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第25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12月３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 議案第１号から議案第11号まで及び報告第１号 

     提案理由の説明・総括質疑 

     委員会付託（議案第１号から議案第５号ま 

     でを除く） 

 第４ 請願・陳情４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 議案第１号 平成22年度久慈市一般会計

補正予算（第３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３号） 

  議案第３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２号） 

  議案第４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２号） 

  議案第５号 平成22年度久慈市水道事業会計補正

予算（第２号） 

  議案第６号 久慈市立小中学校設置条例の一部を

改正する条例 

  議案第７号 指定管理者の指定に関し議決を求め

ることについて 

  議案第８号 指定管理者の指定に関し議決を求め

ることについて 

  議案第９号 指定管理者の指定に関し議決を求め

ることについて 

  議案第10号 指定管理者の指定に関し議決を求め

ることについて 

  議案第11号 市道路線の変更に関し議決を求める

ことについて 

 日程第４ 請願受理第29号 ＴＰＰへの参加に反対

する請願 

  請願受理第30号 ＴＰＰ交渉に関する請願 

  請願受理第31号 過剰米対策に関する請願 

  陳情受理第32号 現行児童福祉施策としての保育

制度の維持と一層の改善に関する陳情 

──────────────────── 

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 

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

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 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
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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25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。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    諸般の報告   

○議長（宮澤憲司君）  諸般の報告をいたします。 

 市長から議案の提出があり、お手元に配付してあり

ます。 

 次に、請願３件及び陳情１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、９月定例会以後の当職の出席した会議等、主

