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  平成18年９月８日（金曜日）午前10時00分開議 

 

本日の会議に付した案件 

  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                

──────────────────── 

出席委員（36名） 

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 26 番 髙屋敷 英 則君 

27 番 下 舘 祥 二君 28 番 蒲 野   寛君 

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 

33 番 宮 澤 憲 司君 34 番 濱 欠 明 宏君 

35 番 東   繁 富君 37 番 大 上 精 一君 

38 番 嵯 峨 力 雄君 39 番 谷 地 忠 一君 

欠席委員（１名） 

１ 番 木ノ下 祐 治君 

──────────────────── 

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 
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 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   

そのほか関係課長等   

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前10時00分   開会・開議 

○委員長（中塚佳男君） ただいまから決算特別委員

会を開きます。 

 本委員会に付された議案は、認定第１号から認定第

30号までの旧久慈市、旧山形村及び新久慈市の平成17

年度各会計決算であります。 

 この際、議案の審査日程及び審査方法についてお諮

りいたします。議案の審査日程は本日及び11日の２日

間としますが、12日を審査予備日といたします。 

 審査方法につきましては、お手元に参考として審査

方法案の一覧を配付してありますが、旧久慈市会計決

算の審査方法は、認定第１号の一般会計については歳

入歳出別に款ごとに質疑を行い、この質疑終了後に財

産に関する調書について説明を受け、質疑を行うこと

といたしたいと思います。各特別会計の認定第２号か

ら認定第10号までは歳入、歳出ごとに質疑を行うこと

とし、認定第11号の水道事業会計は会計一括質疑とい

たします。 

 次に、旧山形村会計決算の審査方法については、認
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定第12号の一般会計は、歳入は一括で、歳出は款ごと

に質疑を行い、歳出の質疑終了後に財産に関する調書

について説明を受け、質疑を行うことといたしたいと

思います。特別会計の認定第13号から認定第17号まで

は、各会計一括質疑といたします。 

 次に、新久慈市会計決算の審査方法は、認定第18号

の一般会計については、歳入、歳出ごとに質疑を行い、

歳出質疑終了後に財産に関する調書について説明を受

け、質疑を行うことといたしたいと思います。認定第

19号から認定第30号までの特別会計及び水道事業会計

については、会計ごとに一括して質疑を行うこととい

たしたいと思います。 

 以上のとおりでありますが、これにご異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定しました。 

 なお、各委員にお願いいたします。質疑の際はペー

ジ及び項目等を示して行い、簡潔にお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

認定第１号 平成17年度旧久慈市一般会計歳 

      入歳出決算 

○委員長（中塚佳男君） それでは、付託議案の審査

に入ります。 

 認定第１号「平成17年度旧久慈市一般会計歳入歳出

決算」を議題といたします。 

 歳入、１款市税、質疑を許します。 

 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 １点お聞かせください。 

 市税にかかわって、過般の一般質問でも取り上げま

したけれども、いわゆる市税申告の際の障害者控除の

手続の問題です。介護認定者で介護度１から５までが

1,140名前後おられるということをお伺いしましたけ

れども、この千百数十名の中で障害者控除手続をされ

た方がどの程度おられるのかおわかりでしたらお聞か

せください。 

○委員長（中塚佳男君） 晴山税務課長。 

○税務課長（晴山聰君） ただいま市税の申告にかか

わって、介護度１から５までの千百余名ですか、どの

ぐらいあったかということでございますが、申告の際

には一応障害者手帳をお持ちになっているかどうか

等々の確認はいたしております。ただ、障害を持って

おられる、あるいは介護度の部分については、今年度

はたしかなかったというふうに記憶してございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 基本的には納税者が申告の際にお

やりになる手続の問題ですけれども、それにしても過

般の一般質問のやりとりの経過もあるように、やはり

制度の活用という点で、活用すれば節税になる、減税

になるという部分があるわけですね。そういう点では

まるっきりないというのは、非常にどっちがどうだか

という問題はさておいても、現状とすれば好ましいこ

とではない、そういうふうに思うんです。 

 そこで、やはり一般質問の答弁でも適切な対応をし

ていくんだというご答弁をいただきましたけれども、

こういう現状に照らして、やはり市の広報なり、いろ

いろな啓発、啓蒙活動を今からでもやるべきではない

のかというふうに思うんですが、これは助役、どうで

すか。そういう納税者への啓蒙ですね、やはり大いに

やるということが大事ではないでしょうか、お聞かせ

ください。 

○委員長（中塚佳男君） 外舘助役。 

○助役（外舘正敏君） 障害者の特別控除の件ですけ

れども、この前も部長の方からも答弁申し上げており

ますが、どういうふうな周知の仕方がいいのか、これ

から種々検討しながら徹底していきたいというふうに

思います。ただ、一方で、福祉事務所長が証明書を発

行して、それを持参して申告するというふうなことな

わけでございますので、その辺についてもどういうふ

うな啓蒙の方法が最もいいのか、これから検討して対

応していきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（中塚佳男君） 田表委員。 

○田表永七委員 それでは、７ページ、市税にかかわ

る不納欠損額について関連してお伺いいたします。 

 審査意見書の11ページを見ますと、生活困窮・病気

というケースとして処理されている件数が494件と平

成17年度なっており、16年度比109増と、そういう数

値が載っているわけであります。これにかかわって、

生活困窮という判断基準というのはどうなっているの

か、それをお伺いしたい。 

 それから、次の12ページの上の方の表に不納欠損処

分の根拠別内訳という表が出ているわけであります。
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これを見ますと、上から３段目といいますか、３行目

といいますか、法第18条第１項（５年時効）と、これ

もまた前年度比185件の増ということで急増している

というふうに私は思うわけですが、これの５年時効の

中身についてお伺いしたいわけですが、その下にも５

年時効執行停止中という項目もあって、そこは121件

で、前年度比41件の増と、そういう数値が見えている

わけであります。 

 ここでお伺いしたいのは、いろいろなケースはあろ

うとは思いますけれども、５年間時間を稼いでいれば、

表現は悪いかな、不納欠損になると、そういうことが

拡大をしていくのであれば、私は非常に問題なのでは

ないかなと、そう思っているわけであります。市民の

納税意識といいますか、そういうものの啓発は常に努

力されているとは思っていますけれども、そういう努

力に水を差す結果にならないようにしたいものだなと、

そういう思いから、５年時効の急増している要因と傾

向について分析をお伺いしたい。 

 以上です。 

○委員長（中塚佳男君） 飯田収納対策課長。 

○収納対策課長（飯田喜久雄君） まず、生活困窮が

どういう範囲内かということでございますが、まずこ

れについては病気等により生活が非常に困難になった

ということがございます。 

 あと、法第18条第１項、５年時効の関係でございま

すが、まずこれにつきましては、自動的に５年が経過

したものについては当然時効を迎えるわけですが、そ

の下の下段の５年時効で執行停止中、これは執行停止

して３年経過したものは、この理由として生活困窮等

のため差し押さえ等を行わないで時効を迎えたもの等

の件数が含まれてございます。 

 それで、急増した原因は何かということでございま

すが、これにつきましては、低迷する経済状況もござ

いますが、リストラ等、仕事がなくなったということ、

これが全体の70.4％を占めてございます。それで、リ

ストラ等で失業中の者等がふえているということでご

ざいます。 

○委員長（中塚佳男君） 田表委員。 

○田表永七委員 重ねてお伺いいたしますが、不納欠

損処理をする場合に、幾つかの類型があって、この人

は生活困窮、あるいは病気で収入がないとか、入院し

ているとか、さまざまなケースがあると思うんですが、

生活困窮というくくりをする場合の客観的な基準とい

うのはないのかということをお伺いしたいわけですが、

納税者が生活に困って納められませんと申し出るとい

うか、集金に行った人に対してそういう対応をすると、

そういうことであれば、生活困窮という判断をしてい

るというわけでもないのではないかなと思って質問し

ているわけであります。何か当局においてこの人は生

活困窮で徴収できないんだなと判断する場合の客観的

な基準というものはないものですか、お伺いいたしま

す。 

○委員長（中塚佳男君） 飯田収納対策課長。 

○収納対策課長（飯田喜久雄君） まず、滞納処分す

ることによって、その方の生活を著しく窮迫させるお

それがあるとき。例えばこれを払うことによって生活

ができない状況になるということとか、あとは滞納処

分をする財産がないということと、あとは所在、滞納

処分することができる財産がともに不明であったりし

た場合ということとしてございます。まず、生活困窮

に関しては、滞納に関して著しく生活できない状況に

なるということが基準となってございます。 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 ２款地方譲与税、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 ３款利子割交付金、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 ４款配当割交付金、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 ６款地方消費税交付金、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 ７款自動車取得税交付金、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 ８款地方特例交付金、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 
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 ９款地方交付税、質疑を許します。 

