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第22回久慈市議会定例会会議録（第１日） 

 

議事日程第１号 

平成22年６月７日（月曜日）午前10時00分開議 

 第１ 会期の決定 

     議会運営委員長の報告 

 第２ 会議録署名議員の指名 

 第３ 市長所信表明演述 

 第４ 議案第１号から議案第11号まで及び報告第１ 

    号から報告第３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 

 第５ 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 

 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22年度久慈市一般会計

補正予算（第１号） 

  議案第２号 平成22年度久慈市国民健康保険特別

会計補正予算（第１号） 

  議案第３号 平成22年度久慈市魚市場事業特別会

計補正予算（第１号） 

  議案第４号 平成22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５号 平成22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６号 平成22年度久慈市水道事業会計補正

予算（第１号） 

  議案第７号 職員の育児休業等に関する条例及び

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の

一部を改正する条例 

  議案第８号 職員団体のための職員の行為の制限

の特例に関する条例の一部を改正する条例 

  議案第９号 海女センター条例 

  議案第10号 岩手県市町村総合事務組合を組織す

る地方公共団体の数の増加及び岩手県市町村総

合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を

求めることについて 

  議案第11号 市道路線の認定に関し議決を求める

ことについて 

  報告第１号 平成21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21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３号 職員による訪問介護の事故に係る損

害賠償事件に関する専決処分の報告について 

 日程第５ 請願受理第24号 低賃金法の抜本改正

と安定雇用の創出、中小企業支援策の拡

充・強化についての請願 

  請願受理第25号 米価の下落に歯止めをかけ、再

生産できる米価の実現を求める請願 

──────────────────── 

出席議員（26名） 

１ 番 梶 谷 武 由君 ２ 番 山 田   光君 
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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 
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欠席議員（なし） 
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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
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説明のための出席者 

市 長 山内 隆文君 副 市 長 外舘 正敏君

副 市 長 末﨑 順一君 総 務 部 長 菅原 慶一君

総合政策部長 大湊 清信君 総合政策部付部長 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 村上  章君 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

教 育 委 員 長 鹿糠 敏文君 教 育 長 亀田 公明君

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 石渡 高雄君 農業委員会会長 荒澤 光一君
総務部総務課長 
(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22回久慈市議

会定例会を開会をいたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    表彰状伝達   

○議長（宮澤憲司君）  この際、去る５月26日に開催

された第86回全国市議会議長会定期総会において表彰

をされました方々を報告いたします。 

 議員在職15年以上一般表彰に、中塚佳男君、山口健

一君、中平浩志君、以上の３人が表彰をされました。

これより表彰状の伝達を行います。 

○議会事務局長（根井元君）  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。 

 議員在職15年以上一般表彰受賞者、中塚佳男君議員。 

    〔20番中塚佳男君登壇。議長宮澤憲司君から

伝達〕 

  表 彰 状 

久 慈 市 

            中 塚 佳 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86回定期総会

にあたり本会表彰規程により表彰をいたします。 

 平成22年５月26日 

        全国市議会議長会 

           会長 五 本 幸 正 

    〔拍手〕 

○議会事務局長（根井元君）  同じく山口健一議員。 

    〔10番山口健一君登壇。議長宮澤憲司君から

伝達〕 

  表 彰 状 

久 慈 市 

            山 口 健 一 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86回定期総会

にあたり本会表彰規程により表彰をいたします。 

 平成22年５月26日 

        全国市議会議長会 

           会長 五 本 幸 正 

    〔拍手〕 

○議会事務局長（根井元君）  同じく中平浩志議員。 

    〔11番中平浩志君登壇。議長宮澤憲司君から

伝達〕 

  表 彰 状 

久 慈 市 

            中 平 浩 志 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86回定期総会

にあたり本会表彰規程により表彰をいたします。 

 平成22年５月26日 

        全国市議会議長会 

           会長 五 本 幸 正 

    〔拍手〕 

○議会事務局長（根井元君）  以上であります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    諸般の報告   

○議長（宮澤憲司君）  この際、教育委員会委員長、

教育長、及び選挙管理委員会委員長の紹介のため、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）  去る４月28日に開催されまし

た第２回久慈市教育委員会会議臨時会におきまして、

委員長に鹿糠敏文氏、教育長に亀田公明氏、それぞれ

が選任された旨通知がありましたので、ご紹介を申し

上げます。 

 次に、同じく４月27日に開催されました第１回久慈

市選挙管理委員会議におきまして、委員長に鹿糠孝三

氏が選任された旨通知がありましたので、ご紹介を申
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し上げます。 

 以上であります。 

○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28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。 

 菅原慶一総務部長でございます。大湊清信総合政策

部長でございます。菊池修一総合政策部付部長（産業

開発担当）でございます。村上章農林水産部長でござ

います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（宮澤憲司君）  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３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、ご報告をいたしますとともに、ご協力を

お願いをいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 会期の決定   

○議長（宮澤憲司君）  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。 

 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。 

    〔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22回久慈市議会

定例会の運営につきまして、去る６月３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11

件、請願２件及び継続審査中の発議案２件であります。 

 また、一般会計繰越明許費繰越計算書外２件の報告

があります。 

 一般質問については、４会派及び４人の計８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16日、17日及び23日に本会議

