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第18回久慈市議会定例会会議録（第４日） 

 

議事日程第４号 

平成26年６月25日（水曜日）午後１時30分開議 

 第１ 請願受理第11号（総務委員長報告・質疑・討

論・採決） 

 第２ 請願受理第10号（教育民生委員長報告・質

疑・討論・採決） 

 第３ 議案第６号、議案第７号、議案第８号、議案

第９号、議案第10号、議案第12号、議案第

13号（産業建設委員長報告・質疑・討論・

採決） 

 第４ 議案第１号、議案第２号、議案第３号、議案

第４号、議案第５号（予算特別委員長報

告・質疑・討論・採決） 

 第５ 発議案第20号、発議案第21号（採決） 

 第６ 発議案第22号、発議案第23号（採決） 

 第７ 議員派遣の件（採決） 

──────────────────── 

会議に付した事件 

 日程第１ 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 

 日程第２ 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２分の１復元及び教育予算の拡充を求め

る請願 

 日程第３ 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 

 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） 

 日程第５ 発議案第20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２分の１復元及び教育予算の拡充を求める

意見書の提出について 

  発議案第21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意見書の提

出について 

 日程第６ 発議案第22号 久慈市議会委員会条例の

一部を改正する条例 

  発議案第23号 久慈市議会会議規則の一部を改正

する規則 

 日程第７ 議員派遣の件 

──────────────────── 

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 
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──────────────────── 

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 

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

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    午後１時30分   開議   

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまから、本日の会議

を開きます。 

 欠席通告は、藤島議員からであります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    諸般の報告   

○議長（八重櫻友夫君）  諸般の報告をいたします。 

 議員発議案４件及び当職からの提出議案１件をお手

元に配付してあります。 

──────────────────── 

 〔参 考〕 

発議案第20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

予算拡充を求める意見書の提出について 

 上記の議案を別紙のとおり、久慈市議会会議規則第

14条第１項の規定により提出します。 

  平成26年６月25日提出 

 久慈市議会議長 八重櫻 友 夫 様 

      提出者 久慈市議会議員 堀崎 松男 

      提出者 久慈市議会議員 澤里 富雄 

      提出者 久慈市議会議員 小倉 建一 

      提出者 久慈市議会議員 桑田 鉄男 

      提出者 久慈市議会議員 小野寺勝也 

──────────────────── 

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

予算拡充を求める意見書 

 義務標準法では、１学級あたりの定員を小学校一年

生から二年生まで35人とすることとしていますが、そ

れ以上の拡充が進んでいません。岩手県では、加配措

置を活用した県独自予算として、35人学級の拡充を小

学校三年生、四年生まで行っています。 

 日本は、ＯＥＣＤ諸国に比べて、１学級あたりの児

童生徒数や教員１人あたりの児童生徒数が多くなって

います。一人ひとりの子どもに丁寧な対応を行うため

には、ひとクラスの学級規模を引き下げる必要があり

ます。 

 社会状況等の変化により、いじめ、不登校等生徒指

導の課題も深刻化し、発達障害など、特別な支援を要

する子どもたちへの対応も課題となっています。この

ような課題の解決に向け、一人ひとりの子どもに丁寧

な支援、対応を行うためには、１学級の規模を引き下

げ、計画的な定数改善がぜひとも必要です。文部科学

省が実施した「今後の学級編成及び教職員定数に関す

る国民からの意見募集」では、約６割が「小中高校の

望ましい学級規模」として、26人～30人を挙げていま

す。国民も30人以下学級を望んでいることは明らかで

す。 

 三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の国

の負担割合が二分の一から三分の一に引き下げられま

した。その結果、地方自治体財政は圧迫され、非正規

教職員も増えています。子どもたちが全国どこに住ん

でいても、一定水準の教育を受けられることが憲法上

の要請です。 

 子どもの学ぶ意欲・主体的なとりくみを引き出す教

育の役割は重要であり、そのための条件整備が不可欠

です。こうした観点から、2015年度政府予算編成にお

いて下記事項が実現されるよう強く要望します。 

記 

１ 小中学校における一学級あたりの定員を30人以下

とし、適切な定数改善を進めること。 

２ 教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義

務教育費国庫負担制度の国の負担割合を二分の一に

復元すること。 

３ 学校施設整備費、教材費や図書費、就学援助費や
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奨学金、学校や通学路の安全など、特にも被災地方

