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第 2 1 回 久 慈 市 議 会 臨 時 会 会 議 録 

 

議事日程第１号 

平成22年４月23日（金曜日）午前10時00分開議 

 第１ 議席の一部変更及び議席の指定 

 第２ 会期の決定 

     議会運営委員長の報告 

 第３ 会議録署名議員の指名 

 第４ 議案第１号から議案第９号まで、報告第１号

及び報告第２号 

     提案理由の説明・総括質疑 

     委員会付託省略 

 第５ 議案第５号（質疑・採決） 

    議案第６号（質疑・採決） 

 第６ 議案第７号（質疑・採決） 

    議案第８号（質疑・採決） 

 第７ 議案第９号（質疑・採決） 

 第８ 議案第１号（質疑・討論・採決） 

 第９ 議案第２号（質疑・討論・採決） 

 第10 議案第３号（質疑・討論・採決） 

 第11 議案第４号（質疑・討論・採決） 

──────────────────── 

会議に付した事件 

 日程第１ 議席の一部変更及び議席の指定 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 会議録署名議員の指名 

 日程第４ 議案第１号 平成21年度久慈市一般会計

補正予算（専決第２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 部設置条例の一部を改正する条例 

  議案第４号 職員定数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 副市長の選任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 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９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 

  議案第６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 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９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８ 議案第１号 平成21年度久慈市一般会計

補正予算（専決第２号）の専決処分に関し承認

を求めることについて 

 日程第９ 議案第２号 市税条例の一部を改正する

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10 議案第３号 部設置条例の一部を改正す

る条例 

 日程第11 議案第４号 職員定数条例の一部を改正

する条例 

──────────────────── 

出席議員（26名） 

１ 番 梶 谷 武 由君 ２ 番 山 田   光君 

３ 番 上 山 昭 彦君 ４ 番 泉 川 博 明君 

５ 番 木ノ下 祐 治君 ６ 番 藤 島 文 男君 

７ 番 砂 川 利 男君 ８ 番 畑 中 勇 吉君 

９ 番 小 倉 建 一君 10 番 山 口 健 一君 

11 番 中 平 浩 志君 12 番 澤 里 富 雄君 

13 番 佐々木 栄 幸君 14 番 桑 田 鉄 男君 

15 番 堀 崎 松 男君 16 番 大久保 隆 實君 

17 番 小野寺 勝 也君 18 番 城 内 仲 悦君 

19 番 下斗米 一 男君 20 番 中 塚 佳 男君 

21 番 下 舘 祥 二君 22 番 大 沢 俊 光君 

23 番 濱 欠 明 宏君 24 番 八重櫻 友 夫君 

25 番 髙屋敷 英 則君 26 番 宮 澤 憲 司君 
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欠席議員（なし） 

──────────────────── 

事務局職員出席者 

事務局長 根 井  元 事務局次長 中 務 秀 雄
庶務グループ 
総 括 主 査 外 谷 隆 司 

議事グループ 
総 括 主 査 眞 角 泰 光

主 事 長 内 紳 悟 

──────────────────── 

説明のための出席者 

市 長 山内 隆文君 副 市 長 外舘 正敏君

総務企画部長 菅原 慶一君 総務企画部付部長 大湊 清信君

総務企画部付部長 菊池 修一君 市民生活部長 中居 正剛君
健康福祉部長 
(兼)福祉事務所長 野田口 茂君 農林水産部長 亀田 公明君

産業振興部長 下舘 満吉君
建 設 部 長 
(兼)水道事業所長 晴山  聰君

山形総合支所長 田老 雄一君 会 計 管 理 者 久慈 正俊君

教 育 委 員 長 鹿糠 敏文君 教 育 長 末﨑 順一君

教 育 次 長 宇部 辰喜君
選挙管理委員会 
委 員 長 鹿糠 孝三君

監 査 委 員 木下 利男君 農業委員会会長 荒澤 光一君
総 務 企 画 部 
総 務 課 長 
(併)選管事務局長 

勝田 恒男君
教 育 委 員 会 
総務学事課長 鹿糠沢光夫君

監 査 委 員 
事 務 局 長 松本  賢君

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 藤森  智君

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    午前10時00分   開会・開議   

○議長（宮澤憲司君）  ただいまから第21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。 

 この際、去る３月14日執行の久慈市議会議員再選挙

において山田光君が当選され、議席を同じくされまし

たので、紹介をいたします。山田光君。 

○２番（山田光君）  先般の久慈市議会、１名の再選

挙におきまして議席をいただきました山田光でござい

ます。 

 宇部町に23年に生まれまして、宇部町育ち、現在は

久慈市大川目町生出町に30数年在住をしているところ

でございます。 

 私の任期は１年でございます。議長を始め議員各位、

山内市長、当局の皆様方からご支援をいただきながら

この職責を全うしてまいりたい、このように思ってご

ざいますので、皆様方のご支援をよろしくお願い申し

上げ、ごあいさつといたします。ありがとうございま

した。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    諸般の報告   

○議長（宮澤憲司君）  諸般の報告をいたします。 

 山田光君の常任委員会の所属について、委員会条例

第７条第１項、ただし書きの規定により、議長におい

て教育民生委員に指名いたしましたので報告いたしま

す。 

 次に、議会運営委員会において、委員長及び副委員

長の辞任が許可され、新たに委員長に桑田鉄男君、副

委員長に城内仲悦君が選任された旨の報告がありまし

た。 

 次に、市長から議案の提出があり、お手元に配付し

てあります。 

 次に、市長就任のあいさつのため、発言を求められ

ておりますので、これを許します。山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  第21回久慈市議会臨時会の開

会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 私は、このたびの市長選挙におきまして、市民の皆

様から改めてご信任を賜り、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。これまでの市政運

営に対する市民の皆様の温かいご理解そしてご判断に

感謝申し上げますとともに、今後においても市政課題

解決のために、全力を傾注してまいる決意であります。 

 平成18年３月、新たな久慈市が誕生してからの４年

間、私は、「人輝かなければ、地域の輝きはなく、地

域の輝きなければ、市全体の輝きもない」との思いの

もとに、地域コミュニティの活性化を図りつつ、新市

における一体感の醸成に努め、市民と行政との協働を

推進したほか、子育て支援・高齢者福祉の向上、雇用

の場の創出・確保、内外の交流促進、各種基盤の整

備・充実等、掲げた公約の実現を期し、各般にわたる

施策の展開に努めてきたところであります。 

 新市におきましては、市民の一体感は着実に醸成さ

れ、地域コミュニティ振興事業や市民協働道路維持補

修事業等を通じて、市民の市政への参画意識も高まっ

てきているものととらえているところであります。 

 また、他の主要な施策の取り組みについて申し上げ

ますと、雇用の場の創出・確保につきましては、久慈

ふるさと創造基金の活用等による起業支援や、地域の

特性を生かし得る企業の誘致及び既存立地企業へのフ

ォローアップ等、各種施策を展開してきたところであ

り、子育て支援につきましても、教育環境の整備、保

育料の軽減、学童保育所の整備、乳幼児医療費の無料
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化など、その充実に努めてきたところであります。 

