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第 1 6 回 久 慈 市 議 会 臨 時 会 会 議 録 

 

議事日程第１号 

平成26年４月23日（水曜日）午前10時00分開議 

 第１ 会期の決定 

     議会運営委員長の報告 

 第２ 会議録署名議員の指名 

 第３ 議案第１号から議案第８号まで 

     提案理由の説明・総括質疑 

     委員会付託省略 

 第４ 議案第４号（質疑・討論・採決） 

 第５ 議案第５号（質疑・採決） 

 第６ 議案第６号（質疑・採決） 

 第７ 議案第７号（質疑・採決） 

 第８ 議案第８号（質疑・採決） 

 第９ 議案第１号（質疑・討論・採決） 

 第10 議案第２号（質疑・討論・採決） 

 第11 議案第３号（質疑・討論・採決） 

──────────────────── 

会議に付した事件 

 日程第１ 会期の決定 

     議会運営委員長の報告 

 日程第２ 会議録署名議員の指名 

 日程第３ 議案第１号 平成25年度久慈市一般会計

補正予算（専決第１号）の専決処分に関し承認

を求めることについて 

  議案第２号 市税条例等の一部を改正する条例の

専決処分に関し承認を求めることについて 

  議案第３号 平成26年度久慈市一般会計補正予算

（第１号） 

  議案第４号 副市長の定数に関する条例の一部を

改正する条例 

  議案第５号 副市長の選任に関し同意を求めるこ

とについて 

  議案第６号 教育委員会の委員の任命に関し同意

を求めることについて 

  議案第７号 教育委員会の委員の任命に関し同意

を求めることについて 

  議案第８号 監査委員の選任に関し同意を求める

ことについて 

 日程第４ 議案第４号 副市長の定数に関する条例

の一部を改正する条例 

 日程第５ 議案第５号 副市長の選任に関し同意を

求めることについて 

 日程第６ 議案第６号 教育委員会の委員の任命に

関し同意を求めることについて 

 日程第７ 議案第７号 教育委員会の委員の任命に

関し同意を求めることについて 

 日程第８ 議案第８号 監査委員の選任に関し同意

を求めることについて 

 日程第９ 議案第１号 平成25年度久慈市一般会計

補正予算（専決第１号）の専決処分に関し承認

を求めることについて 

 日程第10 議案第２号 市税条例等の一部を改正す

る条例の専決処分に関し承認を求めることにつ

いて 

 日程第11 議案第３号 平成26年度久慈市一般会計

補正予算（第１号） 

──────────────────── 

出席議員（23名） 

１ 番 梶 谷 武 由君 ２ 番 下川原 光 昭君 

４ 番 上 山 昭 彦君 ５ 番 泉 川 博 明君 

６ 番 木ノ下 祐 治君 ７ 番 畑 中 勇 吉君 

８ 番 砂 川 利 男君 ９ 番 山 口 健 一君 

10 番 桑 田 鉄 男君 11 番 澤 里 富 雄君 

12 番 中 平 浩 志君 13 番 小 栁 正 人君 

14 番 堀 崎 松 男君 15 番 小 倉 建 一君 

16 番 小野寺 勝 也君 17 番 城 内 仲 悦君 

18 番 下 舘 祥 二君 19 番 中 塚 佳 男君 

20 番 八重櫻 友 夫君 21 番 髙屋敷 英 則君 

22 番 宮 澤 憲 司君 23 番 大 沢 俊 光君 

24 番 濱 欠 明 宏君 

欠席議員（１名） 

３ 番 藤 島 文 男君 

──────────────────── 

事務局職員出席者 

事務局長 大 森 正 則 事務局次長 嵯 峨 一 郎
議事グループ
総 括 主 査 田 髙  慎 

庶務グループ 
主 査 大 石 美 奈
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議事グループ 
主 任 長 内 紳 悟 

──────────────────── 

説明のための出席者 

市 長 遠藤 譲一君 総 務 部 長 勝田 恒男君

総合政策部長 一田 昭彦君 総合政策部付部長 奈良  透君

市民生活部長 澤口 道夫君
健康福祉部長 
(兼)福祉事務所長 和野 一彦君

農林水産部長 米澤 喜三君 産業振興部長 澤里 充男君
建 設 部 長 
(兼)水道事業所長 中森  誠君 山形総合支所長 中新井田欣也君

教 育 委 員 長 鹿糠 敏文君 教 育 長 亀田 公明君

教 育 次 長 小倉 隆喜君 監 査 委 員 石渡 高雄君

農業委員会会長 宇部  繁君
総務部総務課長 
(併)選管事務局長 久慈 清悦君

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 泉澤 民義君

教 育 委 員 会 
総務学事課長 夏井 正悟君

監査委員事務局長 田端 正治君   

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    午前10時00分   開会・開議   

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまから第16回久慈市

議会臨時会を開会いたします。 

 直ちに本日会議を開きます。 

 欠席通告者は、藤島議員であります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    諸般の報告   

○議長（八重櫻友夫君）  諸般の報告をいたします。 

 市長から議案の提出があり、お手元に配付してあり

ます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    市長挨拶   

○議長（八重櫻友夫君）  次に、市長就任の挨拶のた

め発言を求められておりますので、これを許します。

遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  第16回久慈市議会臨時会の開

催に当たり、一言、ご挨拶を申し上げます。 

 このたびの市長選挙におきまして、市民の皆様から

ご信任を賜り、久慈市政運営の重責を担わせていただ

くことになりました遠藤譲一でございます。 

 市政を取り巻く情勢は、取り組むべき課題が多く、

非常に厳しい状況にあると捉えております。一例とい

たしまして、最優先に取り組まなければならない課題

と対策について申し上げます。 

 まず、東日本大震災からの復興でありますが、被災

した方々は、今なお、多くの問題を抱えておられます

ので、ご要望の声をしっかりとくみ上げ、必要な支援

に努めてまいります。 

 また、避難施設あるいは避難路の整備につきまして

も、早期完成を目指して推進を図ってまいります。 

 次に、少子化による人口減少に係る対策であります

が、若い世代が地元に就労できるよう、安定した雇用

環境を確保することが、何よりも重要であります。 

 また、雇用の確保とあわせまして、農林水産業や商

工業、あまちゃん効果を最大限に生かした観光事業を

有機的に連携させ、一体的な振興を図ることで、地元

経済を活性化してまいります。 

 このほかにも、多くの課題が山積しておりますこと

から、多くの市民の声を市政に反映させるとともに、

市民の目線からの情報発信を強化することによりまし

て、開かれた市政の推進を図り、市民の皆様が、住ん

でてよかったと実感できる笑顔あふれる久慈市を築い

てまいりたいと考えております。 

 今後とも、議員各位のご協力を賜りますよう、衷心

よりお願いを申し上げまして、就任に当たっての私の

ご挨拶とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（八重櫻友夫君）  次に、人事異動に伴う幹部

職員紹介のため発言を求められておりますので、これ

を許します。遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  去る４月１日付で、職員の人

事異動を行いましたので、部長級の異動者を紹介させ

ていただきます。 

 勝田恒男総務部長でございます。一田昭彦総合政策

部長でございます。奈良透総合政策部付部長産業開発

担当でございます。和野一彦健康福祉部長（兼）福祉

事務所長でございます。米澤喜三農林水産部長でござ

います。中森誠建設部長（兼）水道事業所長でござい

ます。鹿糠沢光夫会計管理者でございます。 

 以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  次に、去る４月１日付及び

４月16日付をもって議会事務局職員の人事異動を行い

ましたので、紹介いたします。 

 事務局長、大森正則、主査、大石美奈。 

 以上であります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 会期の決定   

○議長（八重櫻友夫君）  これより本日の議事日程に
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入ります。 

