ご異議なしと認めます。

ふうに対応したわけですよね。例えば今、小袖地区が

よって、認定第６号は認定すべきものと決しました。

始まったということの中で、小袖地区でそういう要求

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

が出ていると、市有林がなければ国有林の払い下げと

認定第７号 平成 15 年度久慈市漁業集落排水

いうこともあるかもしれないけども、そういった意味

事業特別会計歳入歳出決算

での対応になると思うんですが、現時点で、他の地域

○副委員長（山口健一君） 認定第７号「平成 15 年

で今始まっているところ、久喜も始まっていますけれ

度久慈市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算」を

ども、そういった地域で、ああいった施設を欲しいと、

議題といたします。歳入、質疑を許します。

つくってほしいという要望、メニューがあるわけです

〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

から、そういった意味ではあるかどうかということで

○副委員長（山口健一君） 質疑を打ち切ります。歳

いいですよ。市の方で積極的に、このメニューがある

出、質疑を許します。19 番城内委員。

からどうぞという状況じゃないかと思うんですけれど

○城内仲悦委員 １点お聞かせ願います。漁業集落排

も、それもいいかもしれませんけれども、実は侍浜に

水事業にかかわって、侍浜地区には運動場ができたわ

ついては私たちもなかなか知らないうちにぴょっと出

けですけれども、これは漁業集落には侍浜とか大尻と

たものですから、メニューがあることについてはこの

か小袖、久喜も該当しますけれども、そういった意味

間認識したわけですから、そういった意味で、他の地

では他の地域から、この漁集にかかわってそういうメ

域で、そういった要望があるのかどうかということを、

ニューがあるわけですけれども、そういった意味での

まず、そこだけ聞きたいです。以上です。

要望とかがあるのか。侍浜の場合は市有林を活用して

○副委員長（山口健一君） 岩泉産業部長。

１町２反の公園広場を整備したんですけれども、そう

○産業部長（岩泉敏明君） ただいまの質問でござい

いったことが他の地域には現時点であるのかどうかお

ますが、先ほど課長の方から申し上げましたが、小袖

聞かせください。

地区につきましては、これからの協議ということにな

－ 94－

ります。これから地域に入って、あるいはアンケート

○城内仲悦委員 予算をとって耐震診断するのがいい

をとりながら、そういったことの必要性についてさら

のか、廃止ということも検討に入っているわけですか

に検討をし、そしてさらに県あるいは国との協議が必

ら、当然、耐震診断をするということは、それに基づ

要になりますので、そういった状況で対応したいと、

いて改築をするということの前提になると思うんです

そのように考えています。以上でございます。

よね。そうでないと耐震診断には国だって予算をつけ

○副委員長（山口健一君） 質疑を打ち切ります。以

ません。補助がないわけですから。あなた方が耐震診

上で質疑を終わります。それでは採決いたします。認

断するという方針を持つということは、耐震診断の結

定第７号「平成 15 年度久慈市漁業集落排水事業特別

果、それに対応する改築なり改修をするということに

会計歳入歳出決算」は、認定すべきものと決すること

なるわけですよ。今の答弁は、そういったことを想定

に、ご異議ありませんか。

しての予算要求なのか、それとも耐震診断はしません、
できるだけ速やかに廃止をしますという方向に行くの

〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副委員長（山口健一君） ご異議なしと認めます。

か、この点をはっきりしてください。私は、予算をと

よって、認定第７号は認定すべきものと決しました。

って耐震診断しなさい、ということで言っているので

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

はなくて、していないことの答弁があったものですか

認定第８号 平成 15 年度久慈市国民宿舎事業

ら、廃止をするのであれば、速やかに廃止して、耐震

特別会計歳入歳出決算

診断する必要はないじゃないですか。いらない予算を

○副委員長（山口健一君） 認定第８号「平成 15 年

使う必要はないわけですから、その点の方向をきちん

度久慈市国民宿舎事業特別会計歳入歳出決算」を議題

と出してもらわないと、公の施設なわけですからお聞

といたします。歳入、質疑を許します。19 番城内委

かせください。

員。

○副委員長（山口健一君） 望月助役。

○城内仲悦委員 確か一般会計の方でも議論があった

○助役（望月正彦君） 本会議の際に私の方から、年

と思うんですが、答弁の中で、国民宿舎について「耐

内にこの施設の方向性について結論を出すということ

震診断をしていない」という答弁があったと思いまし

を申し上げました。その時期までにはこれを廃止する

た。そうしますと、いつ地震が来るかということもわ

のか、あるいは何らかの形で活用するのか、その結論

からない状況の中で、ただ、それでも三陸大津波とか

を出すことになります。したがいまして、その時点ま

地震とかが予測もされているわけですね。岩手県もそ

でには今ご指摘のような点を踏まえてきちんと検討し

ういった意味ではそういったことも想定しながら計画

ておきたいと、このように思っております。

をつくるという答弁があったところですけれども、や

○副委員長（山口健一君） 質疑を打ち切ります。歳