な事項について、概要を配付しております。 

 次に、委員会所管事項調査報告書３件が提出され、

その写しを配付してあります。 

 次に、平成22年度岩手県市議会議員研修会に13人が

出席したところであり、その概要を配付してあります。 

 この際、市長から姉妹都市フランクリン市訪問につ

いて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）  姉妹都市フランクリン市訪問

につきまして、諸般の報告を申し上げます。 

 去る９月29日から10月７日まで、９日間の日程で姉

妹都市でありますアメリカ合衆国フランクリン市を訪

問してまいりました。 

 今年は、昭和35年フランクリン市と姉妹都市を締結

して以来、50周年を迎える記念すべき年でありますこ

とから、記念事業として訪問事業を実施したものであ

ります。 

 ７月に市民から訪問団員を一般公募し、私が団長、

宮澤議長と鹿糠商工会議所事務局長を副団長とする総

勢21名をもって訪問団を編成、50周年記念調印式を初

め各種訪問活動を行ってきたところであります。 

 訪問活動の概要でありますが、９月29日に久慈市を

出発、同日29日にアメリカ合衆国の首都ワシントンＤ

Ｃに到着をいたしました。ワシントンＤＣで、高齢福

祉関係機関の行政視察や市内視察を経て、10月１日午

後にフランクリン市役所に到着、パリス、フランクリ

ン市長や議会議員をはじめ関係者の皆様から出迎えを

受けたところであります。 

 夕方からは、フランクリン市美術館におきまして記

念調印式を厳かにも盛大に開催していただきました。

「それぞれの文化・伝統を尊重し、互いに伝え合い、

友情を深め、半世紀にわたり築き上げた友好関係のさ

らなる発展に努めるものとする」とした同意書に署名

し、今後さらなる友好関係のきずなを築くことを確認

したところであります。調印式終了後は、フランクリ

ン市の秋祭りイベント会場において、訪問団員を紹介

いただき、フランクリン市民との交流を図ったところ

であります。 

 翌10月２日には、フランクリン大学を表敬訪問し、

名誉市民でありますタマシン・アレン先生の胸像に触

れ、往事の若き先達の国際交流への熱い思いが想起さ

れ、深い感慨の中に身をおきながら、異なる文化・歴

史を有する人々との交流の意義に思いをいたしたとこ

ろであります。午後には秋祭りのパレードへ参加し、

さらに市民間の交流に努めたところであります。 

 夕方には、フランクリン大学において公式夕食会に

お招きをいただき、パリス、フランクリン市長をはじ

め歴代の市長や議長、ロータリークラブの皆さん、ま

た久慈市に赴任いただいた英語指導助手の方など約80

名の関係者の出席のもと盛大に懇談の場を設定してい

ただきました。多くの方々からの歓迎のあいさつや、

相互に記念品交換を行うなどフランクリン市民の皆様

と親しく交流することができたと考えております。 

 また、今回の大きな目的の一つでありますホームス

テイにつきましても、６組のホストファミリーの皆様

から温かいおもてなしをいただき、思い出深い交流が

図られたものと思っているところであります。 

 ３日間という短い滞在ではありましたが、多くの事

業に参加することができ50年もの長い姉妹都市交流の

歴史の中にあって、多くの久慈市民がフランクリン市

の地を踏むことができたことは意義深いものがあった

ものと考えております。 

 10月３日、フランクリン市を後にし、フランクリン

市が位置するインディアナ州の州都であるインディア

ナポリスを経由し、一路、ロサンゼルスに向かったと

ころであります。当地域は、大規模な地震や山林火災
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を経験している土地柄でありまして、アナハイム消防

署においての防災対策についての行政視察では、予定

時間を大きく超える熱のこもった研修となったところ

であります。 

 10月５日、ロサンゼルス市をあとにし、全員無事に

帰国し、成田において一泊した後、帰久したところで

あります。 

 今回の訪問事業は、昭和35年、タマシン・アレン先

生がかけ橋となって姉妹都市締結が実現して以来、50

周年を迎え、フランクリン市民との交流を深め、そし

て、今後さらなる友情のきずなを確認することができ

たことにより所期の目的を達成し得たものと考えてお

ります。この貴重な体験を礎とし交流の輪を広げてい

くことは、久慈市にとって今後大きな力になると考え

ております。 

 また、市民同士の交流を図ることにより、市民一人

ひとりが視野を広げ、国際感覚を身につけ、さらには

久慈市の魅力の再認識にもつながるものと考えている

ところであります。 

 最後に、今回の訪問に当たり、友情の扉を開いた先

人に思いをいたすとともに、ご奮闘いただきました訪

問団員各位、ご理解とご協力を賜りました久慈市議会

をはじめ久慈市国際交流協議会及び久慈商工会議所等

市内関係団体、岩手県、そして久慈市訪問団を温かく

迎えていただいたフランクリン市の皆様に対し、心か

ら感謝と敬意を表し、諸般の報告といたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    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25回久慈市議会

定例会の運営につきまして、去る12月１日に委員会を

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・陳情４件であります。ほかに専決処分の報

告が１件あります。また、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ております。 

 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12月８日、９日及び15日に本会議を、

12月10日に常任委員会を、12月６日、７日、13日及び

14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12月15日までの13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、ただいまの委員長の報告のとおり、本日か

ら12月15日までの13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13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、上山昭彦君、泉

川博明君、藤島文男君を指名いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第３ 議案第１号から議案第11号まで及 

    び報告第１号   

○議長（宮澤憲司君）  日程第３、議案第１号から議

案第11号まで及び報告第１号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１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３号）」でありますが、今回の補正は、国県

支出金等の内定による事業費の調整などに要する経費

を計上したものであります。 

 １ページをご覧願います。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２億7,600

万5,000円を追加し、補正後の予算総額を196億9,374

万7,000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ページから３ページの第１表歳入歳出

予算の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、

４ページの第２表のとおり路線バス運行事業ほか７件

を追加しようとするものであります。 
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 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、火葬場施設整備事業

ほか１件を追加するとともに、農道等整備事業ほか５

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３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、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6,961万5,000円を追加し、補正後の予算

総額を44億8,579万3,000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1,213万9,000円を追加し、補正後の予算総額を２億

8,339万7,000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、実績見込みに

基づき、歳入につきましては、３ページのとおり国庫

支出金、療養給付費等交付金等を増額し、歳出につき

ましては、４ページのとおり総務費、保険給付費を増

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、15ページのとおり諸収入を増額し、

歳出につきましては、16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、第２条、債務負担行為でありますが、５ペー

ジの第２表のとおり、事業勘定の国保税賦課事務経費

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。 

 次に、議案第３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２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1,432万

円を追加し、補正後の予算総額を４億7,584万3,000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

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４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２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、既定の予算額から歳入歳出それぞれ733万

3,000円を減額し、補正後の予算総額を14億1,351万

5,000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増額、

諸収入及び市債を減額し、歳出につきましては下水道

管理費を増額、公債費を減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５号「平成22年度久慈市水道事業会計

