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第 1 7 回 久 慈 市 議 会 臨 時 会 会 議 録 

 

議事日程第１号 

平成26年５月26日（月曜日）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、議案第２号及び報告第１号から

報告第４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１号（質疑・討論・採決） 

 第５ 議案第２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26年度久慈市国民健康

保険特別会計補正予算（第１号） 

  議案第２号 久慈市庁舎庫棟改築主体工事の請負

契約の締結に関し議決を求めることについて 

  報告第１号 職員による自動車事故に係る損害賠

償事件に関する専決処分の報告について 

  報告第２号 除雪に伴う自動車事故に係る損害賠

償事件に関する専決処分の報告について 

  報告第３号 除雪に伴う自動車事故に係る損害賠

償事件に関する専決処分の報告について 

  報告第４号 除雪に伴う自動車事故に係る損害賠

償事件に関する専決処分の報告について 

 日程第４ 議案第１号 平成26年度久慈市国民健康

保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第５ 議案第２号 久慈市庁舎庫棟改築主体工

事の請負契約の締結に関し議決を求めることに

ついて 

──────────────────── 
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──────────────────── 

事務局職員出席者 
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市 長 遠藤 譲一君 副 市 長 中居 正剛君

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
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建 設 部 長 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    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17回久慈市

議会臨時会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 欠席通告は、藤島議員よりありました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    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
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ます。 

 この際、市長から教育委員会委員長及び教育長、並

びに選挙管理委員長の紹介のため、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28日に開催されまし

た第２回久慈市教育委員会定例会におきまして、委員

長及び教育長が選任された旨の通知がありましたので、

ご紹介をいたします。 

 鹿糠敏文委員長でございます。 

    〔教育委員長鹿糠敏文君起立、一礼〕 

○市長（遠藤譲一君）  加藤春男教育長でございます。 

    〔教育長加藤春男君起立、一礼〕 

○市長（遠藤譲一君）  次に、同じく４月28日に開催

されました第１回久慈市選挙管理委員会におきまして、

委員長が選任された旨の通知がありましたので、ご紹

介をいたします。 

 大沢寿一委員長でございます。 

    〔選挙管理委員長大沢寿一君起立、一礼〕 

○市長（遠藤譲一君）  以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  これより本日の議事日程に

入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 会期の決定   

○議長（八重櫻友夫君）  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）  おはようございま

す。第17回久慈市議会臨時会の運営につきまして、去

る５月22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。 

 今臨時会で審議いたします案件は、市長付議事件２

件であります。 

 また、専決処分の報告が４件あります。 

 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。 

 終わります。 

○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、木ノ下祐治君、畑中勇吉君、砂

川利男君を指名いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第３ 議案第１号、議案第２号及び報告 

第１号から報告第４号まで   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第３、議案第１号、議

案第２号及び報告第１号から報告第４号までを一括議

題といたします。 

 提出者の説明を求めます。中居副市長。 

    〔副市長中居正剛君登壇〕 

○副市長（中居正剛君）  提案いたしました議案２件、

報告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26年度久慈市国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）」でありますが、今回の

補正は、平成25年度本特別会計事業勘定において

8,000万円の歳入不足を生じる見込みでありますので、

その相当額について、平成26年度予算をもって繰り上

げ充用の措置を講じようとするものであり、１ページ

のとおり、既定の予算額に歳入歳出それぞれ8,000万

円を追加し、補正後の予算総額を49億3,412万6,000円

にしようとするものであります。 

 補正の内容でありますが、歳入につきましては、３

ページのとおり、諸収入を増額し、歳出につきまして

は、４ページのとおり、諸支出金を増額しようとする

ものであります。 

 次に、議案第２号「久慈市庁舎車庫棟改築主体工事

の請負契約の締結に関し議決を求めることについて」

でありますが、本案は、久慈市庁舎車庫棟を改築する

に当たり、株式会社小山組と３億996万円で請負契約

を締結しようとするものであります。 

 工事の概要でありますが、庁舎東側に位置する既存

車庫を改築し、建物規模を鉄骨づくり３階建て、延べ

床面積1,399.78平方メートル、１階を車庫、２階を書

庫、３階を会議室等とし、本庁舎と３階を渡り廊下で
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接続しようとするものであり、平成27年３月10日まで