はりこの点で、耐震診断もしない、しかしそういう対

出、質疑を許します。
〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

象の建物だ。そういった中で、市としてきちんと対応
しないということは、極めて私は重大だというふうに

○副委員長（山口健一君） 質疑を打ち切ります。以

思うんです。しかも、一般のお客様を迎える施設とし

上で質疑を終わります。それでは採決いたします。認

て現在活用されているわけですから、そういったこと

定第８号「平成 15 年度久慈市国民宿舎事業特別会計

から来る適切な対応をどう現時点で考えているのか、

歳入歳出決算」は、認定すべきものと決することに、

お聞かせください。

賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

○副委員長（山口健一君） 野田口商工観光課長。
○商工観光課長（野田口茂君） ご指摘のとおり、耐

○副委員長（山口健一君） 起立多数であります。よ

震診断については実施していないところであります。

って、認定第８号は認定すべきものと決しました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

強くご指摘をいただきましたので、財政当局等と予算
について検討し、実施できるものであればするという

認定第９号 平成 15 年度久慈市工業団地造成

形で進めてまいりたいというふうに考えております。

事業特別会計歳入歳出決算
○副委員長（山口健一君） 認定第９号「平成 15 年

○副委員長（山口健一君） 19 番城内委員。

－ 95－

度久慈市工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算」を

についても、これは検討してみていく必要があるので

議題といたします。歳入、質疑を許します。

はないかというふうに思うわけですが、お聞かせくだ
さい。

〔
「なし」と呼ぶ者あり〕
○副委員長（山口健一君） 質疑を打ち切ります。歳

○副委員長（山口健一君） 岩泉産業部長。

出、質疑を許します。19 番城内委員。

○産業部長（岩泉敏明君） ただいまの質問にお答え

○城内仲悦委員 工業団地は大変な状況にあるわけで

しますが、この拠点工業団地は平成６年につくられて

すけれども、県の施設になってからなかなか企業誘致

から、もう 10 年が経過してございます。ご案内のと

が進んでいないんですが、現段階での取り組み状況。

おり、森のトレー１社あるのが現状でございます。し

不況の中で大変な状況にあるわけですけれども、東京

たがいまして、今後どういうふうな使い方がよいのか

電波等を含めて好景気な会社もあるわけですが、そう

ということにつきましては、所有者であります土地開

いった中での誘致についての状況についてお聞かせく

発公社、あるいは県からもどういうふうな状況で使っ

ださい。

ていくのか、ということについて協議をしてみたいと

○副委員長（山口健一君） 久慈産業振興室長。

思います。以上でございます。

○産業振興室長（久慈正俊君） ただいまのご質問に

○副委員長（山口健一君） 質疑を打ち切ります。以

お答えいたします。誘致活動の状況ということでござ

上で質疑を終わります。それでは採決いたします。認

いますけれども、これまで各機関、アドバイザー、そ

定第９号「平成 15 年度久慈市工業団地造成事業特別

れから企業ネットワークいわて、これは岩手県のプレ

会計歳入歳出決算」は、認定すべきものと決すること

ゼンテーション等を行う場でございますが、それらを

に、ご異議ありませんか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕

通じまして、久慈市も含めてＰＲしてきたわけでござ
いますが、一般質問でも答弁してございますが、ここ

○副委員長（山口健一君） ご異議なしと認めます。

のところ２～３の企業から土地に関する問い合わせは

よって、認定第９号は認定すべきものと決しました。

来ておりますが、現在具体的なものにまで進んでおり

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

ませんので、皆さんの前でお話できるような状況には

認定第 10 号 平成 15 年度久慈市公共下水道

至っておりませんので、ご理解いただきたいと思いま

事業特別会計歳入歳出決算

す。以上でございます。

○副委員長（山口健一君） 認定第 10 号「平成 15 年

○副委員長（山口健一君） 19 番城内委員。

度久慈市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算」を議

○城内仲悦委員 現状は多分そうだろうと思っていま

題といたします。歳入、質疑を許します。

したが、そこで市内にもなかなか起業が、いわゆる起

〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

す起業ですけれども、進まない状況があるわけですけ

○副委員長（山口健一君） 質疑を打ち切ります。歳

れども、活用の仕方について、これからもずっと工業

出、質疑を許します。
〔
「なし」と呼ぶ者あり〕

団地用地としていくのか、これは県とのかかわりであ
りますけれども、久慈は海の観光ということも申し上

○副委員長（山口健一君） 質疑を打ち切ります。以

げてきているわけですけれども、そういった拠点に、

上で質疑を終わります。それでは採決いたします。認

陸前高田市にあるオートキャンプ場といいますか、あ

定第 10 号「平成 15 年度久慈市公共下水道事業特別会

れは南にあるわけですが、この北の玄関口のオートキ