 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 １点お聞かせください。 

 地方交付税、それから後から出てくる国庫負担金・

補助金等にかかわるんですが、いわゆる三位一体改革

の総括の問題です。ご案内のように、2003年から改革

が始まって、本格的に2004年と、そして2006年、今年

で一つの区切りという形になっています。そして、先

般の政府の動向を見ますと、新たに第２次といいます

か、改革案が出ています。それへの対応をする上でも、

やはり３ないし４年間の三位一体改革が久慈市にとっ

てどういう中身、プラス・マイナスになったのかとい

う点を総括する必要があると思うんです。 

 そういう点で、補助金・負担金が一般財源化された

問題等も含めて、全体としてどうなのかという点を数

字的にきちんと明らかにすることが今後の対応でも大

事だし、我々市政に携わる者も、評価は別にしても、

その実態を把握することが今後の対応としても大事だ

と思うので、その点お聞かせをいただきたいと思いま

す。 

○委員長（中塚佳男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 三位一体改革の総括と

いうことでありますが、数値につきましては、まだ分析

が追いついておりませんので、今後のことになりますけ

れども、全体として、交付税の削減が進むと。それに対

して一般財源が不足をする。その不足したものに対して

例えば臨時財政対策債等の措置がなされて、それが将来、

交付税で国と地方とで折半をして補てんするといったよ

うな仕組みになっているわけですが、したがいまして、

ぎりぎりの財政運営の中では、一般財源を確保するとい

うことにつきましては大変な苦労をしながら、これまで

財政運営してきたということでございます。 

 したがいまして、経常収支比率等につきましても、目

標を掲げながらも、なかなかそれが達成できないといっ

たような状況にあると思ってございます。しかし、国、

地方を通じた財政状況の厳しさ、そういったものがござ

いますので、国と地方、力を合わせながら、財政の危機

を切り抜けなければならないものとは思っておりますが、

地方の財源が不足しないように、国等にはそれが保障さ

れるように働きかけながら、今後の財政運営に当たって、

国等に要望しなければいけないと、このように考えてい

るところでございます。 

○委員長（中塚佳男君） 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 話をすれば、そういうことにはなる

んでしょうが、やはり将来に向けて、地方の財源確保を

要望していく上でも、この間どうだったのかという、３

ないし４年間の三位一体改革の中身が久慈市にとってど

うだったのかということを解明しないで、何とかしてく

れだけでは説得力がないんです。 

 そういう点では、確かに負担金・補助金の削減と税源

移譲、そして一方では交付税の削減と。同時にこれに加

えて、市税の増減が作用するわけだけれども、それらが

全体としてどうだったのかという点では、今、数字とし

て整理したものをお持ちでないようなので、これは後で

も結構ですけれども、それを内容的に精査をして、やは

り資料として、議会にも提示をしていただきたいという

ことですし、それが整理できるのは時期とすればいつご

ろになりますか、その点あわせてお聞かせください。 

○委員長（中塚佳男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 私、この決算で申し上

げますと、決算書の中で数値を申し上げますと、交付税

が旧久慈市と旧山形村の金額で申し上げますと68億

2,928万円となってございます。これが16年度の額で申

し上げますと、68億1,467万5,000円ということになって

おります。そして、15年度になりますが70億6,830万

4,000円と、両方の旧久慈市、旧山形村を合わせた数値

がそのように推移をしているところでございます。 

 これは全体として交付税が減額している中で、合併が

あったり、いろいろな有利な起債等、そういった工夫を

しながら、何とか維持をしてきていると。それから、市

政改革プログラム、集中改革プラン、そういったものを

積極的にやっているために、国からの手厚い交付税があ

ったというふうに考えてやっているところでございます。 

 それから、先ほど申し上げました臨時財政対策債を申

し上げますと、15年度が旧久慈市、旧山形村を通じまし

て合計で10億6,370万円、平成16年度が７億3,610万円、

平成17年度が５億6,400万円ということで、こちらの方

は少なくなってきているということでございますが、し

たがいまして、三位一体改革で具体的にどの程度、金額

とすれば、いろいろな制度を使うことによって、増額に

なっているといいますか、維持できている部分もござい

ますので、これが市政改革プログラムでどのぐらい減額

になって、どのぐらい交付税が減って、どのぐらいまた

別な対策でふえたのかということを分析するということ
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はなかなか難しいとは思っておりますが、それについて

は研究をさせていただきたいと思います。 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 10款交通安全対策特別交付金、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 11款分担金及び負担金、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 12款使用料及び手数料、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 13款国庫支出金、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 14款県支出金、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 15款財産収入、質疑を許します。 

 田表委員。 

○田表永七委員 財産収入のところで、１、２とありま

して、財産売払収入というところに収入未済額として

142万5,882円という記載があるわけでありますが、これ

は監査意見書の20ページを見ますと、市有林の木を売っ

た収入が１件と記載されている数字と合致するわけであ

りますから、多分この部分が収入未済額の処理になって

いる部分だと、そのように理解して質問するわけであり

ますが、これはどこに売って、どうして未済になってい

るのかお伺いしたい。 

○委員長（中塚佳男君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） この収入未済額は新市

の方で計上してございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 田表委員。 

○田表永七委員 多分そうではないかなとは思っていま

したが、どこに売ったかもあわせてお伺いしているわけ

なんですが。 

○委員長（中塚佳男君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 失礼いたしました。新

市の方の予算書を確認いたしまして、後でご答弁申し上

げます。 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 16款寄附金、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 17款繰入金、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 18款繰越金、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 19款諸収入、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 20款市債、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で歳入の質疑を終わります。 

 次に、歳出、１款議会費、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 ２款総務費、質疑を許します。 

 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 給与にかかわってお聞かせいただき

たいんですが、いわゆる成果主義賃金制度の問題です。

さきの議会では、万般遺漏のないように厳正、公平な評

価が得られるようなシステムを構築するんだということ

でした。 

 実はこれは経済産業省が成果主義賃金問題について、

１年間研究チームをつくって研究してきたという調査結

果が出ています。それによると、人件費の抑制では成果

があったと。しかし、それ以外の納得感の低下、個人競

争激化による協働意識の低下、人材育成機能の低下、現

場の疲弊とプロセス管理の弱体化等々マイナス面が大き

くて、制度とすれば欠陥だという報告書が出ています。 

 久慈市では先ほど申し述べたように、いいシステムを

つくるんだということでしたけれども、それの基本的な

システムの内容、どういうものになっているのかお聞か

せいただきたいと思います。 

 それから、もう一つは、これは公有財産の購入にかか

わってお聞きしますが、一般会計で森のトレーの緩衝地

帯、いわゆる工業団地の緩衝地帯といいますか、せんべ

いの耳といいますか、あの部分を年度計画で買っていま

すよね。実質的には財産としての利用価値はないと思う
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ので、実質的には特別会計への実態とすれば繰り入れだ

というふうに思うんですけれども、この場合は実質公債

費比率には含まれないことになっているのではないかと

思うんですが、そうですか、その２点をお聞かせくださ

い。 

○委員長（中塚佳男君） 砂子総務課長。 

○総務課長（砂子勇君） ご質問いただきました成果主

義にかかわります評定制度等についてお答え申し上げま

す。 

 この成果主義等を踏まえた給与制度あるいは人事制度

につきましては、昨年の人事院勧告等によって勧告を受

け、この考え方を取り入れるということにつきまして、

給与条例等を３月議会で改正したところでございます。 

 この実際の運用に当たりましては、いわゆる成果主義

ということだけをとらえますと、いろいろなご意見があ

るというのを伺っているところでございますけれども、

この一定の評定につきましては、これまでも昇給等にか

かわりましては当市でも実施してきたところでございま

す。 

 さらに成果主義の観点を取り入れた評定のあり方等に

つきましては、現在検討を進めているところでございま

して、現時点では平成19年度、来年度までに一定の方向

性を確立したいと。これにつきましては、他団体等の状

況、あるいは職員団体との協議等を踏まえながら進めて

まいりたいというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（中塚佳男君） 中居財政課長。 

○財政課長（中居正剛君） 工業団地にかかわっての実

質公債費比率に含まれているかということでございます

が、実質公債費比率の算定基礎の中には入ってございま

せんので、ご了解いただきたいと思います。 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 ３款民生費、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 ４款衛生費、質疑を許します。 