に完了しようとするものであります。 

 次に、報告第１号「職員による自動車事故に係る損

害賠償事件に関する専決処分の報告について」であり

ますが、本件は、本年２月９日、市内川貫第５地割20

番地56において、市が保有する車両が除雪パトロール

中にスリップし相手方の所有する小屋に衝突し、小屋

を損傷させたものであります。この事故に係る損害賠

償の額の決定、及びこれに伴う和解について、地方自

治法第180条第１項の規定に基づき専決処分をしたの

で、同条第２項の規定により報告するものであります。 

 次に、報告第２号から報告第４号「除雪に伴う自動

車事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告に

ついて」でありますが、報告第２号は、本年２月16日、

市内小久慈町地内において、市が保有する除雪車グ

レーダーが除雪作業中にすれ違いのため停車していた

相手方の所有する車両の右側後部に接触したものであ

ります。 

 報告第３号は、本年２月26日、市内大川目町第14地

割地内において、市が保有する除雪車ミニホイルロー

ダーが除雪した雪により相手方が所有する栽培ハウス

壁面を圧迫し、損傷させたものであります。 

 報告第４号は、本年２月16日、市内中町一丁目地内

において、市が保有する除雪車ダンプが除雪作業中に

駐車していた相手方の所有する車両の右側後部に接触

したものであります。 

 これらの事故に係る損害賠償の額の決定、及びこれ

に伴う和解について、地方自治法第180条第１項の規

定に基づき専決処分をしたので、同条第２項の規定に

より報告するものであります。 

 これまでも、安全な除雪パトロールや除雪作業の指

導については、日ごろから行っているところでありま

すが、特にも今期のような大雪での状況では、幅員が

狭く視界も悪いことから、危険な作業となりますが、

細心の注意を払い安全な除雪作業等を行うよう指導を

徹底してまいりたいと考えております。 

 以上で提案理由及び報告の説明とさせていただきま

す。 

 よろしくご審議、ご決定を賜りますようお願い申し

上げます。 

○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

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１号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第４、議案第１号「平

成26年度久慈市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）」を議題といたします。 

 お諮りいたします。本案は、歳入歳出別に説明を受

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、説明を求めま

す。澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  それでは、議案第１

号につきまして、事項別明細書によりご説明を申し上

げます。８ページ、９ページをごらん願います。 

 ２、歳入でありますが、11款諸収入２項５目雑入に

繰上充用金の予算計上に伴う財政調整により8,000万

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。17番城内

仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  この雑入はこれまでどおり、

これまでも財政調整のとこの数字なんですけども、こ

れで３億6,000万、３億7,000万の累計になりますよね。

その見通し、どのように見てますか。今回は繰り上げ

充用で、これですんでるんですが、今後の見通し、お

聞かせください。 

○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）  この財源調整のため

の３億6,900万、合計で計上しておりますが、これに

つきましてはいずれ26年度の予算につきましては、い
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ずれ歳入確保に努めると。それから、医療費はどうな

るか、まだ想像、予想つきませんけれども、いずれ歳

出の抑制にも努めていきたいというふうに考えており

ます。 

 また、8,000万円繰り上げ充用ということで予算計

上お願いしておりますけれども、これにつきましては、

いずれ特別会計を預かる者としましては、いずれいわ

ゆる赤字を膨らませないような形で、何とか単年度の

収支についてはゼロとなるような形で、一般会計から

の繰り入れのほうをお願いしていきたいというふうに

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。 

 次に、歳出、説明を求めます。澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  10ページ、11ページ