計歳入歳出決算」は、認定すべきものと決することに、

ャンプ場ということで以前、提起したこともありまし

ご異議ありませんか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕

たけれども、そういった中で、せっかく県のいわゆる
工業団地の関係ですけれども、それは直接、知事部局

○副委員長（山口健一君） ご異議なしと認めます。

のものじゃないですけれども、しかし活用の仕方とし

よって、認定第 10 号は認定すべきものと決しました。

てそういった方向もきちんと出していかないと、現状

暫時休憩いたします。その場でお待ちください。５

では塩漬けといいますか、そういう状況の中で推移す

分間休憩いたします。

るのではないかと予測されますので、そういった方向

午前 11 時 3 分

－ 96－

休憩

と協働で、それぞれの役割を分担しながら、森林の大
午前 11 時 8 分

切さを、あるいは育林の大切さを訴えながら、河川等

再開

○副委員長（山口健一君） 休憩前に引き続き委員会

への負荷の軽減を図って、きれいな水を保っていきた

を開きます。

いというふうには考えておりますが、ただいま具体的
に、それをどのように具現化していくかということに

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
認定第 11 号 平成 15 年度久慈市水道事業会

ついてはまだ具体的になっておりませんので、今後検

計決算

討してまいりたいというふうに考えてございます。

○副委員長（山口健一君） 認定第 11 号「平成 15 年

○副委員長（山口健一君） 19 番城内委員。

度久慈市水道事業会計決算」について一括質疑を許し

○城内仲悦委員 そこで、確か久慈の名水を守る会と

ます。19 番城内委員。

いうのがありますよね。毎月最後の日曜日に名水を訪

○城内仲悦委員 いわゆる水源地確保の問題で議論し

ねて保全しているという団体もあるわけですが、そう

てきた経過があるんですけれども、山根地区は水源地

いった意味では、そういったことについての呼びかけ

になっているわけですが、私が水道審議会委員をやっ

もするということをして、今、次長から答弁があった

ていたころですけれども、青森市の水道局を訪ねたこ

ように基本計画ができたということを糧にしながら、

とがあるんですが、そのとき、八甲田山系の水源とな

そういった意味ではそういった人たちと一堂に会しな

るところを指定をして、そこに廃棄物とかあるいは施

がら相談する機会へ一歩足を踏み出していただきたい。

設を建ててはならないとか、そういった規制もして一

そこから見えてくると思うんで、もちろん国有林が多

定程度、枠を決めて、そういった地域を指定して対応

いわけですけれども、そういった意味では国有林の異

しているという制度があったんですけども、そういっ

常な伐採が続いたわけですが、それもとめるというふ

た意味では久慈市においても、国有林がかなり多いわ

うになるわけですから、そういった意味でも、一歩足

けですけれども、そういった指定をしながら保全をし

を踏み出していただきたいのですが、そのことについ

ていくと、あるいはナラとかそういった水を保有する

てお聞かせください。

というか、そういった木を多く植えていくということ

○副委員長（山口健一君） 嵯峨水道事業所次長。

が必要だと思うんですが、そういった意味で具体的に、

○水道事業所次長（嵯峨喜代志君） 先ほども申し上

これまでなかなか動きがないわけですけれども、具体

げましたとおり、環境基本計画あるいは環境基本条例

的な方策についてどう現時点で考えているのかお聞か

に基づきまして、今後具体的な検討をどのようにした

せください。

らいいのか、委員ご指摘ような市民団体等との活動も
通じて、計画の中にもございますけれども、湧水等の

○副委員長（山口健一君） 嵯峨水道事業所次長。
かんよう

○水道事業所次長（嵯峨喜代志君） 水源涵養林に

保全に努めてまいりたいと、このように思ってござい

かかわるご質問かというふうに受けとめてございます

ます。

かんよう

が、委員ご指摘のとおり、水源涵養については非常

○副委員長（山口健一君） 16 番田表委員。

に大切な問題ととらえております。岩手県におきまし

○田表永七委員 それでは３点お伺いいたします。一

ては盛岡市、宮古市が何らかの形でこういうふうな制

つは、審査意見書に書いてある――これは監査委員に

度を設定してございますが、当市はまだそこまで至っ

質問するという意味ではありません――３ページにこ

ておらないわけでございますが、森林というのは多機

ういう記述があるわけです、総括意見としてですね。

かんよう

能を有しておるわけでございまして、水源涵養林とし

「有限かつ貴重な水資源の恩恵を将来にわたって享受

ては雨をどのように保水するか、あるいは水がめを保

できるよう、住民意識の啓発・高揚についても引き続

持していくかというふうな大切な役目がございまして、

き意を用いられるよう望むものである」という指摘と

かんよう

将来の需要の増大に対しては、非常にこの水源涵養林

いいますか、意見がございます。非常に大事な基本的

というものの目的が求められるわけでございます。幸

で、しかも非常に重要な問題指摘だと私は思うわけで

いにも昨年度、環境基本条例並びに環境基本計画が策

すが、この住民意識の啓発・高揚について具体的にど

定されておるところでございまして、指標を基に市民

ういうことを考えておられるのか、あるいはこういう
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ことをやっているよと、そういうことがございました