 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 それでは、１点お聞かせください。 

 検診の問題について、乳がんと子宮がん、久慈市では

隔年になりました、一昨年からですか。そこで、これは

言わずもがなのことですけれども、早期発見、早期治療、

これが鉄則だということは強調されながら、そして低い

検診率の中でもがんの発見者が出ているということから

すると、やはり検診の頻度を少なくとも年に１回にする

とかという対応が必要ではないかというふうに思います

し、同時に検診率の向上を図ることも、この分野では大

変大事になるのではないかというふうに思いますが、そ

の２点についてお聞かせください。 

○委員長（中塚佳男君） 勝田保健推進課長。 

○保健推進課長（勝田恒男君） ただいまの受診率のご

質問にお答えを申し上げます。 

 まず、受診率でございますが、久慈市の場合、非常に

低い、県内でも低い方に位置しております。その向上対

策でございますけれども、受診対象者に検診の必要性、

有効性について認識していただくということが大切であ

るというふうに考えております。したがいまして、検診

の重要性を普及啓発してまいりたい。それから、より受

診しやすい受診体制を整備するということ等を検討しな

がら、受診率の向上に努めてまいりたいと、そのように

考えておりますので、ご了承願います。 

 子宮がんとか、隔年で実施する検診でございますけれ

ども、これにつきましては国の指針に従って隔年で実施

していきたいというふうに考えておりますので、ご了承

願います。 

○委員長（中塚佳男君） 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 ２年に１回というのは、国の指針と

いいますか、国が定めたからということではないんでし

ょう。結局さっきも言ったように早期発見というのが大

事だという観点からすれば、少なくとも１年に１回の検

診体制は確立すべきではないかというふうに思うんです

けれども、その点どうですか。 

○委員長（中塚佳男君） 勝田保健推進課長。 

○保健推進課長（勝田恒男君） 隔年でなく、毎年実施

というご提言でございます。ただ、マンモの場合には、

普通の触診とか視診の検診とは違いまして、乳がんの発

見率が高いということもございまして、２年に１回で指

針どおり対応してまいりたいということでご理解をいた

だきたいと思います。 

○委員長（中塚佳男君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 今の点と関連あるんですけれども、成

果の説明の書類の中で、前立腺がんの関係ですが、これ

は50歳以上の男性が対象になるんです。ここの議場の中

にいる方々はほとんど対象者ですけれども、5,540人が

対象者なんです。そのうちたった618人、11.2％しか受
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けていないんです。618人のうち31人が再度検査してほ

しいということが出ておりまして、がんとして２人出て

いるんです。 

 この点、50歳以上の男性は、男性特有のがんですから、

そういった意味では個人の意識の問題としてとらえるの

でなくて、やはり50歳を過ぎたら、ぜひ年１回の検診を

するんだという、そういった点での取り組みが極めて必

要ではないかと。本当に極めて低くて私はびっくりした

んです。先ほど全体的なのがありましたけれども、特に

私はこの点が目につきましたので、このことについてぜ

ひ答弁していただきたいんですが、お聞かせください。 

○委員長（中塚佳男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） ただいまのご質問でありますけ

れども、私ども早期発見、早期治療と、ご指摘の考え方

に基づいて、マンモグラフィーの導入でありますとか、

前立腺の検診といったことも項目に入れてまいりました。

委員は個人の意識の問題ではないのだと、こうおっしゃ

いますけれども、基本はそこにあるのだろうと。したが

って、行政とすれば、その個人の意識をどう高めていく

か、啓発していくかということであろうかと思います。

でき得る限りの多くの方々が受診できるように、またし

ていただくように、これからも啓発に努めてまいるつも

りであります。 

○委員長（中塚佳男君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 前立腺がんといいますと、泌尿器科に

行かなければならないわけです。そうすると、確かに外

来に行くということについて、行きにくいといった点も

あると私は思うんです。そういった意味では、外来に行

って、おしっこの検査をするだけ、あるいは年に１回血

液の検査をするだけなんです。そういった意味では個人

の意識に任せるなという意味です。個人の意識は当然違

うんだけれども、個人の意識が低いから、低くてもいい

んだという状況ではなくて、個人の意識を高めていくこ

と、そして検診に足を向かせること、そのための努力を

していただきたいという意味で私は申し上げたので、そ

ういうご理解をいただきたいんですが、いかがですか。 

○委員長（中塚佳男君） 佐々木健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐々木信蔵君） 前立腺がんの検診の

ことでございますが、先ほど課長からお話のとおり、検

診の重要性を認識するということが第一でございます。

それで、これを受ける方をふやすというふうな方策をい

ろいろ検討してまいってきたところでございます。平成

17年度においては、ほかの検診とあわせて同時にやりま

しょうと、来やすいような検診体制を組みましょうとい

うことで、前年との比較で、旧久慈市だけを比較します

と、前年から四、五十人がふえているというふうな状況

にございます。その辺受診者がふえるような方策をいろ

いろと検討して実施してまいりたいというふうに思いま

すので、ご了承願います。 

○委員長（中塚佳男君） 田表委員。 

○田表永七委員 116、117ページの５目環境衛生費にか

かわって１点だけお伺いいたします。 

 特に決算書に記載がある問題ではございませんけれど

も、夏場に海岸方面から悪臭を伴った風が吹いてくると。

これはずっと前から市民からの苦情といいますか、対応

を市に求める声が上がっていて、議会でも何度も取り上

げられた問題でありますけれども、やはり解消していな

い。今年も結構そういう悪臭が漂う日があったと、私は

そう思っているわけでありますが、その原因究明とか、

原因がわかっているのであれば、原因に対する対処をど

うしているのかをお伺いしたい。 

○委員長（中塚佳男君） 稲村環境保全担当課長。 

○市民課環境保全担当課長（稲村憲一君） 悪臭の件で

ございますが、確かに夏場に発生する確率が高いという

ことで、市といたしましても、原因究明のために昨年７

月から11月までの間に悪臭モニターというのを設置しま

した。その結果、確かに７月から９月までは多い。ただ

し、10月になれば５日間、11月はゼロという結果になっ

ております。 

 それから、消防署の風のデータ等をもとにいろいろ検

討しました。今年になっても、保健所、あるいは独自に

いろいろ現地調査に入りまして、改善策を検討したとこ

ろであります。ただ、設備全体の老朽化などから、対策

もなかなか困難な状況となっているのが現実でありまし

た。 

 しかし、何らかの改善が必要であるということから、

工場と協議いたしまして、市としては初めてでございま

すが、今年の８月９日に臭気について改善すべく、全国

的な団体であります、東京にあるんですが、社団法人に

おい・かおり環境協会にコンサルティングを依頼いたし

ました。その結果が９月になれば出るということでござ

いますので、今後の対応については、その結果をもとに

工場と協議し、悪臭の改善に努めてまいりたい考えでご

ざいます。 
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 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 ５款労働費、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 入れかえのためちょっとお待ち願います。 

〔説明員入れかえ〕 

○委員長（中塚佳男君） ６款農林水産業費、質疑を許

します。 

 この際、歳入、15款で田表委員の質問の保留に対し中

森農林水産部長より答弁を求めます。 

 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 先ほどの保留答弁を申

し上げます。 

 販売先ということでございましたが、久慈地方森林組

合でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を許します。 

 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 ２点お尋ねいたします。 

 林業の森林整備事業にかかわって、これはちょっと中

身といいますか、事務的なので恐縮ですが、教えてくだ

さい。 

 主要な成果を説明する書類の19ページの森林整備事業

の中の岩手県林業公社のところで旧久慈というのがあり

ます。整備面積が38.90ヘクタール、事業費が1,090万

6,000円、そして国県補助金が4,838万2,000円、これの

事業費が1,000万円で、国県の補助金が4,800万円という

のはどういうことなのか、ちょっと把握できなかったの

で、つまびらかに教えてください。それが１点。 

 もう１点は、水産振興にかかわって、六ヶ所村の原燃

による放射能排水の海の保全の問題にかかわって、調べ

てみますと、文部科学省が各県に委託している環境放射

線モニタリング事業というのがあるそうです。県を通じ

て、青森県の分について調査をやっているわけですから、

岩手県の沿岸でも、例えば種市沖とか、野田沖とか、久

慈沖でもいいわけですが、岩手県の沿岸でもこの事業を

取り入れて、モニタリングするということを行政は働き

かけるべきではないかと思うんですけれども、いかがで

しょう。その２点お聞かせください。 

○委員長（中塚佳男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 委員ご指摘の文部科学省が委託

事業で調査をしているというのは、多分海洋生物研究所

に対して委託をしているという事業だと思うんでありま

すが、その前提でお答えをいたします。 

 文部科学省では、今申し上げた、たしか正式名称は海

洋生物研究所だったと思うんですが、後で確認いたしま

すが、そこに委託事業として、これまでも各海洋調査等

を行ってきております。今般六ヶ所村のアクティブ試験

に伴いまして、この強化といったところについて要請を

既に行っております。 

 そして、その結果についてはまだ明らかではないので

ありますけれども、文部科学省が予算増額を求めて、担

当省庁にヒアリングを開始していると、このように伺っ

ているところでありまして、調査箇所数の増加、あるい

は回数の増加等について、今、期待を込めて見守ってい

る状況であります。 

○委員長（中塚佳男君） 藤森林業水産課長。 

○林業水産課長（藤森智君） 森林整備事業にかかわり

まして、岩手県林業公社の森林整備の内容が主要な施策

のところに載っているわけでございますけれども、この

事業につきましては、県が直接各団体、林業公社及び森

林組合等と契約をして行っているものでございまして、

事業の実績ということで載せてございます。したがいま

して、具体的な内容につきましては、今、確認をした上

でお答えを申し上げたいと存じますので、よろしくお願

い申し上げます。 

○委員長（中塚佳男君） 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 後でお聞かせいただくのはいいんで