 日程第１、会期の決定を議題といたします。 

 会期日程案に関し、委員長の報告を求めます。小栁

議会運営委員長。 

    〔議会運営委員長小栁正人君登壇〕 

○議会運営委員長（小栁正人君）  第16回久慈市議会

臨時会の運営につきまして、去る２月21日に議会運営

委員会を開催し協議をいたしましたので、その結果を

ご報告申し上げます。 

 今定例会で審議いたします案件は、市長付議事件８

件であります。このことから、今臨時会の会期は、本

日１日とすべきものと決しました。 

 各位のご協力をお願い申し上げ、ご報告といたしま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  お諮りいたします。本臨時

会の会期は、ただいまの委員長報告のとおり、本日１

日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〕 

○議長（八重櫻友夫君）  ご異議なしと認めます。よ

って、会期は１日と決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第２ 会議録署名議員の指名   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第２、会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員に、下川原光昭君、上山昭彦君、泉

川博明君を指名いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第３ 議案第１号から議案第８号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第３、議案第１号から

議案第８号までを一括議題とたします。 

 提出者の説明を求めます。遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  議案第５号から議案第８号ま

での４件は、人事案件でありますので私からご説明を

申し上げ、議員各位のご理解とご賛同を賜りたいと存

じます。 

 まず、議案第５号「副市長の選任に関し同意を求め

ることについて」申し上げます。 

 副市長の選任に当たりましては、当市を取り巻く課

題解決のため、広い視野で地域を見据える人材、また、

現下の厳しい行財政環境の中、公平、厳正な感覚で行

政の内部管理を行う人材の人選を進め、中居正剛氏を

副市長として選任したい考えから、ご提案申し上げる

ものであります。 

 中居氏につきましては、議員各位、既にご承知のと

おりでありますが、長年にわたる市幹部職員としての

幅広い行政経験とあわせて、各般の事情に幅広く精通

し、すぐれた識見と指導力を有しており、庁内の取り

まとめ役として信頼を置ける方であります。 

 これらのことから、副市長として最適任者であると

考え、ご提案申し上げるものであります。 

 次に、議案第６号及び議案第７号「教育委員会の委

員の任命に関し同意を求めることについて」申し上げ

ます。 

 本案は、本年４月27日をもって任期満了となります

佐々木明氏の再任と、亀田公明氏の後任として加藤春

男氏を任命いたしたく、ご提案申し上げるものであり

ます。 

 佐々木氏、加藤氏の経歴につきましては、議案に付

しております経歴書のとおりでありますが、議員各位

既にご承知のとおり、佐々木氏は、会社経営の傍ら、

高等学校のＰＴＡ会長やクラブ活動後援会長を務めら

れるなど、教育振興とＰＴＡ活動にご尽力され、その

功績により、岩手県高等学校ＰＴＡ連合会会長表彰を

受けられるなど、学校教育に対し、すぐれた識見を有

しております。 

 また、加藤氏は、長年にわたり学校教育に携わって

きた豊富な経験と、久慈高等学校長としての経歴や、

すぐれた識見と強い責任感を有しており、これらのこ

とから、佐々木氏、加藤氏、ともに教育委員会の委員

として最適任者であると考え、ご提案申し上げるもの

であります。 

 次に、議案第８号「監査委員の選任に関し同意を求

めることについて」申し上げます。 

 本案は、本年４月26日をもって任期満了となります、

石渡高雄氏の再任について、ご提案申し上げるもので

あります。 

 申し上げるまでもなく監査委員は、市財務事務の執

行管理及び事業管理について監査する重要な職務であ

りますが、石渡氏は、議員各位既にご承知のとおり、

旧山形村、そして新久慈市において、議会議員や各種

団体の監事などを歴任され、幅広い経歴とあわせ、誠

実なお人柄と公正な指揮権を有し、監査委員として最

適任者であると考え、ご提案申し上げるものでありま
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す。 

 以上、提案いたしました人事案件４件につきまして、

満場のご同意を賜りますようお願い申し上げまして、

提案理由の説明とさせていただきます。 

 何とぞ、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

    〔総務部長勝田恒男君登壇〕 

○総務部長（勝田恒男君）  私からは、人事案件を除

く議案４件の提案理由についてご説明申し上げます。 

 まず、議案第１号「平成25年度久慈市一般会計補正

予算（専決第１号）の専決処分に関し承認を求めるこ

とについて」申し上げます。 

 この補正予算は、東日本大震災からの復興経費を緊

急に予算措置する必要が生じたことから、専決処分し

たものであります。 

 １ページをお開き願います。第１条歳入歳出予算の

補正は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ３億5,019

万8,000円を追加し、補正後の予算総額を302億4,191

万1,000円としたところであります。款及び項の補正

額は、２ページ、３ページの第１表歳入歳出予算補正

のとおりであります。 

 補正の内容でありますが、10ページ、11ページをお

開き願います。歳入でありますが、地方交付税、国庫

支出金及び繰入金を増額、県支出金を減額したところ

であります。 

 12ページ、13ページをお開き願います。歳出であり

ますが、２款総務費に、地震津波等災害復旧経費及び

東日本大震災復興交付金基金積立金を計上。６款農林

水産業費に、小袖海女センター建設事業費、及びさ

け・ます種苗生産施設等復興支援事業費補助金を計上

したところであります。 

 次に、第２条繰越明許費の補正でありますが、４、

５ページの第２表のとおり、さけ・ます種苗生産施設

等復興支援事業費補助金ほか１件を追加するとともに、

地震津波等災害復旧経費ほか１件について、その金額

を変更したところであります。 

 次に、議案第２号「市税条例等の一部を改正する条

例の専決処分に関し承認を求めることについて」申し

上げます。 

 地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行

令の一部を改正する政令が、本年３月31日に公布され

たことに伴い、平成26年度の市税賦課事務に支障を来

すことのないよう、地方自治法第179条第１項本文の

規定に基づき、市税条例の一部改正を３月31日に専決

処分したものであります。 

 その概要について、議案の最後に付しております議

案第２号の参考資料により、ご説明申し上げます。 

 議案第２号参考資料、市税条例等の一部を改正する

条例に係る改正要旨をごらん願います。 

 第１、市民税でありますが、まず、個人市民税に係

る改正の１点目は、公益法人等に対して財産を寄附し

た場合の譲渡所得等の非課税の承認が取り消された場

合における当該譲渡所得等に係る個人市民税の所得割

の課税について、対象となる公益法人等とみなされる

法人に、一定の要件を満たした法人を加えたものであ

ります。 

 具体例としては、博物館、美術館、植物園、動物園

等を設置・管理する地方独立行政法人が該当するもの

であります。 

 ２点目は、肉用牛の販売による事業所得に係る課税

の特例について、適用期限を３年間延長したものであ

ります。 

 ３点目は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲

渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について、

適用期限を３年間延長したものであります。 

 次に、法人市民税に係る改正でありますが、法人住

民税の法人税割の一部を地方交付税の原資とするため

に創設される地方法人税に対応し、地方税法において

税率が引き下げられたことに伴い、法人税割の税率を

100分の12.1に引き下げたものであります。 

 なお、改正後の税率は、平成26年10月１日以後に開

始する事業年度分から適用するものであります。 

 次に、第２、固定資産税についてでありますが、地

域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例に

より課税標準の特例を定めたものであります。 

 その１点目は、水質汚濁防止のための処理施設に対

する課税標準の調整割合を、３分の１としたものです。 

 ２点目は、大気汚染防止法及び土壌汚染対策法に規

定する排出抑制施設に対する課税標準の調整割合を、

２分の１としたものであります。 

 ３点目は、水防法に規定する洪水時の避難の確保及

び浸水の防止を図る一定の設備に対する課税標準の調

整割合を、３分の２としたものであります。 

