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第５回久慈市議会定例会会議録（ 第１ 日） 

 

議事日程第１号 

  平成18年８月30日（水曜日）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 認定第１号から認定第30号まで、議案第１号 

    から議案第15号まで及び報告第１号 

     提案理由の説明・総括質疑 

     決算特別委員会の設置 

     委員会付託（議案第１号から議案第５号ま 

     で及び議案第15号を除く） 

 第４ 議案第15号（質疑・採決） 

 第５ 議員派遣の件 

──────────────────── 

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 認定第１号 平成17年度旧久慈市一般会 

   計歳入歳出決算 

  認定第２号 平成17年度旧久慈市土地取得事業特 

   別会計歳入歳出決算 

  認定第３号 平成17年度旧久慈市国民健康保険特 

   別会計歳入歳出決算 

  認定第４号 平成17年度旧久慈市老人保健特別会 

   計歳入歳出決算 

  認定第５号 平成17年度旧久慈市介護サービス事 

   業特別会計歳入歳出決算 

  認定第６号 平成17年度旧久慈市魚市場事業特別 

   会計歳入歳出決算 

  認定第７号 平成17年度旧久慈市漁業集落排水事 

   業特別会計歳入歳出決算 

  認定第８号 平成17年度旧久慈市国民宿舎事業特 

   別会計歳入歳出決算 

  認定第９号 平成17年度旧久慈市工業団地造成事 

   業特別会計歳入歳出決算 

  認定第10号 平成17年度旧久慈市公共下水道事業 

   特別会計歳入歳出決算 

  認定第11号 平成17年度旧久慈市水道事業会計決 

   算 

  認定第12号 平成17年度山形村一般会計歳入歳出 

   決算 

  認定第13号 平成17年度山形村国民健康保険事業 

   特別会計歳入歳出決算 

  認定第14号 平成17年度山形村国民健康保険診療 

   施設特別会計歳入歳出決算 

  認定第15号 平成17年度山形村老人医療保健特別 

   会計歳入歳出決算 

  認定第16号 平成17年度山形村簡易水道事業特別 

   会計歳入歳出決算 

  認定第17号 平成17年度山形村平庭高原施設事業 

   特別会計歳入歳出決算 

  認定第18号 平成17年度久慈市一般会計歳入歳出 

   決算 

  認定第19号 平成17年度久慈市土地取得事業特別 

   会計歳入歳出決算 

  認定第20号 平成17年度久慈市国民健康保険特別 

   会計歳入歳出決算 

  認定第21号 平成17年度久慈市老人保健特別会計 

   歳入歳出決算 

  認定第22号 平成17年度久慈市介護サービス事業 

   特別会計歳入歳出決算 

  認定第23号 平成17年度久慈市魚市場事業特別会 

   計歳入歳出決算 

  認定第24号 平成17年度久慈市漁業集落排水事業 

   特別会計歳入歳出決算 

  認定第25号 平成17年度久慈市国民宿舎事業特別 

   会計歳入歳出決算 

  認定第26号 平成17年度久慈市工業団地造成事業 

   特別会計歳入歳出決算 

  認定第27号 平成17年度久慈市公共下水道事業特 

   別会計歳入歳出決算 

  認定第28号 平成17年度久慈市平庭高原施設事業 

   特別会計歳入歳出決算 

  認定第29号 平成17年度久慈市簡易水道事業特別 

   会計歳入歳出決算 

  認定第30号 平成17年度久慈市水道事業会計決算 
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  議案第１号 平成18年度久慈市一般会計補正予算 

   （第２号） 

  議案第２号 平成18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18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18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18年度久慈市平庭高原施設事業 

   特別会計補正予算（第１号） 

  議案第６号 国民保護協議会条例 

  議案第７号 国民保護対策本部及び緊急対処事態 

   対策本部条例 

  議案第８号 公益法人等への職員の派遣等に関す 

   る条例の一部を改正する条例 

  議案第９号 長期継続契約を締結することができ 

   る契約に関する条例の一部を改正する条例 

  議案第10号 消防団設置条例及び消防団員の定員、 

   任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正 

   する条例 

  議案第11号 手数料条例の一部を改正する条例 

  議案第12号 国民健康保険条例の一部を改正する 

   条例 

  議案第13号 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14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15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 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 