いしい水を次世代にどのように引き継いでいくかとい

らお伺いしたい。

うふうなことが我々に課せられた役目かなと思ってい

２点目は、そういったものに関連をする中身になろ

ますが、自然の持つ豊かな資源を次世代にどういうふ

うかとは思いますけれども、久慈市水道事業の将来を

うに引き継ぐかというのが大きな課題と考えておりま

展望していらっしゃると思うんですけれども、ビジョ

す。先ほども申し上げましたが、昨年度、環境基本条

ンといえばビジョンですが、そういう展望を踏まえて、

例というものが策定されまして、これに基づいて豊か

久慈市水道事業の課題は何なのかと、そういうことを

な自然を次の世代に引き継ぐような努力をしてまいり

お伺いしたい。どのようにその課題について考えてお

たいと、そのように考えてございます。
それから、未給水地区の問題でございますが、現在、

られるのか。

未給水地区は枝成沢の山居地区と宇部町の川原屋敷の

３点目、極めて具体的な問題でありますが、私は水
道事業の基本的な問題でもあると、そのように思って

大沢地区の、２地区の整備計画を持ってございまして、

おりますけれども、未給水地区解消の取り組みをなさ

大沢地区につきましては、配管工事を発注済でござい

っていると思うんですが、これの進捗状況について、

ますし、山居地区に関しましては、今月末に発注予定

あるいはこの問題の中期的な展望といいますか、そう

でございます。以上でございます。

いった問題についてお伺いしたい。以上です。

○副委員長（山口健一君） 16 番田表委員。

○副委員長（山口健一君） 嵯峨水道事業所次長。

○田表永七委員 ご答弁いただきました。了といたし

○水道事業所次長（嵯峨喜代志君） ３点ご質問いた

ますけれども、未給水地区解消の問題については、企

だきました。啓発事業、将来のビジョン、それから未

業会計という制約もあるにはあるわけですけれども、

給水地区の問題でございます。まず、啓発でございま

これは市民全員がその利益を享受できる水道事業であ

すが、水道週間というのがございまして、それらに伴

りたいと、そういうことを基本に考えていただきたい

いまして、管工事組合と一体になって、白山浄水場を

と、私はそう思っているわけであります。

開放したり、あるいは、６月ごろなんですが、管内の

それから、住民の啓発・高揚。確かにただいまの答

小学生の方々が見えられて、その際に市の方から出向

弁のように、ただではないにしても蛇口をひねればふ

いて皆さんに説明したり、パンフレットを発行したり

んだんに水が出てくるという生活の中にどっぷりとつ

そのような啓蒙活動をしてございます。

かっていて、水を有限な資源だと受けとめている市民

それから、ビジョンということなんでございますが、

がどれぐらいいるだろうかと、そういう思いもあるわ

お答えになるかどうか大変不安なんでございますが、

けであります。そういう意味では、その啓発・高揚策

具体的な施策課題といたしましては、現在普及率も

の中に、水源税の創設というようなものも含めて将来

95％程度というふうなことで、県内 13 市の中でも確

に向けて検討していいのではないかと、そのように私

か５番目というふうに認識しておりますが、向上して

は考えているわけです。それは、財源確保という観点

きております。将来に向けて今後はさらに安定的な、

ではありません、私が言っているのはですね。やっぱ

効率的な経営に努めなければならないというふうには

り水を大事にしていくということからすれば、みんな

考えておりますが、具体的には、まだ 480 戸程度の未

で水源を守っていかなきゃならないんだと、その源は

給水地域の方々がございます。これらの給水をどのよ

森林なのだと、そういう意識を意図的につくっていく

うにしていくかというふうなことも非常に大きい課題

という行政の努力が必要なのかなと、そう思うわけで

となってくるわけでありますが、先ほども環境基本条

す。お考えをお聞きしたい。

例とか環境基本計画が策定されたというふうな話を申

○副委員長（山口健一君） 末﨑水道事業所長。

し上げましたのですが、自然をどのように守っていく

○水道事業所長（末﨑順一君） まず、未給水区域の

かというのが今一番大事なことと考えておりまして、

ことについてでございますけれども、これまで統合簡

今は蛇口をあければすぐ水が出るというふうな、いつ

水とか、それから老朽管の更新、そういったものの施

でもどこでもおいしい水を手軽に求めることができる

設整備を集中的に行ってまいりましたが、それが落ち

世の中になっておるわけですが、このきれいな水、お

着いてきたといったようなことでございまして、今後
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その減価償却、あるいは償還金の問題、そういったも