 ４点目は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正
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化に関する法律に掲げる一定の機器に対する課税標準

の調整割合を、４分の３としたものであります。 

 改正の５点目は、平成26年４月１日から平成29年３

月31日までの間に、耐震改修が行われた既存建築物に

対する固定資産税の減額措置を講ずることとしたもの

であります。 

 ６点目は、一般社団法人または一般財団法人に移行

した旧民法第34条法人が設置する施設で、移行の日の

前日において、非課税としてされていたものに係る固

定資産税の非課税措置を廃止したものであります。 

 次に、第３、軽自動車税についてでありますが、車

体課税の見直しに対応した改正を行ったところであり

ます。 

 １点目は、表に掲げるとおり税率を引き上げること

としたものであります。原動機付自転車及び二輪車に

ついては、平成27年度分から新税率を適用し、軽四輪

車等及び小型特殊自動車については、平成27年４月１

日以後に、最初の新規検査を受けるものから適用する

ものであります。 

 ２点目は、初めて車両番号の指定を受けた月から起

算して14年を経過する三輪以上の軽自動車について、

税率のおおむね100分の20を重課する特例措置を講ず

ることとし、平成28年度以後の年度分から順次適用す

るものであります。 

 次に、第４、国民健康保険税についてでありますが、

１点目は、地方税法施行令の改正に対応し、後期高齢

者支援金等賦課税額及び介護納付金課税額の課税限度

額をそれぞれ２万円引き上げたものであります。 

 ２点目は、低所得者に対する減額措置を拡充するた

め、軽減判定所得の算定方法を変更したものでありま

す。具体的には、５割軽減の対象となる所得の算定に

おける被保険者の数に世帯主を含めるとともに、２割

軽減の対象となる所得の算定において、被保険者の数

に乗ずべき金額を10万円引き上げたところであります。 

 なお、国民健康保険税に係る改正は、平成26年度分

から適用するものであります。 

 最後に、第５、その他についてでありますが、関係

法令の改正に伴う条項の文言整理等所要の整備を行っ

たものであります。 

 次に、議案第３号「平成26年度久慈市一般会計補正

予算（第１号）」でありますが、今回の補正は、当初

予算編成後において対応を要する事業の経費等につい

て計上したものであります。 

 １ページをお開き願います。第１条歳入歳出予算の

補正は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ7,619万

8,000円を追加し、補正後の予算総額を241億2,519万

8,000円にしようとするものであります。 

 款及び項の補正額は、２ページ、３ページの第１表

歳入歳出予算補正のとおりであります。 

 次に、第２条地方債の補正は、４ページ、５ページ

の第２表のとおり、ブロードバンド基盤整備事業を廃

止しようとするものであります。 

 次に、議案第４号「副市長の定数に関する条例の一

部を改正する条例」でありますが、この条例は、市の

行政のスリム化を図るため、副市長を２人制から１人

制に改めるものであります。 

 以上で、提案理由の説明といたします。 

 よろしくご審議、ご決定を賜りますようお願いを申

し上げます。 

○議長（八重櫻友夫君）  これより提出議案に対する

総括質疑に入ります。質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております

全議案は、いずれも委員会の付託を省略し、直ちに審

議することにいたしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  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。 

 これより議案の審議に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第４ 議案第４号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第４、議案第４号「副

市長の定数に関する条例の一部を改正する条例」を議

題といたします。 

 質疑を許します。13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  本条例の修正動議を提出のた

め、暫時休憩をお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  この際、暫時休憩いたしま

す。再開は追って連絡いたします。 

    午前10時22分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午前10時27分   再開   
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○議長（八重櫻友夫君）  会議を再開いたします。 

 質疑を打ち切ります。 

 この際、遠藤市長より発言を求められておりますの

で、許します。遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  議案第４号につきまして、詳

しく趣旨の説明をさせていただきたいと存じます。 

 今回の条例改正につきましては、定数を２人以内と

する改正と１人とする改正の２つの案で検討してまい

ったところでありますが、私は、先般、行われました

市長選挙におきまして、市民の皆様に、副市長１人制

及び行政のスリム化の実現を図り、その財源を市民

サービスの向上に振り向けてまいりたいと訴えてきた

ところであり、そのために明確に副市長の定数を１人

と改正することがベストであると考え、ご提案申し上

げたところであります。 

 業務につきましては、副市長２人制から１人制とな

ることでありますので、業務量は当然、多くなること

が予想されますが、私と副市長、そして部長をはじめ

とする組織全体で対応していこうというふうに考えま

して提案したところでありますので、議員各位におか

れましては、その趣旨をご理解いただき、ご議論いた

だきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  それでは、再度、ただいまの

条例の修正動議を提出のため、暫時休憩をお願いいた

します。 

○議長（八重櫻友夫君）  この際、暫時休憩いたしま

す。再開は追って連絡いたします癩癩。 

 13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  議長、動議に対する賛成、反

対を先にとっていただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  修正する内容をこちらのほ

うでわかりませんので、暫時休憩をして再開をいたし

ます。 

    午前10時30分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午前11時04分   再開   

○議長（八重櫻友夫君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 先ほど、小栁議員から議案修正を提出するため休憩

を求められましたので、暫時休憩をしたものでござい

ます。ご了承願います。 

 議案第４号「副市長の定数に関する条例の一部を改

正する条例」の審議を続行いたします。 

 休憩中に、小栁正人君ほか３名から、本案に対する

修正の動議が提出されております。所定の発議者があ

りますので、修正の動議は成立しております。 

 お手元に修正案を配付しております。議案第４号

「副市長の定数に関する条例の一部を改正する条例」

の修正案に関し、提出者の説明を求めます。13番小栁

正人君。 

    〔13番小栁正人君登壇〕 

○13番（小栁正人君）  修正動議の内容について説明

をいたします。提出議案に対する説明をいたします。 

 先ほども、新市長さんよりお話があったように、久

慈市は、いまだ復旧・復興の途上にありまして、予算

規模も300億円を超える予算規模であり、極めて事務

事業も多忙を極めておる状況にあると思われます。 

 そこで、万が一にも、副市長１人で対応できない状

況にあった場合、そのような事態を鑑みるにおいて、

１人という条例では、何とも行政推進に当たり不安を

募るところであります。 

 しかるに、副市長２人以内という条例をここに提出

して、皆様にお諮りしたいと思うところで提案をいた

しました。どうか、皆様のご賛同をよろしくお願いい

たします。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。１番梶谷

武由君。 

○１番（梶谷武由君）  この修正案が提出されたわけ

ですが、提出されたこの参考資料のところに、変更規

定も載せてあるわけですけれども、ここで現行を、副

市長の定数１人と。現行がそういうようになっている

というふうな記述があるわけですけれども、副市長が

定数１というふうに、現在はなっていないわけですの

で、ここのところは間違いではないのかというふうに

思うんですが、その部分について説明を願います。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  参考資料のところの副市長の

