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第18回久慈市議会定例会会議録（第１日） 

 

議事日程第１号 

平成26年６月６日（金曜日）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 市長所信表明演述 

 第４ 議案第１号から議案第14号まで及び報告第１

号から報告第８号まで 

     提案理由の説明・総括質疑 

     予算特別委員会の設置 

     委員会付託（議案第11号及び議案第14号を

     除く） 

 第５ 議案第14号（質疑・採決） 

 第６ 議案第11号（質疑・討論・採決） 

 第７ 請願２件 

     請願の紹介 

     委員会付託 

──────────────────── 

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 市長所信表明演述 

 日程第４ 議案第１号 平成26年度久慈市一般会計

補正予算（第２号） 

  議案第２号 平成26年度久慈市魚市場事業特別会

計補正予算（第１号） 

  議案第３号 平成26年度久慈市漁業集落排水事業

特別会計補正予算（第１号） 

  議案第４号 平成26年度久慈市公共下水道事業特

別会計補正予算（第１号） 

  議案第５号 平成26年度久慈市水道事業会計補正

予算（第１号） 

  議案第６号 地方卸売市場条例の一部を改正する

条例 

  議案第７号 漁業集落排水処理施設条例の一部を

改正する条例 

  議案第８号 汚水処理施設条例の一部を改正する

条例 

  議案第９号 下水道条例の一部を改正する条例 

  議案第10号 久慈市水道事業給水条例の一部を改

正する条例 

  議案第11号 久慈市超高速ブロードバンド基盤整

備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 

  議案第12号 財産の取得に関し議決を求めること

について 

  議案第13号 市道路線の認定に関し議決を求める

ことについて 

  議案第14号 人権擁護委員候補者の推薦に関し意

見を求めることについて 

  報告第１号 平成25年度久慈市一般会計繰越明許

費繰越計算書の報告について 

  報告第２号 平成25年度久慈市一般会計事故繰越

し繰越計算書の報告について 

  報告第３号 平成25年度久慈市漁業集落排水事業

特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

  報告第４号 平成25年度久慈市漁業集落排水事業

特別会計事故繰越し繰越計算書の報告について 

  報告第５号 平成25年度久慈市公共下水道事業特

別会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

  報告第６号 平成25年度久慈市水道事業会計予算

繰越計算書の報告について 

  報告第７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８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５ 議案第14号 人権擁護委員候補者の推薦

に関し意見を求めることについて 

 日程第６ 議案第11号 久慈市超高速ブロードバン

ド基盤整備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 

 日程第７ 請願受理第10号 少人数学級の推進など

の定数改善と義務教育費国庫負担制度の国の負

担割合二分の一復元及び教育予算の拡充を求め

る請願 
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  請願受理第11号 集団的自衛権行使を容認する憲

法の解釈変更を行わないことを求める請願 

──────────────────── 

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
庶務グループ 
総 括 主 査 髙 畑 伸 一 

議事グループ 
総 括 主 査 田 髙  慎

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 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 
(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 会 計 管 理 者 鹿糠沢光夫君

教 育 委 員 長 鹿糠 敏文君 教 育 長 加藤 春男君

教 育 次 長 小倉 隆喜君 選挙管理委員長 大沢 寿一君

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18回久慈市

議会定例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であります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    表彰状伝達   

○議長（八重櫻友夫君）  この際、去る５月28日に開

催された第90回全国市議会議長会定期総会において表

彰されました方々をご報告いたします。 

 議員在職35年以上特別表彰に、宮澤憲司議員、城内

仲悦議員。 

 議員在職15年以上一般表彰に、下舘祥二議員、堀崎

松男議員、桑田鉄男議員。 

 議員在職10年以上一般表彰に、小栁正人議員。 

 以上の６名が表彰されました。これより表彰状の伝

達を行います。 

○議会事務局長（大森正則君）  表彰状の伝達は議員

ごとに行います。お名前をお呼びいたしますので、演

壇前にお進み願います。 

 初めに、議員在職35年以上特別表彰受賞者、宮澤憲

司議員。 

    〔22番宮澤憲司君登壇。議長八重櫻友夫君か 

     ら伝達〕 

  表 彰 状 

久 慈 市 

             宮 澤 憲 司 殿 

あなたは市議会議員として35年の長きにわたって市政

の発展に尽くされその功績は特に著しいものがありま

すので第90回定期総会にあたり本会表彰規程によって

特別表彰をいたします。 

 平成26年５月28日 

        全国市議会議長会 

            会長 佐 藤 祐 文 

    〔拍手〕 

○議会事務局長（大森正則君）  同じく、城内仲悦議員。 

    〔17番城内仲悦君登壇。議長八重櫻友夫君か 

     ら伝達〕 

  表 彰 状 

久 慈 市 

             城 内 仲 悦 殿 

あなたは市議会議員として35年の長きにわたって市政

の発展に尽くされその功績は特に著しいものがありま

すので第90回定期総会にあたり本会表彰規程によって

特別表彰をいたします。 

 平成26年５月28日 
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        全国市議会議長会 

            会長 佐 藤 祐 文 

    〔拍手〕 

○議会事務局長（大森正則君）  次に、議員在職15年

以上一般表彰受賞者、下舘祥二議員。 

    〔18番下舘祥二君登壇。議長八重櫻友夫君か 

     ら伝達〕 

  表 彰 状 

久 慈 市 

             下 舘 祥 二 殿 

あなたは市議会議員として15年市政の振興に努められ

その功績は著しいものがありますので第90回定期総会

にあたり本会表彰規程により表彰いたします。 

 平成26年５月28日 

        全国市議会議長会 

            会長 佐 藤 祐 文 

    〔拍手〕 

○議会事務局長（大森正則君）  同じく、堀崎松男議

員。 

    〔14番堀崎松男君登壇。議長八重櫻友夫君か 

     ら伝達〕 

  表 彰 状 

久 慈 市 

             堀 崎 松 男 殿 

あなたは市議会議員として15年市政の振興に努められ

その功績は著しいものがありますので第90回定期総会

にあたり本会表彰規程により表彰いたします。 

 平成26年５月28日 

        全国市議会議長会 

            会長 佐 藤 祐 文 

    〔拍手〕 

○議会事務局長（大森正則君）  同じく、桑田鉄男議

員。 

    〔10番桑田鉄男君登壇。議長八重櫻友夫君か 

     ら伝達〕 

  表 彰 状 

久 慈 市 

             桑 田 鉄 男 殿 

あなたは市議会議員として15年市政の振興に努められ

その功績は著しいものがありますので第90回定期総会

にあたり本会表彰規程により表彰いたします。 

 平成26年５月28日 

        全国市議会議長会 

            会長 佐 藤 祐 文 

    〔拍手〕 

○議会事務局長（大森正則君）  次に、議員在職10年

以上一般表彰受賞者、小栁正人議員。 

    〔13番小栁正人君登壇。議長宮澤憲司君から 

     伝達〕 

  表 彰 状 

久 慈 市 

             小 栁 正 人 殿 

あなたは市議会議員として10年市政の振興に努められ

たその功績は著しいものがありますので第90回定期総

会にあたり本会表彰規程により表彰いたします。 

 平成26年５月28日 

        全国市議会議長会 

            会長 佐 藤 祐 文 

    〔拍手〕 

○議会事務局長（大森正則君）  以上であります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    諸般の報告   

○議長（八重櫻友夫君）  諸般の報告をいたします。 

 市長から議案等の提出があり、お手元に配付してあ

ります。 

 次に、請願２件を受理いたしましたので、お手元に

配付してあります。 

 次に、監査委員から現金出納検査結果の報告４件が

提出され、お手元に配付してあります。 

 次に、市長から法人の経営状況を説明する書類が提

出され、お手元に配付してあります。 

 次に、３月定例会以後の議長の出席した会議等主な

事項について、概要を配付してあります。 

 次に、クールビズの一環として６月から９月までの

市議会会期中の会議は軽装で行うことを申し合わせま

したので、ご報告いたしますとともに、ご協力をお願

いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    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

入ります。 

 日程第１、会期の決定を議題といたします。 
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 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18回久慈市議会

定例会の運営につきまして、去る６月４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、市長付議事件が

14件及び請願２件であります。ほかに専決処分の報告

が８件あります。 

 また、一般質問については、５会派及び２人の計７

人の議員から通告される見込みであります。 

 これらのことから、お手元に配付しております日程

案のとおり、本日と６月17、18日及び25日に本会議を、

６月20日及び23日に委員会をそれぞれ開き、６月９日

から13日まで、16日、19日及び24日を議案調査のため

の休会とし、今定例会の会期は、本日から６月25日ま

での20日間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。本定例

会の会期は、ただいまの委員長報告のとおり、本日か

ら６月25日までの20日間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20日間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、山口健一君、