が、経営が成り立つようなスタンスでやれればという

のもございますけれども、この際は、未給水地区の解

ふうに思ってございます。しからば大沢、山居は経営

消について調査研究はしていかなければならないとい

が成り立つのかということになりますと、非常に苦し

うふうに思っておりますが、いずれ経営の基本原則に

い状況ではございます。以上でございます。

公共性と独立採算の調和ということがございますので、

○副委員長（山口健一君） 10 番八重櫻委員。

その辺を見据えて調査研究をしてまいりたいというふ

○八重櫻友夫委員 確かに基準はないというような形

うに思っております。

で今、お聞きしましたが、私の住んでいる地域も数カ

それから、水源税の創設ということでございますけ

所に未給水のところがございますので、何度か私も議

れども、水源の保全についてはいうまでもなく良質な

会のたびに質問した経緯があるんですが、経営が成り

水の供給ということは最重要課題でございまして、そ

立たないという答弁でさっぱり該当しませんでした。

れを市民に周知させるということについては積極的に

そこでお伺いしたいんですが、この２カ所の地域、山

取り組まなければならないことなわけであります。も

居地区、それから宇部の大沢地区は、何戸の家が建っ

ちろん教育の場では、副読本の中にもそのことをうた

ているのか参考のためにお聞きしたいと思いますが、

ってございますし、一般市民につきましても、その辺

よろしくお願いします。

は強く訴えていきたいというふうに思っております。

○副委員長（山口健一君） 嵯峨水道事業所次長。

当面は水源税といいますか、そういったような形では

○水道事業所次長（嵯峨喜代志君） 山居地区は６戸

なく、水の大切さを強く訴えていくという啓発に力を

でございます。それから、大沢地区は４戸でございま

入れていきたいというふうに思ってございます。以上

す。以上でございます。

です。

○副委員長（山口健一君） 18 番小野寺委員。

○副委員長（山口健一君） 10 番八重櫻委員。

○小野寺勝也委員 水源税の話が出ましたけれども、

○八重櫻友夫委員 ただいまのことに関連をいたしま

当面はそういうことは考えないという答弁でしたけれ

すが、私は未給水地域解消についてお伺いしたいと思

ども、将来構想としてはそれも採択の可能性があると

います。今、確かに次長の答弁のとおり 16 年度当初

いうことですか。私は議員になって水道決算の審査に

予算にも２カ所を解消をするということで予算も計上

参加してきましたけれども、水源税の話を聞くのは今

されておりました。約 30 年近くもこの議会で論議さ

回が初めてです。そこで、将来に向けての考え方と、

れた中で、やっと予算がついて喜んでいるところでご

それ以前に水源税とはそもそも何か、そして課税対象

ざいます。さて、そういう中でお伺いしたいんですが、

はどうなのか、内容についてお聞かせいただきたいの

この未給水地域解消の基準はどのようになっているの

が、第１点。
それから、給水の拡張です。次長は先ほどいみじく

か、それについてお伺いしたいと思います。
○副委員長（山口健一君） 嵯峨水道事業所次長。

も非常にいいことを表現されました。
「いつでもどこ

○水道事業所次長（嵯峨喜代志君） 基準と申します

でもきれいな水を」と、まさにそのとおりだと思うん

か、一応、上水道は 1,000 人以上とか、あるいは営農

ですね。そこで、実は小久慈地区でも日吉町の鹿糠商

飲雑事業であれば 120 とかというような事業選択メニ

店さんの上、及び秋葉の今、市道の工事をお願いして

ューがございますが、上水道としての明確な基準はご

いるわけですがあの地域、それから横合があるわけで

ざいません。ただ、市の水道事業の経営状況というも

すが、この日吉町と秋葉地区は利用者の人たちがポン

のを見ながらやっていかなければならないということ