定数を１とするという現行というところですね。これ

は単純に癩癩。 

    〔発言する者あり〕 

○13番（小栁正人君）  これは訂正して、再度、出す

ようにしたいと思います。この参考資料の現行１人と
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いうのは、これは現在は２人でありますので、１人と

して書いてあるのは、ちょっと間違いだと思います。 

 改めて、ここの部分は訂正して提出させていただき

たいと思います。 

    〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  きょうは、お祝いということ

で発言を控えようと思っておったの。でも、きょうは、

傍聴者もたくさんいる。そういう中で、今、10時から

始まって１時間10分、議会は何をやっとるかと思って

いるんですよ。傍聴者は何にもわからない。私もわか

らない。しかも、休憩をするのに、修正をしたいがた

めに休憩を求めた。そして休憩しちゃった。 

 本来であれば、本会議だから、本会議というのは

ルールがきちっとあるわけですよ。やっぱり休憩する

人も休憩動議を求めるとか、あるいは修正動議を、ち

ゃんと議案が配付されているわけだから、前もって用

意するとか、そういう手順があってしかるべきなのに、

この１時間10分、小栁さんのおかげで、しかも彼は議

運の委員長だ。彼のおかげでこの議会が、インターネ

ットでさらされているんですよ。私は非常に恥ずかし

い。 

 いずれ、今、修正するということだそうだけども、

参考資料が１人ということで認識して修正動議を出し

たと思わざるを得ない。全くとんちんかんな話だ。い

ずれ出直し。修正動議が何かよりも撤退したほうがい

いんじゃないかなと、この際。粛々といきましょう。

以上。 

○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  議長、あなたの進め方、何で

すか、これ。私は、選挙のしこりをこんな形で議会に

持ち込むやり方はだめだと思うんですよ。市民からき

ちっと審判を受けた中で、議会がこんなだらしない状

況でいいんですか、本当に。 

 大体、先ほど、遠藤市長がこの議案に対して真摯な

説明をしたじゃないですか。この反対する人たちは、

誰一人質疑してないんだよ。大体、議会改革をやるっ

て私たちはこれまでやってきましたよね。議論する議

会じゃないですか、本来。市長が提案したのに対して、

一言も発言なしで、ぴょこっと手を挙げて休憩動議し

て、あなたがすぐ休憩して、休憩してからこの議案つ

くるなんてあり得ない、本当は。 

 本会議には、あらかじめそう思ったら、修正案をつ

くって文書で提案するんじゃないですか。それが今ま

での久慈市議会のやり方だよ。今までそうじゃないで

すか。こんなことをこの市民の前で、こんな恥さらし

したくはないですよ、私は。恥ずかしいです。誰こん

な、泣きたくなりますよ、私は。 

 私は９期議員やってきましたよ。しかし、こんなに

情けない議会はない、本当に。それぞれ選挙で、それ

ぞれがそれなりに応援した。しかし、結果が出たら、

そこにしっかりとお互いが腹を据えてやるということ

を、議会がどう向けばいいっていうことで、やっぱり

やるべきじゃないですか。 

 そして、久慈市民のために、幸せのために、議会が

ちゃんと仕事をすべきじゃないですか。情けないです

よ、私は。議長の責任を問いますよ。あなた、何をや

っているんですか。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  提案者に対して質問をいた

します。 

 この修正案は２人もあり得る、必要ということでの

修正案ですよね。そこで、お尋ねしますが、提案理由

の説明のなかで、復旧・復興の途上にある、だから２

人体制が必要にもなるということを言われました。 

 それではお伺いしますが、平成24年から副市長が２

人体制だったんですが、１人の人の事務分担は何と何

でしたか。市長部局８部局34課の中で、１人の副市長

の掌握しているのが何と何でしたか、教えてください。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  具体的には把握しておりませ

ん。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  やっぱり場合によっては２

人も必要な時期が来ると、場合もあるということでの

修正案なんでしょう。 

 じゃあ私が言いましょう。２人体制のときの当初は、

わずか２課ですよ。８部局34課のうち、１人の副市長

の事務分担は、わずか２つの課だけ。 

 まあ本当に、手持ち無沙汰の状況だったと聞いてい

ます。そういうことも、当然に考察しての提案だと思

うんですが、わからないとなれば聞いてもしょうがな

いですね。 

 どなたか提案者の中で、今の問題で答弁していただ
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けますか。 

○議長（八重櫻友夫君）  小野寺議員に確認しますが、

この連名の方にお聞きしたいと。16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  私が答えをしゃべったから

いいです。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  私も、質問したいことがたく

さんあるんだけど、さっき、提出代表者が直すという

ことを話しているから、とにかくやらせて。不完全な

資料で、私はこの議論をできないわけ、質問できない

の。 

 なぜかといえば、現行１人ということで審査が出て

いるもんだから、そうすると、これ出された資料をき

ちっとしないと、これは本会議上での資料だから。 

 だから、それを受けて私も質問しようと思っている

の。たくさん質問しようと思っているの。答弁を期待

しながら。 

○議長（八重櫻友夫君）  暫時休憩します。 

    午前11時23分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午前11時36分   再開   

○議長（八重櫻友夫君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 議案第４号「副市長の定数に関する条例の一部を改

正する条例」の審議を続行いたします。 

 13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  先ほどは、この参考資料を間

違いまして、皆様に配付いたしまして申しわけござい

ません。 

 そこで、この際、この修正案を撤回することに決め

ましたので、議長、お取り計らいをよろしくお願いい

たします。 

○議長（八重櫻友夫君）  ただいま発言者である小栁

議員から、修正案を撤回したい旨の発言がありました。 

 お諮りいたします。修正案の撤回を承認する諸君の

起立を求めます癩癩。 

 １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  修正案が、これがまだ修正案

として成立をしていないわけですよね。この修正案を

提出して、その賛否をとっていませんから。修正案と

して成立していないものについて、さらに撤回という

のは、この辺についてはどのように考えているんです

か。 

○議長（八重櫻友夫君）  いずれも議題として審議を

今までしてきたもんですから、それを発言者であった

小栁議員は、撤回したいということで発言がありまし

た。そのようになれば、議会のほうで、皆さんからそ

れを承認してもらわなければならないというふうにな

りますんで、よろしくご理解いただきたいと思います。 

 17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  先ほど修正案の再提出の中で、

差しかえたとき、私の議案第４号を事務局が持ってい

ったようなんですが、ちょっと返してください。原案

を持っていかれてしまったから、返してください。 

○議長（八重櫻友夫君）  審議を続行いたします。 

 修正案の撤回を承認する諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、修正案の撤回は承認されました。 