を、また、本日の本会議終了後、及び６月18日、21日

に委員会をそれぞれ開き、６月８日から15日まで及び

22日を議案調査のため休会とし、今定例会の会期は本

日から６月23日までの17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、報告といたします。 

○議長（宮澤憲司君）  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23日までの17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（宮澤憲司君）  ご異議なしと認めます。よっ

て、会期は17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（宮澤憲司君）  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、城内仲悦君、下斗米一男君、中

塚佳男君を指名いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第３ 市長所信表明演述   

○議長（宮澤憲司君）  日程第３、市長の所信表明演

述であります。 

 山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  第22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、市民並びに議員各位のご理解とご協力を賜

りたいと存じます。 

 私は、３月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。 

 平成18年３月、旧久慈市と旧山形村が合併し、新久

慈市が誕生してからの４年間、市民意識の高揚と一体
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感の醸成を図り、まちづくりの将来像であります、

「夢・希望・未来に向かってひと輝くまち」を目指し、

久慈市が抱える諸課題解決のため、全力を傾注してま

いりました。 

 その間、米国を発信源とする世界的な経済不況に我

が国も見舞われ、依然として景気低迷が続く中、さら

にギリシャの財政悪化が世界の金融市場を混乱に陥れ、

回復兆候を見出せないでおり、当市を取り巻く経済環

境も一段と厳しさをましてきておりますことから、市

民生活や雇用等の面で深刻な影響が生じております。 

 また、昨年の政権交代に伴い、子ども手当の創設、

国庫補助金の一括交付金化、公共事業の圧縮等、地方

行政にも大きな影響を与える施策が展開されつつあり

ますが、地域の実態に即した、効果的かつ弾力的な施

策の実施が可能となるよう、制度の改正を求めるとと

もに、三位一体改革等により削減された地方交付税の

復元や税源移譲等による十分な財政措置を求めていく

必要があります。 

 一方、本年４月から広域振興局体制に移行した県に

おいては、県北・沿岸振興を県政の主要課題と位置づ

けていることから、山積する課題の解決に向け、より

一層、連携を深めてまいる考えであります。 

 このような社会情勢のもと、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、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。 

 現在、その成果が着実にあらわれつつあるものと判

断いたしておりますが、なお、十分な水準にあるもの

とは考えておりません。 

 本年は、新・久慈市として第２期目のスタートの年

であるとともに、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、「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・医療・福祉・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、

当市が直面する数多の課題解決に、鋭意、取り組んで

まいる考えであります。 

 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。 

 それでは以下に、久慈市総合計画に掲げる六つの基

本方針ごとに施策の概要を申し述べます。 

 第１は、「市民との積極的な協働を進めるまちづく

り」についてであります。 

 ＮＰＯ・ボランティアとの協働の推進については、

ＮＰＯ・ボランティアとの協働ガイドラインに基づき、

協働の可能性の発掘と情報の共有に努め、効果的な協

働を積極的に推進してまいります。 

 地域づくり活動の推進については、地域コミュニテ

ィ振興事業の推進により、各地域の個性を発揮したコ

ミュニティの創出に努めてまいります。 

 広聴広報については、開かれた市政、市民参加によ

る市政の推進に努め、市民からの提言等を市政に反映

させるため、市政懇談会などを実施してまいります。 

 男女共同参画社会の推進については、普及啓発活動

や政策・方針決定の場への女性の積極的な登用に努め

るとともに、仕事と家庭の両立に向けてワーク・ライ

フ・バランスを推進し、総合的な取り組みを進めてま

いります。 

 交流と連携の推進については、三圏域連携懇談会、

三陸沿岸都市会議及び久慈広域行政研究会等を通じて、

社会基盤の整備や企業誘致制度などの共通課題に取り

組むほか、観光や食文化などを通じた交流・連携に努

めてまいります。 

 国際交流の推進については、本年度はアメリカ合衆

国フランクリン市との姉妹都市締結50周年を迎えます

ことから、市民が参加できる事業を展開するとともに、

久慈市国際交流協議会とのさらなる連携を図ってまい

ります。 

 また、本年度は、合併後、市制施行５周年を迎えま

すことから、記念式典や各種記念事業を実施するとと

もに、新市の「花・鳥・木」の制定について、取り組

んでまいります。 

 体験型観光の推進、体験型教育旅行等の誘致につい

ては、平庭高原、内間木洞、小袖海岸などの観光資源、

及び古くから伝承されている生活文化などの地域資源
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を活用し、農林漁業体験、自然体験、生活文化体験な