補正予算（第２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1,094万3,000円、簡易水道事業費を550万

6,000円、営農飲雑用水給水受託事業費を86万9,000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でありま

すが、収入及び支出の額をそれぞれ469万円減額しよ

うとするものであります。 

 次に、２ページをお開き願います。第４条、議会の

議決を経なければ流用することのできない経費である

職員給与費の金額を121万2,000円増額しようとするも

のであります。 

 次に、議案第６号「久慈市立小中学校設置条例の一

部を改正する条例」についてでありますが、この条例

は、繋小学校を廃止し、山形小学校に統合しようとす

るものであります。 

 次に、議案第７号「指定管理者の指定に関し議決を

求めることについて」でありますが、本案は久慈市産

地形成促進施設の管理を行わせるため、指定管理者と

して久慈市産地直売農家協会を指定しようとするもの

であります。 

 次に、議案第８号「指定管理者の指定に関し議決を

求めることについて」でありますが、本案は、久慈市

小袖海女センターの管理を行わせるため、指定管理者

として小袖北限の海女の会を指定しようとするもので

あります。 

 次に、議案第９号「指定管理者の指定に関し議決を

求めることについて」でありますが、本案は、久慈市
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勤労青少年ホームの管理を行わせるため、指定管理者

として特定非営利活動法人やませデザイン会議を指定

しようとするものであります。 

 次に、議案第10号「指定管理者の指定に関し議決を

求めることについて」でありますが、本案は、久慈市

観光交流センターの管理を行わせるため、指定管理者

として社団法人久慈市観光物産協会を指定しようとす

るものであります。 

 次に、議案第11号「市道路線の変更に関し議決を求

めることについて」でありますが、ご提案申し上げて

おります下長内田屋線は都市計画道路下長内旭町線と

して整備されている道路であり、多くの住民の利用が

見込まれ、公共性が高いと認められることから、その

終点を市道門前源道線の接続部に変更するとともに、

終点の地域名に合わせて路線名を下長内旭町線に変更

しようとするものであります。 

 次に、報告第１号「職員による自動車事故に係る損

害賠償事件に関する専決処分の報告について」であり

ますが、本件は、本年10月23日、市内夏井町大崎地内

の国道45号久慈道路を砕石運搬中、市の保有するダン

プの荷台から落下した砕石が、後方を走行していた車

両のフロントガラスに接触し、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

り報告をするものであります。 

 なお、職員の安全運転と適正な積載につきましては、

今後さらに安全運転の意識醸成を励行、積載物の落下

防止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。18番城内仲悦

君。 

○18番（城内仲悦君）  一般会計の予算の今補正予算

が提案されたんですが、ちょっと仕組みについて質問

いたしますが。連合との関係でございますけども、つ

い先日ですが、連合が定例会並びに臨時会を開いて補

正予算可決していますが、その結果に基づいて久慈市

とすれば予算措置をしたと思うんですが。 

 その際に地方自治法を見ますと、分賦金という項が

あって、調べたらかなり強い意味の内容なようですが、

そこで連合長から久慈市長あてに連合が議決した内容

に基づいて久慈市の金額が、請求というか来ていると

思うんですが、その請求の中身はどのような形、内容

になっているのか。一度も資料というのが出たことな

いんで、その連合といわゆる関係市町村、自治体との

関係はそういう関係になりますから、議決に基づいて

何がしかのお金が請求したと思うんですが。それがい

つ来て、その資料が提示できないのかどうか。そこを

含めて、お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  広域連合との窓口は

私のほうが総合的な窓口になっておりますので、お答

えしたいと思いますが、詳しい書類につきましては取

り寄せてご答弁申し上げたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  今手元にないと言いますが、

資料としても提示、こういう形で来てると、したがっ

て、それに基づいて予算措置をしたんだということが

知りたいんですけど、その資料も一緒に提示いただけ

ますか。 

○議長（宮澤憲司君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  私のほうでは資料を

取り寄せて、それで答弁を申し上げたいと、こういう

ふうに考えておりますので、その時点でご判断いただ

きたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  14番桑田鉄男君。 

○14番（桑田鉄男君）  一般会計の補正、これは最終

日の15日の本会議で審議されるんですが、その参考に

するためにちょっとお尋ねをしたいと思います。 

 広域連合の火葬負担金が久慈市分として6,620万