すが、事業費が1,000万円、国県の補助金は4,800万円で

すか、どう考えても理解できないので、それも含めて調

べてお聞かせください。 

○委員長（中塚佳男君） 藤森林業水産課長。 

○林業水産課長（藤森智君） 今のご指摘の部分も含め

て、確認をしてお答えを申し上げたいと存じます。よろ

しくお願いします。 

○委員長（中塚佳男君） 田表委員。 

○田表永七委員 132ページ、６目地籍調査費にかかわ

って１点だけお伺いいたします。 

 先ほどの一般質問でも答弁の中で明らかにされた経過

があるわけですが、青線、赤線が17年３月１日からでし

たか、市が移譲を受けたと、そういう答弁があったと記

憶しておりますが、それで市が移譲を受けた以降といい

ますか、受けた時点といったらいいでしょうか、現地調
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査をしたことがございますかというのが質問であります、

あるいはそういうことは必要ないとお考えなのかどうか。 

 以上です。 

 ６目地籍調査費、そして備考欄なんかに国土調査なん

かの記載もあるので、それでお伺いしているんですが、

別なところでやりなさいというのであれば、それはそれ

でよろしいんです。私は関連する問題だと思って質問し

ています。 

○委員長（中塚佳男君） 田表委員にお伝えします。そ

の質問は土木費のところで質問をお願いいたします。 

 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 先ほど海洋生物研究所と申し上

げたところでありますが、海洋生物環境研究所が正式な

名称となります。 

○委員長（中塚佳男君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 133ページの６目の13節の委託料、地

籍図根多角点確認事業委託料580万円の決算のようです

が、従来私も図根点の確認の問題について、ぜひ保全し

てほしいというお話をずっとしてきたんですが、結局古

くなれば古くなるほど、図根点の確認ができなくて、正

確な測量ができないということにつながる。 

 その点でこの委託料はそういった図根点を正確に再確

認をして、昔は木のくいで打ってあったんだけれども、

それなりに今後なくならないような状況をつくるための

ことでやっているのかどうか、そこを確認したいんです

が、そしてどの程度この予算で確認できているのか、恐

らくこの予算で全部できたわけではないわけで、年次計

画的にやっていこうとしていらしたのか、そのことにつ

いてお聞かせください。非常に大事なことです。 

○委員長（中塚佳男君） 藤森林業水産課長。 

○林業水産課長（藤森智君） 地籍調査にかかわりまし

て、図根点の確認についてのご質問にお答えいたします。 

 この図根点の確認事業は、15年度から17年度まで実施

しておりまして、実施数量は5,495カ所ということで、

その中で確認数量が1,800地点でございます。したがい

まして、残存率は32.8％ということでございまして、こ

の保存について、新たに図根点を大事にしましょうとい

う表示をしたくいをその場所に打って、保存を図ってい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 15から17年度の３年間やってきて、

1,800しか残っていないということの確認ができたとい

うことですが、そうしますと、今の測量技術、いわゆる

衛星を使った形でやりますよね。そうすると、例えばこ

こらにあったというふうな国調の図面を使って、この辺

にあるだろうということで大体やって、かなり正確につ

かんでいるようなんだけれども、そういった形を使って

も、5,495カ所のうち1,800しか確認できなかったのか。 

 不明な図根点について復活させる技術はないのか。か

なり正確に衛星を使った形の測量だと探せるのではない

かと私は思うんだけれども、そういったことにはならな

いのか。残った不明の分についてはどうするのか。これ

がないとなかなか正確な地籍図が出てこないので、そう

いった点での今後の対策をお聞かせください。 

○委員長（中塚佳男君） 藤森林業水産課長。 

○林業水産課長（藤森智君） かなりの不明な点といい

ますか、確認できない点、図根点があるわけでございま

すけれども、これにつきましては復元するということに

つきましては、なかなか困難というふうに思ってござい

ます。したがいまして、各所有者あるいは管理者におい

て、それぞれが管理をしていただきたいというふうに考

えているところでございます。 

○委員長（中塚佳男君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 復元できないという答弁ですけれども、

その点は1,800確認できたわけですから、その1,800を確

認できて、それをつないだ形で新たに不明な部分を探せ

る方法があるのではないかと思うんです。それが一つ。 

 それから、せっかく1,800を確認できたわけですから、

地権者がそこには存在するわけです。その地権者に対し

て、ここにこういうのがありますというのをきちんと図

面をつけて、ぜひ管理にご協力をお願いしたいというこ

とをやらないと、また埋めたり、あるいは掘ったりして

なくなるということになりますから、せっかく1,800と

いう貴重な数値は得たわけですから、それを保全管理す

る方途について、地権者に知らせるということ。地権者

と共同して管理していくこと、そこはぜひ役所だけでな

くて、役所と地権者の協働がそこには必要だというふう

に思うので、そういった取り組みを一つはしていただき

たいと思いますので、再度お願いします。 

 それから、1,800のくいについては、木のくいでなく

で、きちんとしたコンクリートなり、簡単にとれないよ

うな状況、それから市街地についても舗装とか、きちん

とやる方法がありますし、そういった点で十分そういっ
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た保全がきくような保全の方法もぜひ実施していただき

たいと思いますが、お聞かせください。 

○委員長（中塚佳男君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 図根点の再現の件でご

ざいますけれども、これは多くの地点で不明というふう

なことでございまして、現在私どもが進めておりますの

は、確認できた図根点については今後保存していくとい

うふうな考え方で、先ほど課長が申し上げましたが、標

識を立ててございます。大事にしてくださいというふう

なものを現地に差し込んでございます。先ほど所有者に

ついてもお願いしていくべきだというふうなことでござ

いますが、でき得る限りそれについてもお願いしてござ

いますし、今後もそのように協力をお願いしてまいりた

い、そのように考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 ７款商工費、質疑を許します。 

 12番播磨委員。 

○播磨忠一委員 それでは、商工費にかかわって何点か

質問いたします。 

 最初に誘致企業にかかわる件でございますけれども、

ご案内のように北日本造船という男子型の優良企業が誘

致されたということで大変喜んでいるわけでございます

が、また市長は常々誘致企業も大切だし、一生懸命に取

り組まなければならないということをお話ししているわ

けでございますが、同時に現在誘致されている企業のフ

ォローアップも大切だということも申されているわけで

ございます。 

 そこで、主要な施策の成果を説明する書類の24ページ

に誘致企業フォローアップ活動の実施ということで記載

されておりますけれども、１番目といたしまして、地域

産業の活性化を図るために誘致企業訪問を行い、操業環

境の向上及び経営安定のための誘致事業のフォローアッ

プ活動を展開した。 

 また、２番目といたしましては、企業訪問は13社で、

35回ということがあるわけでございますが、そこでお尋

ねいたしますけれども、この13社、35回訪問された中で、

これらの企業がどのような問題点を抱えていることが指

摘されたのか、それに対して市ではどのような指導、相

談を行ったのか、これが１点目でございます。 

 ２点目といたしましては、これまでも久慈市でも何社

か企業誘致してきたわけでございますが、そこでこれま

で久慈市で誘致した企業の数及び残念ながらいろいろな

事情で撤退を余儀なくされた企業もあるわけでございま

す。その撤退された企業の数とそれに携わった従業員数

についてお伺いをいたします。 

○委員長（中塚佳男君） 木村産業振興課長。 

○産業振興課長（木村久君） 誘致企業のフォローアッ

プに関してのご質問についてでございます。この13社、

35件ということは、市内にございます企業すべてに回っ

て、問題等について相談を受けているということになり

ますが、それぞれ企業さんによりまして、あるいは業態

によりまして、やはり抱える問題が異なるということが

ございますので、繊維の場合においては、売り先に当た

って消費税が外税から内税になったというふうな部分が

吸収されてしまうというような面での操業上の問題だっ

たり、あるいは金融機関に対してのご相談というような

面でのご相談というふうなことで対応させていただいて

いるものもございます。 

 あと、誘致企業の中でも、新たな商品をつくりたいと

いうようなご相談もございまして、そういうふうな場合

については、我々どもだけでは対応できないというふう

な部分もございますので、県の方に相談してみたり、あ

るいはいわて産業振興センターですか、そういうふうな

ところでの支援策というふうなことができないのかどう

かというふうなことで、側面的な支援をさせていただい

ているところでございます。 

 あと、それ以外に細かな質問というふうなことになる

と、道路の前の舗装を何とかしてほしいとか、そういう

細かなことから全部ございますが、なるべく企業さんの

方が久慈市で引き続き円滑な操業を進めていただくとい

うことを念頭に対応させていただいているところでござ

います。 

 あと、これまでの誘致企業20社で撤退したのが６社、

６社撤退したことによっての人数ということになります

と200から300というふうな数になっております。精査し

まして、後ほどお答えしたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 12番播磨委員。 

○播磨忠一委員 それでは、誘致企業にかかわってもう

一度質問いたしますけれども、残念ながら撤退された企

業があるわけで、もちろんその中で働いていた従業員等

もあるわけでございますが、これはまれな例でございま

すけれども、その撤退された企業でお勤めになって、そ
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のノウハウを生かしながら、地元で企業を興して努力し