どの体験型観光の推進を図るとともに、首都圏等の学

校への教育旅行誘致のため、積極的なセールス活動を

展開してまいります。 

 都市と農山漁村との余暇を活用して交流を図るグ

リーン・ツーリズムについては、農林漁家の民泊施設

や体験内容の整備に、積極的に取り組んでまいります。 

 定住促進対策については、久慈市空き家情報登録制

度空き家バンクの充実や移住希望者等の一時滞在事業

の展開、生活体験交流ツアーの実施など情報を広く発

信し、久慈市の魅力を積極的にアピールしてまいりま

す。 

 第２は、「地域、みんなで支えあうまちづくり」に

ついてであります。 

 社会福祉の充実については、地域での助け合いやボ

ランティア活動など市民の福祉活動への積極的参加と

福祉意識の醸成を図るため、昨年度地域福祉計画を策

定したところであり、ふれあいサロン事業のさらなる

普及を図るとともに、ひとり暮らし高齢者や障害者等

の要援護者が住みなれた地域で安心して生活できるよ

う、災害時要援護者台帳の整備や関係者との情報共有

を進め、災害時に備えた支援体制の充実に努めてまい

ります。 

 障害者福祉の充実については、第２期障害福祉計画

に基づき、障害福祉サービスや地域生活支援事業等の

充実に努め、障害者の日常生活や社会生活における自

立を支援するとともに、利用者の負担を軽減するため、

市で実施いたしておりますデイサービス事業などの地

域生活支援事業における低所得者の自己負担の無料化

を実施してまいります。 

 介護サービスの充実につきましては、久慈広域連合

と連携しながら、第４期介護保険事業計画に基づく、

安定した介護保険制度の運営を図ってまいります。 

 また、地域包括支援センターにおいて、介護予防プ

ログラムの実践指導及び高齢者の総合相談支援を中心

としたサービスの充実に取り組んでまいります。 

 地域医療の充実については、医療機関、関係団体等

との連携のもとに各種健診事業や感染症の予防事業を

はじめ、健康教育・健康相談等の事業を実施するとと

もに、安心して医療を受けられる医療体制及び医師確

保支援に努めてまいります。 

 また、国保山形診療所は、山形地区唯一の医療機関

でありますことから、地域住民が安心できる生活の確

保と施設充実に努めてまいります。 

 母子保健事業については、新たに、３歳児健診にお

ける発達支援事業を実施し、心理士による相談及び指

導を行うなど、乳幼児の健康の保持・増進に努めてま

いります。 

 こころの健康づくり事業については、市民の相談窓

口として、サポートセンターを立ち上げ、自殺防止対

策の一層の強化に努めるとともに、市民が心身ともに

健康で生き生きと暮らせるよう、保健・医療・福祉な

ど関係機関と連携を図りながら、心と体の健康づくり

や食を通じた健康づくりの推進に努めてまいります。 

 第３は、「創造性豊かな人材を育てるまちづくり」

についてであります。 

 子育て支援の充実については、引き続き保育料の軽

減を実施するほか、民間保育所における特別保育事業

の実施や保育所及び学童保育所の改築を推進するなど、

安心して産み育てることができる環境づくりに努めて

まいります。 

 医療費助成については、現行で就学前までとしてお

ります対象年齢の拡大を検討してまいります。 

 学校教育については、生きる力の育成を目指し、学

習環境を整え、特別な支援を要する児童・生徒への支

援員を配置するほか、地域、家庭及び関係機関との連

携を深め、「知・徳・体」の調和のとれた人間形成に

努めてまいります。 

 学校施設の整備については、久慈小学校の早期改築

に向け、実施設計等を進めるとともに、耐震診断結果

に基づく校舎等の耐震補強工事及び維持補修を実施し

てまいります。 

 また、学校給食については、地場産品の利用促進を

図り、安全で安心な給食の提供に努めてまいります。 

 生涯学習の充実については、自主的・自発的に学習

活動を行うことができるよう、多様な学習機会の提供

や学習環境の整備を推進するほか、地域ぐるみの教育

振興運動の組織化と活動の充実、家庭教育事業の充実、

子供の読書活動の推進に努めてまいります。 

 芸術・文化の振興については、多様ですぐれた芸

術・文化の鑑賞機会を提供するとともに、吹奏楽クリ

ニック等の充実を図り、青少年の育成に努めてまいり

ます。 

 文化遺産の調査・保存については、文化財保管、展
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示施設を拠点とした整備・充実に努めるとともに、山