 さらに、道路交通網や湾口防波堤の整備促進、上・

下水道の整備区域の拡大、漁業集落環境整備事業の推

進あるいは携帯電話のサービスエリアの拡大、地上デ

ジタル放送対策等、社会基盤の整備を進めてきたとこ

ろであり、着実に成果をおさめることができているも

のと判断をいたしております。 

 しかし、各施策分野ともこれで十分な水準にあると

は考えておらず、さらなる充実が必要と考えておりま

す。これまでの歩調を緩めることなく、前進してまい

らなければなりません。 

 本年は、合併５周年の記念すべき年でもあります。

さらなる一体感の醸成に努めるとともに、今後の４年

間を「人輝き、活力みなぎる久慈市」実現のための第

２ステージと位置づけ、教育・福祉・医療・子育て支

援の充実、雇用の場の創出・確保、生活・生産両面に

わたる基盤の整備、地域コミュニティの振興、内外の

交流促進等々、当市が直面する数多の課題解決に鋭意

取り組んでまいりたいと存じます。 

 特にも、雇用の場の創出・確保は市民生活の基盤を

なすものでありますことから、 重要課題と位置づけ、

農林水産業の６次産業化に都市生活者との交流を加え

ました海業・山業・里業の振興に努めるとともに、久

慈ふるさと創造基金や産学官連携の活用等による未利

用資源の発掘・利活用、起業支援・新商品開発支援・

新分野進出支援を進めるなど、内発型産業の振興によ

り一層取り組み、久慈市の持つ地域活力を引き出して

まいりたいと考えております。 

 市民並びに議員各位には、改めてこれまでのご協力

に感謝申し上げますとともに、引き続きご理解、ご協

力を賜りますよう、衷心よりお願いを申し上げ、就任

のごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしく

お願いを申し上げます。 

○議長（宮澤憲司君）  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。外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  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。 

 菅原慶一、総務企画部長でございます。 

 大湊清信、総務企画部付部長。政策推進担当でござ

います。 

 菊池修一、総務企画部付部長。産業開発支援担当で

ございます。 

 中居正剛、市民生活部長でございます。 

 野田口茂、健康福祉部長兼福祉事務所長でございま

す。 

 久慈正俊、会計管理者でございます。 

 宇部辰喜、教育委員会事務局教育次長でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

○議長（宮澤憲司君）  次に、去る４月１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。 

 議会事務局次長、中務秀雄。 

 同じく総括主査、眞角泰光。 

 同じく主事、長内紳悟。 

 以上であります。 

 これより、本日の議事日程に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 議席の一部変更及び議席の指定   

○議長（宮澤憲司君）  日程第１、議席の一部変更及

び議席の指定を議題といたします。 

 このたび新たに当選された議員の議席に関連し、会

議規則第４条第３項の規定により、議席の一部変更を

行いたいと思います。 

 変更する議席は、２番上山昭彦君を３番に、３番泉

川博明君を４番に、４番木ノ下祐治君を５番に、５番

澤里富雄君を12番に、12番中塚佳男君を20番にそれぞ

れ変更したいと思います。 

 お諮りいたします。ただいま指定のとおり、議席の

一部変更を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（宮澤憲司君）  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、山田光君の議席は、会議規則第４条第２項の

規定により、２番に指定いたします。 

 以上のことから、ただいま着席の議席をもって新議

席といたします。氏名標をお立て願います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第２ 会期の決定   

○議長（宮澤憲司君）  日程第２、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。桑田

議会運営委員長。 
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    〔議会運営委員長桑田鉄男君登壇〕 

○議会運営委員長（桑田鉄男君）  第21回久慈市議会

臨時会の運営につきまして、去る４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。 

 今臨時会で審議いたします案件は、市長提出議案９

件であります。 

 また、専決処分の報告が２件ございます。 

 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、報告といたします。 

○議長（宮澤憲司君）  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（宮澤憲司君）  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３ 会議録署名議員の指名   

○議長（宮澤憲司君）  日程第３、会議録署名議員の

指名を行います。会議録署名議員に堀崎松男君、大久

保隆實君、小野寺勝也君を指名いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第４ 議案第１号から議案第９号まで、

報告第１号及び報告第２号   

○議長（宮澤憲司君）  日程第４、議案第１号から議

案第９号まで、報告第１号及び報告第２号を一括議題

といたします。 

 提出者の説明を求めます。山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  議案第５号から議案第９号ま

での５件は人事案件でありますので、私からご説明申

し上げ、議員各位のご理解とご賛同を賜りたく存じま

す。 

 まず、議案第５号及び議案第６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、外舘正敏氏及

び末﨑順一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。 

 外舘氏、末﨑氏につきましては、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まして、外舘氏は旧

久慈市助役、そして新久慈市副市長としての、末﨑氏

は新久慈市の教育長としての経歴を踏まえ、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々であ

ります。 

 これらのことから、外舘氏、末﨑氏ともに副市長と

して 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７号及び議案第８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、

岩城紀元氏及び末﨑順一氏の後任として、佐々木明氏、

亀田公明氏を任命したく、ご提案を申し上げるもので

あります。 

 佐々木氏並びに亀田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

ている方であります。 

 また、亀田氏は、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、教育委員会事務局次長とし

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、亀田氏ともに教育委員会

の委員として 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９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木

下利男氏の後任として、石渡高雄氏を選任したく、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



－5－ 

なお人柄と公正な識見を有し、監査委員としての 適

任者であると考え、ご提案申し上げるものであります。 

 以上、提案いたしました人事案件５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、提案理由の説明とさせていただきます。 