──────────────────── 

出席議員（37名） 

１ 番 木ノ下 祐 治君 ２ 番 下川原 光 昭君 

３ 番 澤 里 富 雄君 ４ 番 大矢内 利 男君 

５ 番 堀 崎 松 男君 ６ 番 小 倉 建 一君 

７ 番 中 沢 卓 男君 ８ 番 砂 川 利 男君 

９ 番 二 橋   修君 10 番 戸 﨑 武 文君 

11 番 中 平 浩 志君 12 番 播 磨 忠 一君 

13 番 皆 川 惣 司君 14 番 小 栁 正 人君 

15 番 大久保 隆 實君 16 番 桑 田 鉄 男君 

17 番 山 口 健 一君 18 番 落 安 忠 次君 

19 番 石 渡 高 雄君 20 番 田 表 永 七君 

21 番 中 塚 佳 男君 22 番 下斗米 一 男君 

23 番 八重櫻 友 夫君 24 番 大 沢 俊 光君 

25 番 山    榮君 26 番 髙屋敷 英 則君 

27 番 下 舘 祥 二君 29 番 清 水 崇 文君 

30 番 小野寺 勝 也君 31 番 城 内 仲 悦君 

32 番 八木巻 二 郎君 34 番 濱 欠 明 宏君 

35 番 東   繁 富君 36 番 菊 地 文 一君 

37 番 大 上 精 一君 38 番 嵯 峨 力 雄君 

39 番 谷 地 忠 一君 

欠席議員（２名） 

28 番 蒲 野   寛君 33 番 宮 澤 憲 司君 

──────────────────── 

事務局職員出席者 

事 務 局 長 亀田 公明 事務局次長 岩井  勉

事務局次長 一田 昭彦 
庶務グループ 
総 括 主 査 大森 正則

議事グループ
総 括 主 査 和野 一彦 主 事 大内田博樹

──────────────────── 

説明のための出席者 

市 長 山内 隆文君 助 役 工藤 孝男君

助 役 外舘 正敏君 総務企画部長 末﨑 順一君

総務企画部付部長 下舘 満吉君 市民生活部長 岩泉 敏明君
健康福祉部長
福祉事務所長 佐々木信蔵君 農林水産部長 中森 健二君

産業振興部長 卯道 勝志君 
建 設 部 長 
水道事業所長 嵯峨喜代志君

山形総合支所長 角  一志君 山形総合支所次長 野田口 茂君

教 育 委 員 長 岩城 紀元君 教 育 長 鹿糠 芳夫君

教 育 次 長 大湊 清信君 
選挙管理委員会 
委 員 長 鹿糠 孝三君

農 業 委 員 会
会 長 荒澤 光一君 監 査 委 員 木下 利男君
総 務 企 画 部
総 務 課 長
(併)選管事務局長

砂子  勇君 
教 育 委 員 会 
総務学事課長 宇部 辰喜君

農 業 委 員 会
事 務 局 長 中新井田勉君 

監 査 委 員 
事 務 局 長 賀美 吉之君

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前10時00分 開会・開議 

○議長（菊地文一君） ただいまから第５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。 

 皆さんにご報告します。本日の欠席通告者は、宮澤

憲司君の１名であります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

諸般の報告 

○議長（菊地文一君） 諸般の報告をいたします。 

 市長から議案の提出があり、お手元に配付いたして
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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、お手元に配付いたしてあります。 

 次に、６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いたしてあります。 

 なお、７月21日、九戸村で開催の平成18年度平庭地

域市町村議会議員連絡協議会総会に議員全員を、８月

24日、釜石市で開催の岩手県沿岸都市議会連絡会議総

会に副議長嵯峨力雄君を地方自治法第100条第12項並

びに久慈市議会会議規則第120条第１項ただし書き及

び同条第２項の規定により、当職において決定し、派

遣いたしましたので、ご了承願います。 

 次に、平成18年度委員会所管事項調査報告書が各委

員会から提出され、その写しを配付いたしてあります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１ 会期の決定 

○議長（菊地文一君） 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。濱欠

議会運営委員長。 

〔議会運営委員長濱欠明宏君登壇〕 

○議会運営委員長（濱欠明宏君） 第５回久慈市議会

定例会の運営につきまして、去る８月28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。 

 本定例会で審議いたします案件は、市長付議事件45

件であります。 

 また、一般質問については、７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９月４日、５日、６日及び13日に