 次に、討論でありますが、討論の発言が小野寺勝也

議員からあります。16番小野寺勝也君。 

    〔16番小野寺勝也君登壇〕 

○16番（小野寺勝也君）  議案第４号「副市長の定数

に関する条例の一部を改正する条例」に賛成の討論を

いたします。 

 私どもは、４年前にも副市長の２人制には反対をし

てきました。当時、既に一般職員が数十名も削減され

ている状況の中で、現場への対応こそが大事で、頭で

っかちは避けるべきと考えだからであります。 

 もとより、行政の財源は市民の税金で賄われており、

経費節減に努め、効率的な行政運営をすることは当然

であります。 

 遠藤新市長は、さきの市長選挙でも、副市長１人制

を公約し、今回、条例改正案を提案したものであろう

と思います。このことは、市民有権者も同じ選択をし

たものであり、まさに直近の民意は副市長１人制にあ

ります。 

 副市長２人制論には、住民要求に的確に対応するた

めとか、責任体制の明確化、さらには迅速な執行体制

のためと主張する向きもあります。 

 しかし、そのいずれも、なぜ１人制ではできないの

か。２人制ならなぜできるのかという具体的論拠は、

全く示されておりません。もし、副市長２人制を主張

するのであれば、その具体的論拠を示す責任があるの
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ではないでしょうか。 

 次に、これまでの副市長２人制の実際はどうだった

でしょうか。３・11大震災直後でも、１人の副市長の

事務分担は、市長部局８部34課中、わずか２課を掌握

するだけであり、その後、１つの部が追加になっただ

けです。これが実際であります。 

 最後に、人件費問題に言及します。一部の人は、当

時、市長、助役、収入役の総人件費を合算し、副市長

２人制でも、この額以下にとどめているからという論

であります。 

 しかし、これは詭弁であります。収入役は制度改正

で廃止となりましたが、そのかわりに部長職の会計管

理者が、新たに配置となっているのであります。副市

長２人制は、結果として、当時の市長、助役、収入役

の総人件費よりは多くなっているという事実を指摘し、

賛成の討論といたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  ほかに討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  討論なしと認めます。 

 それでは採決いたします。議案第４号「副市長の定

数に関する条例の一部を改正する条例」は、原案のと

おり決することに賛成の諸君の起立を認めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立多数であります。よっ

て、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第５ 議案第５号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第５、議案第５号「副

市長の選任に関し同意を求めることについて」議題と

いたします。 

 質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 それでは採決いたします。議案第５号「副市長の選

任に関し同意を求めることについて」は、これに同意

することに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第５号は同意することに決定いたしました。 

 この際、市長から発言を求められておりますので、

これを許します。遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいま提案をいたしました

人事案件に関し、ご同意を賜りましてありがとうござ

います。 

 つきましては、議会のご了承をいただきまして、中

居正剛氏から挨拶をさせたいと存じますので、議長の

お取り計らいをお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居正剛君。 

    〔中居正剛君登壇〕 

○（中居正剛君）  ただいまは私の副市長選任につき

ましてご同意を賜り、まことにありがとうございます。 

 久慈市を取り巻く環境、財政状況等は厳しく、多く

の課題がございます。私は、職員と一緒に知恵を出し

合い、工夫し、遠藤市長が目指す、「活力と笑顔あふ

れる豊かなまち久慈」の創造のため、全力で取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 議員皆様のご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしく

お願い申し上げまして、お礼の挨拶とさせていただき

ます。大変ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第６ 議案第６号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第６、議案第６号「教

育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについ

て」を議題といたします。 

 質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 それでは採決いたします。議案第６号「教育委員会

の委員の任命に関し同意を求めることについて」は、

これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第６号は同意することに決定いたしました。 

 この際、市長から発言を求められておりますので、

これを許します。遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいま提案をいたしました

人事案件に関しご同意を賜りありがとうございました。 

 つきましては、議会のご了承をいただきまして、

佐々木明氏から挨拶をさせたいと存じますので、議長

のお取り計らいをお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  佐々木明君。 

    〔佐々木明君登壇〕 

○（佐々木明君）  ご紹介を賜りました佐々木明でご

ざいます。ただいまは、久慈市教育委員としてご同意
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を賜り、まことに光栄に存じ感謝申し上げます。 

 これまでの委員としての経験を生かし、また、委員

としての自覚を再認識して、誠心誠意、久慈市の教育

振興を推進してまいりたいと、決意を新たにしている

ところでございます。 

 引き続き、自分で考え、自分で責任を持って行動で

きる、健康で命の尊さを理解し得る、そのような子供

たちが育つ環境づくりの一助になればと思っておりま

す。 

 機会があるたびに、議会の皆様や、市長及び各部局

の皆様のご指導、ご支援をお願い申し上げ、お礼のご

挨拶にかえさせていただきます。 

 今後ともよろしくお願いをいたします。本日はまこ

とにありがとうございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第７ 議案第７号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第７、議案第７号「教

育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについ

て」を議題といたします。 

 質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 それでは採決いたします。議案第７号「教育委員会

の委員の任命に関し同意を求めることについて」は、

これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第７号は同意することに決定いたしました。 

 この際、市長から発言を求められておりますので、

これを許します。遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいま提案をいたしました

人事案件に関し、ご同意を賜りありがとうございまし

た。 

 つきましては、議会のご了承をいただきまして、加

藤春男氏から挨拶をさせたいと存じますので、議長の

お取り計らいをお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤春男君。 

    〔加藤春男君登壇〕 

○（加藤春男君）  加藤春男でございます。ただいま

は、私の教育委員会の委員の任命にご同意を賜り、ま

ことにありがとうございます。 

 私は、岩手県の高等学校に38年間勤務いたしました。

久慈市内の高校には、通算10年間、勤務させていただ

き、平成25年３月に、久慈高校を最後に定年退職いた

しました。 

 久慈市以外では、陸前高田市、宮古市、盛岡市、洋

野町、そして山田町に勤務し、それぞれの地域が抱え

る教育課題も、肌で感じてまいりました。 

 そういう中で、私が、高校教育に携わりながら思い

続けてきたことは、生徒たちが、豊かな人生を送って

ほしいということであります。豊かな人生とは、もち

ろん、経済的豊かさということもありますが、それに

加えて心の豊かさであります。 

 それぞれの個人によって、心豊かな人生の内容は異

なるとは思いますが、私は、家庭教育や学校教育で、

基礎的な知識、教養、物の見方・考え方等を身につけ、

自己実現を目指す仕事に携わり、生涯にわたって、文

化活動、スポーツ活動、レクリエーション活動やボラ

ンティア活動等を行っていけることだと思っておりま

す。 

 私は、教育委員として、市民がより一層、心豊かに

暮らせるまちづくりを目指して、その職責に当たって

まいりたいと存じます。 

 どうか議員の皆様のご指導、ご支援をよろしくお願

い申し上げます。本日はありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第８ 議案第８号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第８、議案第８号「監