3,000円が補正に計上になってます。そこで構成４市

町村あるわけですが、総体の事業費から見て、その負

担割合とその４市町村の久慈市分はこれでわかるんで

すが、他の３町村の負担の額と全体事業費に対する割

合をお尋ね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）  今回の補正の全体額

は１億1,134万円でありまして、そのうち久慈市の負

担割合は59.46％、6,620万3,000円でございます。 

 次に、洋野町でございますが、負担割合が27.44％、

3,055万2,000円、野田村が7.86％、875万1,000円、普
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代村5.24％、583万4,000円となっております。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  質疑を癩癩答弁保留で後で答

弁したらいいんじゃない。今必要ですか、本会議じゃ

なくて今。じゃあ、保留をして次に入っていきたいと

思います。 

 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６号から議案第11号までの６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１号から議案第５号までの補正予算５件は、委員

会の付託を省略し、12月15日の本会議で審議すること

にいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（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。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第４ 請願・陳情４件   

○議長（宮澤憲司君）  日程第４、請願受理第29号、

請願受理第30号、請願受理第31号及び陳情受理第32号

を議題といたします。 

 請願について、紹介議員の説明を求めます。18番城

内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  請願受理第29号「ＴＰＰへの

参加に反対する請願」について、紹介議員が、小野寺

勝也、髙屋敷英則、城内仲悦の３人でありますが、私

城内が代表し、紹介をいたします。 

 菅首相は、臨時国会冒頭の所信表明演説で、環太平

洋戦略的経済連携協定癩癩ＴＰＰ交渉への参加を検討

し、アジア太平洋貿易圏の構築を目指すと表明しまし

た。これを受け政府は、ＴＰＰ参加に向けた検討を行

っています。 

 今、ＴＰＰへの参加に反対する運動が燎原の火のご

とく全国津々浦々に広がっています。 

 ＴＰＰへの加盟は、農水産物やサービス、労働市場

も含め関税を全廃し、農業や雇用、暮らし、地域経済

に壊滅的な打撃を与えることが明らかになっています。

その影響は、農水省の試算では国内農水産物の生産額

は４兆5,000億円減少し、食料自給率は40％から13％

に転落。就業機会の減少も350万人減少するとしてい

ます。翻って、ＪＡ新いわての試算では、久慈管内の

販売額平均減少率が84％となっています。 

 品目ごとの減少率を見ますと、米95％、小麦100％、

牛肉61％、牛乳100％、豚肉80％となっています。 

 農林水産業を基幹産業とする本市は、深刻な影響を

受け、関連産業も含めた雇用環境が悪化し、地域経済

も冷え込ませるおそれがあります。 

 本請願の項目は、環太平洋戦略的経済連携協定癩癩

ＴＰＰに参加しないことの意見書を政府及び関係機関

に意見書を提出していただきたきたいということであ

ります。 

 るる、本請願について説明紹介いたしましたが、議

員各位のご理解とご協力を賜り、本請願を採択してい

ただきますよう心からお願い申し上げ、紹介といたし

ます。 

○議長（宮澤憲司君）  10番山口健一君。 

○10番（山口健一君）  請願受理２件について、紹介

議員を代表してご紹介いたします。 

 初めに、請願受理第30号「ＴＰＰ交渉に関する請

願」について、ご紹介いたします。 

 政府は、11月９日、環太平洋戦略的経済連携協定に

ついて、「関係国との協議を開始する」と明記した包

括的経済連携に関する基本方針を閣議決定したところ

であります。 

 ＴＰＰは、完全な貿易自由化を目指した協定であり、

交渉を進めようとする政府の動きに対し、生産現場で

は極めて大きな不安と動揺が生じています。 

 仮に、ＴＰＰ交渉に参加し、農畜産物の関税を全面

的に撤廃した場合、農林水産省の試算では食料自給率

は40％から14％へ低下、農業生産額は４兆1,000億円

程度が減少し、雇用も340万人程度減少するとされて

おり、我が国の農林水産業や地域社会は壊滅的な打撃

を受けることになります。 

 つきましては、生産農家が将来にわたって夢と希望

と誇りを持って営農できる農業政策の確立と地域経済

を守る観点から、下記事項について、政府が進めよう

としている環太平洋戦略的経済連携協定交渉について、

日本の食と農、そして地域経済が犠牲を強いられ、他

の分野とのバランスを欠く協定締結には断固反対する

こと。 

 以上のことをご理解いただき、国及び政府関係機関

に意見書を提出していただきたく請願するものであり
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ます。 