自治体における教育予算が十分に確保できるよう、

地方交付税を含め国の教育予算を拡充すること。 

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提

出する。 

  平成26年６月25日 

岩手県久慈市議会    

議長 八重櫻 友 夫  

 衆議院議長  殿 

 参議院議長  殿 

 内閣総理大臣 殿 

 文部科学大臣 殿 

 総務大臣   殿 

 財務大臣   殿 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 〔参 考〕 

発議案第21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意見書の提出について 

 上記の議案を別紙のとおり、久慈市議会会議規則第

14条第１項の規定により提出します。 

  平成26年６月25日提出 

 久慈市議会議長 八重櫻 友 夫 様 

      提出者 久慈市議会議員 小倉 建一 

      提出者 久慈市議会議員 澤里 富雄 

      提出者 久慈市議会議員 堀崎 松男 

      提出者 久慈市議会議員 桑田 鉄男 

      提出者 久慈市議会議員 小野寺勝也 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

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意見書 

 歴代政権は「憲法第９条下において許容されている

自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度

の範囲にとどめるべきものであり、集団的自衛権を行

使することは、その範囲を超えるものであって、憲法

上許されない」との見解（1981年５月政府答弁書）を

踏襲してきた。 

 しかし、安倍首相は、２月20日の衆議院予算委員会

において、集団的自衛権行使を容認する憲法解釈変更

に、「与党と議論して政府として責任をもって閣議決

定し、その上で国会で論議いただきたい」と述べ、国

会審議を経ず内閣の一存で強行する考えを明確に示し

た。 

 政府は、安倍首相の私的懇談会「安全保障の法的基

盤の再構築に関する懇談会」の報告を受け、集団的自

衛権行使容認の政府方針を確定し与党内で調整をした

うえで閣議決定を行う予定とされている。 

しかし、このように一内閣の考えだけで憲法解釈を変

更することは、その内容の是非を超えて近代立憲主義

の根本を破壊する暴挙であり、断じて認めることはで

きない。 

 よって、政府に対して、集団的自衛権の行使を容認

する憲法解釈の変更を行わないことを強く要望する。 

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提

出する。 

  平成26年６月25日 

岩手県久慈市議会    

議長 八重櫻 友 夫  

 衆議院議長  殿 

 参議院議長  殿 

 内閣総理大臣 殿 

 内閣官房長官 殿 

 防衛大臣   殿 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 〔参 考〕 

発議案第22号 

久慈市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を別紙のとおり、久慈市議会会議規則第

14条第１項の規定により提出します。 

  平成26年６月25日提出 

 久慈市議会議長 八重櫻 友 夫 様 

      提出者 久慈市議会議員 桑田 鉄男 

      提出者 久慈市議会議員 澤里 富雄 

      提出者 久慈市議会議員 堀崎 松男 

      提出者 久慈市議会議員 小倉 建一 

      提出者 久慈市議会議員 小野寺勝也 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

久慈市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 久慈市議会委員会条例（平成18年久慈市条例第185