 何とぞ、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（宮澤憲司君）  外舘副市長。 

    〔副市長外舘正敏君登壇〕 

○副市長（外舘正敏君）  私からは、人事案件を除く

議案４件の提案理由及び報告２件についてご説明申し

上げます。 

 まず、議案第１号「平成21年度久慈市一般会計補正

予算（専決第２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、去る３月定例市議会後において、

地方債の同意予定額が決定されたことに伴い、２ペー

ジ、３ページの第１表、地方債補正のとおり専決処分

したものであります。 

 補正の内容でありますが、農道等整備事業外２件に

ついて、限度額を変更したものであります。 

 次に、議案第２号「市税条例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。 

 地方税法の改正につきましては、去る３月市議会定

例会終了後の議員全員協議会におきまして、ご説明申

し上げたところでありますが、地方税法等の一部を改

正する法律が３月31日に公布されたことに伴い、平成

22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 後に付しております議

案第２号の参考資料により、ご説明を申し上げます。

議案第２号の参考資料「市税条例の一部を改正する条

例に係る改正要旨」をご覧ください。 

 第１、個人市民税についてでありますが、１点目は、

平成23年１月１日から給与の支払いを受ける者等で所

得税法の規定により扶養控除等申告書を提出するもの

について、扶養親族に関する事項を記載した申告書を

提出することとしたものであります。 

 ２点目は、公的年金からの特別徴収制度の対象とな

らない65歳未満の給与所得者について、公的年金等に

係る所得割額を給与所得に係る所得割額及び均等割額

の合算額に加算して、給与から特別徴収の方法により

徴収することができることとしたものであります。 

 ３点目は、平成25年度から非課税口座内の少額上場

株式等に係る譲渡所得等の非課税措置について、非課

税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の金額と

それ以外の株式等に係る譲渡所得等の金額とを区分し

て計算する等、所要の措置を講じたものであります。 

 次に、第２の市たばこ税についてであります。１点

目は、市たばこ税の税率を平成22年10月１日以後に売

り渡し等が行われた製造たばこに限り、1,000本につ

き1,320円引き上げたものであります。 

 ２点目は、旧３級品の紙巻きたばこに係る市たばこ

税の税率を平成22年10月１日以後に売り渡し等が行わ

れた製造たばこに限り、1,000本につき626円引き上げ

たものであります。 

 次に、第３、国民健康保険税についてでありますが、

１点目は、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限

度額を現行47万円から50万円に、後期高齢者支援金等

課税額に係る課税限度額を現行12万円から13万円に引

き上げたものであります。 

 ２点目は、国民健康保険の被保険者が、倒産や解雇

等の理由により離職した雇用保険の受給資格者である

場合等において、所得割額の算定の基礎となる総所得

金額等及び減額措置の判定の基準となる総所得金額を、

これらの金額中に給与所得が含まれている場合には、

給与所得の金額をその金額の100分の30に相当する金

額として計算した金額とする特別措置を講じたもので

あります。 

 第４、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「部設置条例の一部を改正する条

例」でありますが、この条例は、市政課題に、より迅

速、柔軟に対応するとともに、政策推進機能の一層の

強化を図るため、行政組織の改編を行うとするもので

あります。 

 改正の主な内容でありますが、現在の総務企画部を

「総務部」と「総合政策部」に分離し、また、産業振

興部の所管の一部であります産業開発支援担当を「産

業開発担当」として「総合政策部」に移管しようとす

るものであります。 

 次に、議案第４号「職員定数条例の一部を改正する
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条例」でありますが、この条例は、市政改革プログラ

ムに掲げております職員定数の見直し計画に基づき、

職員定数適正化計画の実施状況を踏まえて、職員の定

数を今年度４月１日現在の計画目標値であります385

人に改め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、去る平成21年10月10日、久慈市旭町

地内で発生した市保有の車両と軽自動車との自動車事

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。 

 なお、職員の交通事故防止につきましては、これま

でも交通安全コンクールへの参加などを通じ、意識啓

発を行っているところでありますが、なお一層、交通

安全に対する意識高揚に努めるとともに、安全運転管

理者による安全管理活動を強化してまいりたいと考え

ております。 

 次に、報告第２号「道路の管理に関する事故に係る

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26日、市内山形町霜畑、

川井地内の市道川井関線を走行中の車両が、除雪で残

された路上の雪の塊に接触し、当該車両が損傷したも

ので、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。 

 なお、道路の除雪につきましては、今後、さらに施

設の安全確保のため、適切な対応に努めてまいりたい

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（宮澤憲司君）  提出議案に対する総括質疑に

入ります。 

 質疑を許します。17番小野寺勝也君。 

○17番（小野寺勝也君）  １点お聞かせいただきます。 

 議案第３号「部設置条例の一部を改正する条例」及

び議案第４号「職員定数条例の一部を改正する条例」、

両議案ともいろんな角度から、これまでの経過も含め

て十分に精査、検討すべき事案ではないかというふう

に思っているところです。それだけに、臨時議会では

なしに、定例会に提案をされて委員会付託もしていた

だいて、十分に検討、精査すべき案件ではなかったの

かというふうに思うんですが、その辺の考え方につい

てお聞かせください。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  ただいまの総括質疑にお答え

をいたします。 

 まず、部設置条例についてでありますけれども、現

下の目まぐるしく変わる久慈市を取り巻くその環境に

対して、機敏に対応していかなければならない、また

常に新しい課題が想起されてくると、こういった状況

にあることは議員もご承知のとおりであります。 

 したがいまして、本来であれば、新年度当初におい

て新たな組織でもってスタートしたいと思っていたと

ころでありますけれども、諸般の事情によりこれがか

なわなかった。つきましては、この臨時会においてご

審議を賜りお認めをいただきたいということで、提案

をさせていただいたところでありますので、ご理解を

よろしくお願いを申し上げます。 

 また、定数条例についてでありますけれども、先ほ

ども提案理由の説明の中で触れましたとおり、市政改

革プログラムにおいて、適正管理といったことに努め

てきたところであります。その市政改革プログラムに、

目標として掲げておりましたこの職員定数、これがい

よいよ現実のものとなってきたということから、いつ

までも古いままの定数条例ではこれは実態にそぐわな

いということでありまして、これにつきましても新年

度当初においてご審議をいただくべきものだとは思っ

ておりましたが、これまた、諸般の事情により、今臨

時会において提案をさせていただいたところでありま

す。 

 つきましては、このことにつきましてもご理解賜り

ますようによろしくお願いを申し上げます。 

○議長（宮澤憲司君）  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（宮澤憲司君）  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。 
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 これより議案の審議に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第５ 議案第５号、議案第６号   