査委員の選任に関し同意を求めることについて」を議

題といたします。 

 質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 それでは採決いたします。議案第８号「監査委員の

選任に関し同意を求めることについて」は、これに同

意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第８号は同意することに決定いたしました。 

 この際、市長から発言を求められておりますので、

これを許します。遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいま提案をいたしました

人事案件に関し、ご同意を賜りありがとうございまし

た。 
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 つきましては、議会のご了承をいただきまして、石

渡高雄氏から挨拶をさせたいと存じますので、議長の

お取り計らいをお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  石渡高雄君。 

    〔石渡高雄君登壇〕 

○（石渡高雄君）  ただいまは、市監査委員としてお

認めをいただきまして、まことにありがとうございま

した。 

 これまで４年間、皆様のご指導をいただきながら、

本当に貴重な体験をさせていただきました。私にとっ

て本当に大きな財産でございます。 

 今後におきましては、その財産を基本としながら役

割を認識し、一生懸命努めてまいりたいと思っており

ます。 

 まだまだ背伸びをしている、そういう部分がいっぱ

いありますけれども、皆様方の温かいご指導をいただ

きながら役割を認識し、一生懸命頑張ってまいりたい

と思います。 

 今後におきましても、皆様の温かいご指導いただき

ますようよろしくお願い申し上げまして、御礼のご挨

拶にかえる次第でございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第９ 議案第１号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第９、議案第１号「平

成25年度久慈市一般会計補正予算（専決第１号）の専

決処分に関し承認を求めることについて」を議題とい

たします。 

 質疑を許します。17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  一つは、これは繰越明許でな

っていますけども、この関係でいいますと、海女セン

ターの4,300万円、それからさけ・ますの補助金で

5,000万円、計上なっているわけですが、実は、その

一つは、海女センターが夏の時期に建設が間に合うか

どうかというあたり、その時期がどうなるのかという

のを教えていただきたいのが第一点。 

 それから、このさけ・ますの関係ですが、３月定例

会でも議論になったとこですけども、しかし、正確な

資料が提示されてこなかったんですね。 

 私、川組合の組合の方から、資料いただいて見てお

るんですが、市としては、5,000万の補助をすると。

実際の総事業費は４億5,000万なんだということがわ

かりました。 

 この中で県補助金は３億5,500万、市補助が5,000万、

組合負担が5,000万という形で、市内の大川目町につ

くるんだということになっておりまして、この全体計

画が、なかなかつまびらかに、5,000万円も補助する

のに、議会に提示されないできたんですね。 

 そういった意味では、もう当に組合では臨時総会を

開いて、その内容等、全て出ていますんで、当然、市

のほうにも、その概要を含めて全体像がきてると思う

んですね。 

 そういった意味では、議会に対しても、こういった

全体４億5,000万のうち5,000万の補助金を出すんだと

いう事業ですから、しかも、内容的にも、さけ・ます

種苗生産施設をつくるんだということで、極めていい

事業といいますか、なわけです。 

 そういった意味では、きちっと議会にも資料など提

示をして、ぜひお知らせをいただきたいというふうに

思っているんですが、その点、これからでもいいです

から資料をそろえて、議会に、議員に配付を願いたい

というふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  海女センターにつき

ましてご質問を頂戴いたしました。 

 まず、シーズンに間に合うかどうかということでご

ざいますが、復興庁のほうからも、早急な整備という

ことで、今回、予算のほうをつけていただいたという

ふうに思っております。 

 私どもも、できる限り早い整備に努めたいというふ

うには思っております。ただし、シーズン初めにとい

うのは、非常に厳しい状況にはございます。そういっ

たことで、鋭意取り組んでまいりますけれども、何と

かシーズン中といいますか、そういったところで、あ

る程度のものを完成させてまいりたいというふうに思

っております。 

 それから、その間の対応でございますけれども、昨

年と同様になりますけれども、仮設の施設を用意いた

しまして、観光客の皆さんにはご迷惑をかけないよう

な形で、それから、ガイド等もいろいろと昨年の経験

を生かしながら、反省等を生かしながら、対応をして

まいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 
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○農林水産部長（米澤喜三君）  さけ・ますふ化場の

事業概要、それの資料の提供ということでございます。 

 まず、久慈川漁業協同組合等の補助金交付契約でご

ざいますけれども、平成26年３月31日に締結をしてご

ざいます。 

 事業の概要でございますけれども、飼育管理施設、

木造平屋建て、床面積が172.24平米となってございま

す。これは採暖室とふ化室を兼用としているものでご

ざいます。 

 それから、飼育をする池でございますけれども、合

計で600平米となっておりまして、20メートル掛ける

2.5メートルが12ほどつくるということでございます。 

 そのほかに給排水施設、それから自動の洗浄清掃施

設、そしてそのほか備品等を整備する予定でございま

して、稚魚の生産能力とすれば、600万尾というふう

になってございます。 

 これらについて、事業計画等もございますけれども、

ただいまの概要等でご了解いただければというふうに

思ってございます。 

 なお、先ほど議員、お話もございましたとおり、国

補助は３分の２、それから県の補助が９分の１で、合

わせて９分の７でございます。市の補助金は９分の１

でご提案申し上げている分でございます。 

 なお、県の補助金は、久慈川漁業協同組合事業主体

のほうに、直接交付されるものということになってご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  概要はそのとおりの内容でご

ざいます。 

 漁業組合の資料には、位置図とか、その設置内容に

ついても、具体的に資料がありますので調査をして、

一定の分として資料を提示していただければ、理解が

進むというふうになると思いますので、そういうご配

慮をいただきたいと思いますが、お聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいまの資料提供につきま

しては、速やかに行わさせていただきます。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  この海女センターの事業予算

の関係でちょっとお尋ねしたいんですが、実は、海女

のふるさと会を立ち上げて、行政に対して協働のまち

づくりの一環の中で、お手伝いをしていきたいという

中で発言をさせていただきます。 

 まず、資料を持っておったらお尋ねしたいんですが、

海女センターにかかわる25年度ですか、３月で閉めた

受け入れ客数が確定しているんであれば、幾らである

かと。 

 それから、先ほどこの補正を組んで、シーズンには

間に合わないかもしれないけれども急ぎたいと、こう

いうことですが、具体的に、どの時期を目指して、海

女センターを建設を初め、観光客がそれに利用、利便

性が図られる時期などが見通せるのであれば、その内

容をお聞きしたいと思います。 

 それから、３点目は、主な主要な道路に、交通規制

の今月の26日からですか、公共を土日、祝日を使うよ

うにと、こういう看板が立っていますけれども、この

辺の見込み客やら規制のあり方を、あそこは県道です

が、県の機関とか警察署とか、あるいは、昨年の中で、

事故やら危険といいますか、観光客に対する規制をし

なければならない中身がどういうことであったのか、

お尋ねしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  ３点にわたってご質

問をいただきました。 

 まず１点目でございますが、昨年の小袖地区の入り

込みということだと思いますけれども、昨年度の入り

込み、４月から３月までの統計でございますが、20万

3,104名というふうな統計になってございます。20万

3,104というふうな捉え方をしております。 

 それから、建設を始めたい時期ということでござい

ました。これにつきましては、早急に入りたいという

ことは、先ほどのとおりでございますが、４月に入り

まして早々に、当面、できることをしようということ

で、まず、くい基礎工事の入札について執行させてい

ただいております。それにつきましては、落札してい

ただきまして、その分を先行してまず建設を進めてお

ります。 

 そのほか、５月になってからになりますけれども、

本体の部分については、契約にこぎつけたいというふ

うに考えているところでございます。 

 それから、最後の交通規制、26日から土日、祝祭日

等交通規制を、昨年と同じような形で規制をさせてい

ただいて、バスを市民バスの増発という形になります
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けれども、走らせたいということでございます。 