号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項ただし書を削る。 

 第19条第１項を次のように改める。 

 委員会の会議は、原則公開する。 

  附 則 
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 この条例は、公布の日から施行する。 

  提案理由 

 久慈市議会基本条例の制定に伴い、委員会を原則公

開し、併せて議長を常任委員会の委員としようとする

ものである。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 〔参 考〕 

発議案第23号 

久慈市議会会議規則の一部を改正する規則 

 上記の議案を別紙のとおり、久慈市議会会議規則第

14条第１項の規定により提出します。 

  平成26年６月25日提出 

 久慈市議会議長 八重櫻 友 夫 様 

      提出者 久慈市議会議員 小野寺勝也 

      提出者 久慈市議会議員 澤里 富雄 

      提出者 久慈市議会議員 堀崎 松男 

      提出者 久慈市議会議員 小倉 建一 

      提出者 久慈市議会議員 桑田 鉄男 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

久慈市議会会議規則の一部を改正する規則 

 久慈市議会会議規則（平成18年久慈市議会規則第１

号）の一部を次のように改正する。 

 第15章 会議録（第123条― 

 目次中 

 「第15章 会議録（第123条―第126条）」を第16章 

協議又は調整を行う第126条）に改める。ための場

（第127条）」 

 目次中 

 「第16章 議員の派遣（127条）」を「第17章 議

員の派遣（第128条）」に、「第17章 補足（第128

条）」を「第18章 補足（第129条）」に改める。 

  第14条第１項中「３人」を「２人」に改める。 

  第16条中「２人」を「１人」に改める。 

  第17条中「３人」を「２人」に改める。 

  第61条中「第53条及び」を削る。 

  第71条第２項中「法第109条の２第４項」を「法

第109条第３項」に改める。 

  第128条を第129条とする。 

  第17章を第18章とする。 

  第16章中第127条を第128条とし、同章を第17章と

する。 

  第15章の次に次の１章を加える。 

  第16章 協議又は調整を行うための場（協議又は

調整を行うための場） 

  第127条 法第100条第12項の規定による議案の審

査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場

（以下「協議等の場」という。）を別表のとおり設け

る。 

２ 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設

けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。 

３ 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっ

ては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明

らかにしなければならない。 

４ 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別

に定める。 

 附則の次に次の別表を加える。 

 

別表（第127条関係） 

名称 目的 構成員 招集権者

議員

全員

協議

会 

議会としての

共通認識を深

め る と と も

に、合意形成

を図るための

協議・調整 

全議員 議長 

議会

改革

推進

会議

久慈市議会基

本条例の検証

を行うととも

に、継続的に

議会改革を推

進するための

協議・調整 

議 長 、 副 議

長、各会派代

表者、議会運

営委員長、広

聴広報特別委

員長、会派に

属さない議員

のうち１人 

議長 

 

  附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

  提案理由 

 久慈市議会基本条例の制定に伴い、協議等の場を設

ける等必要な事項を定めようとするものである。 

──────────────────── 

 〔参 考〕 

  議員派遣の件 

               平成26年６月25日 

 地方自治法第100条第13項及び久慈市議会会議規則

第120条の規定により、次のとおり議員を派遣する。 

記 

１ 第52回知事を囲む懇談会  
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 (1) 派遣目的 岩手県知事と行政課題に関する意見

交換を行うため 

 (2) 派 遣 先 盛岡市 

 (3) 派遣期間 平成26年８月22日 

 (4) 派遣議員 下舘祥二副議長 

２ 八戸・久慈自動車道建設促進期成同盟会 

 (1) 派遣目的 建設促進の要望活動のため 

 (2) 派 遣 先 青森県青森市 

 (3) 派遣期間 平成26年７月11日 

 (4) 派遣議員 木ノ下祐治産業建設委員長 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 請願受理第11号   

○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、請願受理第11号を議題といたします。 

 本請願に関し、委員長の報告を求めます。砂川総務

委員長。 

    〔総務常任委員長砂川利男君登壇〕 

○総務常任委員長（砂川利男君）  平成26年６月第18

回定例会における総務委員長報告をいたします。 

 本定例会において、総務委員会に付託されました請

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、去る

６月20日、委員会を開催し、審査いたしましたので、

その概要と結果についてご報告申し上げます。 

 本請願は、集団的自衛権行使の容認について、一内

閣の考えだけで憲法解釈を変更することは、その内容

の是非を超えて近代立憲主義の根本を破壊する暴挙で

あり、国会及び政府関係機関に「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意見

書」の提出を求めるものであります。 

 なお、審査に当たっては、請願者からの意見陳述を

受けた上で質疑を行い、また、質疑の中では議員間討

議を行ったところであります。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、集団的自衛権の基本的な考え方と印象につい