ている方があるわけでございますが、これは非常に大切

なことではないかなと思っているわけでございます。 

 差し支えないのであれば、企業名等々もお話ししても

いいわけでございますが、実は宇部町にあった北上電気

へお勤めになった方が、北上電気が撤退した後、そのノ

ウハウを生かしたいということで、電気関連、いわゆる

企業名で申しますと遥海電装という企業を興して、従業

員も五、六人の本当に小さい企業ですけれども、やはり

私はこういう芽を大切に育てていくことも必要ではない

かなと思っているわけでございます。 

 そのほかにも退職された方で何人か、できれば創業し

たいというようなお話があったということも聞いており

ますが、そこで地場産品等でもございますけれども、例

えば３人ないし５人の企業が10社になれば30人ないし50

人の雇用が出るのではないかとよく言われているわけで

ございますが、それにもかかわるわけでございますが、

こういう方々にも私はやはり商工会議所等と情報を共有

しながら、支援をしていくべきではないかと考えており

ますが、そのお考えについてお伺いいたします。 

○委員長（中塚佳男君） 木村産業振興課長。 

○産業振興課長（木村久君） 誘致企業をやめられた

方々等の新たな起業に向けてのご提言でございますけれ

ども、そういった方々に対しては、商工会議所の方の制

度の中にも、昨年までであれば、中小企業支援コーディ

ネーターというふうな制度がございましたが、現在でも

シニアアドバイザー制度というふうなものとかもござい

まして、中小企業診断士とか、専門の指導ができる制度

等もございますので、商工会議所、あるいはジョブカフ

ェの産業支援のコーディネーター等関係機関と連携しな

がら、そういった企業の方に向けてのご援助というもの

について取り組んでまいりたいと思いますので、よろし

くご理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 12番播磨委員。 

○播磨忠一委員 商工費にかかわって、中心市街地活性

化についてお伺いいたしたいと思いますが、ご案内のと

おり、平成12年３月に中心市街地活性化基本計画、あわ

せてＴＭＯ構想を策定したわけでございます。以来、Ｔ

ＭＯ事業を中心に中心市街地活性化事業にはいろいろな

ことに取り組んできて、その成果も出ているわけでござ

いますが、その中で今回特に私が質問いたしますのは、

空き店舗の活用事業ということでお伺いいたしたいと思

います。 

 空き店舗の活用事業ということの中には、街なか再生

推進創業支援事業というのがあるわけでございますが、

これは多分平成15年ごろ実施した事業と思いますが、こ

の新事業を受けて、開店したといいますか、お店を始め

たのは何店舗あるのかということ、あわせてＴＭＯ事業

といたしましては、空き店舗対策チャレンジショップ事

業というのがあるわけでございますが、これは平成14年

から今年度まで引き続き事業を実施しているわけでござ

いますが、これを利用した事業の店舗数をお伺いいたし

ます。あわせてこれが現在までどのような形で継続的に

店舗の営業がなされているものかどうかについてお伺い

いたします。 

 ３番目といたしまして、パサージュ事業、いわゆる新

町商店街と駅前商店街を結ぶ「小径」ですね、ここで実

施したわけでございますが、市でも多分100万円ほどの

補助金を出した事業だと私は思っているわけでございま

すが、たまたま８月ごろだったと思いますが、私がそこ

を通ったら、１店舗も入っていないような感じを受けた

んです。そういうことであっては私は非常に大変だなと

いうことですし、また中心商店街の活性化にも支障を来

すと思われますが、現在これはどのように活用されてい

るのかということについてお伺いいたします。 

 以上。 

○委員長（中塚佳男君） 久慈中心市街地活性化推進室

長。 

○中心市街地活性化推進室長（久慈正俊君） それでは、

ただいまの創業支援につきましてお答え申し上げます。 

 平成15年度からでございますけれども、創業支援につ

きましては、全体としまして、平成15年度は４店舗、そ

れから16年度は２店舗でございますが、現在それらの店

舗につきましては、大川目の方で１店舗独自で開業した

方がいらっしゃいます。それ以外につきましては、それ

ぞれ営業を続けているという状況でございます。 

 また、チャレンジショップにつきましては、14年度か

ら16年度までにかけまして３店舗ほど営業しておりまし

て、この中の１店舗につきましては栄町の方で現在営業

しているという状況でございます。また、平成17年度の

チャレンジショップ、２店舗でございますが、その中の

１店舗は長内の方になりますが、別な場所で営業を続け

ているという状況になっております。 
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 また、レンタルショップ・パザージュでのご質問がご

ざいましたが、平成17年度まででございますが、18店舗、

そして展示４社というふうな状況でございましたが、平

成18年度におきましては、これは９月時点でございます

が、４店舗営業という状況になっておりまして、確かに

委員ご指摘のとおり、現在数が少なくなっておりますが、

その中で４店舗現在それぞれの研究も含めまして、その

中で営業しているという状況でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 11番中平委員。 

○中平浩志委員 143ページの中小企業者信用保証料等

補助金の内訳と、次のページの久慈市中小企業振興資金

融資預託金２億1,400万円の内訳、なおかつその下の岩

手県信用保証協会出捐金、不用額が10万円出ていますけ

れども、この内訳を端的にお知らせください。 

○委員長（中塚佳男君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 中小企業融資の関係で

ございますが、内訳ということでございますが、大変恐

れ入りますが、融資の内訳ということでご理解してよろ

しゅうございますでしょうか。 

 それでは、中小企業の融資の内訳でございますが、平

成17年は157件でございまして、７億8,561万円の融資で

ございます。このうち一番多かったものは運転資金でご

ざいまして、122件、５億9,190万円、件数で77.7％、金

額では75.4％でございます。 

 それから、設備資金でございますが、17件、金額で

9,129万円、11％ほどの割合になっております。 

 それから、この運転と設備の併用の部分につきまして

は３件、1,110万円でございます。 

 それから、開業資金が４件、2,322万円、３％ほどの

割合でございます。 

 それから、経営安定資金が１件、500万円ということ

でございます。 

 それから、特別小口融資の部分が10件、6,310万円、

８％ほどの割合になっているところでございます。 

 それから、中小企業者信用保証料等補助金の関係でご

ざいますが、これにつきましては平成17年度は3,054万

2,000円となっているものでございます。 

 岩手県信用保証協会出捐金でございますが、これにつ

きましては代位弁済の増加や低金利による運用益の減少

などに伴いまして、協会を取り巻く環境が非常に厳しく

なっていることから、協会の経営基盤の強化を図るため

に出捐しているものでございます。平成17年度53万

5,000円の出捐ということでございます。 

 不用額につきましては、岩手県信用保証協会全体の額

の中で変動し、加入している市町村のところでの負担と

いうことでございますので、全体額が減っているところ

によりまして、当初予定したよりも少なかったと、こう

いうことでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） この際、誘致企業にかかわる

保留中の答弁を求めます。 

 木村産業振興課長。 

○産業振興課長（木村久君） 先ほどの播磨委員に係り

ます撤退した従業員の数についてでございますが、撤退

時点で６社、353名でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 31番城内委員。 

○城内仲悦委員 久慈市街地の街なかの電線地中化が進

んでいるわけです。大きい通りが済んで、今、新町、本

町の工事に入っているのかな。すごく見通しがよくて、

すばらしいと思うんですが、問題は歩道を活用した何か

事業なり、あるいは物を販売するなり、工夫について何

か考えているのでしょうか。祭りのときはテキ屋さんが

来て、活用していますけれども、あれだけでなくて、地

元の方々が定期的に使えるというか、そういった方法と

か、何かお考えがあるんでしょうか、あったらお聞かせ

ください。ただ整備しただけで終わってしまうのか。せ

っかく街なかを整備して、あれをどう活用しようとして

いるのかお聞かせください。 

○委員長（中塚佳男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 歩道の活用についてであります。

これは大いに議会でも議論していただきながら、中心市

街地あるいは商店会の方々が発案をし、これを行政が支

援すると、こういった形が最も望ましいものだろうと、

このように思っております。 

 ただ、そういった際に、例えば木製の間伐材を利用し

たベンチなんかを置いているわけでありますが、そのベ

ンチ一つとりましても、しっかりと固定しなければ、交

通事故のもとになるというようなこと等があって、なか

なか占用の許可といったものが常態的にいただけないこ

ともございます。 

 まさにそういったときに行政と中心商店街、あるいは

地域の皆さんと一体となって、関係機関に働きかけてい

くということが大切であるというふうに思っているとこ
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ろでありますので、ご理解をお願いいたします。 