形村誌の編さんを継続してまいります。 

 生涯スポーツの振興については、市民のだれもが、

スポーツを身近な生活文化として、気軽に親しむこと

ができる環境の整備充実に努め、生涯スポーツ社会の

実現を目指してまいります。 

 競技スポーツの振興については、各競技団体等との

連携を強化し、各種大会の開催や県内外への選手派遣

を初め、指導者の養成、選手の育成強化等を図りなが

ら、競技人口の拡大及び競技力の向上に努めてまいり

ます。 

 柔道のまちづくりについては、柔道タウン推進事業

を展開しながら、柔道の普及発展と競技力の向上に努

めてまいります。 

 また、平成28年岩手国体に向けた取り組みについて

は、柔道及び軟式野球競技の会場地として選定を受け

ましたことから、県、関係団体及び近郊市町村との連

携を強化し、開催準備に万全を期してまいります。 

 第４は、「自然・地域を守るまちづくり」について

であります。 

 自然環境保護については、水質調査や野生動植物の

生息・生育状況調査を継続していくとともに、環境パ

トロールによる巡回監視の強化を図り、不法投棄の早

期発見、未然防止に努めてまいります。 

 環境対策については、環境基本計画に基づき、潤い

豊かで、緑美しい自然環境を後世に引き継ぐため、市

民・事業者・行政が協力し合い、市民一人ひとりが快

適に暮らせる環境共生都市の実現に努めてまいります。 

 地球温暖化防止対策については、家庭や地域、職場

における温室効果ガス削減の実行運動を奨励していく

ため、省エネに関する情報を積極的に発信していくと

ともに、アイドリングストップ、省エネルギー型の製

品・資材の選択、節水節電等の地球温暖化防止実践行

動の推進に努めてまいります。 

 資源循環型社会については、３Ｒの思想の普及啓発

を図り、資源物の再使用、再利用を推進していくと同

時に、廃棄物そのものの発生を抑制するごみ減量化の

取り組み、持続可能な循環型社会の構築に努めてまい

ります。 

 消費生活については、消費者保護のため、県の消費

者行政活性化事業費補助金等を活用しながら、消費生

活センターの設置に取り組んでまいります。 

 交通安全・防犯対策の推進については、警察署をは

じめとする関係機関・団体等との連携による各種啓発

等を進めてきたところであり、今後についても、各種

団体や町内会等との協働を進めながら、安心・安全な

生活と交通環境の整備・充実に努めてまいります。 

 公共交通機関については、児童・生徒、高齢者等の、

いわゆる交通弱者と言われる方々の移動交通手段を確

保するため、市民バス「のるねっとＫＵＪＩ」をはじ

めとする公共交通機関の維持・存続に努めてまいりま

す。 

 エネルギー対策の推進については、民間事業者等の

取り組み状況を勘案しながら、バイオマスタウン構想

の策定を進めるなど、バイオマスエネルギー導入への

支援にも努めてまいります。 

 河川災害防止対策については、県事業による治水機

能を強化する防災工事等の導入促進を図るとともに、

普通河川白山川等の河川改良整備を推進し、災害に強

い地域づくりの実現に努めてまいります。 

 消防防災については、災害から市民の生命、財産を

守るため、消防団車両の更新や消防水利の確保などを

計画的に進めるとともに、消防団員の確保、消防団協

力事業所の認定、自主防災組織の育成とその連携を図

ることにより、自助・共助にもとづく地域防災力の向

上・促進を図ってまいります。 

 また、自然災害時の被害軽減を図るため、ハザード

マップの作成と配布による災害意識の向上に努めてま

いります。 

 第５は、「地域資源を生かし、賑わいを創出するま

ちづくり」についてであります。 

 農業政策については、農業所得の低迷、後継者・担

い手不足の深刻化、耕作放棄地の増加など、厳しい状

況に直面しており、相当の危機感を持って、これら諸

課題に対応しなければならないものと考えております。 

 まず、意欲ある農業者が将来にわたって農業を継続

し、経営発展ができる環境づくりのため、関係機関・

団体等と連携して、認定農業者や集落営農組織への誘

導、新規就農者への支援を積極的に展開してまいりま

す。 

 耕作放棄地対策については、久慈市耕作放棄地対策

協議会を核に、岩手県農地再生・活用対策本部及び同

久慈地方支部との連携により、農地の有効利用と耕作

放棄地の解消に取り組んでまいります。 
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 園芸作物の振興については、雨よけほうれんそう、