 次に、請願受理第31号「過剰米対策に関する請願」

についてご紹介いたします。 

 平成21年産米は、国の需給見通しの誤りや過剰作付

により、本年10月には全国で40万トン、本県において

も３万3,000トンもの持ち越し在庫の発生が懸念され

る事態となっています。 

 このままでは21年産米の古米処理経費の発生や22年

産米の価格下落、そして23年産米の米生産数量目標の

大幅な削減は必至と予想されます。また、戸別所得補

償モデル対策交付金の補てんを受けても農家経営は極

めて厳しい状況になることが心配されます。 

 新岩手農業協同組合は、米産地の責務として米の消

費拡大対策や消費者理解等に向け、なお一層努力して

まいりますが、稲作農家が安心して米づくりに取り組

める環境を確立願います。 

 以上の趣旨に基づき、次の事項について。 

 一つ、「緊急政府買い入れの実施について」 

 米戸別所得補償制度の安定運営のため、緊急の対策

として政府買い入れによる相当量の棚上げ備蓄を実施

し、市場の過剰感を一掃すること。 

 二つめとして、「22年産米以降の過剰米対策の実施

について」 

 需給と価格の安定を図るという食糧法の規定に基づ

き、過剰米を国が責任をもって市場隔離する需給調整

対策を恒久的な制度として確立・実施すること。 

 以上のことをご理解いただき、政府及び関係機関に

対し、意見書を提出していただきたく請願するもので

す。議員各位のご賛同を申し上げて、ご紹介とさせて

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

す請願及び陳情は、お手元に配付してあります請願・

陳情文書表に記載のとおり、それぞれ所管の委員会に

付託いたします。大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  先ほど答弁保留いた

しておりました久慈広域連合に係る予算措置の通知文

書関係でございますが、これにつきましては平成22年

11月10日に、久慈広域連合の臨時議会が開催されまし

て、これの議決結果がこれは法第291条の13と準用し

た287条の３の規定に基づいての会議結果の報告とい

うことで通知をいただいております。 

 このほかに22年11月11日付の文書によりまして、予

算措置をするようにという依頼文書をいただいており

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）  今答弁いただいたところです

が、今291条の13、287条の３項、いわゆる地方自治法

に基づいて措置なされたということですが、そして11

月11日にその文書で通知が来ているということですが、

その内容について、資料として、その流れですから提

示していただきたいんですが、いかがですか。 

○議長（宮澤憲司君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  これの予算関係の措

置につきましては、今回の補正予算に反映されている

ということでご承知おき願いたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  そうしますと、予算措置がさ

れている6,620万3,000円ということで、先ほど１億

1,103万4,000円の59.4％、その割合で来ます。したが

って、その中身として、火葬場負担金として入金にな

っているわけですが、その連合から来た文章の中に、

内容としてトータルの金額と、この59.46％という数

字を掛けた金額だけが来てんのかね。連合の臨時会で

議決された内容があるわけですよ。それに基づいてき

たというふうに思うんですけども、久慈市に対して幾

らの予算措置をしてくださいと来るのか。その辺は内

容として文書として出せませんか。資料として。 

○議長（宮澤憲司君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  城内議員、連合の議

員でもいらっしゃいますので、すべてご承知のことと

思いますけれども、釈迦に説法かもしれませんが、連

合そのものの事務につきましては、共同処理をしたほ

うがいいということで連合を設置してる経緯がござい

ます。そういう組織の特別自治体ということでござい

ます。それに基づいての運営関係の経費、これについ

ては法291条の９の規定で分賦金の定め方を規定され

ております。 

 それに基づいて連合では、それぞれの共同処理をす

る事務の負担金と申しますか、それの割合を定めて、

総事業費にその係数を掛けて、それぞれの市町村で予

算措置をしてくださいというふうな取り決めがござい

ます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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    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、これで散会をいたします。 

    午前10時42分   散会   
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