て尋ねたところ、例えば、日本が戦争に加担していな

くても、同盟国から要請があった場合は戦争に加担す

るということになる。さらに、加担することにより、

日本がテロの対象となる危険性が高まることを危惧し

ているとの答弁がありました。 

 また、国民へ説明不足に対する印象について尋ねた

ところ、各種アンケートでは、よくわからないと答え

ている人もあり、国民が議論に参加できるような体制

をつくってからでもよいのではないかとの答弁があり

ました。 

 また、新聞によっては、行使容認に賛成するアン

ケート結果が出ていることについて尋ねたところ、近

隣諸国での暴動や歴史問題などで緊張感が高まってお

り、アンケートの聞き方によってもさまざまな結果に

なると思うが、いずれにしても、戦争をさせてはなら

ないということで考えていることを理解していただき

たいとの答弁がありました。 

 また、仮に日本が攻撃されても、みずから守れない

というジレンマもあるのではないかと尋ねたのに対し、

個別的自衛権で対応は可能だと思っている。日本で69

年間、戦争がなかったのは事実であり、武力解決とい

う手段は避けなければならないと考えているとの答弁

がありました。 

 このほか、憲法第９条の解釈や近代立憲主義などに

ついて質疑が交わされたところであります。 

 また、議員間討議では、憲法の解釈を変更すること

の問題点について、個別的自衛権の範囲や武力行使の

定義を整理することなどについて議論が交わされたと

ころであります。 

 採決の結果、本請願は、賛成多数により採択すべき

ものと決しました。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまの委員長報告に対

し、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。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」については、委員長の報告のとおり採

択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、請願受理第11号は採択と決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第２ 請願受理第10号   
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○議長（八重櫻友夫君）  日程第２、請願受理第10号

を議題といたします。 

 本請願に関し、委員長の報告を求めます。下川原教

育民生委員長。 

    〔教育民生常任委員長下川原光昭君登壇〕 

○教育民生常任委員長（下川原光昭君）  本定例会で、

教育民生委員会に付託されました請願１件について、

去る６月20日に委員会を開催し、審査いたしましたの

で、その概要と結果についてご報告申し上げます。 

 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」について申し上

げます。 

 本請願は、子供たちの学ぶ意欲、主体的な取り組み

を引き出す教育の役割は重要であり、条件整備は不可

欠である。 

 そのため、政府の来年度の予算編成において、確か

な教育環境を整備するため30人以下学級を推進し適切

な定数改善を進めること、教育の機会均等と水準の維

持向上を図るため義務教育費国庫負担制度の負担割合

を２分の１に復元すること、学校施設整備費など特に

も被災地方自治体における教育予算が十分に確保でき

るよう、地方交付税を含め国の教育予算を拡充するこ

と、以上３点が実現されるよう国に求め、関係機関へ

意見書を提出してほしいというものであります。 

 審査に当たりましては、請願者からの意見陳述を受

けた上で質疑を行い、また、質疑の中では議員間討議

を行ったところであります。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、35人以下学級を小学校５、６年生や中学生に

も適用させるよう国や県に働きかけているのかと尋ね

たのに対し、組合では、国や県に対しても同様の要望

を行っているとの説明がありました。 

 次に、これまで継続して、少人数学級の推進と教育

予算の拡充についての請願を提出しているが、その成

果はどうかと尋ねたのに対し、少人数学級の推進につ

いては、岩手県内でも徐々に35人以下学級が拡充して

おり、推進が図られていると感じている。しかし、教

育予算の拡充については、現場の声がうまく伝わらな

く、むしろ後退してきていると感じているとの説明が

ありました。 

 そのほか、非正規教職員の人数について、少子化と

教職員数の関係についてなどの質疑、説明が交わされ

たところであります。 

 採決の結果、請願受理第10号は、全員異議なく採択

すべきものと決しました。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまの委員長報告に対

し、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。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」については、委員長の報告のとおり採択す