○委員長（中塚佳男君） 31番城内委員。 

○城内仲悦委員 皆さんと一緒に考えていきたいという

答弁ですから、方向とすればいいわけですが、そこで福

岡の博多、西新という町があるそうですが、そこで通り

のど真ん中にリヤカー部隊30台を並べて、野菜を売った

り、魚を売ったりしているというのがあるそうですので、

私も行ってみたいと思っているんですが、ラジオを通じ

ての報道ですからあれなんですが、そういったリヤカー

を使って商売をやっているというのを初めてこの時代に

聞いたんです。 

 軽トラを使ってやっているというのは聞いたんですが、

ただ歩道を活用する場合、軽自動車はまずいし、ただリ

ヤカーといった場合に、リヤカーを並べて、例えば今月

は銀座通りの歩道を使ってのリヤカー部隊の商店街形成

とか、朝市形成とか、今月は本町ということが考えられ

るのではないかというふうに思ったわけです。 

 そういった意味では、今、自動車は近代化していろい

ろあるけれども、しかしリヤカーという人力車、二輪の

人力でやるということが街なかで生かせることではない

かなというふうに感じたものですから、ぜひこれは担当

課で行けたら行って現地視察をしていただきたいし、そ

ういった活用についてもぜひ検討していただきたいなと

いうふうに思って発言したところです。道路使用の関係

とか、さまざまいろいろ関係機関との協議が当然必要で

すが、お願いしたいと。 

 これは実はなぜリヤカーかというと、田村喜廣さんと

いう議員がいらっしゃったけれども、あの方は今は酪農

ですけれども、当時は野菜をいっぱいつくっていた。リ

ヤカーにいっぱい積んで、一日行商すると大体３万円ぐ

らいになったということで、そういった経験を私にいつ

か話してくれましたが、そういった意味ではリヤカー、

今の時代でも売れるんだという状況があると思うんです。 

 そういった意味では新鮮な魚介類、新鮮な野菜類、そ

ういったものがまちの中で、短時間でいいわけですから、

朝の時間だとか、そういった企画をしてみても、私は非

常に街なか再生というか、あの通りを生かすということ

について言えば一考があるのではないかというふうに思

うんですが、ぜひさっき言った博多の西新、30台並べて、

道路のど真ん中にそれを置いてやっていると。歩行者天

国みたいな形でやっているようですけれども、ぜひ現場

を見てくるなりして、久慈の市街地の中心の通りの活性

化のためにひとつご参考になればと思うんですが、お聞

かせください。 

 以上です。 

○委員長（中塚佳男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 今そういった西新地区でリヤカ

ー等を使いながら、にぎわいを創出していると、こうい

った情報については関係者の方に伝えてまいりたいと思

います。 

 ただ、これを行政がやれというふうなご質問であれば、

なかなかに私も対応できないということであります。こ

れまでも当久慈市の名物であります市日といったものが

あるわけでありまして、これはリヤカーこそ使ってはお

りませんけれども、一定のにぎわい創出のために非常に

貢献しているというふうに思っております。 

 あと、私の私見、思いで恐縮でありますけれども、例

えばそういった市日の日に限ってでもいいと思うんです

が、各お店が早い時間にシャッターをあけて、ワゴンセ

ールをやるだとか、そんなことも私ども意見は言うんで

あります。そういったところについて、しからば商店街

が一体となって取り組むかというと、これはまた別の問

題であります。 

 私どもはそういったいろいろな行政としても意見は申

し上げると。それから、皆さんからも意見をいただきま

しょうということをやってきております。ただ、事業実

施主体は、あくまでもそこに住まいする者、あるいはお

仕事する者だと、このように思っておりますので、いろ

いろな情報を交換しながら、一つでも多くの事業を展開

して、にぎわいが創出されるように取り組んでまいりた

いと。そういったことで、実は冬の市なんかもこちらか

らも提案をし、お互いに協力し合いながら、何とかこれ

を定着させようと、こういった試みも行っているところ

でありますので、よろしくご理解を賜りますようお願い

いたします。 

○委員長（中塚佳男君） この際、委員各位にお願いし

ます。できるだけ簡潔に質問してください。 

 ２番下川原委員。 

○下川原光昭委員 147ページの一番上の北三陸くじ冬

の市開催についてであります。17年度が１回目で、開催

回数が何回だったか忘れましたけれども、この成果と課

題、今後についてお伺いをいたします。 

○委員長（中塚佳男君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 北三陸くじ冬の市につ
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きましては、冬期間、市日等が多少出店とか客足が少な

くなるという部分もございまして、まちににぎわいをと

いうのが一つのねらいと、市日を活性化しようというこ

とのこの二つの視点に立って、平成17年度から取り組ん

だものでございまして、11月から４回にわたって行った

ものでございます。天候等に左右されて、１回ごとのイ

ベントの人数につきましては多い少ないというのがござ

いましたが、3,600人ほどの来場者があったところでご

ざいます。 

 そこで、この成果の部分につきましては、やはり目的

としたにぎわいができたというふうなことが一つでござ

います。課題といたしましては、先ほど市長がご答弁申

し上げておりましたが、市日等の際に商店の方々が早い

時間に店をあけて、ワゴンセール等に取り組んで、そう

いったにぎわい、それから商売につながるようなそうい

う経営をしていただきたいということでございましたが、

１回目のところは、残念ながらそういう動きがございま

せんでした。 

 その反省に立ちまして、冬の市の実行委員会、それか

ら商工会議所、私どもが商店街の方に働きかけをして、

店をあけていただくような、そういう働きかけをしたと

ころでございます。そして、それらの動きが出てまいり

まして、いろいろな形で回遊するようになった部分がご

ざいました。 

 一例で申し上げますと、サケのつかみ取りを行ったわ

けですが、丸ごとさばくというのは一般の家庭ではなか

なか大変というふうなことでございまして、さばき券と

いうものをセットにしながら、つかみ取りを行ったわけ

でございます。これにつきましては、中心商店街の魚屋

さんのご協力をいただいて、その券を持っていくと、さ

ばいていただけると、そういう仕組みというものができ

てきたものでございます。一部商品券等も配付をいたし

まして、そういう動きが出てきております。平成18年度

これからにつきましては、そういった動きが加速して、

にぎわいが創出されればよろしいなというふうに思って

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） ２番下川原委員。 

○下川原光昭委員 今、今後についてはにぎわいをさら

に創出していきたいという答弁だったと思いますが、私

も何回か冬の市に行ってお手伝いをしたわけであります

が、１カ所というんですか、二十八日町の北銀さんの駐

車場と元中省さんのスタンド、この広場だったと思いま

すが、私は開催場所を１カ所に固定することでなくて、

十段通りにも十段通りさんが持っている有料の駐車場が

ありますし、本町にも工藤酒屋さん前あたりの空き地が

あるわけで、11月から２月の４回ということをフルに活

用して、１カ所でなくて、各商店街の空き地を利用しな

がら、各商店街のにぎわいに手助けができれば、なおか

ついいのかなと思っております。 

 あと、高校生が駅前ビルの一角で、多分同時期だった

と思いますが、いろいろなイベントをしてもらったわけ

でございます。そういう高校生、中学生の若い方の力を

当然かりていかなければ、この冬の市もいつものことな

がら、いつものようになって、なかなか成果が出てこな

いのではないかなと思いますので、その開催場所の変更、

移動、高校生のボランティア等をますます利活用して、

２回目に挑むべきだと思いますが、考え方をお聞きいた

します。 

○委員長（中塚佳男君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） この事業につきまして

は、中心市街地のにぎわいを創出するという視点で取り

組んでいるものでございます。会場場所については、市

日との連携というものを中心に考え、その近くのところ

でこういうふうに考えたところでございます。 

 各商店街に移動してということのお話でございますが、

私どもとしましては、この事業を核として、むしろ商店

街がこの事業に連携した形で連動した形で取り組みをし

ていただきたいというふうに願っているものでございま

す。実行委員会を設置しておりますので、その中に各商

店街も入っているところでございますので、ただいまの

視点につきましては、実行委員会の中で協議しながら、

18年度の事業を展開してまいりたいと、このように考え

ているところでございます。 

○委員長（中塚佳男君） ８番砂川委員。 

○砂川利男委員 143ページの一番上の久慈市工場等誘

致委員会委員報酬ということがございますが、ここはど

ういう構成でどういう活動をなされているのか教えてい

ただきたい。 

 それから、空き店舗対策、いろいろ先ほどからご説明

を聞かせていただいてございますが、何が原因でこの空

き店舗が多くなったのかというふうにとらえておられる

のかお尋ねいたします。 

○委員長（中塚佳男君） 木村産業振興課長。 
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○産業振興課長（木村久君） 工場等誘致委員会に関し