本会議を、９月７日、８日及び11日に委員会をそれぞ

れ開き、８月31日及び９月１日を議案調査のため休会、

また９月12日を決算特別委員会予備日とし、今定例会

の会期は本日から９月13日までの15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（菊地文一君） 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９月13日までの15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（菊地文一君） ご異議なしと認めます。よっ

て会期は15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（菊地文一君） 日程第２、会議録署名議員の

指名を行います。会議録署名議員に戸﨑武文君、中平

浩志君、播磨忠一君を指名いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第３ 認定第１号から認定第30号まで、 

議案第１号から議案第15号まで及び報告第１

号 

○議長（菊地文一君） 日程第３、認定第１号から認

定第30号まで、議案第１号から議案第15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。山内市長。 

〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君） 提案をいたしました議案第15

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」でありますが、人事案件でありますので、

私からご説明申し上げ、議員各位のご理解を賜りたく

存じます。 

 本案は、来る12月31日をもって任期満了となる下斗 

米成子さんを再び推薦しようとするものであります。 

 候補者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、下斗米成子さんは、

多年にわたり民生委員・児童委員や赤十字奉仕団委員

長として広く社会に貢献されております。 

 また、久慈市男女共同参画推進委員会委員長として、

その推進にも熱意を持って積極的に取り組まれるなど、

卓越した行動力と明るく温厚な人柄は地域の信望を得

ているところであり、人権擁護委員候補者として適任

であると考え、推薦しようとするものであります。 

 以上、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、提案理由の説明を

終わります。 

○議長（菊地文一君） 外舘助役。 

〔助役外舘正敏君登壇〕 

○助役（外舘正敏君） 私からは、平成18年３月６日

の合併に伴う平成17年度の旧久慈市、山形村及び新久

慈市の決算の説明を申し上げます。 

 旧市村の決算につきましては、平成18年３月５日に
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おいて収支を打ち切りした決算であり、それを引き継