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、請願受理第10号は採択と決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第３ 議案第６号、議案第７号、議案第 

    ８号、議案第９号、議案第10号、議案第12号、 

    議案第13号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第３、議案第６号から

議案第10号まで、議案第12号及び議案第13号を議題と

いたします。 

 本案に関し、委員長の報告を求めます。木ノ下産業

建設委員長。 

    〔産業建設常任委員長木ノ下祐治君登壇〕 

○産業建設常任委員長（木ノ下祐治君）  本定例会に

おいて、産業建設委員会に付託されました議案７件に

ついて、去る６月20日に委員会を開催し、審査いたし

ましたので、その概要と結果についてご報告いたしま

す。 

 なお、委員会では、議案第13号の審査に当たり、現

地調査を実施したところであります。 

 初めに、議案第６号「地方小売市場条例の一部を改

正する条例」について申し上げます。 

 本条例は、消費税法等の一部改正に伴い、地方小売

市場久慈市営魚市場の使用料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。 
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 具体的な内容でありますが、魚市場施設の区分使用

料をそれぞれ改定し、また貸し事務室及び会議室につ

いては、その廃止に伴い、使用料区分から削除しよう

とするものであるとの当局からの説明がありました。 

 採決の結果、議案第６号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 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」について申し上げます。 

 本条例は、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。 

 具体的な内容でありますが、一般汚水については基

本料金及び排出量区分に応じた超過料金を、臨時汚水

についてはその超過料金をそれぞれ改定しようとする

ものであるとの当局からの説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、漁業集落排水処理に係る水洗化人口及び世帯

数についてただしたのに対し、接続している水洗化人

口は2,330人、世帯数にして816世帯であるとの答弁が

ありました。 

 次に、料金改定に伴う会計システムの改修費用につ

いてただしたのに対し、水道使用料と連動しているも

のであり、漁業集落排水事業からの費用負担はないも

のであるとの答弁がありました。 

 そのほか、消費税増税に伴う料金改定時期の考え方

などについて、質疑、答弁が交わされたところであり

ます。 

 採決の結果、議案第７号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 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」について申し上げます。 

 本条例は、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。 

 具体的な内容でありますが、一般汚水については基

本料金及び排出量区分に応じた超過料金を、臨時汚水

についてはその超過料金をそれぞれ改定しようとする

ものであるとの当局からの説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、当該汚水処理に係る水洗化世帯数についてた

だしたのに対し、接続している水洗化世帯は、大川目

地区の26世帯であるとの答弁がありました。 

 次に、使用料の集金体系についてただしたのに対し、

公共下水道料金の集金体系と同じではあるが、当該使

用料については一般会計収入となるものであるとの答

弁がありました。 

 採決の結果、議案第８号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第９号「下水道条例の一部を改正する条

例」について申し上げます。 

 本条例は、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。 

 具体的な内容でありますが、一般汚水については基

本料金及び排出量区分に応じた超過料金を、公衆浴場

汚水については基本料金及びその超過料金を、臨時汚

水についてはその超過料金をそれぞれ改定しようとす

るものであるとの当局からの説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、普及人口及び水洗化人口についてただしたの

に対し、普及人口13,360人に対し、接続している水洗

化人口は6,990人、世帯数にして2,896世帯であるとの

答弁がありました。 

 次に、料金算定に係る水道料金との連動性について

ただしたのに対し、水道のメーター使用料をその算定

基準としているものであるとの答弁がありました。 

 そのほか、水洗化の促進に係る取り組み方などにつ

いて、質疑、答弁が交わされたところであります。 

 採決の結果、議案第９号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 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」について申し上げます。 

 本条例は、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。 

 具体的な内容でありますが、加入金についてはメー

ターの口径に応じた額を、給水料金については種別に

応じた基本料金及び超過料金を、メーター使用料につ

いては口径に応じた額をそれぞれ改定しようとするも

のであるとの当局からの説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、料金改定に伴う会計システムの改修費用につ