菌床しいたけの生産施設等の整備を支援し、生産拡大

と農家所得の向上を図り、産地化の促進に取り組んで

まいります。 

 畜産振興については、農家の経営安定と規模拡大を

図るため、草地造成や機械導入等の生産基盤整備に対

し支援するとともに、短角牛振興については、生産・

販売促進を総合的に行い、産地としてさらなる振興を

図ってまいります。 

 家畜の伝染病対策については、関係機関・団体と連

携して発生予防と蔓延防止のため、消毒や予防接種な

どの防疫対策を図ってまいります。 

 農業基盤整備については、農村地域の生活環境の向

上と活性化、生産性の高い農作業による農家の生産所

得の向上を図るため、県営による大川目地区圃場整備

促進と、畑田地区農道の本年度末完成に向け取り組む

とともに、県が行う宇部川地区農業農村整備事業の計

画調査を連携して進めてまいります。 

 また、地域住民の共同活動を通じて、農道及び農業

用水路等の資源や環境の保全活動に努めてまいります。 

 林業の振興については、森林の持つ多面的機能を高

度に発揮させるため、除間伐など森林整備の推進に努

めてまいります。 

 また、特用林産について、原木シイタケのほだ木造

成及び製炭窯設置に対する助成や、マツタケ山環境整

備実証事業を継続するほか、栽培技術研修会を開催す

るなど、生産拡大と高品質化を図ってまいります。 

 水産業の振興については、近年の水産資源状況の悪

化や魚価の低迷、漁業就業者の減少など依然として厳

しい状況にありますことから、漁家の安定経営を図る

ため、ウニ、アワビの種苗及びサケ・ヒラメの稚魚放

流に対して助成するほか、久喜東漁場の造成などによ

り、資源の確保とつくり育てる漁業を推進してまいり

ます。 

 また、小袖漁港、横沼漁港等の漁業生産基盤の整備

に加え、安全で快適な漁村づくりのため、桑畑・小袖

地区の漁業集落環境整備事業を推進してまいります。 

 農林水産品の振興については、地産地消の推進を図

るため、関係機関・団体等と連携を図りながら取り組

んでいきますほか、地域の第１次産業とこれに関連す

る第２次・第３次産業に係る事業の融合等により地域

ビジネスの展開と新たな業態の創出を促す６次産業化

に取り組んでまいります。 

 中心市街地の活性化につきましては、やませ士風館

を拠点とした観光案内・特産品の情報発信やイベント

の実施による街なかの賑わい創出を図るとともに、現

在、改修中の巽山公園に続いて小鳩公園の改修にも着

手し、街なかの憩いの空間形成に努めてまいります。 

 中小企業の振興については、企業の設備近代化、経

営安定化及び起業支援策として、中小企業振興資金融

資制度の活用促進に努めるとともに、セーフティーネ

ット保証制度などの活用を支援してまいります。 

 また、商工会議所が行う経営相談、人材育成事業な

どへ支援し、商工業者の育成強化を支援するほか、住

宅リフォーム奨励事業の実施により、地域経済の活性

化に努めてまいります。 

 内発型産業の創出については、岩手大学との相互友

好協力協定に基づき、引き続き職員を大学に派遣し、

大学が持つ人的・知的財産を有効に活用しながら、地

域資源を生かした産業の創出や、地域企業への技術支

援を積極的に推進してまいります。 

 また、岩手県工業技術センター、及びいわて産業振

興センター等との連携を図りながら、地域資源を活用

した商品の開発や、農林漁業者と中小企業者との有機

的な連携を支援してまいります。 

 地場産品の販路拡大、及び特産品開発については、

「久慈地方産業まつり」や、県内外で開催される各種

物産展等への積極的な参加を奨励するとともに、消費

者ニーズの把握に努め、より一層の促進を図ってまい

ります。 

 雇用機会の創出については、県北８市町村等で構成

する岩手県県北地域産業活性化協議会や、ものづくり

産業ネットワーク等と連携し、企業が求める人材の育

成に取り組みながら、地域特性を活かした企業の誘致

に引き続き取り組んでまいるとともに、既存企業の操

業環境の一層の向上を図るため、フォローアップ訪問

を強化しながら、企業の二次展開等への支援を行い、

地域経済の活性化と雇用の場の創出・確保に努めてま

いります。 

 また、依然として厳しい雇用状況に対応するため、

国の制度であります緊急雇用創出事業、ふるさと雇用

再生特別基金事業及び重点分野雇用対策事業を活用し、

雇用創出を図るほか、久慈市雇用開発促進協議会との

連携によります、地域雇用創造実現事業及び久慈地域
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４市町村での地域雇用創造推進事業に取り組み、人材