いだ新市の決算は、３月６日以降のものであります。 

 それでは、公営企業法の適用を受ける水道事業会計

決算を除く認定案件第１号から第10号までの平成17年

度旧久慈市一般会計並びに各特別会計歳入歳出決算、

認定案件第12号から第17号までの平成17年度山形村一

般会計並びに各特別会計歳入歳出決算及び認定案件第

18号から第29号までの平成17年度久慈市一般会計並び

に各特別会計歳入歳出決算28件につきまして、順次説

明申し上げます。 

 なお、それぞれの決算書の２ページ、３ページに各

会計別の決算総括表を掲載しておりますので、ご参照

願います。 

 初めに、認定第１号「平成17年度旧久慈市一般会計

歳入歳出決算」についてであります。旧久慈市決算書

５ページになります。 

 平成17年度の予算額は165億5,096万8,000円であり、

これに対する決算額は、歳入総額117億2,343万9,570

円、歳出総額が117億2,526万4,555円であります。し

たがって、歳入歳出差し引き182万4,985円の不足額を

生じております。 

 次に、207ページになります。 

 認定第２号「平成17年度旧久慈市土地取得事業特別

会計歳入歳出決算」についてであります。 

 予算額2,943万6,000円に対し決算額は、歳入総額５

万2,829円、歳出総額1,479万100円であり、差し引き

1,473万7,271円の不足額を生じております。 

 次に、221ページになります。 

 認定第３号「平成17年度旧久慈市国民健康保険特別

会計歳入歳出決算」についてであります。 

 予算額35億5,450万8,000円に対し決算額は、歳入が

30億4,616万4,243円、歳出が29億7,572万3,020円であ

り、差し引き7,044万1,223円の剰余金を生じておりま

す。 

 次に、261ページになります。 

 認定第４号「平成17年度旧久慈市老人保健特別会計

歳入歳出決算」についてであります。 

 予算額25億9,578万5,000円に対し決算額は、歳入が

22億5,923万1,795円、歳出が22億4,265万6,356円で、

差し引き1,657万5,439円の剰余金を生じております。 

 次に、277ページになります。 

 認定第５号「平成17年度旧久慈市介護サービス事業

特別会計歳入歳出決算」についてであります。 

 予算額１億6,240万1,000円に対し決算額は、歳入が

１億1,332万6,901円、歳出が１億2,804万2,832円で、

差し引き1,471万5,931円の不足額を生じております。 

 次に、297ページになります。 

 認定第６号「平成17年度旧久慈市魚市場事業特別会

計歳入歳出決算」についてであります。 

 予算額2,693万7,000円に対し決算額は、歳入が

1,350万193円、歳出が1,750万7,740円であり、差し引

き400万7,547円の不足額を生じております。 

 次に、315ページになります。 

 認定第７号「平成17年度旧久慈市漁業集落排水事業

特別会計歳入歳出決算」についてであります。 

 予算額２億8,479万円に対し決算額は、歳入が4,439

万1,921円、歳出が１億1,384万1,043円であり、差し

引き6,944万9,122円の不足額を生じております。 

 次に、335ページになります。 

 認定第８号「平成17年度旧久慈市国民宿舎事業特別

会計歳入歳出決算」についてであります。 

 予算額5,567万1,000円に対し決算額は、歳入が

3,623万8,411円、歳出が4,334万7,893円であり、差し

引き710万9,482円の不足額を生じております。 

 次に、353ページになります。 

 認定第９号「平成17年度旧久慈市工業団地造成事業

特別会計歳入歳出決算」についてであります。 

 予算額１億629万1,000円に対し決算額は、歳入が１

万5,800円、歳出が１億627万5,790円であり、差し引

き１億625万9,990円の歳入不足を生じております。 

 次に、367ページになります。 

 認定第10号「平成17年度旧久慈市公共下水道事業特

別会計歳入歳出決算」についてであります。 

 予算額17億2,387万5,000円に対し決算額は、歳入が

４億276万7,170円、歳出が９億1,835万3,540円であり、

差し引き５億1,558万6,370円の歳入不足を生じており

ます。 

 以上が平成17年度旧久慈市一般会計並びに各特別会

計歳入歳出決算であります。 

 続きまして、山形村決算書５ページになります。 

 認定第12号「平成17年度山形村一般会計歳入歳出決

算」についてであります。 

 予算額34億4,359万9,000円に対し決算額は、歳入が

27億6,538万3,484円、歳出が26億4,336万9,122円で、
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差し引き１億2,201万4,362円の剰余金を生じておりま