○議長（宮澤憲司君）  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」を議題と

いたします。 

 質疑を許します。17番小野寺勝也君。 

○17番（小野寺勝也君）  議案第５号及び６号につい

ても、個々についてはどうこう言及するつもりはござ

いませんが、いわゆる２人体制に、そのものについて

見直すべき時期に来てるのではないかという思いをし

ているところであります。 

 で、特にこの数年間で見ますと、いわゆる一般職員

で見ますと、39名ほどの減員という状況。一方、特別

職、幹部職員については、いわゆる副市長２人という

制度を導入、これに伴って会計管理者が部長級で配置

をされると。そして今般、総務と企画を分離をして総

合政策部を新たに設けるということで、いわゆる組織

的に見れば、上がでっかくなって下が縮むという組織

体制と言えるのではないかという点では、やはりこの

際、これまでの流れも総括をして、やっぱり見直す必

要があるんではないかということ。さらには、この山

内市長も３期目に入られて、しかも議院内閣制度と違

って、いわば首長、大統領的な権限をお持ちになって

いる。そういう権能を発揮をして対応するならば、こ

のいわゆる両側に女房役をそれぞれ抱えなくても、い

わゆる１人体制でも十分遂行できるのではないかとい

う思いを、この間の状況を見て思うわけですけども、

その点についてこれまでも若干のやり取りがあったわ

けですけども、改めてお聞かせをいただきたいと思い

ます。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  大きくは２点に分かれてのご

質問であったわけでありますが、いずれもこれは相互

に関連している課題でもあろうとこのようにとらえま

す。 

 副市長２人制につきましては、これまでも議会にお

いてたびたびご質問をいただいてきたところでありま

す。私は組織の持っているその力を 大に発揮させる

ことが組織として課せられた使命の一つでもあろうと、

このように思っております。そうした観点から、どの

ような組織が当市にとってふさわしいのか、いろいろ

と思いをめぐらしているところであります。 

 そうした中、かつては市長、助役そして収入役とい

った、いわば市長部局の三役があったわけであります

けれども、これが地方自治法の改正によりまして、収

入役を置かずともよいという規定になりましたし、同

時に、当時は助役２人制が認められてきたというとこ

ろでありました。 

 そうした中で、私なりにそれぞれの助役、現在では

副市長になるわけでありますが、権限を市長から委譲

をして、決済区分等を変更しながら委譲をする。その

ことによって、例えば私が出張等で留守の場合であっ

ても、あるいは他の会合、会議等に出席しておっても、

その別の立場で、別の立場って言いますか、副市長の

立場で、決済ができている、決定ができている。こう

いったことによって機敏性、即応性を担保できるもの

だろうと、こういった思いにございます。したがいま

して、２人制について、これまでもご提案を申し上げ

て、お認めをいただいてきたところでありますが、今

般もまたよろしくお願いを申し上げたい、いうふうに

思っております。 

 また、部の設置についても同様の観点であります。

非常に課題は山積をいたしておりますし、これまで想

定し得ないような新たな課題というものも生起してお

ります。これらのことに、やはり迅速に対応していく

ことが市民の皆さんの負託にこたえる、その道だろう

というふうに思っているところであります。確かに職

員全体をスリム化しているわけでありますが、であれ

ばこそ、その一人ひとりの部長等が責任を持って事務

事業の遂行に当たると、この体制を確立することが望

ましいと、こういった判断に立っているところであり

ます。どうぞこの点につきましても、ご理解を賜りま

すようによろしくお願いを申し上げます。 

○議長（宮澤憲司君）  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（宮澤憲司君）  起立多数であります。よって、

議案第５号は同意することに決定をいたしました。 

 次に、議案第６号「副市長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。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  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「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（宮澤憲司君）  起立多数であります。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。山内市長。 

○市長（山内隆文君）  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、議会のご了承を賜りまして、外舘

正敏氏及び末﨑順一氏からあいさつさせたいと存じま

すので、議長のお取り計らいをよろしくお願いを申し

上げます。 

○議長（宮澤憲司君）  外舘正敏君。 

    〔外舘正敏君登壇〕 

○（外舘正敏君）  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。合併後５年目という節目の年の重責に、改めて身

の引き締まる思いをしているところでございます。 

 私は、市長が掲げる「みんなでつくろう。人輝き、

活力みなぎる久慈市」実現のため、行財政環境が厳し

い中、市民の皆様の声を的確にとらえ、職員が互いに

意見を持ち、知恵と汗を出し、職務に当たる職場環境

づくりに全力で努める覚悟であります。 

 宮澤議長さんを初め、議員の皆様におかれましては、

引き続きご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願

いを申し上げまして、お礼のあいさつとさせていただ

きます。大変ありがとうございました。 

○議長（宮澤憲司君）  末﨑順一君。 

    〔末﨑順一君登壇〕 

○（末﨑順一君）  ただいまご紹介をいただきました

末﨑でございます。副市長選任にご同意を賜り、まこ

とに光栄に存じます。 

 非常に厳しい社会経済情勢の中、多くの課題がござ

いますが、市長を補佐し、市政の発展と市民の福祉増

進のため、微力ではございますが、全力を傾注してま

いりたいと考えております。議員皆様のご指導、ご鞭

撻をよろしくお願いを申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第６ 議案第７号、議案第８号   

○議長（宮澤憲司君）  日程第６、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（宮澤憲司君）  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ご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第７号は同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第８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（宮澤憲司君）  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「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ご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  ご異議なしと認めます。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。山内市長。 

○市長（山内隆文君）  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、まことにありがとう

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、佐々木明氏、亀田公明氏からあいさつをさせ

たいと存じますので、議長においてお取り計らいをよ

ろしくお願いを申し上げます。 

○議長（宮澤憲司君）  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承認

を賜り、まことに光栄に存じ感謝申し上げます。 

 久慈市の教育行政の一翼を担いますことは、私にと

って身に余る大役でございますが、まちづくりは人づ

くりと言われておりますとおり、未来を背負って立つ

ために、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
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育つ環境づくりの一助になればと思っております。も

とより、浅学非才、教育行政分野に精通しているわけ

でもございません。ただ、昨今の社会情勢をかんがみ

ますときに、非常に教育分野の重要性を痛感している

一人ではございます。 

 微力な私でございますが、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、お礼のごあいさつ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。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田公明君。 

    〔亀田公明君登壇〕 

○（亀田公明君）  ただいま発言のお許しをいただき

ました亀田公明でございます。議長さんには貴重な時

間を取り計らいをいただきまして、大変ありがとうご

ざいます。心からお礼を申し上げます。 

 改めまして、議員各位に一言お礼のごあいさつを申

し上げます。 

 先ほどは、私の教育委員の任命につきましてご同意

を賜りました。大変ありがとうございます。衷心より

深く感謝を申し上げますとともに、厚くお礼を申し上

げる次第でございます。 

 私は、教育は今、確実に新しい時代を迎えていると

思っております。小中学校では新しい学習指導要領に

基づいた授業の本格実施が間近に迫っております。ま

た、学校再編につきましても重要な課題でございます。

そして、平成28年の国民体育大会が本県で開催される

ことが内々定されておりますが、当市におきましては、

競技会場の受入体制等、万全を期してまいらなければ

なりません。 

 さらには、生涯学習等々、市民各位のさまざまな学

習ニーズ等にしっかりと応えてまいる必要があると思

っております。このような、さまざまなことについて

その思いをいたしますときに、このたび私に与えてい

ただきました教育委員というこの役割は、非常に私に

とって重く、責任の重大さを痛感いたしております。 

 もとより、私は浅学非才でございますが、これまで

40年間余り、久慈市職員といたしまして勤めさせてい

ただき、市行政に携わってまいることができました。

この経験を生かしつつ、私は輝くことのできる人間を

育み、そして、なお一層その輝きを増し続けられる人

間であることの教育を念頭にしながら、これからの久

慈市教育の発展のために、微力ではございますけども、

全身全霊をもってその職責に当たってまいる所存でご

ざいます。 

 議長さん、そして議員各位におかれましては、どう

かこれからもご叱正そしてご指導をいただきたく、よ

ろしくお願いを申し上げる次第でございます。 

 以上で、甚だ簡単ではございますが、お礼のごあい

さつとさせていただきます。本日は大変ありがとうご

ざいました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第７ 議案第９号   

○議長（宮澤憲司君）  日程第７、議案第９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（宮澤憲司君）  質疑を打ち切ります。 