育成や雇用機会の創出に努めてまいります。 

 事業主への支援対策については、再就職緊急支援奨

励金交付制度を継続実施し、より一層の活用を促進し

てまいります。 

 新規学卒者の就職対策については、新規学卒者求人

開拓に係る事業所訪問を引き続き実施いたしますほか、

新卒者雇用支援奨励金制度を設け、雇用・就労環境の

改善に努めてまいります。 

 観光の振興については、当市にあるすべての産業を

集約した総合産業との認識に立ち、農林水産業、商工

業などさまざまな業種との連携に努めてまいります。 

 また、久慈市観光物産協会及び久慈広域観光協議会

等と連携を図り各種事業を展開しながら、新幹線青森

延伸に伴う広域観光の取り組みとして、八戸市等近隣

市町村と連携した広域観光ルートの確立や、三陸地域

の着地型観光としての三陸縦断観光ルートの整備に努

めてまいります。 

 第６は、「安全、快適なまちづくり」についてであ

ります。 

 高規格幹線道路八戸・久慈自動車道については、八

戸南環状道路・八戸南道路が一部供用されるとともに、

久慈北道路が整備計画区間として新規事業採択されま

したことから、さらなる事業の促進を目指し、久慈北

道路の早期本格着工と、侍浜町から青森県階上町まで

の基本計画区間から整備計画区間への早期格上げにつ

いて、強く要望してまいります。 

 三陸北縦貫道路については、中野バイパスの一部供

用のほか、普代バイパス・尾肝要道路の整備が進めら

れておりますが、より一層の整備促進が図られるよう、

関係団体と一体となった取り組みに努めてまいります。 

 国道281号については、県内90分構想の実現に向け

た高規格道路としての整備拡充と、平庭トンネルの早

期着工について強く要望してまいります。 

 県道については、主要地方道の野田山形線、一戸山

形線及び戸呂町軽米線のほか、一般県道の野田長内線、

侍浜夏井線及び大野山形線等の改良整備について、早

期に整備が図られるよう要望してまいります。 

 市道については、上長内日吉町線の歩道整備をはじ

め、改良舗装や交通安全施設等の整備促進に努めると

ともに、久慈夏井線についても、県代行事業として採

択されるよう要望してまいります。 

 また、橋梁の適切な維持補修に努めるとともに、市

民との協働による市道等の整備・補修への取り組みを

積極的に推進してまいります。 

 都市基盤の整備については、市民主体のまちづくり

を基本理念とする久慈市都市計画マスタープランに基

づき、引き続き快適で住みよいまちづくりの推進に努

めてまいります。 

 街路事業については、交通混雑の緩和と市街地の形

成を促進するとともに、県立久慈病院へのアクセス改

善を図るため、都市計画道路下長内旭町線、田屋町か

ら旭町までの本年度末完成に向け取り組んでまいりま

す。 

 港湾の整備については、港湾機能と防災機能が早期

に発現されるよう、関係団体と連携しながら、湾口防

波堤の早期整備を国・県に強く訴えてまいります。 

 また、港湾の一層の利用促進を図るために、新たな

貨物の獲得や取扱貨物の拡大に係る補助制度を創設し、

ポートセールスに積極的に取り組むとともに、臨海部

への企業の誘導立地を推進するほか、湾口防波堤の概

成を見据えて、久慈湾の総合的な利活用の調査・研究

にも引き続き取り組んでまいります。 

 市営住宅については、本年度、栄町地区建替事業が

完了いたしますことから、既存住宅の活用計画となる

公営住宅等長寿命化計画に基づき、老朽化した住宅を

計画的に整備してまいります。 

 また、住宅マスタープランで策定した住宅施策を総

合的、計画的に進めるとともに、木造住宅の耐震診断

支援事業、及び耐震改修工事助成事業を継続実施し、

災害に強いまちづくりの推進に努めてまいります。 

 水道事業については、良質な水道水の安定供給と水

道未普及地域の解消を図るため、山形町荷軽部地区の

簡易水道を来年４月の給水開始に向けて整備を進めて

まいります。 

 下水道事業については、快適な居住環境の創出と公

共用水域の水質保全を図るため、引き続き、旭町、寺

里、幸町及び田高地区等の整備を進めるほか、浄化槽

の設置を促進してまいります。 

 市街地の浸水対策については、災害時の対応拠点と

なる公共施設が集積する川崎町について、重点的に整

備を進めるなど、逐次、浸水被害の解消に努めてまい

ります。 

 情報化の推進については、地上デジタル放送対策と
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して、新たに生じた難視聴地域の解消と、既存の共聴

施設のデジタル化促進に引き続き取り組むとともに、

携帯電話の不感地域解消のため、端神、小田瀬、繋の

３地区において移動通信用鉄塔施設整備を進めてまい

ります。 

 後に、これらの諸施策の推進についてであります

が、本年度に策定いたします総合計画後期基本計画及

び市政改革プログラムの着実な実施を図ってまいりま

す。 

 また、平成18年度から実施いたしております行政評

価制度を通じて施策及び事務事業等の評価と検証を行

い、効果的かつ効率的な市政運営に努めてまいりたい

と考えております。 

 以上、市政運営の基本方針と主要な施策について申

し述べたところでありますが、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

並びに議員各位のご理解とご協力をお願いを申し上げ、

私の所信表明を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第４ 議案第１号から議案第11号まで及

び報告第１号から報告第３号まで   

○議長（宮澤憲司君）  日程第４、議案第１号から議

案第11号まで、及び報告第１号から報告第３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。外舘副市長。 

    〔副市長外舘正敏君登壇〕 

○副市長（外舘正敏君）  提案いたしました議案11件

の提案理由、及び報告３件についてご説明を申し上げ

ます。 

 まず、議案第１号「平成22年度久慈市一般会計補正

予算（第１号）」について申し上げます。 

 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

または当初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、歳入歳出それぞれ８億3,184万9,000円を追