桑田鉄男君、澤里富雄君を指名いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第３ 市長所信表明演述   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第３、市長の所信表明

演述であります。遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  第18回久慈市議会定例会が開

会されるに当たり、市政の運営について所信の一端を

申し述べさせていただきます。 

 私は、３月の市長選挙におきまして、市民の皆様か

らご信任をいただき、久慈市のまちづくりを担わせて

いただくこととなりました。この上ない光栄でありま

すとともに、その重責に身の引き締まる思いでありま

す。 

 久慈市長として、市民の皆様の負託に応え、ふるさ

と久慈の発展のために全力を尽くしてまいりますので、

市民の皆様並びに議員各位のご支援とご協力をよろし

くお願い申し上げます。 

 さて、東日本大震災から３年３カ月が経過しようと

しております。改めて犠牲になられた方々に対し心か

ら哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心

からお見舞いを申し上げます。 

 久慈市は、震災直後より、国内外からの多くのご支

援に支えられてまいりました。また、市内の津波被害

がなかった地域の皆様には、みずからも不便な生活を

余儀なくされながらも被災された方々に心寄り添い、

市民が一丸となって復旧・復興に取り組んできたとこ

ろであり、心から感謝申し上げます。 

 このたびの選挙を通じ、市民の皆様のふるさと久慈

を思う気持ちを直接お聞きし、豊かな地域づくりに努

力されている姿に接し、深い感銘を受けたところでご

ざいます。 

 また、美しい自然環境や豊富な海の幸、山の幸など、

久慈の誇るべき宝を改めて肌で感じとることができま

した。 

 震災からの復興を一日も早く成し遂げるとともに、

このような地域の宝を守り、育みながら、「活力と笑

顔あふれる豊かなまち久慈」を築いていくことが、私

の使命であると決意を新たにしているところでござい

ます。 

 さて、最近の国の月例経済報告によりますと、景気

は緩やかに回復していると示されておりますが、消費

税の増税もあり、市民の皆様の生活においては景気回

復を十分に実感できておらず、地域経済においても予

断を許さない状況であります。これに加え、合併によ

る地方交付税優遇措置も今後縮減されていくこともあ

り、中長期的には厳しい財政状況が見込まれておりま

す。 

 市内では厳しい雇用環境が続いており、市民所得も

県平均以下となっております。さらには、前岩手県知

事である増田寛也氏が座長を務める日本創成会議にお

いて先日発表された全国の人口予測において、当市の

人口は今後30年の間に40％以上減少するという厳しい
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結果が示されたこともあり、人口減少、少子高齢化な

ど多くのさまざまな課題を抱えております。 

 また、市民の皆様からは市政運営に対する厳しいご

意見をいただいていることも事実であります。 

 このため市政運営に当たりましては、市民の皆様と

の対話を重ねる現場主義、行動力を大切にし、知恵を

出し合い、汗をかきながら限られた財源を有効に活用

し、これらの課題解決に向けて全力で取り組んでまい

ります。 

 それでは以下、久慈市を「活力と笑顔あふれる豊か

なまち」にしていくための市政運営の方針について、

先般の市長選挙におきまして約束させていただきまし

た９つの柱ごとに主要な施策について申し述べます。 

 第１は、「市政刷新のための改革」についてであり

ます。 

 これからの市政運営において重要なのは、市民との

協働であります。行政だけでものを決めるのではなく、

市民の皆様と一緒になって考え、行動していく姿勢を

大事にしてまいります。また、市政を刷新するために

行財政改革を断行します。不要不急の事業を見直し、

無駄をなくすことにより財源を生み出し、市民生活の

向上に振り向けてまいります。 

 広域連携につきましては、近隣の市町村さらには県

や国との連携を深めて地域全体で活性化を図ることが

重要であり、三圏域連携懇談会、三陸沿岸都市会議及

び久慈広域連合などの場を活用して連携を一層強化し

てまいります。 

 市長多選自粛条例につきましては、議会のご理解を

いただきながら制定に向けて取り組んでまいります。 

 行政組織のスリム化につきましては、近年、民間、

行政を問わず、組織の改革、改善が求められている中

で、副市長を２人制から１人制に改めたところであり、

今後も行政の役割について認識し、行政サービスの向

上を図るとともに、さらなる効率化・スリム化に取り

組んでまいります。 

 あわせて、職員の研修などを充実し、前例主義にと

らわれない市民目線で考え行動できる職員を育て、時

代や市民のニーズ、新たな行政課題に的確かつ迅速に

対応し、最小の経費で最大の効果を発揮することがで

きる組織体制の構築に努めてまいります。 

 広聴広報につきましては、例年実施している市長へ

の手紙や市政懇談会に加え、小規模な座談会を数多く

開催するなど、市民の皆様の声を市政に生かす広聴活

動に取り組むとともに、より充実した広報紙の発行と

透明性の高い市政情報の発信に努め、開かれた市政の

推進を図り、市民の皆様の市政への積極的な参加を促

します。 

 公共施設の管理につきましては、本年４月、国から

示された公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進

に向けた公共施設等総合管理計画策定の指針に沿って、

本年度から計画策定に取り組んでまいります。 

 第２は、「震災復興に最優先で取り組む」について

であります。 

 ３年前の東日本大震災の発災からこれまでの間、甚

大な被害を受けた水産業や事業所の早期復旧、住宅再

建のための集団移転事業及び支援策の拡充などに鋭意

努めてきた結果、当市の復旧・復興は順調に進んでき

たものと捉えております。今後は、復興計画に定めま

す新たなまちづくりを目指し、飛躍へとその歩みを進

めてまいります。 

 生活の再建に当たりましては、被災者の皆様の安定

した生活を確保するとともに、復興したまちの活力を

持続していくため、雇用の場の創出確保が最も重要で

ありますことから、復興産業集積区域への企業誘致や

設備投資を促進するなど、雇用環境の向上に努めてま

いります。 

 また、東日本大震災による被災者の住宅再建に対し、

生活再建住宅支援事業による利子補給等の各支援策に

より早期に復興が推進できるよう取り組むとともに、

被災者生活再建支援制度や貸付制度及び市独自の住宅

再建等支援制度によりまして、引き続ききめ細かな支

援を行ってまいります。 

 水産業等の復興につきましては、湾口防波堤の整備

に伴い創出されます静穏水域を活用した漁業の振興を

模索するほか、大規模園芸団地の整備等を推進してま

いります。 

 災害に強いまちづくりにつきましては、将来の大規

模災害に備えるため、久慈市地域防災計画や総合防災

ハザードマップ、地域での防災ワークショップでの結

果を踏まえ、一次避難所や避難路について調査・検討

し、整備に向けて取り組んでまいります。 

 東日本大震災からの復興道路として国が整備を進め

ている高規格道路八戸・久慈自動車道及び地域高規格

道路三陸北縦貫道路を含む三陸沿岸道路につきまして
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は、確実に全線完成が図られるよう予算確保について