す。 

 次に、131ページになります。 

 認定第13号「平成17年度山形村国民健康保険事業特

別会計歳入歳出決算」についてであります。 

 予算額４億2,641万円に対し決算額は、歳入が３億

2,860万7,222円、歳出が３億5,680万5,136円で、差し

引き2,819万7,914円の歳入不足を生じております。 

 次に、157ページになります。 

 認定第14号「平成17年度山形村国民健康保険診療施

設特別会計歳入歳出決算」についてであります。 

 予算額２億6,989万5,000円に対し決算額は、歳入が

２億3,261万8,174円、歳出が２億2,228万2,074円で、

差し引き1,033万6,100円の剰余金を生じております。 

 次に、179ページになります。 

 認定第15号「平成17年度山形村老人医療保健特別会

計歳入歳出決算」についてであります。 

 予算額３億3,507万8,000円に対し決算額は、歳入が

２億9,517万9,716円、歳出が２億8,618万2,088円で、

差し引き899万7,628円の剰余金を生じております。 

 次に、193ページになります。 

 認定第16号「平成17年度山形村簡易水道事業特別会

計歳入歳出決算」についてであります。 

 予算額4,884万7,000円に対し決算額は、歳入が

2,617万6,046円、歳出が3,412万3,986円で、差し引き

794万7,940円の歳入不足を生じております。 

 次に、207ページになります。 

 認定第17号「平成17年度山形村平庭高原施設事業特

別会計歳入歳出決算」についてであります。 

 予算額6,813万2,000円に対し決算額は、歳入が

6,747万4,605円、歳出が5,962万6,127円で、差し引き

784万8,478円の剰余金を生じております。 

 以上が平成17年度山形村一般会計並びに各特別会計

歳入歳出決算であります。 

 続きまして、久慈市決算書５ページになります。 

 認定第18号「平成17年度久慈市一般会計歳入歳出決

算」についてであります。 

 予算額57億3,595万円に対し決算額は、歳入が54億

4,019万8,191円、歳出が52億8,989万1,879円で、差し

引き１億5,030万6,312円の剰余金を生じております。

このうち、翌年度へ繰り越すべき財源は2,268万7,000

円であり、実質収支は１億2,761万9,312円となってお

ります。 

 次に、141ページになります。 

 認定第19号「平成17年度久慈市土地取得事業特別会

計歳入歳出決算」についてであります。 

 予算額2,943万5,000円に対し決算額は、歳入歳出と

も2,943万4,536円となっております。 

 次に、155ページになります。 

 認定第20号「平成17年度久慈市国民健康保険特別会

計歳入歳出決算」についてであります。 

 まず、事業勘定であります。 

 予算額８億2,769万7,000円に対し決算額は、歳入が

７億8,215万2,098円、歳出が５億2,102万6,475円で、

差し引き２億6,112万5,623円の剰余金を生じておりま

す。 

 次に、直営診療施設勘定であります。 

 予算額3,900万円に対し決算額は、歳入が5,239万

4,417円、歳出が2,783万7,273円で、差し引き2,455万

7,144円の剰余金を生じております。 

 次に、205ページになります。 

 認定第21号「平成17年度久慈市老人保健特別会計歳

入歳出決算」についてであります。 

 予算額５億1,020万1,000円に対し決算額は、歳入が

４億2,371万6,552円、歳出が４億6,695万8,810円で、

差し引き4,324万2,258円の歳入不足を生じており、こ

のため、翌年度歳入を繰り上げ充用をしているところ

であります。 

 次に、221ページになります。 

 認定第22号「平成17年度久慈市介護サービス事業特

別会計歳入歳出決算」についてであります。 

 予算額3,743万5,000円に対し決算額は、歳入歳出と

も3,207万2,514円となっております。 

 次に、239ページになります。 

 認定第23号「平成17年度久慈市魚市場事業特別会計

歳入歳出決算」についてであります。 

 予算額1,350万6,000円に対し決算額は、歳入が

1,280万2,116円、歳出が1,273万5,428円で、差し引き

６万6,688円の剰余金を生じております。 

 次に、253ページになります。 

 認定第24号「平成17年度久慈市漁業集落排水事業特

別会計歳入歳出決算」についてであります。 

 予算額２億4,219万6,000円に対し決算額は、歳入歳

出とも２億3,929万6,966円となっております。 
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 次に、271ページになります。 