加し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ186億

4,614万9,000円にしようとするものであります。 

 款及び項の補正額は、２ページ、３ページの第１表

歳入歳出予算補正のとおりであります。 

 次に、第２条地方債の補正でありますが、４ページ、

５ページの第２表のとおり、除雪機械整備事業を追加

するとともに、農道等整備事業外３件について、その

限度額を変更しようとするものであります。 

 次に、議案第２号「平成22年度久慈市国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）」であります。 

 今回の補正は、１ページのとおり、第１条歳入歳出

予算の補正は、事業勘定につきましては、既定の予算

額に歳入歳出それぞれ22万5,000円を追加し、補正後

の予算総額を44億109万8,000円にし、また、直営診療

施設勘定につきましては、既定の予算額に歳入歳出そ

れぞれ601万4,000円を追加し、補正後の予算総額を２

億7,085万8,000円にしようとするものであります。 

 事業勘定の補正の内容でありますが、歳入につきま

しては、３ページのとおり国庫支出金、諸収入を増額

し、歳出につきましては、４ページのとおり総務費、

諸支出金を増額しようとするものであります。 

 直営診療施設勘定の補正の内容でありますが、歳入

につきましては、13ページのとおり諸収入、市債等を

増額、歳出につきましては、14ページのとおり総務費、

医業費を増額しようとするものであります。 

 次に、第２条地方債でありますが、直営診療施設勘

定について、15ページの第２表のとおり、医療機器等

整備事業について起債の目的、限度額、起債の方法、

利率及び償還の方法を定めようとするものであります。 

 次に、議案第３号「平成22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。 

 今回の補正は、１ページのとおり、既定の予算額に

歳入歳出それぞれ261万1,000円を追加し、補正後の予

算総額を2,912万4,000円にしようとするものでありま

す。 

 補正の内容でありますが、歳入につきましては、２

ページのとおり繰入金を増額し、歳出につきましては、

３ページのとおり総務費を増額しようとするものであ

ります。 

 次に、議案第４号「平成22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、１ページのとおり、第１条歳入歳出予算

の補正は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ3,900万

円を追加し、補正後の予算総額を４億6,152万3,000円

にしようとするものであります。 

 補正の内容でありますが、歳入につきましては、２

ページのとおり県支出金、諸収入及び市債を増額し、

歳出につきましては、３ページのとおり漁業集落排水
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整備費を増額しようとするものであります。 

 次に、第２条地方債の補正でありますが、４ページ、

５ページの第２表のとおり、限度額を変更しようとす

るものであります。 

 次に、議案第５号「平成22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。 

 今回の補正は、公共下水道事業の整備促進のため、

１ページのとおり、第１条、歳入歳出予算の補正は、

既定の予算額に歳入歳出それぞれ1,700万円を追加し、

補正後の予算総額を14億2,084万8,000円にしようとす

るものであります。 

 補正の内容でありますが、２ページ、３ページの第

１表のとおり、歳入につきましては、国庫支出金を減

額、諸収入及び市債を増額し、歳出につきましては、

下水道事業費を増額しようとするものであります。 

 次に、第２条、地方債の補正は、４ページ、５ペー

ジの第２表のとおり、限度額を変更しようとするもの

であります。 

 次に、議案第６号「平成22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、支出の上水道

事業費を590万3,000円を減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

6,000万円、支出を１億2,400万円、それぞれ増額しよ

うとするものであります。 

 次に、第４条債務負担行為の補正は、上水道認可変

更設計業務委託費について、その事項、期間及び限度

額を定めようとするものであります。 

 補正の内容についてでありますが、水道水の安定供

給を図るため、滝導水ポンプ場機械電気設備更新工事

及び下水道関連配水管整備工事等を追加しようとする

ものであります。 

 次に、議案第７号「職員の育児休業等に関する条例

及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一

部を改正する条例」でありますが、この条例は、地方

公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、

所要の改正を行うとともに、育児を行う職員の時間外

勤務を免除する等の規定を設けようとするものであり

ます。 

 具体的な改正内容についてでありますが、職員の配

偶者の就業の有無や育児休業の取得の有無などの状況

にかかわりなく、職員が育児休業をすることができる

ようにしようとするものであります。 

 また、３歳未満の子がある職員が、その子を養育す

るために請求した場合、当該職員の担当業務を処理す

るための措置を講ずることが著しく困難である場合を

除き、時間外勤務をさせてはならないこと等について

規定しようとするものであります。 

 次に、議案第８号「職員団体のための職員の行為の

制限の特例に関する条例の一部を改正する条例」であ

りますが、この条例は、地方公務員法の一部改正に伴

い、職員団体のため、給与を受けながらその業務を行

い、または活動することができる期間に、超勤代休時

間を加えようとするものであります。 

 次に、議案第９号「海女センター条例」であります

が、この条例は、北限の海女に関する伝統文化の継承

を図るとともに、観光振興に寄与するため、海女セン

ターを設置しようとするものであります。 

 次に、議案第10号「岩手県市町村総合事務組合を組

織する地方公共団体の数の増加及び岩手県市町村総合

事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めるこ

とについて」でありますが、本案は、本年４月１日に

設置された、岩手北部広域環境組合を岩手県市町村総

合事務組合に加入させることに伴う、岩手県市町村総

合事務組合規約の一部変更に関し、所要の手続を経よ

うとするものであります。 

 次に、議案第11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。 

 ご提案申し上げております日野沢線は、県営中山間

地域総合整備事業により整備された路線であり、住民

の利用度が高く、公益性が高いと認められることから、

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21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、去る３月補正予算

において繰越明許費として議決いただきました移動通

信用鉄塔施設整備事業外32件について、本計算書のと

おり事業費を平成22年度へ繰り越ししたものでありま

す。 

 次に、「平成21年度久慈市水道事業会計予算繰越計

算書」の報告について申し上げます。 

 本計算書の内容でありますが、国道45号改良工事に

伴う配水管移設工事は、国道工事の繰り越しに伴う工
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期延長により、年度内の工事完成ができなかったこと