関係機関と一体となって取り組んでまいります。 

 復興支援道路として位置づけられている国道281号

や国道395号及び主要地方道久慈岩泉線など主要幹線

道路につきましては、早期に改良整備が図られるよう

県に強く要望してまいります。 

 特に国道281号は、県北沿岸地域と県都盛岡市を結

ぶ重要な路線として抜本的な改良が必要でありますこ

とから、いわゆる90分構想の実現に向け、より一層、

関係機関に働きかけてまいります。 

 東日本大震災で浸水被災のあった地区において、市

が整備を進めている避難道路につきましては、早期に

供用開始できるよう努めてまいります。 

 津波から市民の生活と財産を守る防潮堤、河川堤防

及び水門・陸こうの遠隔操作化につきましては、早期

完成を目指し、県とともに取り組むほか、久慈川河川

堤防のかさ上げに伴う湊橋のかけかえ整備にも、鋭意

取り組んでまいります。 

 総合防災公園整備事業につきましては、本当に必要

な施設を最小限の経費で整備することが重要だと捉え

ております。 

 今後におきましては、都市計画マスタープランの見

直しや緑の基本計画の策定を行う中で、久慈市全体の

都市施設のあり方を検討し、多くの方々のご意見をお

聞きしながら事業を進めてまいります。 

 また、震災の記憶や記録を風化させることなく次世

代に継承するため、震災資料のデジタル化によるアー

カイブ事業に取り組んでまいります。 

 第３は、「観光によるにぎわいのあるまちづくりを

進める」についてであります。 

 観光によるにぎわいのあるまちづくりにつきまして

は、あまちゃん効果を最大限に活用しながら、当地域

の北限の海女や琥珀、白樺林、まめぶなどの従来の観

光資源の魅力を発信しながら、三陸ジオパークやみち

のく潮風トレイルといった新たな観光資源を生かし、

観光ガイドの育成やモデルコースの設定、ツアーの造

成など市民の皆様と一緒に本格的な観光のまち久慈を

確立し、にぎわいの創出に取り組んでまいります。 

 また、あまちゃんロケ地案内看板の新設や既存観光

看板の改修を行うとともに、周辺市町村をはじめ北三

陸あまちゃん観光推進協議会などの関係機関と連携を

深め、北三陸の魅力を発信し交流人口の拡大に努めて

まいります。 

 観光施設の復旧につきましては、当市を代表する観

光施設である地下水族科学館もぐらんぴあ、小袖海女

センターの早期再建に向け鋭意取り組んでまいります。 

 体験型・交流型観光の振興につきましては、農山漁

村体験や伝統食文化など、地域の特徴的な素材を生か

したメニューの充実を進め、現在の教育旅行中心の受

け入れを一般旅行者まで拡大し、さらなる交流人口の

拡大に努めてまいります。 

 また、「ふるさと久慈を応援したい」、「ふるさと

久慈のために役に立ちたい」など久慈市にゆかりのあ

る方々、久慈市を応援したい気持ちを持っている方々

の声を形にする仕組みづくりといたしまして、ふるさ

と納税制度のＰＲ強化に努め、応援をしていただく

方々への特典の創設などを進めてまいります。 

 第４に、「雇用を広げ経済を活性化する」について

であります。 

 市内の雇用環境を改善し、経済を活性化させるため、

農業、林業、水産業、商工業、観光業等あらゆる産業

振興を図るとともに、これらの有機的連携にも積極的

に取り組んでまいります。 

 雇用の拡大につきましては、再就職緊急支援奨励金

の交付により事業主への雇用支援を行うほか、新規学

卒者の就職対策として新規学卒者の求人開拓に係る事

業所訪問の実施や新卒者雇用支援奨励金の交付により

雇用・就労環境の改善に努めてまいります。 

 また、久慈市雇用開発促進協議会との連携により、

雇用安定化促進事業に取り組み、人材育成や雇用機会

の創出によりまして、人材不足や求人と求職のミスマ

ッチの解消に努めるとともに、安定雇用の確立に努め

てまいります。 

 経済の活性化につきましては、中小企業振興として

企業の経営安定化、設備投資及び開業支援に係る中小

企業振興資金融資制度の活用促進を図るほか、企業の

声に耳を傾け、新たな起業支援のニーズ把握に努めて

まいります。 

 また、県の中小企業災害復旧関連融資資金の利子・

保証料補給を行い、企業の復興支援にも努めてまいり

ます。 

 意欲のある起業家や新事業の展開に取り組む企業に

対しましては、久慈・ふるさと創造基金や国・県等に

よる補助制度の提案、岩手大学や公設試験研究機関等
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との連携による技術支援を行ってまいります。 

 企業誘致につきましては、これまで造船業や電子部

品製造業のほか、コールセンター等の誘致により雇用

の確保・拡大を図ったところであり、縫製業や食品加

工業等の地域特性に応じた業種をはじめ、多種多様な

業種の誘致を促進し、雇用確保に努めるとともに、既

立地企業に対するフォローアップも積極的に取り組ん

でまいります。 

 港湾の整備につきましては、市民の生命・財産を守

るとともに、産業や観光の振興に資する湾口防波堤の

整備促進を国・県に要望してきたところであり、平成

25年度末において、全体計画3,800メートルのうち

1,310メートルのケーソン据えつけが完了したところ

でありますが、この早期完成に向け国・県に対し、さ

らに強く訴えてまいります。 

 農業の振興につきましては、農家戸数の減少や農業

従事者の高齢化など生産基盤の弱体化が懸念される中、

担い手の育成確保が喫緊の課題となっております。こ

のことから、意欲ある農業者が将来にわたって持続可

能な農業経営を行うことができる環境づくりに取り組

んでまいります。 

 担い手の育成確保につきましては、新規就農者への

支援を積極的に行うとともに、認定農業者及び集落営

農組織の支援を行い、地域の活力ある農業の推進に鋭

意取り組んでまいります。 

 基幹作目である雨よけホウレンソウ、菌床シイタケ

の産地力の向上を図るため、生産施設の整備や価格安

定対策事業及び各種作目の生産資材等への支援を行う

ほか、本市の気候に適した高収益作目の実証栽培に取

り組み、産地化を図ってまいります。 

 畜産業の推進につきましては、畜産農家の経営安定

を図るため機械導入等に対し支援するとともに、肉用

牛の増頭対策や価格差補填事業を実施するなど、体質

の強い産地づくりを推進してまいります。さらに、牧

草地の放射性物質の低減対策を実施し、畜産物の安全

性の確保に取り組んでまいります。 

 また、短角牛振興につきましては、山形村短角牛の

ブランド化の確立のため、生産者を中心に消費者及び

関係機関一体となって、生産から流通までの一貫体制

整備に努め振興を図ってきたところであり、今後にお

きましても地産地消を含めた消費拡大及び販路拡大に

積極的に取り組んでまいります。 

 農業基盤整備につきましては、宇部川地区ほ場整備

を地元受益者や野田村及び関係機関等との連携を図り

ながら事業推進してまいります。また、老朽化した久

慈川幹線水路の整備をはじめ公共性の高い農業用施設

について、地域住民の共同活動を通じて、農道及び農

業用水路等の資源の長寿命化や環境の保全活動に努め

てまいります。 

 地産地消の推進につきましては、地域資源の有効活

用や食の安全・安心を基本に、関係機関・団体と連携

し６次産業化に取り組むとともに、地域特産品のブラ

ンド化の推進に努めてまいります。 

 林業の振興につきましては、再生可能エネルギーで

ある木質バイオマスの有効活用による木の地産地消を

推進し、まきストーブ・まき割り機等の利用に対し助

成するなど、地元産材の利用拡大と地域経済循環の創

出に努めてまいります。 

 また、木炭・シイタケなどの特用林産物につきまし

ては、放射能による風評被害の払拭に努めながら、大

量製炭窯に対する補助上限額の引き上げや生産用ほだ

木などの生産施設に対する支援を行ってまいります。 

 水産業の振興につきましては、水産資源の減少や魚

価の低迷、後継者問題など依然として厳しい状況にあ

ることから、漁業者の経営安定を図るため、小袖漁港、

横沼漁港等の漁業生産基盤の整備を推進するとともに、

ウニ、アワビ、ヒラメの放流や、ナマコの増殖、サケ

のふ化場整備による一層の放流事業に努めるなど、つ

くり育てる漁業を積極的に推進してまいります。 

 また、安全で快適な漁村づくりのため、白前、本波、

大尻地区の漁業集落環境整備事業を進めてまいります。 

 第５は、「中心市街地を活性化させ、にぎわいをつ

くる」についてであります。 

 中心市街地ににぎわいを取り戻すために、新たに事

業を起こす起業人拡大のチャンスを創造してまいりま

す。 

 中心市街地の活性化につきましては、第２期久慈市

中心市街地活性化基本計画をもとに、やませ土風館と

新たに整備する駅前拠点の連携により、中心市街地全

体の回遊性を向上させてまいります。 

 なお、駅前拠点の整備につきましては、改めて市民

の皆様の意見を集約し、365日人が集う施設を整備し

てまいります。また、中心市街地と川崎町を結ぶ東西

交通対策につきましても、整備手法や制度等の検討を
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含め、関係者及び関係機関等と研究を進めてまいりま