 認定第25号「平成17年度久慈市国民宿舎事業特別会

計歳入歳出決算」についてであります。 

 予算額1,427万8,000円に対し決算額は、歳入歳出と

も1,389万1,660円となっております。 

 次に、287ページになります。 

 認定第26号「平成17年度久慈市工業団地造成事業特

別会計歳入歳出決算」についてであります。 

 予算額3,192万4,000円に対し決算額は、歳入歳出と

も3,192万2,520円となっております。 

 次に、301ページになります。 

 認定第27号「平成17年度久慈市公共下水道事業特別

会計歳入歳出決算」についてであります。 

 予算額13億3,363万7,000円に対し決算額は、歳入が

13億1,846万5,053円、歳出が13億1,246万5,053円で、

差し引き600万円の剰余金を生じておりますが、これ

は翌年度へ繰り越すべき財源であり、実質収支はゼロ

円となっております。 

 次に、321ページになります。 

 認定第28号「平成17年度久慈市平庭高原施設事業特

別会計歳入歳出決算」についてであります。 

 予算額956万6,000円に対し決算額は、歳入が1,095

万4,872円、歳出が611万8,092円で、差し引き483万

6,780円の剰余金を生じております。 

 次に、335ページになります。 

 認定第29号「平成17年度久慈市簡易水道事業特別会

計歳入歳出決算」についてであります。 

 予算額2,570万1,000円に対し決算額は、歳入歳出と

も1,735万3,548円となっております。 

 以上をもちまして平成17年度各会計の決算認定案件

28件の説明を終わります。 

 なお、詳細につきましては、附属書類として歳入歳

出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に

関する調書及び別冊の主要な施策の成果を説明する書

類を提出しておりますので、よろしくご審議の上、ご

承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（菊地文一君） 工藤助役。 

〔助役工藤孝男君登壇〕 

○助役（工藤孝男君） 私からは、認定第11号及び認

定第30号並びに議案第１号から議案第14号まで並びに

報告第１号の17件につきましてご説明を申し上げます。 

 まず、認定第11号「平成17年度旧久慈市水道事業会

計決算」についてご説明申し上げます。 

 決算書の４ページ、５ページをお開き願います。 

 決算報告書でありますが、収益的収入及び支出は、

５ページ下、収入の予算額７億2,791万8,000円に対し

決算額は６億72万110円であり、次に６ページ、７ペ

ージに移りまして、７ページ下、支出の予算額６億

9,926万2,000円に対し決算額は５億4,354万8,144円で

あります。 

 また、８ページ、９ページの資本的収入及び支出は、

９ページ上、収入の予算額３億4,074万6,000円に対し

決算額は１億7,453万7,921円であり、９ページ下、支

出の予算額６億3,757万5,000円に対し決算額は４億

9,455万1,841円であります。 

 次に、財務諸表についてご説明申し上げます。 

 主要数値でありますが、まず、10ページ下の損益計

算書の当年度純利益は4,080万8,706円、11ページ中ほ

ど、剰余金計算書の積立金合計は３億2,007万2,104円、

11ページ下、当年度未処分利益剰余金は１億9,201万

9,919円、12ページ下の翌年度繰越資本剰余金は26億

5,598万4,522円、13ページの剰余金処分計算書の利益

剰余金処分額は300万円、翌年度繰越利益剰余金は１

億8,901万9,919円、14ページ、15ページの貸借対照表

の資産合計及び負債資本合計は、それぞれ84億6,705

万2,379円であります。 

 次に、認定第30号「平成17年度久慈市水道事業会計

決算」についてご説明申し上げます。 

 決算書の４ページ、５ページをお開き願います。 

 決算報告書でありますが、収益的収入及び支出は、

５ページ下、収入の予算額9,270万3,000円に対し決算

額は8,721万6,619円であり、次に６ページ、７ページ

に移りまして、７ページ下、支出の予算額３億2,246

万8,000円に対し決算額は8,261万2,947円であります。 

 また、８ページ、９ページの資本的収入及び支出は、

９ページ上、収入の予算額１億7,649万6,000円に対し

決算額は１億8,045万3,428円であり、９ページ下、支

出の予算額１億2,050万9,000円に対し決算額は１億

1,863万8,477円であります。 

 次に、財務諸表についてご説明申し上げます。 

 主要数値でありますが、まず、10ページ下の損益計

算書の当年度純利益は155万6,117円、11ページ中ほど、

剰余金計算書の積立金合計は３億2,307万2,104円、11

ページ下、当年度未処分利益剰余金は１億9,057万
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6,036円、12ページ下の翌年度繰越資本剰余金は26億

6,623万5,635円、13ページの剰余金処分計算書の利益

剰余金処分額は10万円、翌年度繰越利益剰余金は１億

9,047万6,036円、14ページ、15ページの貸借対照表の

資産合計及び負債資本合計は、それぞれ85億9,554万

2,807円であります。 

 次に、議案第１号「平成18年度久慈市一般会計補正

予算（第２号）」について申し上げます。 

 今回の補正は、国・県支出金等の内定による事業費

の調整のほか、６月補正予算編成後において対応を要

する経費を計上したものであります。 

 １ページをごらん願います。 

 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２億1,989万9,000円を追加し、補正後

の予算総額を195億6,459万8,000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、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、都市計画マスタープラン

策定事業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、歳出補

正予算に関連し、６ページ、７ページの第３表のとお

り、学童保育施設整備事業を追加するとともに、街な

か再生推進事業ほか１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18年度久慈市国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）」でありますが、今回の

補正は、法改正による保険財政共同安定化事業の創設、

出産育児一時金の引き上げ等に要する経費を計上する

ものであり、１ページのとおり、事業勘定の既定の予

算額に歳入歳出それぞれ２億9,855万1,000円を追加し、

補正後の予算総額を42億9,691万4,000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３ペ

ージのとおり、共同事業交付金、繰入金及び繰越金を

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、共同事業拠出金及び諸支出金を増額

しようとするものであります。 

 次に、議案第３号「平成18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、既定の予算額に歳入歳

出それぞれ78万1,000円を追加し、補正後の予算総額

を２億6,536万7,000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に、歳出につきましては３ページ