から、平成22年度へ繰り越ししたものであります。 

 次に、報告第３号「職員による訪問介護の事故に係

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。 

 本件は、本年２月17日、久慈市門前地内で発生した

訪問介護時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、訪問介護の事故防止につきましては、16の基

本マニュアルを定め、その励行を徹底してきたところ

でありますが、今後さらに訪問介護員の介護技術研修

や定例ミーティングなどを通じ、基本動作や安全確認

に対する意識高揚を図り、質の高い介護サービスの提

供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、ご決定賜りますようお願いを申し上げま

す。 

○議長（宮澤憲司君）  これより、提出議案に対する

総括質疑に入ります。質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  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。 

 まず、議案第１号から議案第６号までの平成22年度

各会計補正予算は、議長を除く25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（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。 

 ただいま設置されました予算特別委員会の委員長及

び副委員長を委員会条例第８条第２項ただし書きの規

定により、当職において指名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（宮澤憲司君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、当職から、委員長に堀崎松男君、副委員長

に砂川利男君を指名いたします。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、ただいま指名のとおり選任されました。 

 次に、議案７号から議案第11号までの５件は、お手

元に配付の議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任

委員会に付託いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第５ 請願２件   

○議長（宮澤憲司君）  日程第５、請願受理第24号及

び請願受理第25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。小野寺

勝也君。 

    〔17番小野寺勝也君登壇〕 

○17番（小野寺勝也君）  請願受理第24号「 低賃金

法の抜本改正と安定雇用の創出、中小企業支援策の拡

充・強化についての請願」についてご紹介を申し上げ

ます。 

 日本経済は、今不況の波を受け、企業経営も労働者

の暮らしも深刻な状況にあります。政府は、 低賃金

の抜本改正、中小企業支援の強化などを打ち出してい

ます。 

 しかし、これらの公約は実施されなければ、具体的

効果は発揮されません。景気回復のためには、これま

での大企業中心の輸出頼みの経済政策を転換をし、内

需の拡大が決定的役割を果たします。安定雇用の創出

と 低賃金の改善、中小企業支援などの対策が非常に

大事であります。 

 しかるに、ここ数年、日本ではワーキングプアと言

われる働く貧困層が急増しました。総務省の労働力調

査によれば、雇用労働者の実に34.3％が年収200万円

未満で、生活困窮状態に置かれています。この状況は、

昨今の労働問題が不安定雇用に加えて、低賃金問題が

深刻であることを示しています。 

 低賃金の引き上げは、景気対策としても有効です。

中小零細企業への支援策を十分に講じつつ、 低賃金

の引き上げを図れば、内需が拡大をし、中小零細企業

の仕事も雇用も増えるという効果が発生、期待されま

す。賃金を上げると国際競争力に影響が出るという論

もありますが、既に先進国の多くは、 賃1,000円以

上の水準を維持しております。 

 以上のような趣旨から、政府にワーキングプアの根

絶と地域格差の是正を図るために 賃1,000円と全国

低賃金制度を実施する 低賃金法の抜本改正を行う
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こと、外２点を政府に求めてほしいという請願であり

ます。 

 議員各位のご理解とご賛同を心からお願いをして、

ご紹介といたします。 

○議長（宮澤憲司君）  城内仲悦君。 

    〔18番城内仲悦君登壇〕 

○18番（城内仲悦君）  請願受理第25号「米価の下落

に歯止めをかけ、再生産できる米価の実現を求める請

願」について、紹介議員を代表し、請願趣旨について

申し述べ、ご理解とご協力をお願いするものでありま

す。 

 本請願の趣旨のポイントは、2009年産米を中心とし

た米流通が深刻な停滞を来し、米価の下落が進行して

いることであります。このまま出来秋に突入すると、

戸別所得補償を口実にした買いたたきとあわせた米価

の大暴落が起き、さらに期末在庫の関係上、2011年産

米作付数量を大幅に減らさなければならなくなります。

政府が備蓄米の買い入れを緊急に行い、米のだぶつき

を解消する以外に、これを解決することはできないこ

とから、以下３点の事項について請願するものであり

ます。 

 第１は、ミニマムアクセス米の受け入れ時に国内の

流通に影響を与えないとした政府公約を守り、 低限、

主食用のＳＢＳや需要のないミニマムアクセス米の輸

入を削減すること。 

 第２点は、米の価格保障と所得補償を、再生産する

水準に充実させ、政府が米の需給と価格に責任を持つ

こと。 

 第３は、2009年２月にルールを無視して集荷円滑化

対策米として買い入れた10万トンと、備蓄米のうち超

古米となっている2005年産米などの19万トンを主食用

以外に処理すること。これに見合う30万トン相当の備

蓄米を適正な水準で買い入れること。 

 以上の３点であります。議員各位のご理解とご賛同

を賜り、本請願が採択され、意見書が提出されること

を心から願い、紹介とさせていただきます。 

○議長（宮澤憲司君）  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、産業経済常任委員会に付託いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    散会   

○議長（宮澤憲司君）  以上で本日の日程は終了いた

しました。 

 本日はこれにて散会をいたします。 

    午前11時11分   散会   
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