す。 

 第６は、「教育・スポーツ・文化を大切に捉えて取

り組む」についてであります。 

 教育環境の整備・充実につきましては、教育委員会

との連携を密にし、国及び県の情勢を見極めながら、

スクールバスの更新など、学校、公民館、図書館及び

文化施設における設備・備品等の整備を図り、児童生

徒の通学や住民の学習環境の向上のために必要な措置

を講じてまいります。 

 きめ細やかな教育につきましては、子供の創造力・

個性を活かすため、知・徳・体を総合的に兼ね備えた

社会に適応できる人間形成を目指し、児童・生徒一人

ひとりの学び考える力や豊かな心、健やかな体を育ん

でまいります。また、生きる力の育成に努め、郷土を

愛し、復興・発展を支える人材を育成するため、中・

高校生の海外派遣を含む国際理解教育、情報教育及び

復興教育を充実、推進してまいります。 

 さらには、学校・家庭・地域の連携を深め、多様な

学習機会の提供と支援に努めるとともに、教育振興運

動等の推進を通じまして、市民の生涯学習環境の充実

と地域の教育力の向上に努めてまいります。 

 柔道のまちづくりの推進につきましては、柔道大会、

柔道教室を開催して柔道の普及振興と競技力の向上を

図るとともに、三船久蔵十段没後50周年記念事業の実

施など、市民に親しみやすい柔道の普及に努めてまい

ります。 

 スポーツ施設の整備につきましては、スポーツの振

興、推進を図るため、市民ニーズを踏まえたスポーツ

施設の整備について取り組むとともに、生涯スポーツ

の振興を図るため、スポーツに親しむ機会の拡大や健

康増進と体力づくりができる環境の整備、充実に努め

てまいります。 

 なお、平成28年に岩手県で開催されます第71回国民

体育大会「希望郷いわて国体」に向けて、久慈市体育

協会をはじめ関係団体等と連携し、施設・備品の整備、

指導者養成、選手強化に努め、競技力の向上を図って

まいります。 

 文化施設の運営に当たりましては、優れた芸術文化

の鑑賞機会を提供するとともに、学校などとの連携、

市民参画と協働による活動の推進を図り、にぎわいの

ある文化施設となるよう努めるとともに、地域の歴史

と風土に培われた貴重な文化遣産の保護や、久慈城跡

の整備に向けた準備などに積極的に取り組んでまいり

ます。 

 また、旧山形村の歴史や文化を後世に伝えるため、

山形村誌第３巻、通史編の刊行に向けて取り組んでま

いります。 

 国際交流の推進につきましては、本年、クライペダ

市との姉妹都市提携25周年を迎えますことから、久慈

秋まつりの時期にクライペダ市長ほかの訪問団を招待

し、久慈市国際交流協議会と連携いたしまして市民と

ともに交流を行うことにより、さらなる両市の絆を深

めてまいります。 

 第７は、「子育てしやすく、女性に優しいまちづく

りを進める」についてであります。 

 子育てをしているお母さん方から近隣町村に比べて

子育てについての市のサポートが弱いとの厳しい声を

たくさん頂戴しております。子育て環境の整備は人口

減少対策にとりましても必要不可欠であり、子育てで

お困りのお父さん、お母さんの声に耳を傾け、できる

ところから速やかに実行してまいります。 

 子育て支援の充実につきましては、子ども・子育て

支援新制度への対応に向けまして、市民のニーズや地

域の実情などを踏まえた子ども・子育て支援事業計画

の策定に鋭意取り組んでまいります。 

 また、病児・病後児保育事業をはじめとした特別保

育事業の充実を図るとともに、宇部地区の学童クラブ

の設立支援や学童保育料の複数同時入所世帯への減額

補助など放課後児童クラブの設置推進や支援拡充に取

り組むほか、今後、第３子以降保育料無料化など保育

料の軽減拡充に努めるなど市民サービスの向上を図り、

子育てしやすい環境づくりを推進してまいります。 

 子供の医療費助成につきましては、現在、小学校卒

業までを対象としているところでありますが、これを

中学校卒業までとするよう、対象の拡大に取り組んで

まいります。 

 さらには、母子の健康保持と増進を図るため、新た

に妊婦歯科検診を実施するなど、妊婦健康診査の充実

と各種乳幼児健診・乳幼児相談などの充実を図るとと

もに、発達障害児等の早期発見・早期支援に取り組み、

関係機関と連携した取り組みを推進するほか、身体の

発育が未熟な子供に対する医療給付を行うなど、子供

たちが健やかに成長できるよう取り組んでまいります。 
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 また、子供たちの感染症予防対策の充実を図るため、

新たに乳幼児の季節性インフルエンザの予防接種を全

額助成するほか、定期接種に追加される水痘の予防接

種の接種率の向上に努めながら、子供たちの健康増進

と子育てしやすい環境の醸成を推進してまいります。 

 あわせて、女性特有の病気の早期発見・早期治療に

つながるよう子宮頸がん検診と乳がん検診の無料クー

ポン券事業を行うほか、各種がん検診の受診率の向上

に努めながら、女性がいつまでも健康でいられるよう

取り組んでまいります。 

 男女共同参画社会の推進につきましては、平成26年

度を初年度とする第２次男女共同参画計画に基づき、

普及啓発活動や理解の促進に努めるとともに、ワーク

ライフバランスを推進するなど、男女がともに仕事や

家庭、地域を支えていくための総合的な取り組みを進

めてまいります。 

 第８は、「市民生活に潤いをふやす」についてであ

ります。 

 市民の皆様が健康で長生きでき、生き生きと暮らせ

るよう、福祉、地域医療、生活環境の充実を図ってま

いります。地域づくりの活動につきましては、町内会、

自治会、各種団体などがそれぞれの地域の特色や個性

を生かした活動及び自主的な活動を支援するとともに、

地域の活性化や協働のまちづくりを積極的に推進して

まいります。 

 社会福祉の充実につきましては、地域福祉計画に基

づき、全ての市民が健康で安心して自立した生活を送

ることができる地域社会の実現のため、関係機関、団

体及び市民の皆様との協働により、福祉コミュニティ

の醸成に努めてまいります。 

 障害者福祉の充実につきましては、人々が互いに支

え合い、安心して暮らすことのできる共生社会を実現

するため、障害福祉サービスや地域生活支援事業の充

実に努めるとともに、平成27年度を初年度といたしま

す第４期障害福祉計画の策定に取り組んでまいります。 

 高齢者福祉の充実につきましては、老人クラブ活動

の支援や地域住民が主体となって運営するふれあいサ

ロン事業のさらなる普及・充実に努めるとともに、老

人福祉施設など利用者の住環境の向上に努めるほか、

平成27年度から29年度までを計画期間とする老人福祉

計画の策定に取り組んでまいります。 

 介護支援につきましては、今年度事業において久慈

広域連合が策定した第５期介護保険事業計画に基づき、

地域密着型介護老人福祉施設及び認知症対応型共同生

活介護施設の整備に努めてまいります。 

 今後においても、保険者であります久慈広域連合が

平成27年度から平成29年度の期間で策定する第６期介

護保険事業計画において、介護施設の計画的整備が図

られるよう努めてまいります。 

 あわせて、団塊の世代が75歳以上となる2025年を見

据えた上で、地域包括支援センターを中心とした医

療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供さ

れる地域包括ケアの構築に取り組み、介護の必要な高

齢者の方々ができるだけ住みなれた地域で安心して暮

らすことができるよう、介護サービスの充実に努めて

まいります。 

 住民の心の健康づくりにつきましては、関係機関と

協力連携しながら、相談事業の充実や被災地サロンを

実施しながら、住民の皆様の心身両面のケアに努めて

まいります。 

 また、病気の早期発見・早期治療につなげられるよ

う、各種がん検診の充実強化を図るため、受診しやす

い環境の醸成と受診率の向上に努めながら、住民の皆

様の健康増進を推進してまいります。 

 なお、高齢者の健康を保持するため、高齢者の季節

性インフルエンザと新たに定期接種に追加される高齢

者肺炎球菌の予防接種事業の接種率向上に努めながら、

感染症予防対策を推進してまいります。 

 また、地域医療の充実を図るため、関係機関と協力

連携しながら、医師や医療従事者の確保に積極的に取

り組んでまいります。 

 市道整備につきましては、市道上長内日吉町線の歩

道整備や市道久慈川線の待避所設置など、安全・快適

なまちづくりに向けた道路の整備に努めるほか、幹線

や生活に密着した市道の改良舗装のさらなる推進を図

るとともに、市道久慈夏井線につきましては、県に対

し県道昇格及び県代行事業への採択を重点事項として

要望してまいります。 

 また、橋梁など道路施設の老朽化対策を計画的に進

めていくほか、地域の自主性を大切にしながら、市民

との協働による市道などの整備への取り組みを拡大し、

積極的に推進してまいります。 

 都市計画道路の整備につきましては、現在進めてい

る都市計画道路広美町海岸線を平成29年度完成に向け
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て取り組んでまいります。 