のとおり漁業集落排水管理費に78万1,000円、それぞ

れ増額しようとするものであります。 

 次に、議案第４号「平成18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１ページのとおり、既定の予算額から歳入歳

出それぞれ3,315万円を減額し、補正後の予算総額を

14億8,748万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、国庫支出金を増額、繰入金及び市債を

減額計上し、歳出につきましては３ページのとおり、

下水道管理費及び下水道事業費を増額、公債費は減額

を計上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18年度久慈市平庭高原施設

事業特別会計補正予算（第１号）」でありますが、今

回の補正は平庭高原スキー場の指定管理者の指定に伴

うものであり、１ページのとおり、既定の予算額から

歳入歳出それぞれ1,230万6,000円を減額し、補正後の

予算総額を2,809万5,000円にしようとするものであり

ます。歳入につきましては、２ページのとおり、使用

料及び繰入金を減額、繰越金を増額し、歳出につきま

しては３ページのとおり、索道施設事業費を減額しよ

うとするものであります。 

 次に、１ページに戻りまして、第２条、債務負担行

為でありますが、４ページの第２表のとおり、スキー

場指定管理費について、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６号「国民保護協議会条例」でありま

すが、この条例は、武力攻撃事態等における国民の保

護のための措置に関する法律第40条第８項の規定によ

り、久慈市国民保護協議会の組織及び運営に関し必要

な事項を定めようとするものであります。 

 次に、議案第７号「国民保護対策本部及び緊急対処

事態対策本部条例」でありますが、武力攻撃事態等に

おける国民の保護のための措置に関する法律第31条の

規定により、久慈市国民保護対策本部及び久慈市緊急
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対処事態対策本部に関し必要な事項を定めようとする

ものであります。 

 次に、議案第８号「公益法人等への職員の派遣等に

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、会社法の施行により有限会社法が廃止され

たことに伴い、所要の整理をしようとするものであり

ます。 

 次に、議案第９号「長期継続契約を締結することが

できる契約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、自動体外式除細動器の医療機

器の賃貸借等について長期継続契約を締結できるよう

所要の改正をしようとするものであります。 

 次に、議案第10号「消防団設置条例及び消防団員の

定員、任免、給与、服務等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、消防組織法の

一部改正に伴い、関係する条例について所要の整理を

しようとするものであります。 

 次に、議案第11号「手数料条例の一部を改正する条

例」でありますが、この条例は、住民基本台帳法の一

部改正に伴い、適用条項について所要の整理をしよう

とするものであります。 

 次に、議案第12号「国民健康保険条例の一部を改正

する条例」でありますが、この条例は、健康保険法等

の一部改正に合わせ、出産育児一時金の額を「30万

円」から「35万円」に引き上げようとするものであり

ます。 

 次に、議案第13号「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、この議案は、消防組織法が改正された