ましてのご質問についてでございますが、この工場等誘

致委員会につきましては、工場等誘致委員会条例に基づ

き、委員が10人以内ということで、所掌している事務は

工場等の誘致、工場の誘致計画に関する事項、新設・拡

充に対しての重要事項を調査審議するというようなこと

で設置されているものでございます。 

 それで、委員の方は学識経験者等ということで10名の

方にお願いしているものでございまして、委員長が久慈

市漁協の遠藤組合長、そして副委員長が清水久慈地方森

林組合長ということになっております。あと、そのほか

委員といたしましては、ＪＡくじ組合長、東北電力の所

長、久慈工業高校の校長、職安の所長、青年会議所の理

事長、久慈地方振興局の総務部長、久慈商工会議所会頭、

建設業協会の会長ということでの10名でやっております。 

 17年に開いたものについては、17年９月８日に北日本

造船の立地についての審議ということで開催させていた

だいたものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 久慈中心市街地活性化推進室

長。 

○中心市街地活性化推進室長（久慈正俊君） それでは、

市街地に空き店舗が増加している原因ということでのご

質問がございました。これの原因にはさまざま考えられ

るかと思いますけれども、市民のニーズの変化、これに

も一つ原因があろうかと思いますし、それに商店会ある

いはエリアとしての対応がおくれてきたという部分もあ

ろうかと思います。 

 例えば郊外店に市民が足を運ぶというのは、さまざま

なニーズにこたえられるようなエリアをそれぞれの店舗

が共同しまして、組み立てているというところにあるか

と感じております。例えば年代的に多様な年代に対応で

きる、あるいは買い物時間、回遊させる仕組みづくりが

連携とれているといった部分かと思われます。 

 現在中心市街地におきましても、各施設を中心にしま

して、業種構成等を検討いたしまして、もう一度市街地

にそういうにぎわいを創出していきたいということで、

現在検討しているところでございますが、そのほかに誘

導策として、さまざまな手法をプラスしまして、空き店

舗、あるいは中心市街地へのにぎわいを取り戻していき

たいということで現在取り組んでいるところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） ８番砂川委員。 

○砂川利男委員 久慈市工場等誘致委員会に関する組織

の構成については了解いたしました。 

 問題は活動の中身だと私は思います。どういうことか

と申し上げれば、理にかなった行動、当市における工場

誘致は、どのような現地の理にかなうかという視点で行

動する部分がどの程度あるかというものは、今の説明で

は理解できないんですけれども、私の感じた経験につい

て一言だけ話をさせていただきます。 

 今から18年ぐらい前に、よその地域で大変恐縮でござ

いますが、京都市の中に岩手県人会を発足させたときの

当時の一員の中のかかわった一人として、当時の岩手県

人会の会長のところに岩手県の知事さんやいろいろな関

係の方がたまにおいでになる。そのときにぜひ岩手県に

誘致企業の有力企業を紹介していただきたい、こういう

話を頻繁に会ったとき聞かされた。その後、担当者なり

何なりを派遣して来るのかと思ったら、一遍も来ない。

そのとき九州とか、南の方からは担当者の方が派遣され

てきて、あれやこれやで企業を紹介したりするんだけれ

どもという話をじきじきに当時の会長がぼやいていた。 

 これでは岩手に優良企業が行くはずがない、こういう

ことをおっしゃられたことが記憶にあるんですけれども、

これとは話は別に、前任者の久慈市の首長さんの時代に、

あえて名前を申し上げれば、大和ハウス工業が盛岡と三

沢に工場、資材置き場。ここは盛岡は雪が非常に多くて、

冬期間に非常に作業がしづらい、三沢も同じような状況。

これは当時の大和ハウス工業の本社の部長がおっしゃっ

ておりました。それで、私は、それやったら、そんなあ

りがたい話はない。久慈市は…… 

○委員長（中塚佳男君） すみません、砂川委員にお願

い申し上げます。できるだけ簡潔に質問をお願いします。 

○砂川利男委員 では、終わります。 

○委員長（中塚佳男君） 37番大上精一委員。 

○大上精一委員 私、初めて久慈市の決算の仕方をずっ

と今聞いてきたんですけれども、皆さんからの質問も、

この不用額についてはさほど質問が出ないし、中身がこ

ういうわけでこのように使われなかったというお話がさ

れてこないのが、ちょっと我々旧山形村議会とはやはり

違うかなと思って聞いてきたわけであります。 

 そこで、２点についてお伺いしますけれども、142ペ

ージ、商工費の中でございますが、143ページの不用額
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について、３段目でしょうか、報償費、予算額に対して

不用額が519万何がしとあります。また、147ページの償

還金、利子及び割引料というんですか、これが予算に対

して不用額が2,400万何がし。これまでずっと見て聞い

てきたんですが、そんなところがいっぱいあったんです

けれども、とりあえずその理由をお答えいただきたいと

思います。 

○委員長（中塚佳男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 旧久慈市、また旧山形

村もそうでございますが、３月５日をもって決算が打ち

切りとなった関係がございます。当初予算のまま打ち切

りとなったといいますか、補正も入りますけれども、３

月６日からの分を減額したわけではありませんので、ど

うしても個々の部分については全体的に不用額が出ると

いうことでご承知いただきたいと思います。 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 この際、暫時休憩いたします。 

 再開は午後１時といたします。 

午前11時50分   休憩 

──────────────────── 

午後１時00分   再開 

○委員長（中塚佳男君） 休憩前に引き続き委員会を開

きます。 

 認定第１号「平成17年度旧久慈市一般会計歳入歳出決

算」の審査を継続します。 

 この際、歳出、６款で30番小野寺委員からの森林整備

の質問に対する保留中の答弁を求めます。 

 藤森林業水産課長。 

○林業水産課長（藤森智君） 先ほど答弁を保留させて

いただいておりました主要な施策の具体的措置状況及び

成果の19ページ、２の林業活性化と森林の保全の（１）

林業基盤の整備の中のイの森林整備事業の表中の国庫補

助金の額に記載の誤りがございましたので、おわびをし、

訂正をさせていただきたいと存じますので、よろしくお

願い申し上げます。 

 訂正の内容でございますが、表の中段にございます岩

手県林業公社の表の中の国県補助金、旧久慈分の国県補

助金の額でございますが、4,838万2,000円と記載してご

ざいますけれども、この額を483万8,000円に訂正をさせ

ていただきたいと存じます。 

 したがいまして、新久慈市の国県補助金の額は6,033

万6,000円が1,679万2,000円に、合計の国県補助金の額

が新久慈市は8,520万5,000円が4,166万1,000円に、中段

の旧久慈の分が6,026万4,000円が1,672万円に訂正をよ

ろしくお願い申し上げます。 

 なお、この事業は主に民有林の下刈り、除間伐を行っ

ている事業でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） ８款土木費、質疑を許します。 

 31番城内委員。 

○城内仲悦委員 道路認定基準要綱というのがございま

すけれども、第４の（１）ですが、「道路幅員は法令そ

の他で別に定めるものを除き、原則として４メートル以

上であること。」となっております。この４メートル以

上というのは、Ｕ字側溝というか、雨水側溝といいます

か、あれが入らない必要な幅が４メートルだというふう

に認識していますが、そのことでよろしいのか、まずお

聞かせください。 

○委員長（中塚佳男君） 夏井土木課長。 

○土木課長（夏井良七君） お答えいたします。 

 市道認定の基準で４メートル以上という規定について

でございますが、それは道路敷分、いわゆるただいまご

質問がありました側溝等を含んで４メートル以上なけれ

ばならないというとらえ方でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 31番城内委員。 

○城内仲悦委員 例えば道路分が3.6しかなくて、あと

両側に20ずつの側溝があったとすれば、その側溝が入っ

て４メートルあればいいということですね。 

 そういうことをお聞きした上でお伺いするんですが、

市道門前源道線に民間宅地開発業者が４メートルぎりぎ

りの、たしか側溝を入れて４メートルあったと思うんで

すが、そのような開発をして、分譲しているわけですけ

れども、この問題はたしか農業委員会にも実は農地転用

でかかった経緯のある場所です。農業委員会でもそうい

った４メートルぎりぎりといいますか、住宅を開発する

中でそういった幅員でいいのかというあたりで議論した

経緯があって、建設部あるいは土木課に照会した経緯が

あった部分なんです。 

 宅地開発、いわゆる個人が自分の家を建てるのに道路

をつくる場合もあるわけですけれども、この場合は業者

が一定の面積を開発して、４メートルあったとしてもぎ

りぎりの、たしか排水路がついて４メートルあるわけで

すけれども、そういった形で許可したわけですが、果た
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してそういったやり方でいいのかどうかということで私