 長内地区土地区画整理事業の都市計画決定につきま

しては、都市計画法上の廃止手続を進めるとともに、

地域住民の皆様のご意見をお聞きしながら住みよい環

境づくりを推進してまいります。 

 地域情報化の推進につきましては、復興産業集積区

域への企業誘致、生活の再建を進め、生産地から直接

全国の消費者に地元生産品のネット販売ができるよう

にするなど復興に向けた新たなまちづくりを行うため、

超高速ブロードバンド基盤整備事業により、光ファイ

バー幹線部分を整備してまいります。 

 なお、本事業により、山根地区、山形地区など、未

整備地区に光ファイバーケーブルが敷設されますこと

から、地域情報化の環境整備が推進されてまいります。 

 第９は、「安心、安全なまちづくりを進める」につ

いてであります。 

 市民の皆様の防災に関する安心・安全の向上を図る

ため、防災行政無線の放送内容が市民一人ひとりに届

くよう、難聴地域の解消はもとより、あらゆる方法を

研究・検討してまいります。 

 また、町内会などとの連携を図り、災害弱者に対す

る日頃の見守り活動を充実し、災害において迅速な避

難支援ができる体制を整えるとともに、災害弱者を一

時的に受け入れるための福祉避難所の協定締結を進め

てまいります。 

 河川の災害防止対策につきましては、自然災害から

市民を守るために、久慈川等の主要河川の洪水災害の

防止対策として、堤防未整備区間の築堤や堤防のかさ

上げなど、早期整備が図られるよう県に対し強く要望

するとともに、市が管理する普通河川などにつきまし

ても改修を推進し、災害に強い地域づくりに努めてま

いります。 

 市街地の浸水対策につきましては、これまで、門前、

中央、西の沢及び川崎町に雨水排水ポンプ場を整備し

たところであります。今後におきましても下水道雨水

排水計画に基づき、浸水被害歴などを勘案しながら、

逐次、浸水被害の解消に努めてまいります。 

 汚水処理につきましては、市全域の居住環境の改善

と水環境の保全のため引き続き汚水管渠整備と浄化セ

ンターの水処理施設の増設を図るほか、浄化槽の整備

を積極的に推進してまいります。 

 消費生活につきましては、消費トラブルや多重債務

問題などの解決支援に向け、消費生活センター機能の

充実・強化に取り組んでまいります。 

 交通安全・防犯対策の推進につきましては、関係機

関・団体などとの連携を強化し、犯罪や事故のない安

心・安全なまちづくに向けまして積極的に取り組んで

まいります。 

 廃棄物対策につきましては、一般廃棄物処理実施計

画を着実に推進し、ごみの減量化と資源化率の向上に

取り組むとともに、ごみ集積場整備に対する助成の拡

充など、持続可能な循環型社会の構築に努めてまいり

ます。 

 また、環境パトロールによる巡回監視を実施し、不

法投棄の早期発見と未然防止に努めてまいります。 

 地球温暖化防止対策につきましては、市の事務事業

から排出される温室効果ガスの削減対策はもとより、

市内環境保全団体が実施する温暖化防止活動への支援、

また久慈市地球温暖化対策地域協議会など関係機関と

の連携により、市民や事業者の地球温暖化対策への意

識啓発に努めてまいります。 

 新エネルギーの推進につきましては、環境負荷の軽

減と自立電源の確保に向け、市民や民間事業者が行う

太陽光発電システムの導入に対する支援を行ってまい

りますほか、防災拠点となる公共施設におきましても、

太陽光発電設備の設置を進めてまいります。 

 また、大規模太陽光発電につきましても、市民や関

係機関などとの協働によりまして事業者の誘致に向け

取り組んでまいりますほか、波力、風力など、多様な

再生可能エネルギーについて調査・研究を進め、導入

の促進を図ってまいります。 

 住宅政策につきましては、安全で快適な住居環境を

確保するため、市営住宅の計画的な保全・整備に努め

るとともに、民間木造住宅の耐震診断及び耐震改修工

事への経費助成を実施し、災害に強いまちづくりを推

進してまいります。 

 公共交通機関につきましては、特に児童・生徒、高

齢者などの通院・通学の移動手段を確保するため、市

民バスのるねっとＫＵＪＩをはじめとした公共交通機

関の維持・存続に努めてまいります。 

 水道事業につきましては、引き続き川井・関・小国

統合簡易水道の整備を推進し、さらに来る水道施設の

更新需要のピークに備えて、水道事業アセットマネジ

メント計画を策定し、計画的な更新及び耐震化に努め、
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水道水の安定供給を図ってまいります。 

 以上、市政運営の基本主要施策について申し述べた

ところでございます。 

 最後に、私は、市民の皆様の声をしっかりとお聞き

し、開かれた市政を推進し、雇用の確保など地域経済

の活性化を図ることにより、「住んでてよかった」と

市民の皆様が実感でき、次代を担う子供たちが「ふる

さと久慈に住んでいたい」と思えるような笑顔あふれ

るまちづくりを目指して、久慈市長として、全身全霊

をかけて市政運営に当たる所存でございます。 

 これら施策が円滑に推進され、所期の目的を達成で

きますよう、改めて市民の皆様並びに議員各位のご理

解とご協力をお願い申し上げ、私の所信表明といたし

ます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第４ 議案第１号から議案第14号まで及 

    び報告第１号から報告第８号まで   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第４、議案第１号から

議案第14号まで及び報告第１号から報告第８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。遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  提案をいたしました議案第14

号「人権擁護委員侯補者の推薦に関し意見を求めるこ

とについて」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く存

じます。 

 本案は、現在、人権擁護委員としてご活躍をいただ

いております嵯峨佐千夫氏の任期が本年９月30日をも

って満了となりますことから、再び推薦しようとする

ものであります。 

 嵯峨佐千夫氏の経歴につきましては、議案に付して

あります経歴書のとおりでありますが、長年にわたり

小学校の教員として勤務し、久慈市立霜畑小学校長や

平山小学校長としての経歴を持ち、その優れた指導性

と公正で実直な人柄から地域の信頼を得ているところ

であり、人権擁護委員として適任であると考え、再び

推薦しようとするものであります。 

 以上、提案いたしました人事案件につきまして、満

場のご同意を賜りますようお願いを申し上げまして、

提案理由の説明といたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

    〔副市長中居正剛君登壇〕 

○副市長（中居正剛君）  私からは、人事案件を除く

議案13件の提案理由及び報告８件について、ご説明申

し上げます。 

 まず、議案第１号「平成26年度久慈市一般会計補正

予算（第２号）」でありますが、今回の補正は、当初

予算を骨格的予算として編成したことから、政策的な

事業に係る経費を中心に新規または４月補正予算編成

後において対応を要する事業の経費や、国県支出金の

内定による事業費等について計上したもので、１ペー

ジのとおり、既定の予算額に歳入歳出それぞれ14億

9,293万2,000円を追加し、補正後の予算総額を256億

1,813万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ページから４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条債務負担行為の補正でありますが、５

ページの第２表のとおり、木質バイオマス活用推進事

業費補助金を追加しようとするものであります。 

 次に、第３条地方債の補正でありますが、６ページ、

７ページの第３表のとおり、河川整備事業を追加する

とともに道路整備事業ほか２件について、その限度額

を変更し、高機能車庫棟整備事業について廃止しよう

とするものであります。 

 次に、議案第２号「平成26年度久慈市魚市場事業特

別会計補正予算（第１号）」でありますが、今回の補

正は、消費税法等の一部改正に伴う使用料の改定に伴

い計上したものであります。 

 ２ページ、３ページをお開き願います。第１条歳入

歳出予算の補正は、第１表のとおり使用料及び手数料

を増額、諸収入を減額しようとするものであります。 

 次に、議案第３号「平成26年度久慈市漁業集落排水

事業特別会計補正予算（第１号）」でありますが、今

回の補正は、消費税法等の一部改正に伴う使用料の改

定に伴い計上したものであります。 

 ２ページ、３ページをお開き願います。第１条歳入

歳出予算の補正は、第１表のとおり使用料及び手数料

を増額、諸収入を減額しようとするものであります。 

 次に、議案第４号「平成26年度久慈市公共下水道事

業特別会計補正予算（第１号）」でありますが、今回

の補正は、消費税法等の一部改正に伴う使用料の改定

に伴い計上したものであります。 

 ２ページ、３ページをお開き願います。第１条歳入
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歳出予算の補正は、第１表のとおり使用料及び手数料