 それで、これを実施する経過に当たっては、警察を

中心といたしまして、関係の機関、例えば振興局の土

木部とか、それから地元の町内会の方々、それから観

光案内、観光の協会団体等と協議をいたしまして、そ

して、ことしも同じような形でお客さんが見ていただ

くだろうということで、相当数入っていただけるんだ

ということのもとに、今回も、こういった規制をしな

がら安全を図っていこうというふうな考え方でござい

ます。 

 大変、昨年度も混み合ったわけですけれども、大き

な事故といいますか、交通事故等は、何とかなかった

というふうに、警察のほうからも話をしていただいて

おりますし、そういった面では、対策を講じてよかっ

たというふうなことも言われております。 

 今年度につきましても、万全な対策をもちまして、

連絡を密にいたしまして、観光客の受け入れ、それか

ら地元の生活している方々の通行についても、いろい

ろと配慮をしながら、シーズンに向けて取り組んでま

いりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  討論なしと認めます。 

 それでは採決いたします。議案第１号「平成25年度

久慈市一般会計補正予算（専決第１号）の専決処分に

関し承認を求めることについて」は、承認することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第１号は承認されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第10 議案第２号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第10、議案第２号「市

税条例等の一部を改正する条例の専決処分に関し承認

を求めることについて」を議題といたします。 

 質疑を許します。16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  ２点お聞かせください。 

 一つは、この軽自動車税、全体で台数、幾らぐらい

なのか。それから、税収増がどの程度、見込まれてい

るのかが一点。 

 それから、国保税にかかわってですが、それぞれ２

万円ずつ限度額が上がるということなんですが、この

国保税の新年度の納付書が、一部、納税者に送られて

いるというふうに聞くんですが、それはないですか。 

 いわゆる、ことし、２月時点の暫定か何かの通知で

出しているやに聞くんですが、その事実関係どうなの

か教えてください。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  ２点にわたりご質問

いただきました。まず軽自動車税の台数でございます

けれども、現在、平成26年度当初予算での台数でござ

いますけれども、原動機付自転車につきましては

2,476台、それから軽自動車、これは２輪、あるいは

４輪ございますけれども１万3,710台、それから、２

輪の小型自動車、これは250cc以上のオートバイでご

ざいますが、354台というふうに捉えています。 

 それから、今回の税率の改正によりまして、どのぐ

らいの増収かということでございますけれども、２輪

とかあるいは小型特殊自動車については、平成27年度

から引き上げになるということでございまして、その

分の税収につきましては、約400万程度というふうに

見込んでおるところでございます。 

 それから、４輪の乗用車等につきましては、平成28

年度から、これは平成27年の４月以降に新車登録した

ものについて、新しい税率が適用になるわけですが、

それにつきましては、28年度から増収が見込まれまし

て、これらを合わせますと、平成28年度で2,400万程

度の増収を見込んでいるところでございます。 

 それから、国保税につきましては、ちょっと今、資

料はありませんけれども、多分、年金からの特別徴収

の部分の、いわゆる今年度の仮徴収の部分の納付書だ

というふうに思いますが、多分、そのとおりだと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  討論なしと認めます。 

 それでは採決いたします。議案第２号「市税条例等

の一部を改正する条例の専決処分に関し承認を求める

ことについて」は、承認することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

    〔賛成者起立〕 
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○議長（八重櫻友夫君）  起立多数であります。よっ

て、議案第２号は承認されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第11 議案第３号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第11、議案第３号「平

成26年度久慈市一般会計補正予算（第１号）」を議題

といたします。 

 議案の審議方法についてお諮りいたします。第１条

歳入歳出予算の補正は、歳入歳出ともそれぞれ款ごと

に説明を受け、審議を行うことにしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  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。 

 第１条歳入歳出予算の補正、歳入、９款地方交付税、

説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  それでは、事項別明細書

によりご説明を申し上げます。 

 ９ページをお開き願います。歳入、９款１項１目地

方交付税でありますが、東日本大震災復旧復興事業の

財源として、震災復興特別交付税７億6,839万円の増

額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 13款国庫支出金、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  13款国庫支出金２項国庫

補助金でありますが、１目総務費補助金は、ブロード

バンド基盤整備事業の国庫補助事業内定によりまして、

情報通信利用環境整備推進交付金２億6,053万円の減、

ほか１件の増、合わせて１億2,366万5,000円の増額を

計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 17款繰入金、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  17款繰入金１項基金繰入

金でありますが、２目市債管理基金繰入金は3,945万

7,000円の減額、５目地域の元気臨時交付金基金繰入

金は２億8,140万円の減額、この項は、合わせて３億

2,085万7,000円の減額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。16番小野

寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  この元気の臨時交付金の繰

入金の減額ということで、歳出で見ると、ブロードバ

ンド基盤整備事業での削減、減額ということで、そう

すると、この２億8,000万が、元気の交付金が浮いた

ことで、財源の余裕が出たということで、新たな事業

展開の原資になるのではないかと。 

 その市民要求の実現の財源として活用が可能になる

というふうに思うんですが、その点はいかがでしょう

か。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  元気の交付金ということ

で、減額としたということで、別の事業の財源になる

のではないかということでございます。 

 ６月の肉づけ予算の中で、その充当をしてまいりた

いというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 20款市債、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  20款１項市債であります

が、１目総務債は、ブロードバンド基盤整備事業債４

億9,500万円の減額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。17番城内

仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  第２表の地方債の補正でも全

額削除されていますけど、結局、財源のことで、例え

ば今、震災交付税とか被災情報化推進事業で３億

8,000万出ていますが、この関係の財源調整の関係で、

今回なくなったということで理解していいですね。 

○議長（八重櫻友夫君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  城内議員のお話のと

おり、そのような形の財源調整になります。 

 具体的に言いますと、11ページの部分で申し上げま

すと、今回は、当初予算で計上しました、情報通信利

用環境整備交付金２億6,053万円、それと、その次に

ありますが、地域の元気臨時交付金基金繰入金２億

8,140万円、それと、ただいまご質問のありましたブ

ロードバンド基盤整備事業債４億9,500万円、この部
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分が減額になって、財源更正といたしまして若干の事

業費の追加等はありますが、一番上の震災復興特別交

付税７億6,839万円、それと、次の被災地域情報化推

進事業３億8,419万5000円、合計11億5,258万5,000円、

これが国からの交付税等になります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に歳出、２款総務費、説明を求めます。勝田総務