いてただしたのに対し、今回の消費税増税に伴って、

特段のシステム改修費用は発生していないものである

との答弁がありました。 

 次に、生存権の観点から、上水に関しては、料金値
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上げに当たり特別な扱いがあるのかただしたのに対し、

公営企業会計による水道事業であることから、水道料

金を原資として基本的に運営がなされていくものであ

るとの答弁がありました。 

 そのほか、停水に当たっての考え方、また口径ごと

の契約状況などについて、質疑、答弁が交わされたと

ころであります。 

 採決の結果、議案第10号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 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」申し上げます。 

 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除雪車１台

を3,866万4,000円で買い入れようとするものでありま

す。 

 具体的な内容でありますが、山間部における一次除

雪後の拡幅除雪や今期の大雪等を勘案し、効率的な除

雪作業を行うために有効であるロータリ除雪車を買い

入れようとするものであるとの当局からの説明があり

ました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、除雪作業車の実使用年数及び更新時期につい

てただしたのに対し、一般的には購入に係る補助制度

上の耐用年数である10年前後が一つの目安になるが、

当市の現状では、20年前後の使用実態となっていると

の答弁がありました。 

 次に、今回の購入費用の財源内訳についてただした

のに対し、今次の補正予算で提案している社会資本整

備総合交付金から３分の２を、残りの３分の１のうち

９割を起債、１割を単独費でもって購入しようとする

ものであるとの答弁がありました。 

 そのほか、購入しようとするロータリ除雪車の能力、

機能、また、その格納場所と使用範囲との関係性など

について、質疑、答弁が交わされたところであります。 

 採決の結果、議案第12号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 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」申し上げます。 

 本案の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。 

 具体的な内容でありますが、久慈湊大崎団地線は、

起終点を湊町第21地割地内の市道大崎本通り線に接続

し、起点を湊町第21地割68番９地先、終点を湊町第21

地割19番６地先とする路線であり、延長は303.5メー

トル、幅員は側溝含みで６メートルであるとの当局か

らの説明がありました。 

 審査では、詳細な現地調査を行った結果、特に問題

がなかったとの意見が出されたところであります。 

 採決の結果、議案第13号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 すみません。議案第６号について、「地方卸売市場

条例」を申し上げるべきところを、「地方小売市場条

例」と誤って発言しました。大変申しわけありません。

訂正しておわびいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまの委員長報告に対

し、質疑を許します。16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  委員長にお尋ねをいたしま

す。 

 議案第６号から10号までは、消費税の税率改定を内

容とする議案であります。 

 実は、昨年の３月に、この議会において、消費税の

増税に反対する意見書を採択しております。その内容

は、消費税の増税は国民生活と経済活動に大きなマイ

ナスの影響を与えかねない。また、震災からの復興の

進捗状況にも大きな影響を与える懸念があることから、

増税はしないでくれと、増税反対の意見書を採択して

いるところであります。 

 また、この消費税の増税は、確かに国の責任に属す

る問題でありますが、国の悪政から市民生活を守ると

いうのも地方自治体の大きな使命、役割の一つであろ

うかと思います。 

 ついては、この６号から10号までの議案の審議の中

で、このような消費税増税に伴うマイナスの側面、こ

れに対しての自治体としての対応等についての議論が

なされたのかどうか。あったとすれば、その概略で結

構です。お聞かせをいただきたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  木ノ下産業建設常任委員長。 

○産業建設常任委員長（木ノ下祐治君）  常任委員会

では、10％になってからでもよいのではないかと、そ

ういう質疑も交わされたところであります。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 



－151－ 

 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。まず、議案第６号「地方

卸売市場条例の一部を改正する条例」について採決い

たします。 

 本案は、委員長の報告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）  起立多数であります。よっ

て、議案第６号は、原案のとおり可決されました。 

 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」について採決いたします。 

 本案は、委員長の報告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）  起立多数であります。よっ

て、議案第７号は、原案のとおり可決されました。 

 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」について採決いたします。 

 本案は、委員長の報告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）  起立多数であります。よっ

て、議案第８号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第９号「下水道条例の一部を改正する条

例」について採決いたします。 

 本案は、委員長の報告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）  起立多数であります。よっ

て、議案第９号は、原案のとおり可決されました。 

 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」について採決いたします。 

 本案は、委員長報告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）  起立多数であります。よっ

て、議案第10号は、原案のとおり可決されました。 

 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」及び議案第13号「市道路線の認定に関

し議決を求めることについて」を採決いたします。 

 以上２件は、委員長の報告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12号及び議案第13号は、原案のとおり可決

されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第４ 議案第１号、議案第２号、議案第 

    ３号、議案第４号、議案第５号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第４、議案第１号から

議案第５号までを議題といたします。 

 本件に関し、予算特別委員長の報告を求めます。泉

川予算特別委員長。 

    〔予算特別委員長泉川博明君登壇〕 

○予算特別委員長（泉川博明君）  本定例会において、

予算特別委員会に付託されました議案第１号から議案

第５号までの平成26年度久慈市一般会計補正予算、各

特別会計補正予算、及び水道事業会計補正予算の計５

件について、去る６月23日に委員会を開催し、審査い

たしましたので、ご報告申し上げます。 

 委員会では、各般にわたり、活発な質疑、答弁が交

わされたところでありますが、本委員会は議長を除く

全議員で構成された委員会であり、委員会における質

疑、答弁など詳細な審査経緯につきましては各位の承

知するところでありますので、その結果についてご報

告を申し上げます。 

 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）」は、採決の結果、全員異議なく原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

 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）」、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）」及び議案第５号「平

成26年度久慈市水道事業会計補正予算（第１号）」の

４件は、採決の結果、いずれも賛成多数をもって原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまの委員長報告に対

し、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。 
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 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。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）」について

採決いたします。 

 本案は、委員長の報告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１号は原案のとおり可決されました。 

 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）」について採決いたします。 

 本案は、委員長の報告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）  起立多数であります。よっ

て、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

 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）」について採決いた

します。 

 本案は、委員長の報告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）  起立多数であります。よっ

て、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

 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）」について採決いたし

ます。 

 本案は、委員長の報告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。 

 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）」について採決いたします。 

 本案は、委員長の報告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）  起立多数であります。よっ

て、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第５ 発議案第20号、発議案第21号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第５、発議案第20号及

び発議案第21号を議題といたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております

発議案２件は、各会派共同提案でありますので、会議

規則第37条第３項の規定及び先例により、議事の順序

を省略し、直ちに採決したいと思います。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。 

 それでは、採決いたします。発議案第20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

める意見書の提出について」及び発議案第21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

とを求める意見書の提出について」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、発議案第20号及び発議案第21号は原案のとおり可

決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第６ 発議案第22号、発議案第23号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第６、発議案第22号及

び発議案第23号を議題といたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております

発議案２件は、各会派共同提案でありますので、会議

規則第37条第３項の規定及び先例により、議事の順序

を省略し、直ちに採決したいと思います。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。 

 それでは、採決いたします。発議案第22号「久慈市

議会委員会条例の一部を改正する条例」及び発議案第

23号「久慈市議会会議規則の一部を改正する規則」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、発議案第22号及び発議案第23号は原案のとおり可
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決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第７ 議員派遣の件   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第７、議員派遣の件を

議題といたします。 

 お諮りいたします。地方自治法第100条第13項及び

久慈市議会会議規則第120条の規定に基づき、平成26

年７月11日に青森市で開催の八戸・久慈自動車道建設

促進期成同盟会要望活動に産業建設委員長木ノ下祐治

君を、及び平成26年８月22日に盛岡市で開催の第52回

知事を囲む懇談会に副議長下舘祥二君をそれぞれ派遣

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、議員派遣の件は可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    閉会   

○議長（八重櫻友夫君）  以上で、本日の議事日程は

全部終了いたしました。 

 これをもって、本日の会議を閉じ、第18回久慈市議

会定例会を閉会いたします。 

    午後２時11分   閉会   
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