こと等に伴い、本組合規約で引用している条項が繰り

下げられたことなどにより、本規約において、所要の

整備をすることについての協議に関し議会の議決を求

めようとするものであります。 

 次に、議案第14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、平庭高

原スキー場の指定管理者に平庭観光開発株式会社を指

定しようとするものであります。 

 次に、報告第１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、平成18年７月11日、市道中の橋栄

町線を走行中の車両が、一部外れていた道路側溝ぶた

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項の規定により専決処分をし

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、道路の管理につきましては、今後さらにパト

ロールを強化し、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

しくご審議の上、ご承認、ご決定を賜りますようお願

い申し上げます。 

○議長（菊地文一君） 次に、平成17年度各会計歳入

歳出決算について、監査委員から審査意見の概要の説

明を願います。 

 木下監査委員。 

〔監査委員木下利男君登壇〕 

○監査委員（木下利男君） 平成17年度旧久慈市、旧

山形村並びに新市の一般会計・各特別会計歳入歳出決

算及び水道事業会計決算等の審査結果について、その

概要をご説明申し上げます。 

 なお、詳細につきましては、お手元に配付されてお

ります各審査意見書によりご承知くださるようお願い

申し上げます。 

 最初に、一般会計及び各特別会計について申し上げ

ます。 

 審査に付された旧久慈市、旧山形村並びに新市の決

算書、証書類及び附属書類は、いずれも計数的に正確

であり、旧市村の各会計の決算収支額は打ち切り決算

日現在の現金出納日計表と新市の各会計の決算収支額

は、出納閉鎖日現在の現金出納日計表と一致している

ことを確認したところであります。 

 また、定額の資金を運用するための基金の運用状況

については、各基金ともそれぞれの設置目的に沿って

適正に運用されているものと認められたところであり

ます。 

 歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支を見ま

すと、旧久慈市では、一般会計が182万4,985円の赤字

で、特別会計は６億4,484万9,051円の赤字となってお

ります。旧山形村では、一般会計が１億2,201万4,362

円の黒字で、特別会計は896万3,648円の赤字となって

おります。新市にあっては、一般会計が１億5,030万

6,312円の黒字で、特別会計では２億5,334万3,977円

の黒字となっております。 
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 次に、水道事業会計決算について申し上げます。 

 審査に付された旧久慈市並びに新市の決算書類等は、

いずれも地方公営企業法等関係諸法令の規定に基づい

て作成され、決算期間末日現在における経営成績及び

財務状況を正確に表示しているものと認めたところで

あります。 

 収益的収支を見ますと、旧久慈市にあっては4,080

万8,706円の純利益を生じ、４年連続の単年度黒字決

算を維持しております。この結果、前年度からの繰越

利益剰余金に当年度純利益を加えた１億9,201万9,919

円が当年度未処分利益剰余金として計上され、このう

ち300万円が減債積立金に予定されております。 

 また、新市にあっては155万6,117円の純利益が生じ、

旧久慈市からの繰越利益剰余金に当年度純利益を加え

た１億9,057万6,036円が当年度未処分利益剰余金とし

て計上され、このうち10万円が減債積立金に予定され

ております。 

 以上が決算審査の概略であります。 

 なお、今回の決算は、旧市村にあっては平成17年４

月１日から平成18年３月５日までの打ち切り決算であ

り、新市にあっては平成18年３月６日から平成18年３

月31日までのごく短い期間に係るものであることから、

決算計数の正確性の検証を中心に審査を実施したとこ

ろであります。 

 最後に、旧久慈市と旧山形村が合併し、平成18年３

月６日に新久慈市が誕生したところでありますが、新

市を取り巻く状況は、地域経済の長期低迷による厳し

い行財政環境の中にあり、少子高齢化や高度情報化へ

の対応を初め緊急の課題が山積している上に、合併に

伴う課題も少なくありません。 

 今後の市政の運営に当たりましては、旧久慈市と旧

山形村が歩んできた歴史と大切にはぐくんできた伝統

や文化を尊重しつつ、合併によるスケールメリットを

生かした新たなまちづくりの展開を図り、市民が「合

併してよかった」と実感できるよう、市勢の発展と市

民福祉の向上を実現されるよう望みまして、審査結果

の概要説明といたします。 

○議長（菊地文一君） 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（菊地文一君） 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、認定第１号から認定第30号までの各会計歳入歳

出決算については、議長及び監査委員の山榮議員を

除く37人の議員をもって構成する決算特別委員会を設

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（菊地文一君） 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、ただいま設置されました決算特別委員会の

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（菊地文一君） ご異議なしと認めます。よっ

て、当職から委員長に中塚佳男君、副委員長に皆川惣

司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（菊地文一君） 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、議案第６号から議案第14号までの９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号まで及び議案第15号の、以上

６件は委員会の付託を省略し、議案第１号から議案第

５号までの補正予算は９月13日の本会議で審議し、議

案第15号の人事案件は本日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（菊地文一君） 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 議案第15号 

○議長（菊地文一君） 日程第４、議案第15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（菊地文一君） 質疑を打ち切ります。 

 それでは、採決いたします。 

 議案第15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
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とにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（菊地文一君） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第15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５ 議員派遣の件 

○議長（菊地文一君） 日程第５、議員派遣の件を議

題といたします。 

 地方自治法第100条第12項並びに久慈市議会会議規

則第120条の規定に基づき、明日８月31日開催の久慈

地区市町村議会連絡協議会定期総会に副議長嵯峨力雄

君を派遣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（菊地文一君） 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。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

散会 

○議長（菊地文一君） 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。 

 ご苦労さまでした。 

午前10時57分   散会 