 それでは採決いたします。議案第９号「監査委員の

選任に関し同意を求めることについて」は、これを同

意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（宮澤憲司君）  ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第９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。山内市長。 

○市長（山内隆文君）  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、

石渡高雄氏からあいさつさせたいと存じますので、議

長のお取り計らいをよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（宮澤憲司君）  石渡高雄君。 

    〔石渡高雄君登壇〕 

○（石渡高雄君）  ただいま皆様からお認めいただき

まして、市監査委員を務めさせていただきます山形町

荷軽部の石渡高雄でございます。 

 私にとりまして身に余る光栄であり、皆様のご厚意

に関しまして心から感謝を申し上げる次第でございま

す。ただ、自分の能力のなさを省みずお引き受けいた

した次第でございまして、その責任の重大さを考えま

すと、まことに身の引き締まる思いでございます。合

併当時、私も議員としてお世話になっておりまして、

市政に対しては、少しでも市民に近い市政であってほ
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しい、市民から理解されあるいは評価される市政であ

ってほしいという願いを持って、これまでまいってお

りますが、そういう基本を持ちながら、気負うことな

く、そして怠ることなく自分の役割を果たしてまいり

たい、努力してまいりたいと思っております。議員各

位のご指導と市当局のご指導、ご協力を賜りますよう

に切にお願いを申し上げまして、お礼の言葉にかえさ

せていただきます。まことにありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第８ 議案第１号   

○議長（宮澤憲司君）  日程第８、議案第１号「平成

21年度久慈市一般会計補正予算（専決第２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。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  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（宮澤憲司君）  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21年

度久慈市一般会計補正予算（専決第２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

にご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第１号は承認されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第９ 議案第２号   

○議長（宮澤憲司君）  日程第９、議案第２号「市税

条例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。１番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  市税条例の一部を改正する条

例に関しての部分ですが、この参考資料のところの個

人市民税に関わる分ですが、この説明の中の２のとこ

ろにあります特別徴収、給与所得からの特別徴収のこ

とについてですが、65歳未満の公的年金受給者につい

て、これまでも年金からの源泉徴収というのは行われ

ていたわけですけれども、そこの兼ね合いはどのよう

になるのか、お伺いをしたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  特別徴収に関わって

のご質問にお答えいたします。 

 平成20年度までは、年金分の所得割も給与から特別

徴収されていたわけでございますけども、平成21年10

月から公的年金からの特別徴収制度が導入された結果、

この65歳未満の者については、給与からの特別徴収が

できなかったものでございまして、今回この部分につ

いて、65歳未満の方の年金の所得割も平成20年度以前

と同様に、給与所得に係る市民税と合算してこの特別

徴収することとしたものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  そうすれば、年金からの特別

徴収は行わないと、給与所得のほうで合算して行うと

いう、そういう理解でよろしいですか。 

○議長（宮澤憲司君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  そういうことでござ

います。以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  国保税がまた 高額が３万円

増えると、それから後期高齢者関係が１万増え13万だ

ということでございますが、高過ぎる国保税というこ

とからいっても、非常に、50万の限度額のさらに拡大

というのは、非常に市民の負担が増えるわけですけど

も、これは法律のことですけども、しかし大変な状況

です。これ、50になったことによって市の財政という

か、収入には幾ら反映されるものと考えているのか、

試算していると思うんでお聞かせ願いたいと思います。 

 それから、いわゆる延滞税の延滞利息ですが、

14.6％っていうのは法律で決まってるふうに、いろい

ろ調べてたんですけども。この昨今、すべての利息が

ゼロに近い、ここ少し、銀行利息も若干上がってきた

んですけども、いわゆる税の延滞税の、何ていいます

か、罰則的なことですから14.6ってなるんですが、こ

れはいわゆる自治体として裁量ができないのか。例え

ば、納期が税金にありますけども、この納期までに払

えないと、しかし、この時期までに払いますよってい

う申し出があった場合でも、この延滞税というのは出

てくるのか。あるいはそういった点では、そういった

納税者のそういう分割なり、納期が過ぎるけどもこの

時期までは払いたいと、そのとおり払った場合におい

ても、この14.6がかかんなきゃならないのかというあ
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たり、自治体の裁量権が全くないのか、で私はこの従

来からこの14.6については非常に高過ぎるので、いず

れ、現状の預金利息等から言っても、もっと低くすべ

きだというふうに思ってるんですけども、そういった

点での裁量というのが全くできないことなのか、お聞

かせください。 

○議長（宮澤憲司君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  課税限度額の増に伴

っての影響額ということでございますが、基礎課税分

の限度額と後期高齢者支援限度額の全体での引き上げ

影響額については、全体で約460万円ほどの増という

ことで試算しているところでございます。 

 それから、延滞税の関係でございますが、これにつ

いては、法律に基づいて徴収するということになって

おりますので、ご了承いただきたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  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（宮澤憲司君）  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〕 