を増額、諸収入を減額しようとするものであります。 

 次に、議案第５号「平成26年度久慈市水道事業会計

補正予算（第１号）」でありますが、１ページをお開

き願います。第２条収益的収入及び支出の補正は、収

入の上水道事業収益を791万9,000円、簡易水道事業収

益を42万9,000円、営農飲雑用水給水受託事業収益を

35万7,000円増額しようとするものであります。 

 次に、第３条資本的収入及び支出の補正は、収入を

１億2,800万円、支出を２億3,550万円、それぞれ増額

しようとするものであります。 

 ２ページをお開き願います。第４条企業債の補正で

ありますが、表のとおり浄水施設整備事業を追加しよ

うとするものであります。 

 次に、議案第６号「地方卸売市場条例の一部を改正

する条例」でありますが、この条例は、消費税法等の

一部改正に伴い、地方卸売市場久慈市営魚市場の使用

料の改定を行うとともに、所要の整備をしようとする

ものであります。 

 次に、議案第７号「漁業集落排水処理施設条例の一

部を改正する条例」でありますが、この条例は、消費

税法等の一部改正に伴い、漁業集落排水処理施設の使

用料を改定しようとするものであります。 

 次に、議案第８号「汚水処理施設条例の一部を改正

する条例」でありますが、この条例は、消費税法等の

一部改正に伴い、汚水処理施設の使用料を改定しよう

とするものであります。 

 次に、議案第９号「下水道条例の一部を改正する条

例」でありますが、この条例は、消費税法等の一部改

正に伴い、公共下水道の使用料を改定しようとするも

のであります。 

 次に、議案第10号「久慈市水道事業給水条例の一部

を改正する条例」でありますが、この条例は、消費税

法等の一部改正に伴い、水道事業の給水についての料

金等を改定するとともに所要の整備をしようとするも

のであります。 

 次に、議案第11号「久慈市超高速ブロードバンド基

盤整備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、久慈市超高速ブ

ロードバンド基盤整備工事を施工するに当たり、東日

本電信電話株式会社岩手支店と10億8,000万円で請負

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、山形町、山根町など超高

速ブロードバンドサービスの未提供地域を解消するも

のであり、平成27年３月20日までに完了しようとする

ものであります。 

 次に、議案第12号「財産の取得に関し議決を求める

ことについて」でありますが、本案は、いすゞ自動車

東北株式会社岩手支社久慈営業所から道路除雪の用に

供するロータリー除雪車１台を3,866万4,000円で買い

入れしようとするものであります。 

 次に、議案第13号「市道路線の認定に関し議決を求

めることについて」でありますが、ご提案申し上げて

おります久慈湊大崎団地線は、市が漁業集落防災機能

強化事業により、東日本大震災で被災した住宅を再建

するため造成を行った久慈湊・大崎地区の集団移転団

地内に整備した道路を市道に認定しようとするもので

あります。 

 次に、報告第１号「平成25年度久慈市一般会計繰越

明許費繰越計算書」でありますが、補正予算において

繰越明許費として議決いただきました地震津波等災害

復旧経費ほか39件について、本計算書のとおり事業費

を平成26年度へ繰越ししたものであります。 

 次に、報告第２号「平成25年度久慈市一般会計事故

繰越し繰越計算書」でありますが、震災後の需要急増

により資機材及び作業員の確保が困難となったためな

ど、事業完了ができなくなり、年度内に経費の支出が

できなかった水産業共同利用施設復旧支援事業費補助

金ほか４件について、本計算書のとおり事業費を平成

26年度へ繰越ししたものであります。 

 次に、報告第３号「平成25年度久慈市漁業集落排水

事業特別会計繰越明許費繰越計算書」でありますが、

補正予算におきまして繰越明許費として議決いただき

ました漁業集落排水整備事業について、本計算書のと

おり事業費を平成26年度へ繰越ししたものであります。 

 次に、報告第４号「平成25年度久慈市漁業集落排水

事業特別会計事故繰越し繰越計算書」でありますが、

震災後の需要急増により資機材の調達が困難となった

ため、事業完了ができなくなり、年度内に経費の支出

ができなかった漁業集落排水整備事業について、本計

算書のとおり事業費を平成26年度へ繰越ししたもので

あります。 

 次に、報告第５号「平成25年度久慈市公共下水道事

業特別会計繰越明許費繰越計算書」でありますが、補
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正予算において繰越明許費として議決いただきました

公共下水道事業ほか２件について、本計算書のとおり

事業費を平成26年度へ繰越ししたものであります。 

 次に、報告第６号「平成25年度久慈市水道事業会計

予算繰越計算書」でありますが、復興道路工事との調

整等により事業が完了できなかったため、建設改良費

の繰越額については、市道中沢線道路改良工事に伴う

配水管移設工事ほか５件の配給水整備事業を上の表の

とおり、事故繰越額については、国道45号久慈北道路

工事に伴う水道管移設その２工事の受託工事費を下の

表のとおり、平成26年度へ繰り越ししたものでありま

す。 

 次に、報告第７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１月27日、市内田屋町第１地割

地内において、市が保有する車両が融雪剤散布作業中、

相手方の保有する車両と出合い頭に接触し、市が保有

する車両の車体前部を、相手方が保有する車両の車体

右側後部を損傷したものであります。この事故に係る

損害賠償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８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、本件は、本年３月21日、市内門前第37地割内

において、市が保有する車両が、除雪作業中に停車し

ていた相手方の保有する車両の右側後部に接触し、損

傷させたものであります。この事故に係る損害賠償額

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作業等の指導については、日

ごろから行っているところでありますが、今期のよう

な大雪の状況では視界も悪く、危険な作業が多いこと

から、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。 

 17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  報告についてはこの場所でし

か聞けないので、お聞かせください。７号も８号も除

雪の事故と、関連の自動車事故ですが、毎議会、報告

事項の中で、この自動車事故のない議会がないんです、

実は。毎議会、今後このようなことのないようなこと

で説明があるわけですが、そういった意味では本当に

職員の数も多いわけですけども、やはり細心の注意を

払っていくといいますか必要じゃないかというふうに

思います。 

 それから、除雪に関して特に言いますと、やっぱり

複数配置といいますか、トラック１台に１人乗って視

界が悪いときに後ろバックしたり、そういった形で、

非常に１人での乗車というのは非常に危険を伴うとい

うのは実態があると思うんですが、そういった点では

除雪作業における複数乗車ということについても、や

っぱりるる検討していきながら、この事故を皆無に近

い状態にしていくということが必要じゃないかという

ふうに思うんですが、とにかく毎議会、何らかの事故

が発生をして、報告がされるというのが非常に嫌なこ

とですので、この点について今除雪も含めてお聞かせ

いただければありがたいんですが。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  毎回このように事故の報告

をして大変申しわけないと思っております。今後とも

除雪作業、これには事故のないように指導等進めてま

いりたいと思います。 

 また、車両の２人とか３人とか複数の人を乗せてる

ということですけれども、これもなかなかに業者さん

等にいろいろお願いしている場所もあります。そうい

ったところで、なかなかに人も集められないと。また

人件費等大変な費用がかかります。ですので、これに

ついては今の状況で何とか行っていきたいと思ってお

ります。 

○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  以前と違いまして業者さんで

も機械の保持が減ってると。それからオペレーターが

減少してるということもあります。実態はわかります

よ。それから、市としても常にオペレーターを配置す

るわけにはいかないということで、業者から運転手さ

んを借り上げるという状況も伺っております。 

 そういった中で本当に、いわゆる運転する人とオペ
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レーター、安全を確認することについて、機種によっ

て１人でもできる機種もありますし、やっぱり２人乗

ったほうがいいというのありますし、そこは一概に全

部２人乗せるというわけにはいきませんけども、必要

な場合にはやっぱりそういう安全確認するような配置

も私は必要ではないかと思いますので、そこはぜひ、

こういう場はこうしようという検討をぜひしていただ

きたいと。機械的にやれとは言いませんので、お願い

したいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ただいまご指摘いただきま

した点等については、十分に検討させたいと思います。 

 また、今回報告第７号、第８号で専決処分の報告を

させていただきました。今期の大雪によります事故と

いいますか、その関係でございますが、いまだ示談が

未了してないのが残り３件ほどございます。と申しま

すのは、今期の大雪で先ほども説明いたしましたが、

視界が悪く、そして前に雪が降った部分が固く締まっ

ていて、それを交通確保するために押していったと。

そしたら、車庫等を潰したというような現状でござい

まして、運転手等々には今後とも十分注意させるとい

うことで指導を徹底してまいりたいと思いますが、そ

のような状況であったということについてもご理解い

ただきたいと思います。 

 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、議案の委員会付託についてお諮りいたします。 

 議案第１号から議案第５号までの各会計補正予算は、

議長を除く23人の委員をもって構成する予算特別委員

会を設置し、これに付託の上審査することといたした

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。 

 次に、議案第６号から議案第10号、議案第12号及び

議案第13号、以上の７件は、お手元に配付の議案付託

表のとおり所管の常任委員会に付託いたします。 

 次に、付託省略議案についてお諮りいたします。 

 議案第11号及び議案第14号、以上の２件は委員会の

付託を省略し、本日審議することといたしたいと思い

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。 

 この際、委員会条例第９条第１項の規定により、た

だいま設置された予算特別委員会の委員長及び副委員

長互選のため当職から予算特別委員会を招集します。 

 正副委員長互選の間、暫時休憩いたします。 

    午前11時18分   休憩   

──────────────────── 

    午前11時57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。 

 予算特別委員長から正副委員長が選任された旨、報

告がありました。委員長に泉川博明君、副委員長に城

内仲悦君。 

 以上であります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第５ 議案第14号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第５、議案第14号「人

権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることにつ

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14号「人権擁護

委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて」

は、異議がない意見と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14号は異議がない意見とすることに決定い

たしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第６ 議案第11号   

○議長（八重櫻友夫君）  次に、議案第11号「久慈市

超高速ブロードバンド基盤整備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。１番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  この工事契約についてですが、