プアップをして給水をしているという状況にございま

を第１番に念頭に置かなければならないものとは思っ

す。このポンプアップの施設が使用に耐えられなくな

てございます。ただ、福祉の増進ということもござい

る時期がそろそろ到来する見込みなんですよね。私も

ますので、その辺の観点から我々の方は大沢、あるい

何年か前に、これはほっておけないということで、工

は山居地区を今年度と来年度で整備したいというふう

事費がどの程度かかるのかという点で、はじいてもら

に考えてございまして、委員おっしゃるような明快な

った経緯がございますが、いずれも当時七、八千万と

何戸あればやるんだというような基準はございません

いう数字でなかなかにわかにはいかないということで、
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遠慮をしてきた経緯がございます。遠慮をしてきまし

○副委員長（山口健一君） ご異議なしと認めます。

たけれども、先ほど言ったようにポンプそのものがそ

よって、認定第 11 号は認定すべきものと決しました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

ろそろ限界だという状況の中で、ぜひこれの検討をお
願いしたいものだというふうに思いますが、お考えを

閉会

お聞かせいただきたい。

○副委員長（山口健一君） 以上で本委員会に付託さ

○副委員長（山口健一君） 山内市長。

れた議案の審査は全部終了いたしました。委員各位の

○市長（山内隆文君） 水源税についての考え方でご

ご協力に対し深く感謝を申し上げます。これをもって

ざいますけれども、先ほどご答弁申し上げましたとお

決算特別委員会を閉会いたします。

り、私どもは現時点では水源税の創設については考え

午前 11 時 33 分

ておりません。今後、市民の皆さんのご理解、すなわ
ち議会のご理解ということでありますけれども、そう
いったところのご理解がなければ、これは創設をしよ
うと思っても無理なわけであります。また一方、こう
いった水道に限らず環境をどう保全していくかといっ
たことで、さまざまなご提言がございます。しかし、
限られた財源の中で、なかなかその提言を具体化でき
ないといった事情もございます。したがって、この税
を新たに設けてその事業費に充てるのかどうかと、こ
ういったことの基本的なご議論というものが必要だろ
うと、こう思っております。繰り返しで恐縮ですが、
現時点では創設については考えておりません。
○副委員長（山口健一君） 嵯峨水道事業所次長。
○水道事業所次長（嵯峨喜代志君） 水圧低下の問題
でございますが、確かに委員おっしゃるような状況が
あるやに認識してございます。各地域にあるわけでご
ざいますが、朝夕の使用水量が集中する時間帯に特に
も水圧が低下するというふうに伺っておるわけでござ
いますが、１カ所当たり五、六千万かかるというふう
なことでございまして、市内に川貫とか侍浜の堀切と
か先ほどおっしゃいました鹿糠の団地とか秋葉の方と
かいろいろございまして、非常に今の時点では皆さん
の自助努力といいますか、やっていただいて非常に助
かっているわけなんですけれども、今後、経営状況を
見ながら――これを全部やりますと 3 億とか 4 億かか
るものですから――未給水地域の給水完了後に経営状
況を見極めながら検討させていただきたいというふう
に考えてございます。
○副委員長（山口健一君） 質疑を打ち切ります。以
上で質疑を終わります。それでは採決いたします。認
定第 11 号「平成 15 年度久慈市水道事業会計決算」は、
認定すべきものと決することに、ご異議ありませんか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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閉会