部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  それでは、最初に給与費

等について補正予算給与費明細書によりご説明を申し

上げたいと思います。 

 14ページをお開き願います。特別職でありますが、

表の一番下の比較欄でご説明申し上げます。 

 長等は、職員数１名の減、給料796万8,000円の減、

期末手当224万1,000円の減、寒冷地手当５万1,000円

の減、共済費387万7,000円の減、合わせて1,413万

7,000円の減額となりますが、これは副市長１名の減

によるものであります。 

 以上で、給付明細書の説明を終わります。 

 それでは、前に戻っていただきまして12ページをお

開き願います。歳出、２款総務費１項総務管理費であ

りますが、１目一般管理費は、特別職給与費1,413万

7,000円の減額、６目企画費は国庫補助事業内定によ

り、ブロードバンド基盤整備事業費、地域の元気臨時

交付金２億8,140万円の減、ほか１件の増、合わせて

8,958万5,000円の増額、この項は合わせて7,544万

8,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。４番上山

昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  ブロードバンド基盤整備事業

についてお聞きいたします。 

 これは、今、ホームページ等でも、久慈市超高速ブ

ロードバンド基盤整備事業に係るプロポーザルという

ことで、プロポーザルを募集しているわけでございま

すけれども、これはコンペ方式、入札であれば設計書

を募集するわけで、プロポーザルだと設計者も人、事

業主なりを募集するわけですので、その辺の違いで、

プロポーザルになった経緯等をお聞かせいただければ

と思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  このブロードバンド

整備事業につきましては、ブロードバンド環境が未整

備である地区、具体的にいいますと、山形、山根町の

全区域及び侍浜、夏井、長内町等の一部の情報の格差

を是正するために、既に整備されている地区で提供を

受けているＮＴＴ東日本の光サービスを基本的なサー

ビス内容として、同様のサービスが提供できる環境を

整備しようとするものでありまして、そして、整備し

た光ファイバーケーブルを電気通信業者とのＩＲＵ契

約という形になりますが、により、超高速ブロードバ

ンドを提供するという考えから、本事業として整備を

行う光ファイバーケーブルや附属設備の設計及び施工

業務に加えまして、どのようなブロードバンドサービ

スを提供するものか。 

 あるいは、事業費も重要ですが、ランニングコスト、

それから保守対応がどのようなのか。安全管理、品質

管理、そして環境への配慮はどうなのか。そういう部

分をいろいろ勘案しながら、事業者を決定したいとい

う考えから、プロポーザル方式をとる考えであります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  経緯のほうはわかりました。 

 プロポーザルでやりますと、なかなかその事業者が

限定されてくるようにも思いますけれども、この決定

した段階において、なかなかに久慈市の小さい業者等

に、その事業が下まで回ってくるかというのを、そこ

を私は心配するわけで、全部、相当額の事業で行うわ

けですけれども、全てが県、市外、あとは県外のほう

に行ってしまうという、そこを心配するわけですが、

その辺のところをお聞かせいただければと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  このプロポーザルの

形ですと、やはり、ある程度、ＮＴＴ東日本に得意な

分野の業者に限定される部分もあろうかと思いますが、

広く公募型をしておりますし、共同提案という形、業

者にそのような希望をするのであれば、共同提案の方

法もございますし、そういう部分で、下請とか共同提

案とかという形で、参入できるのかとは思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  このブロードバンドの基盤整
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備にかかわってですが、その整備後の維持管理につい

てですが、災害等が発生した場合に、すぐ復旧をしな

ければならないと。断線等をすれば、当然、そのよう

になるわけですけれども、市で管理をする場合に、そ

の予算がなければ、その間、予算をつけるまで、不通

の状態が続くと、こういうことに、これまでの事業の

場合だとなろうかと思うんです。 

 例えば、震災のときでも、光回線が各学校に行って

いたのが、開通するまで長い時間が費やしたと。 

 今度のこのブロードバンド事業のところで整備され

た場合、災害があって、あるいは何か事故があった場

合に、復旧というのが即刻できるような体制にあるの

か、していかなければならないと思うんです。 

 ただ単にインターネットをつなげるとか活用するじ

ゃなくて、光回線になった場合には、電話も光電話に

変えてしまえば、電話そのものが使えなくなるという

ことにもつながりますので、その災害があったり、そ

ういう事故があった場合等の復旧にかかわるのが、即

刻できるような体制になるのかどうか、そこの部分に

ついてお伺いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  まず、整備後の保守

等の部分につきましては、市がケーブルを貸し出して、

サービスの提供に係る保守部分については、サービス

提供者が実施することを想定しています。 

 ただ、これは通常の保守等の部分でございますので、

今、お話されました災害等緊急的な部分につきまして

は、プロポーザルの中、プレゼンテーションをいただ

きながら、その分をいろいろ今後、詰めていかなけれ

ばならない部分と考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  特別職給与費の1,413万7,000

円の減額補正の内容です。非常に魅力的な一般財源で

ございます、私に言わせれば。 

 実は、市長は先ほど第４号議案の提案の中で、いろ

んな形で有効に使っていきたいような説明があったわ

けですけども、実は、いろんな委託事業を久慈市は行

っていますが、学童保育という事業があって、市長に

毎年、久慈市学童保育連絡協議会というところが予算

要望をしているわけですが、その中で、やはり委託料

の中に、社会保険料の事業主負担分を入れてほしいと

いうことが、ずっときているようなんですけども、な

かなかそれは実現されてきていないというのがありま

した。 

 といいますのは、やっぱり職員が安定して働くとい

うことは、身分保障という中で、社会保険というのは、

極めて働く者にとって重要な位置を占めているものだ

と思います。 

 そういった意味では、少ない財源の中で、なかなか

保育料も上げることができない中で、事業主負担がな

いことから、なかなか全員が社会保険に入れないとい

うふうな状況があるようでございますので、ぜひそう

いった意味では、そういったところへの、やっぱり予

算配分とかも含めて、今後、６月補正、あるいは次の

補正も含めて、この実現方について、ぜひこれは検討

の中に入れてほしいなというふうに思いますので、こ

れはぜひ考えていただきたいということで質問いたし

ます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  城内議員に申し上げますが、

今の歳出の項目の中には該当はしないような感じもす

るんですが、市長のほうが答弁してくれるようですの

で、よろしくお願いします。遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  1,400万余りの一般財源が減

額になるという状況でございますので、これにつきま

しては、市民の皆さんからも、さまざまなご要望がご

ざいますので、今の学童保育の社会保険料、事業主負

担分も含めて検討させていただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 ３款民生費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ３款民生費１項社会福祉

費でありますが、１目社会福祉総務費は、小規模災害

被災者支援事業費75万円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 12公債費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  12款１項公債費でありま

すが、１目元金は、財源更正のため補正額の増減はあ

りません。２目利子も、財源更正のため補正額の増減

はありません。 

 以上です。 
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○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、第２条地方債の補正、説明を求めます。勝田

総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  第２条地方債の補正につ

きましては、表によりご説明を申し上げます。 

 ４ページをお開き願います。第２表地方債補正であ

りますが、歳出予算に関連して、ブロードバンド基盤

整備事業を廃止しようとするものであります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 次に、討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  討論なしと認めます。 

 それでは採決いたします。議案第３号「平成26年度

久慈市一般会計補正予算（第１号）」は、原案のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    閉会   

○議長（八重櫻友夫君）  以上で、本臨時会の日程は

全部終了いたしました。 

 これで、第16回久慈市議会臨時会を閉会いたします。 

    午後０時33分   閉会   
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