○議長（宮澤憲司君）  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10 議案第３号   

○議長（宮澤憲司君）  日程第10、議案第３号「部設

置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。17番小野寺勝也君。 

○17番（小野寺勝也君）  何点かお聞かせをいただき

ます。 

 提案理由の説明で、政策推進機能の強化を図るため

と述べておられます。いわゆる総務企画部を総務部と

総合政策部に分離する理由として上げております。と

ころが、平成17年の予算議会で、当時は総務部と企画

開発部を統合しております。統合してますね、その理

由は何か。当時の答弁は政策推進の機動性、総合性の

確保という理由でもって統合している。今回は同じ理

由でもって分けると。これはどういうふうに理解をす

ればいいのか、同じ理由でもって統合したり分離した

りするというのでは、これは説明がつかないのではな

いかというのが、第１点。 

 それから、この各部との線引き、交通整理の問題で

す。この新旧対照表で見ますというと、この渉外に関

することあるいは各種要望に関すること、産業開発に

関すること、港湾に関することが総合政策部の所掌事

務とうたわれております。現実問題として、その港湾

で言えば、建設部も持っておる。産業振興で言えば産

業振興部も持っている。各種要望ということになりま

すと、各部ともそれぞれ要望があると思うんですね。

そういう点でのそれぞれの部との交通整理、線引きを

どういうふうにするんですか、２点目。 

 ３点目は、この改正案で見ると、いわゆる総合政策

部に一極集中となるのではないかと。で、実際に部長

は１人でこれを全部処理し切れるというのでは、大変

なことになるのではないかという思いもするんですが、

その３点、お聞かせください。 

○議長（宮澤憲司君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  平成17年の組織の改変のと

きのまず１点目のお話があったわけですが、当時はそ

ういうふうな政策推進の機動性等を理由に統合したわ

けです。 

 ただ、一方で合併というふうなこともあったわけな

んで、合併後、新たな行政課題が生じる可能性は十分

に大であったわけでありますので、その部分について

は、その段階で検証を加えながら見直しもするという

ふうなことも、当時の方針としては、そういうふうな

ことで対応をしてきているところであります。 

 それから、いわゆる権限集中っていうことですけれ

ども、実は今の総務企画部、部長が１人、部長ですが、

そこには総務、財政、企画政策それからまちづくりと

いうふうなこと等から非常に、一方では総務企画部長

の守備範囲っていうのは非常に広いものがあったわけ

でありまして、なかなかに、１人では対応し切れない

面も実はありました。そういうふうなことから、やは

りいわゆる企画調整という部分についても、今後やっ

ぱり、もう少し充実度を図ろうというふうなこともご

ざいましたし、例えば、財政と企画部門については、

そこのところではいろいろな議論を展開しながらいい

方向に仕上げていくということも検討したわけであり

ます。 

 それから、各種要望との交通整理あるいは港湾とい



－12－ 

うこともありますけども、港湾についても基本的には、

湾口防波堤等について、重点的にこれまでも、過去に

も、企画開発室っていう組織もあったわけですが、そ

の中にあっては港湾、企業誘致等もそこで展開をして

きたわけでありますので、いずれそこのところは、特

には湾口防波堤の静穏海域の利活用という面もあるわ

けであります。そこは政策と一体化しなければならな

いというふうに思っているところであります。 

 また、陳情、要望等の問題でありますけれども、確

かにこれまではそれぞれの同盟、例えば道路等の期成

同盟会等については、建設部が所管をしながら対応し

てきているということもありますし、港湾等もそうい

うふうな、港湾は港湾で今のとこは産業振興部という

ことでありますけども、いずれ、そこんとこはやっぱ

りある程度集約化をしながら、そして、要望、陳情先

を例えばアポなんか取る場合にもそこんとこをきちっ

と整理をしながら、要望活動を展開をしていくという

ふうなことも検討しているところでありますし、実は

国の要望のあり方等についても、一本化というふうな

ことでやってるわけですので、その辺については、や

はりそこんとこもきちっとし、市内部でも陳情、要望

等についてはまとめながら、一つの部で調整をしなが

ら、そこんとこでは対応をしていきたいと思っていま

すが、いずれ、ただ、場面場面によっては、それは各

部対応ということもそれは当然あり得るということだ

ろうというふうに思っているところであります。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  17番小野寺勝也君。 

○17番（小野寺勝也君）  １回聞いた限りでは交通整

理できない面もあるんですが、いわゆる渉外に関する

こと、各種要望に関すること、あえてここにうたわな

ければならなかった積極的な理由、今の説明だという

と、ここでもやるし、それぞれの部でも要望をする、

渉外交渉もやるということなんですか。 

 そうなると、あえてここにうたった積極的な理由は

何なのかということを聞きたくなるわけですよ。いか

がですか。 

○議長（宮澤憲司君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  渉外っていうこと、再度の

質問でありますが、いわゆる陳情、要望等のことを言

ってると思うんでありますが、そうでよろしいですか。 

 先ほどもご答弁申し上げておりますが、これまでは、

例えば県に対する重点事項要望がございます。それか

ら、北奥羽開発促進協議会あるいは三陸沿岸都市会議

等の要望等もあるわけでありますが、それについては

今までも総務企画部対応ということで、対応してきて

おりますが、一方では道路関係の期成同盟会関係等の

要望等もあるわけであります。で、それについても、

やはり一つの部として、きちっと集約をして、そこん

とこで一本化をしながら、国、県、各関係機関等に要

望活動を展開をしていく。ただ、そこのところには、

それぞれの担当部等からその内容等については、やは

り集約をしていく。そして、先ほども申し上げており

ますが、その時点時点での要望活動を具体的に展開す

る場合には、それは各担当部長等も対応することもあ

り得るというふうなことでありますので、そこんとこ

はご了承願いたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  今の件について何点かお聞か

せください。 

 今度の総合政策部に、例えば総務企画部から総務と

総合政策部と分けるんですけども、いわゆる秘書及び

渉外に関すること、いわゆる秘書担当も今回は総合政

策部に全部行っちゃうということになります。で、今

小野寺議員からあったように、いわゆる対外関係のと

ころは全部、総合政策部だと。で、従来の総務部は、

まさに内部組織用の仕事中心だというふうにとらえた

んですけども。 

 実は、昭和46年時代の議事録をひっくり返して見た

んですが、当時山内堯文、今の市長の父に当たる方で

ございますけれども、当時、市長公室参事っていうの

があったんですよね。当時は横沢田喜代治氏と晴山繖

信氏が２人参事についていたんですが、実はこの46年

の６月議会の総務委員会の報告がこうなってるんです

よ。「市長から、市長公室を新しい構想のもとに、い

わばシンクタンクという考え方から設けたとあったが、

参事制は市長の構想どおりにいかず、結果は思わしく

なかったと。朝令暮改になるかもしれないが自分のメ

ンツにこだわらず、今回市長公室の職務内容を改めよ

うとしたものである。」というふうに委員長報告があ

ります。 

 そこで、名前は総合政策部という名前だけども、ま

さに市長からの直結ラインが政策部に集中してると、
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すべて。そういうふうに見えるわけです。そういった