この工事が完了することによって、市内どこに住んで

いても光ケーブル、いわゆる超高速ブロードバンドが

利用できるというふうになるわけですが、完成後にお
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いて今回工事を行う地域に自宅を新築すると。その幹

線のすぐ側だとこれはいいわけですが、幹線からずれ

た場合の工事、整備はどのようになるのか。市が整備

をしなければならないのか、あるいは新たな委託契約

をするＮＴＴのほうで行うようになるのか、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）  お答えいたします。 

 新たに今回の整備後、新築する家屋の場合、例えば

１軒だけ離れていたような場合ですと、やはりそこら

辺はＮＴＴといろいろな協議になろうかと思いますが、

通常の場合ですと、いわゆる軒先まではＮＴＴが負担

して工事をすることになりますので、そのような部分

は大丈夫だと理解しております。 

○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11号「久慈市超

高速ブロードバンド基盤整備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、原案のとおり可

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11号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第７ 請願受理第10号、請願受理第11号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第７、請願受理第10号

及び請願受理第11号を一括議題といたします。 

 請願について、紹介議員の説明を求めます。梶谷武

由君。 

    〔１番梶谷武由君登壇〕 

○１番（梶谷武由君）  請願受理第10号「少人数学級

の推進などの定数改善と義務教育費国庫負担制度の国

の負担割合二分の一復元及び教育予算の拡充を求める

請願」について紹介いたします。 

 文科省では、小中学校における35人以下学級を順次

推進する定数改善計画を策定し、公立義務教育諸学校

の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律、いわ

ゆる義務標準法が改正され、小学校１年生と２年生の

学級定員が最大35人となりましたが、それ以上の拡充

は進んでおりません。岩手県では、本年度加配措置を

活用しながら１学級の定員35人を小学校４年生まで行

っています。 

 学校では、指導要領の本格実施による授業実数の増

加や指導内容の増加、いじめ、不登校など児童生徒指

導の課題の深刻化、発達障害などの特別な支援が必要

な子供たちへの対応など、一人ひとりの子供にきめ細

やかな丁寧な対応が必要となっています。このような

ことから１学級の規模を引き下げ、計画的な定数改善

が必要であります。 

 また、教職員の確保と適正配置のためには、必要な

財源を安定的に確保することが不可欠なことから、義

務教育費国庫負担制度が生まれ、現在は公立の義務教

育諸学校教職員の給料、諸手当の３分の１が国が負担

することとなっています。国の財政事情により現在は

国の負担が３分の１となっていますが、子供たちがど

こに住んでいても一定水準の教育を受けるためには、

この制度を堅持することと地方財政力の弱い自治体の

財源確保が必要であり、以前と同じように国庫負担割

合を２分の１に復元することが必要と考えます。 

 特別支援教育支援員や少人数指導、不登校、学習障

害対応など多くの種類の支援員が学校に配置されてい

ますが、ほとんどが非常勤職員で身分が不安定であり、

同じ学校に継続して採用されません。支援員等が継続

して指導に当たることや支援員としての資質を高める

ためにも、正規職員として学校に配置されることが必

要であると考えます。 

 学級の定員を引き下げるのに加え、教職員定数の改

善や学校施設の整備、日常の教育活動に必要な予算、

通学路の安全対策など教育予算全体を拡充するために

は、地方交付税を含む国の予算を拡充する必要があり

ます。特にも被災自治体への配慮が必要と考えます。 

 このような状況をご理解をいただき、本請願を採択

くださるようお願い申し上げ、請願の紹介といたしま

す。 

 次に、請願受理第11号「集団的自衛権行使を容認す

る憲法の解釈変更を行わないことを求める請願」につ

いて紹介いたします。 

 集団的自衛権の行使とは、日本が攻撃を受けていな

くても責められている密接な関係にある外国を日本が

守ったり、相手に反撃したりするものです。 

 これまで歴代内閣は、集団的自衛権の行使は憲法違

反になるとして集団的自衛権の行使を容認しませんで
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した。日本国憲法は平和主義を規定し、戦争の放棄、