をごらん願います。 

 ３歳出でありますが、11款諸支出金３項１目繰上充

用金に前年度歳入不足を補痾するための前年度繰上充

用金8,000万円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。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１号「平成26年

度久慈市国民健康保険特別会計補正予算（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１号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第５ 議案第２号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第５、議案第２号「久

慈市庁舎車庫棟改築主体工事の請負契約の締結に関し

議決を求めることについて」を議題といたします。 

 質疑を許します。10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  工期が３月10日までというこ

とのようです。今、車庫に入ってる車両、これは工事

の完成まで、どこに置くようになるのかについてお尋

ねをしたいと思います。 

 敷地内ですと、今でも若干狭い状況もあるんで、若

干心配はするんですが、その点についてお尋ねをしま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  工事期間中に、今現在、

車庫に入れてる車両をどうするのかというようなご質

問でございます。 

 庁舎内でおさめられればよろしいんですけども、な

い場合にはほかに求めていくというようなことで考え

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）  参考資料が届いておりますが、

３階建てで、待望のエレベーターが今回設置されると

いうことなわけですが、１階から３階まで、３階に行

って、本庁舎と３階でつながってるというふうになっ

てるんでございますが、以前に本庁舎の真ん中の階段

のところにもエレベーターを設置するというような話

もあったんですが、今回のエレベーター設置によって、

本庁舎内のエレベーターの設置計画はあるかないか、

どうなっているのかお聞かせください。 

 これができると２階には行けない、３階には廊下で

つながってますから、ここのエレベーターホール通じ

て身障者も含めて利用できるわけですが、このエレ

ベーターだと２階には行けないということになってし

まいますが、その辺はどうなってるかお聞かせくださ

い。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  エレベーター設置につい

て、本庁舎のエレベーター設置のことだというふうに

受けとめましたけれども、本庁舎についても耐震化等

の施工の中で検討していきたいと、今後検討していき

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、今回のエレベーターの設置でございます

が、別途という資料には表現がございますけれども、

ちょっと予算が厳しかったということもございまして、

エレベーターを除いて入札したところでございます。

あとは入札残等については、今後の契約変更等で対応

したいというふうに考えてございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 
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○17番（城内仲悦君）  別途というのは気がつかなか

ったんですが、入札の関係でそうなったということで

すが、そうしますとただ工事する環境の中で追加、発

注ということになっていくのか。そうでないとこの図

面が成り立たない。その辺の今後の取り組み方、お願

いします。 

 それからもう一点、今確認しますが、本庁舎の耐震

の関係の中で、本庁舎についてはきちんとつくってい

くんだということでよろしいですね。お聞かせくださ

い。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  エレベーターについては、

入札残等を活用して、いずれ今後変更契約で対応して

いきたいと。議会にもまた契約案件としてお諮りをし

てまいります。 

 それから、本庁舎のエレベーターでございますけれ

ども、これについては耐震化等の中で検討させていた

だきたいということでご理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  主体工事で３億996万という

ことなわけですけれども、このほかにも電気とか給排

水等、当然工事があるわけですが、エレベーターも含

めながらですけれども、総額で幾らになるのか、金額

を示していただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  本体工事のほかに電気設

備工事がございます。これについては税込みで2,980

万8,000円となってございます。 

 それから、庁舎の管設備でございますけれども、こ

れについては税込みで1,766万8,800円という金額とな

っております。本体の３億996万円、あわせた分が車

庫棟改修工事の総額でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  これにさらにエレベーター分

も追加になるわけですよね。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  エレベーター分も追加に

なります。今後の変更契約で対応させていただきたい

ということでございます。 

○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２号「久慈市庁舎

車庫棟改築主体工事の請負契約の締結に関し議決を求

めることについて」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２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17回久慈市議会臨時会を閉会いたします。 

    午前10時20分   閉会   
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