意味では、市長公室的なとらまえ方もできるのだと、

そういうふうに私、これ見て感じたんですが、そうい

った点が、ちょっと一つはこういった歴史的な市長公

室も思わしくなかったということで、久慈市の市政の

中にこういった例があったものですから、それに近い

ものではないかというふうにこの総合政策部について

感じているんですが、いわゆる私が今申し上げました

ようにいわゆる市長との連携の、市長は大統領的権限

を持ってますけど、そことの第１の連携はもうすべて

この総合政策部に集中するんだということ、第１はで

すね。そこからまた、どう動くかわかりませんけど、

そういうふうにとらえられるんですけど、そういうふ

うに感じてるんですが、いかがでしょうか。お聞かせ

ください。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  城内議員からご指摘をいただ

きましたけれども、そういったことがあるということ

を承知せずにおりますが、したがってその市長公室な

るものの性格、体制がどのようなものであるのか、私

は承知いたしておりません。 

 その上で申し上げたいんでありますが、秘書業務と

いうものは、大きく分けて二つあるというふうに感じ

ております。一つには、これは私が市長として、秘書

に命じていろいろなことをお願いをするわけでありま

すが、一つには政策面であります。例えば情報を収集

してくれという窓口にも秘書はなります。それから、

対外折衝、例えば人に会うだとか、これは組織として

会う場合もありますし、市長みずからが他の市長に会

いたいというアポイントをとるための折衝も行います。

それに加えてこの各部が何月何日、何とか期成同盟会

の総会を行いたい、ついては関係市町村長の日程を調

整したいが、市長の日程はいかがかというところが秘

書に来るわけであります。そういったときに、実はこ

の日にはこれこれこういった行事が入っておるので、

可能性のあるところは何日と何日と何日と、こういっ

た形で調整をしてまいります。ですから、ここに書か

れている「秘書及び渉外に関すること」というものは、

今までの秘書業務の私なりに見てきたその姿から、こ

の新たな総合政策部に配置をすると、いわゆる政策面

及び日程調整と、私自身の日程調整ということであり

ます。 

 それから、すべてがこの総合政策部に権限が集中す

るんじゃないのかと、こういうご指摘でありますけれ

ども、先ほどの提案の中に産業開発に関すること、港

湾に関すること等については、部付部長を配置して、

そこに権能を有させるということでもあります。 

 それから、なお、総務部、新たな総務部であります

けれども、人事及び財政、これは新たな総務部で所掌

するわけであります。したがって、権限が集中すると

いうことでは決してないというふうに判断をいたして

いるところでありますので、ご理解を賜りたいという

ふうに思っております。いずれ、先ほど申し上げたん

でありますけども、日々新たな政策課題というものが

生まれてまいります。それに対して、その可能性を、

例えば企業誘致なら企業誘致一つとりましても、いろ

いろな情報が入ってまいります。可能性の高いものか

らまことにまゆつばもの的なものまで、それを整理し

ていかなければならない。そういった中でのこの総合

政策部というものが、その中で機能を果たしていくと

いうことでありますので、ご理解を賜りたい。 

○議長（宮澤憲司君）  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（宮澤憲司君）  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「部設置条例

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求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（宮澤憲司君）  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。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第11 議案第４号   

○議長（宮澤憲司君）  日程第11、議案第４号「職員

定数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。１番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  「職員定数条例の一部を改正

する条例」について、何点か質問をいたします。 

 一つは、現在における定数内の臨時採用職員数、そ

れから本採用の職員数についてお伺いをします。 

 それから、昨年１年間において、本採用と本採用プ

ラス定数内の臨時採用職員数合わせた人数で一番少な

いときの人数、合計数は幾らになっているか。正採用

の職員と定数内の臨時採用職員の合計数は幾らになっ
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ているか、お伺いをしたいと思います。 

 それから、定数は、業務を遂行する上で各部あるい

は各課、委員会等たくさんあるわけですが、そこの中

で必要な人員の数を決めている。それが定数だと思う

んですが、今回定数を改めた場合、その定数内ですべ

ての業務を遂行できると、そのように考えての提案だ

と思うんですが、そういう理解をしていいのかと。今

後、そうすると定数内の臨時採用職員というのは基本

的にはなくなると、そのように理解していいのかどう

かをお伺いいたします。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務企画部長。 

○総務企画部長（菅原慶一君）  現在の職員数とそれ

から臨時職員等のいわゆる非常勤の職員数というふう

にとらえました。 

 現在の正職員におきましては、若干の経緯を申し上

げますけれども、平成22年の２月現在においては388、

それから現在383でございます。それから、今回385で

定数についてご提案申し上げておりますけれども、臨

時職員の数につきましては、いわゆる業務等につきま

して、いろいろ例えば福祉関係とか保健関係、これら

についてはいわゆる専門的な嘱託職員等の配置等もご

ざいます。それから緊急雇用等の数もございますけれ

ども、臨時職員の数といたしまして、先ほどとの比較

で、平成22年２月で186、それから平成22年４月現在

の見込みで臨時職員の数は152でございます。 

 それから次に、定数内で遂行できるかと考えている

かというご質問でございますけれども、私どもは条例

定数において、通常の業務については遂行できるもの

と考えております。ただ、先ほど申し上げましたよう

に、いわゆる専門職、これらについてとか、それから

臨時的病休者とか、それからそういう者については、

これはもういたし方ないと、そういうふうにとらえて

おります。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  私が聞いたのは、定数内の臨

時採用職員、嘱託職員等は定数外というふうになると

思いますし、それから事業実施に伴う採用、臨時的に

採用するのもこれは定数外と思うんです。で、いわゆ

る日常の業務を執行する上で適切なと言いますか、執

行する上で必要な人員が定数というふうに定められて

いると思うんですが、その定数内における臨時採用職

員数のことについてお伺いをしていたわけです。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務企画部長。 

○総務企画部長（菅原慶一君）  いわゆる地方自治法

上の定数内っていいますか、自治法上の臨時職員って

いうのは久慈市にはございません。それで、通常いわ

ゆる定数内って議員おっしゃっているのは、恐らく正

職員の病休とか育休の代替職員だと思うんですけど、

現在病休者は７名ということでございます。いわゆる

若干ニュアンスが違ってとらえておられるのは、いわ

ゆる業務繁忙等の事務補助、それらの数の方をとらえ

てるんじゃないかと思いますけども、これは定数内の

臨時職員ととらえているわけではございません。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  17番小野寺勝也君。 

○17番（小野寺勝也君）  何点かお聞かせをいただき

ます。 

 今も出ましたいわゆる非常勤職員、現在時点だと

152名ですか。そこで、この非常勤職員の内容、中身

です。性格です。いわゆるこの中には、非常勤職員

150数名の中には、極めて限定的な、まさに臨時的な

いわゆる臨時職員も含まれていると思うんですね。同

時にいわゆる６カ月雇用して１カ月、間をおいてまた

５カ月雇用というか、そういう、いわゆる恒常的な非

常勤職員もいると思うんですね。それの内訳内容をま

ずお聞かせいただきたい。第１点。 

 それで第２点は、この過般の議会でも出されたと思

うんですが、昨今の社会状況、経済状況の中で、例え

ば福祉の事務所のケースワーカーですか、やっぱり窮

屈で、増員の必要があるのではないかというような意

見も出たように記憶しているんですが、それに今後数

年間を見て、業務がふえるであろう、いう分野ってい

いますか、場所っていうのはどういうところが想定さ

れますか。逆に、今後数年間を展望した場合に、縮小

なるんではないかという分野、あったらお聞かせをい

ただきたいと思います。 

 ３点目、385に定員にしたいということですが、こ

の385にした具体的な理由、根拠、お知らせください。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務企画部長。 