戦力の不保持、交戦権を否定しています。 

 安倍首相は、憲法の解釈の変更を閣議で決定し、集

団的自衛権の行使を容認しようとしています。集団的

自衛権の行使容認は、日本が他の国と一緒に武力行使

できる道を開くものであり、戦争に加担することにつ

ながりかねません。戦争放棄をうたった日本国憲法に

違反するものです。 

 東北６県の現職や元職の市町村長たちが、安倍首相

のこのような動きを強く批判し、憲法９条を守る首長

の会連合会を発足させ、「市町村長の究極の使命は住

民の命と暮らしを守ることである。住民を戦争で殺さ

せないためにも、この運動を全国に呼びかけていきた

い」と決意表明を行っています。 

 集団的自衛権の行使容認は憲法の根幹にかかわるも

のであり、国会の審議も得ないまま、一内閣の決定で

行うべきでないというのが請願の趣旨であります。請

願の趣旨をご理解いただき採択くださるようお願い申

し上げ、請願の紹介を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  ただいま議題となっており

ます請願は、お手元に配付してあります請願文書表の

とおり、教育民生委員会及び総務委員会に付託いたし

ます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    散会   

○議長（八重櫻友夫君）  以上で、本日の日程は終了

いたしました。 

 本日は、これで散会いたします。 

    午後０時08分   散会   



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /@JustEditMark
    /00
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /BalloonD-ExtrBold
    /Batang
    /BatangChe
    /BellevueD-Regu
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldstyleBold
    /CenturyOldstyle-Bold
    /CenturyOldstyleItalic
    /CenturyOldstyle-Italic
    /CenturyOldstyleRoman
    /CenturyOldstyle-Roman
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CRBajoka-R
    /CRCandGRyuurei-M
    /CRPCandGRyuurei-M
    /DCAi-W5-WING-RKSJ-H
    /DCAi-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCAi-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCCrystal-W5-WING-RKSJ-H
    /DCCrystal-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCCrystal-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCHigeMoji-W5-WING-RKSJ-H
    /DCHigeMoji-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCHigeMoji-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCHoLeiSho-W3-WING-RKSJ-H
    /DCHoLeiSho-W3-WINP-RKSJ-H
    /DCHoLeiSho-W3-WIN-RKSJ-H
    /DCKagoMoji-W12-WING-RKSJ-H
    /DCKagoMoji-W12-WINP-RKSJ-H
    /DCKagoMoji-W12-WIN-RKSJ-H
    /DCYoseMoji-W7-WING-RKSJ-H
    /DCYoseMoji-W7-WINP-RKSJ-H
    /DCYoseMoji-W7-WIN-RKSJ-H
    /DeVinneOrn
    /DFCraftSumi-W9-WING-RKSJ-H
    /DFCraftSumi-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFCraftSumi-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFCraftYu-W5-WING-RKSJ-H
    /DFCraftYu-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFCraftYu-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFFreeRyuyou-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFFreeRyuyou-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFFreeRyuyou-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFGiHi-W7-WING-RKSJ-H
    /DFGiHi-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFGiHi-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFGothic-EB-WIN-RKSJ-H
    /DFGyoSho-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFGyoSho-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFGyoSho-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WING-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Bd-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-XB-WING-RKSJ-H
    /DFKaiSho-XB-WINP-RKSJ-H
    /DFKinBun-W3-WING-RKSJ-H
    /DFKinBun-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFKinBun-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFKoIn-W4-WING-RKSJ-H
    /DFKoIn-W4-WINP-RKSJ-H
    /DFKoIn-W4-WIN-RKSJ-H
    /DFLeiSho-SB-WING-RKSJ-H
    /DFLeiSho-SB-WINP-RKSJ-H
    /DFLeiSho-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFPOPStencil-W7-WING-RKSJ-H
    /DFPOPStencil-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFPOPStencil-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFPPOP1-SB-WINP-RKSJ-H
    /DFRenMenTai-Md-WIN-RKSJ-H
    /DFShinTen-W7-WING-RKSJ-H
    /DFShinTen-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFShinTen-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFSNGyoSho-W5-WING-RKSJ-H
    /DFSNGyoSho-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFSNGyoSho-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFSoKing-W3-WING-RKSJ-H
    /DFSoKing-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFSoKing-W3-WIN-RKSJ-H
    /DHGyoSho-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DHHSGothic-W5-WINP-RKSJ-H
    /DHHSMincho-W7-WINP-RKSJ-H
    /DHPGothic-EB-WIN-RKSJ-H
    /Dotum
    /DotumChe
    /edit
    /elena
    /EmbassyJS
    /EstrangeloEdessa
    /FC-ChibaPenjitai
    /FC-FudeKaishotai
    /FC-FukuroIma310
    /FC-FukuroIma513
    /FC-FukuroKanteiryuEdomoji
    /FC-FukuroKasaneMaruGothicH
    /FC-FukuroMaruGothictai-H
    /FC-Gothictai-B
    /FC-Gothictai-H
    /FC-Gothictai-L
    /FC-Gothictai-M
    /FC-GyoKaishotai
    /FC-HeiseiChubutoKakuGothictai
    /FC-HeiseiChubutoMinchotai
    /FC-HeiseiGokubutoKakuGothictai
    /FC-HeiseiGokubutoMaruGothictai
    /FC-HeiseiGokubutoMinchotai
    /FC-HeiseiKakuGothictai
    /FC-HeiseiMaruGothictai
    /FC-HeiseiMinchotai
    /FC-Higemoji
    /FC-Hikkitai
    /FC-Illust
    /FC-Ima108
    /FC-Ima205
    /FC-Ima310
    /FC-Ima407
    /FC-Ima513
    /FC-KageIma310
    /FC-KageIma513
    /FC-KageKanteiryuEdomoji
    /FC-KageKasaneMaruGothicH
    /FC-KageMaruGothictai-H
    /FC-KanteiryuEdomoji
    /FC-KasaneMaruGothicH
    /FC-KigouGothic
    /FC-KigouMincho
    /FC-Kyokashotai-L
    /FC-Kyokashotai-M
    /FC-MaruGothictai-B
    /FC-MaruGothictai-H
    /FC-MaruGothictai-L
    /FC-MaruGothictai-M
    /FC-Marumoji
    /FC-Minchotai-B
    /FC-Minchotai-H
    /FC-Minchotai-L
    /FC-Minchotai-M
    /FC-MouhitsuGyosho
    /FC-MouhitsuKaisho
    /FC-Reishotai
    /FC-SeiKaishotai-M
    /FC-SignBord16G
    /FC-TakahashiReishotai
    /FC-TanKointai
    /FC-Tile16G
    /FC-WebChubby
    /FC-WebLine
    /Fj-ChibaPenjitai
    /Fj-Cube16G
    /Fj-FudeKaishotai
    /Fj-FukuroIma310
    /Fj-FukuroIma513
    /Fj-FukuroKanteiryuEdomoji
    /Fj-FukuroKasaneMaruGothicH
    /Fj-FukuroMaruGothictai-H
    /Fj-Gothictai-B
    /Fj-Gothictai-H
    /Fj-Gothictai-L
    /Fj-Gothictai-M
    /Fj-GyoKaishotai
    /Fj-HeiseiChubutoKakuGothictai
    /Fj-HeiseiChubutoMinchotai
    /Fj-HeiseiGokubutoKakuGothictai
    /Fj-HeiseiGokubutoMaruGothictai
    /Fj-HeiseiGokubutoMinchotai
    /Fj-HeiseiKakuGothictai
    /Fj-HeiseiMaruGothictai
    /Fj-HeiseiMinchotai
    /Fj-Higemoji
    /Fj-Hikkitai
    /Fj-Ima108
    /Fj-Ima205
    /Fj-Ima310
    /Fj-Ima407
    /Fj-Ima513
    /Fj-KageIma310
    /Fj-KageIma513
    /Fj-KageKanteiryuEdomoji
    /Fj-KageKasaneMaruGothicH
    /Fj-KageMaruGothictai-H
    /Fj-KanteiryuEdomoji
    /Fj-KasaneMaruGothicH
    /Fj-Kyokashotai-L
    /Fj-Kyokashotai-M
    /Fj-MaruGothictai-B
    /Fj-MaruGothictai-H
    /Fj-MaruGothictai-L
    /Fj-MaruGothictai-M
    /Fj-Marumoji
    /Fj-Minchotai-B
    /Fj-Minchotai-H
    /Fj-Minchotai-L
    /Fj-Minchotai-M
    /Fj-MouhitsuGyosho
    /Fj-MouhitsuKaisho
    /Fj-Reishotai
    /Fj-SeiKaishotai-M
    /Fj-SignBord16G
    /Fj-TakahashiReishotai
    /Fj-TanKointai
    /Fj-Tile16G
    /Fj-WebChubby
    /Fj-WebLine
    /FO-Gothictai
    /FO-Gothictai-HANKAKU
    /FO-Gothictai-TOKUSYU
    /FO-Ima513
    /FO-Kyokashotai-L
    /FO-MaruGothictai-L
    /FO-Minchotai
    /FO-Minchotai-HANKAKU
    /FO-Minchotai-TOKUSYU
    /FO-MouhitsuGyosho
    /FO-MouhitsuKaisho
    /FO-TakahashiReishotai
    /FrakturJS
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FU-Gothictai
    /FU-Minchotai
    /FutoGoB101Pro-Bold
    /FutoMinA101Pro-Bold
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /GC-Special-Character
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gothic720-BoldB
    /Gothic720-ItalicB
    /Gothic720-RomanB
    /GothicBBBPro-Medium
    /GothicMB101Pro-Bold
    /GothicMB101Pro-Heavy
    /GothicMB101Pro-Ultra
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HGGothicE
    /HGMaruGothicMPRO
    /HGMinchoB
    /HGMinchoE
    /HGPGothicE
    /HGPMinchoB
    /HGPMinchoE
    /HGPSoeiKakugothicUB
    /HGPSoeiKakupoptai
    /HGSeikaishotaiPRO
    /HGSGothicE
    /HGSMinchoB
    /HGSMinchoE
    /HGSoeiKakugothicUB
    /HGSoeiKakupoptai
    /HGSSoeiKakugothicUB
    /HGSSoeiKakupoptai
    /HiraginoMin-W4-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoMin-W4-90ms-RKSJ-H
    /HiraginoMin-W6-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoMin-W6-90ms-RKSJ-H
    /HiraginoMin-W8-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoMin-W8-90ms-RKSJ-H
    /Impact
    /JSGothic-Md
    /JSHSMinchoU-W3-WIN-RKSJ-H
    /JSMincho-Lt
    /JSPGothic-Md
    /JSPMincho-Lt
    /JSSGothic-Md
    /JSSMincho-Lt
    /Jun101Pro-Light
    /Jun201Pro-Regular
    /Jun34Pro-Medium
    /Jun501Pro-Bold
    /JustEditMark
    /JustHalfMark
    /JustHalfMarkG
    /JustKanaMark
    /JustKanaMarkG
    /JustOubunMark
    /JustOubunMarkG
    /JustUnitMark
    /JustUnitMarkG
    /JustWabunMark
    /JustWabunMarkG
    /Kartika
    /KyokaICAPro-Light
    /KyokaICAPro-Medium
    /KyokaICAPro-Regular
    /Latha
    /LucidaConsole
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /Mangal-Regular
    /MicrosoftSansSerif
    /MidashiGoPro-MB31
    /MidashiMinPro-MA31
    /MingLiU
    /MonotypeCorsiva
    /MotoyaGothic-W4-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaGothic-W4-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaGothic-W4-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W3-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W3-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W3-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W4-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W4-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W4-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W3-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W3-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W3-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W4-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W4-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W4-90ms-RKSJ-H
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /NSimSun
    /OCRB
    /OCR-B
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /ParkAveD
    /PMingLiU
    /Raavi
    /RyuminPro-Bold
    /RyuminPro-Heavy
    /RyuminPro-Light
    /RyuminPro-Medium
    /RyuminPro-Regular
    /RyuminPro-Ultra
    /ShinGoPro-Bold
    /ShinGoPro-Heavy
    /ShinGoPro-Light
    /ShinGoPro-Medium
    /ShinGoPro-Regular
    /ShinGoPro-Ultra
    /ShinseiKaiPro-CBSK1
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SkidoosD
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vrinda
    /WarnockPro-Bold
    /WarnockPro-BoldCapt
    /WarnockPro-BoldDisp
    /WarnockPro-BoldIt
    /WarnockPro-BoldItCapt
    /WarnockPro-BoldItDisp
    /WarnockPro-BoldItSubh
    /WarnockPro-BoldSubh
    /WarnockPro-Capt
    /WarnockPro-Disp
    /WarnockPro-It
    /WarnockPro-ItCapt
    /WarnockPro-ItDisp
    /WarnockPro-ItSubh
    /WarnockPro-Light
    /WarnockPro-LightCapt
    /WarnockPro-LightDisp
    /WarnockPro-LightIt
    /WarnockPro-LightItCapt
    /WarnockPro-LightItDisp
    /WarnockPro-LightItSubh
    /WarnockPro-LightSubh
    /WarnockPro-Regular
    /WarnockPro-Semibold
    /WarnockPro-SemiboldCapt
    /WarnockPro-SemiboldDisp
    /WarnockPro-SemiboldIt
    /WarnockPro-SemiboldItCapt
    /WarnockPro-SemiboldItDisp
    /WarnockPro-SemiboldItSubh
    /WarnockPro-SemiboldSubh
    /WarnockPro-Subh
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