○総務企画部長（菅原慶一君）  先ほど私の説明が悪

かったのかもしれませんが、非常勤職員が152名では

ございません。先ほど申し上げましたのは臨時職員の

数が152でございます。それで、現在の見込みとして
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臨時職員が大体152、それから現在の嘱託職員の数は

78でございます。それで、恒常的な数はということで

ございますけれども、内容につきましては、どれを恒

常的でどれがというのか、ちょっと内容についての色

分けを私はちょっとしかねますので、いわゆる通常の

事務補助っていいますか、それらが今現在、４月で59

の見込みでございます。それからあとは、臨時の保育

士とか、それらが大体20、それからあとは、緊急雇用

とかそういうふうな数になります。それを152から大

体それらを抜いたのが、緊急雇用とかそういうふうな

数値になると思っております。 

 それから今後の業務として、ケースワーカーを例に

とって、見込みで感覚で申し上げられましたけれども、

いわゆるこういうふうな、単純にケースワーカーとか

福祉業務につきましては、年々、国の資格関係、これ

らの制約がどんどん定められてきております。したが

いまして、単純に今度はそういうふうな専門職っぽく

なりますので、いずれそれらを、どうしても正職員に

すると今度異動ができなくなります。いわゆる人事の

硬直性を招くっていうふうなことになります。したが

いまして、その辺につきましては、いわゆる嘱託の方

とか、そういうふうな方が若干ふえていくのではない

かと思いますけども、これはやはり今後の国の動向と

か社会の動向を見ないと、これは私どももわからない

ものだと、そういうふうに考えております。 

 次に、それから385にした３番目ですけれども、385

にした理由ということでございますけれども、これは

提案理由で申し上げましたとおり、私どもの市政改革

プログラムにおきまして、385を目指して、これまで

進めてきたものでございます。それで、385は、これ

は計画的に22年の４月においては、385を目標とする

ということでこれまで定めておりましたので、急に出

てきた数字ではございません。これについて、いわゆ

る今までもずっとこれを目標に定めてきたものでござ

います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  17番小野寺勝也君。 

○17番（小野寺勝也君）  臨時職員、簡単に色分けは

できないけども、強いて言えば59名と臨時保育士の20

名、そうすると、この分を現行でいくならば、いわゆ

る保育やその他の分野でも、臨時行政でこれらの対応

をしていくんだと、臨時的な措置で子育てもいいんだ

ということになりますわね。本当にそれでいいんです

か。 

 それから、この385名、改革プログラムありました

よね。結局５年間でこの数字を持ってきたっていうの

は、国の強力な指導が背景にあるっていうのもそうで

すよ。しかし、いわゆる385というのは、５年間で退

職者が出たらその全部が新採で補うのではなくて、２

分の１補充でやるんだということの結果が385じゃな

かったんですか。やっぱり実際の業務量をそれぞれ積

み上げて、ここは必要だと、この部分は場合によって

は節減が可能だと、いうような精査、検討を加えた結

果としての数字ではないんじゃないですか。そういう

部分を残したまま、今ここで385という区切りをつけ

たら、まさに人事行政で今後、非常に窮屈な局面が出

てくるんじゃないですか。現に、先ほど言ったように、

部長も認めたように、保育士は、臨時で雇用を対応す

るんだと、あるいは過般の議会でも出たようにある職

場にいたっては、労働基準法に触れるような職員体制

の職場もある。そういう点でも、精査、検討を加えな

いで、今ここで385って縛りをかけてしまっては大変

なことになるんではないですか。まさに、臨時行政で

対応すると、これは効率的な行政とは言えないのでは

ないでしょうか。改めてお聞かせをいただきたいと思

います。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  この定数条例を提案した際に、

私どもはむしろ議会からお褒めをいただくものだと、

このような思いを持って提案をさせていただきました。 

 市政改革プログラムを策定する際に、これはご承知

のように国の何といったかな、集中改革プラン、それ

が出される前に市政改革プログラムを久慈市は制定を

していたわけでありまして、その後に集中改革プラン

というものが国から示された。したがって、それに追

随したということでは決してありません。同時にまた、

久慈市の財政規模、あるいは人口規模、産業経済構造

等々いわゆる類団と言われるそういった自治体等々の

比較、考慮の中で、どういった定数が久慈市にとって

望ましいのか、そういったことも検証をいたしました

し、同時にまた、行政サービスを拡大する中で、しか

らばそのサービス量に見合った職員を確保していくこ

とということになれば、これは大変に大きな組織をつ

くらざるを得ない。その方向性を市民の皆さんからお
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認めいただけるだろうかというと、むしろ、やはり行

政組織の肥大化は一定の歯どめをかけるべきだという、

そういったご議論があったことも確かであるわけであ

りまして、私どもはそういったさまざまな観点から、

この385人というところを目指して努力をしてきたも

のであります。しかして、現在、この385という数字

が現実的なものになってきたということから、改めて

この定数条例を提案をさせていただいております。 

 なお、誤解なきように申し上げておきますけれども、

保育士等々について、これすべてを臨時で対応しよう

という考えはございません。現実に平成22年度採用に

ついては、保育士２名、採用をいたしているわけであ

りますので、どうぞこの点についてもご理解を賜りた

い。 

 また、先を見通すということについて、これは私ど

ももできる限りの見通しを立てて行っていくわけであ

りますけれども、予想を超えての変化が起こり得るこ

とも可能性としては否定できません。例えば、少子高

齢化といってもその中で推計どおりに数字が動いてい

くかというと決してそうでもない、といったことにな

ります。そうすると、専門性を有する職員の次なる配

置ということについて、これは考えなければならない

といった課題も出てくるわけでございますし、また、

国の制度の変更に伴って、新たな行政需要が発生する

こともありますし、むしろなくなることもあると。さ

まざまな場面場面に対応していくために、私どもは大

きな組織を抱えたままでは、これはいかんのだろうし、

余りにも小さ過ぎる組織では市民サービスにこたえら

れない、そういったさまざまな角度を検討してきた結

果がこの385であるわけであります。ぜひこういった

経緯の中から提案をさせていただいておりますことに

ついて、ご理解を賜りたいと存じます。 

○議長（宮澤憲司君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、討論に入りますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  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「職員定数条

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求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（宮澤憲司君）  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。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    閉会   

○議長（宮澤憲司君）  以上で、本臨時会の日程は全

部終了をいたしました。 

 これで、第21回久慈市議会臨時会を閉会をいたしま

す。 

    午前11時35分   閉会   
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