は疑問を持ったんですけれども、今後そういった形で個

人が住宅を建てる場合と違って、一定の面積を開発して

いる状況の中で、具体的にそこのところのそういったや

り方がどうなのか、いいのかと、今後ともああいったや

り方を進めていいのか疑問なんですが、お聞かせ願いた

い。 

 道路認定基準要綱ですから、例えば建築基準法とか、

いろいろな法律があるわけですけれども、そっちの法律

が優先されるのではないかと私は思うんですけれども、

業者の方がそういった勉強をしていて、法律ではこうだ

と、できるではないかと、要綱ではこう言っているけれ

ども、しかし開発できるのではないかということで来れ

ば、そういう意味もあって許可したのかどうかわかりま

せんが、今後ともそういった場所が出てきた場合に、現

在売り出し中のところですから、おわかりかと思います

けれども、そういったやり方を今後もずっと市の道路行

政としてやっていくのかどうかお聞かせください。 

 それと、あそこの道路がもし開発されれば、ずっと大

橋住宅の方に真っすぐ農道がつながっていますから、そ

れが将来拡幅になるかどうかは別にして、それにつなが

っている道路になっていますから、入り口がそういった

狭いのが開発されてしまうと、奥の方の開発がどうなる

かということなんですが、その辺も含めてちょっとお聞

かせいただきたい。 

○委員長（中塚佳男君） 夏井土木課長。 

○土木課長（夏井良七君） お答えいたします。 

 開発行為等によらない小規模な住宅開発等に伴う道路

整備にかかわるご質問でございますが、市といたしまし

ては、市道にありましては、市道の計画幅員をもって、

何とか開発者にこういう幅員で対応願いたいということ

を示してございますし、また今回のように赤線等を利用

して開発する場合、これはご質問の内容にもありました

が、建築基準法でも中心線から２メートル左右両側にと

らなければならないということになってございますが、

そのようなことも含めて、４メートルは必要だというこ

とで指導しているところでございますし、また申請が上

がってきた際には、そういう将来的に幅員が必要である

道路についてはお願いをしております。 

 ただ、これは強制をすることはできないものですから、

開発者にすれば、一定の予算をもって住宅開発をしてい

るというようなこともございまして、なかなか応じられ

ないケースもありますけれども、今後におきましても、

鋭意お願いをして、幅員確保に努めてまいりたいという

ふうに考えております。確かにお話のとおり広い方がい

いわけでございますので、そのような対応については、

これまでもやってきておりますし、今後も対応してまい

りたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 31番城内委員。 

○城内仲悦委員 結局業者にすれば、小規模開発でやれ

ば、今の回答のようにできるんだと。そうなれば、その

後に開発部分をふやしていく可能性もあるわけです。そ

うすると、もう道路ができていますから、小規模をさら

に小規模という形でやっていくことによって、法の抜け

道、そういったことが考えられるわけです。 

 だから、そういった点で本当に今はお願いだと、お願

いしかできないんだと。そういうあたりなんですが、こ

ういった開発のかかわりでもう少し違った対応ができる

強制的な部分がないのかどうか。お願いの部分しかない

のかと。結局お願いだとすると、業者は一定のちゃんと

した法律に基づいて当然申請してくるわけです。 

 しかし、この道路の場合は、本当に側溝の分が入って

ぎりぎり４メートルです。しかも久慈病院通りからつな

がっている道路です。私はその点を危惧するんですけれ

ども、今後そういった心配がないのか。業者が今小規模

に開発した宅地を、さらに奥に開発部分があるわけです

からやったとすれば、新たな市道か何かが入れる、ある

いは入る考えがあるのかどうか、そこを一つお聞かせい

ただきたいと思います。 

 それから、もう１点、川貫の道路、市道ですけれども、

ホーマックから真っすぐ入っていきますと、ちょうど市

長の後ろのあたりなんですけれども、地権者から用地の

協力が得られなくて、その玄関前だけが未舗装で放置さ

れているんです。確かに地権者にすれば、玄関前が狭く

なるから協力しないということになって協力しないかも

しれません。 

 しかし、上下舗装になっていて、そこだけ未舗装にし

てほこりが出るという状況にあるんです。ああいった点

で見せしめ的な対応でなくて、協力が得られないなら、

現状のままでそこにＵ字側溝を入れて、そしてきちんと

舗装してやるというのが私は一つのありようだと思うん

です。 

 上下ちゃんと舗装になっていて、玄関前だけもうもう
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ほこりを立てている状況を放置しておくべきではないと

いうふうに思うので、いろいろなやり方があると思うの

で、そこはぜひ一日も早く解決していただきたいし、地

権者がどうしても玄関前だから、これ以上狭くすれば車

を置けないとなれば、しようがない部分もあるわけです

から、しかもあそこは住宅地ですので、びゅんびゅん車

が通るところではありません。幅員が狭まりますという

標識さえあれば、十分車はゆっくり走るわけですから、

そういった点での解決の方向があるかと思うんですが、

お聞かせください。 

○委員長（中塚佳男君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 開発に伴う道路幅員の件

でございますが、基本的には課長がご答弁申し上げたと

おりでございますが、例えば農地転用とか、さまざまな

協議の場所もあるわけでございますし、農地転用等の際

には農業委員会と横の連携をとりながら、市道の域を超

えないわけですが、事前協議と申しますか、そういうふ

うなのがあった場合、農業委員会等とも協議しながら、

何とか開発者に幅員を確保できるよう、本協議の前に事

前に我々も指導してまいりたいと、かように考えてござ

います。 

 それから、川貫の市道の件でございますが、確かに一

部幅員が狭隘になっている部分の未舗装がございますが、

これにつきましては今後どういうふうな方法が可能なの

か、その辺を検討しながら対応してみたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 20番田表委員。 

○田表永七委員 それでは、２点質問いたします。 

 150ページ、２目道路維持費にかかわってですが、市

道におけるＵ字溝へのふたの設置状況、簡単に率がある

のであれば、設置率を示していただきたい。 

 それから、もう一つは、先ほど農林水産の項目で質問

したわけですけれども、赤線、青線が国から市に対して

移譲になったと、そういうことなわけですが、そのこと

に伴って、該当する現地を確認する必要があるのではな

いかと私は思っているんですが、当局のお考えと、もし

そういうことをしているのであれば、現状、これからの

見通しについてお伺いしたい。 

 以上２点です。 

○委員長（中塚佳男君） 夏井土木課長。 

○土木課長（夏井良七君） ご答弁申し上げます。 

 側溝ふたの設置状況についてでございますが、現在側

溝ふたの必要な路線延長でございますが、約34キロほど

ございます。そのうち、これは全体的にはちょっと把握

し切れない部分がございますが、平成11年度から800枚

から1,000枚程度の側溝ふた設置を続けておりまして、

約４キロの整備を終わったところでございます。残りは

あと30キロほど、これは細かい数字まではちょっとまだ

押さえてはおりませんが、そのような状況にございます。 

 ２点目の赤線、青線の件でございますが、一般質問の

ご答弁でもお話し申し上げたわけですが、譲与を受ける

際に国土調査の成果の公図、あるいはこれまでの公図を

もって、譲与を受けております。それで、現在その譲与

図をもって、市としては管理をしているところでござい

ますが、赤線6,849路線、青線につきましては4,053路線

というふうに多くの数を数えております。そういうふう

なこともございまして、現在のところ図面をもって管理

している状況にございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 30番小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 ２点お聞かせください。 

 一つは、今も出ましたけれども、市道にかかわってで

す。側溝のふたも出ました。いろいろな地域の方から、

縁石が壊れて危険だとか、あるいは側溝のふたがありま

すし、あるいは路肩が破損している箇所とか、そしてさ

らにはカーブミラーが機能していないというような道路

にかかわっての意見、苦情といいますか、結構全市的に

あるようです。 

 そこで、これは市が道路パトロールして、そこを掌握

するというのももちろん大事だと思います。同時にいろ

いろな方面から、例えば町内会長さん、区長さん含めた、

それぞれの地域地域の方が一番詳しいわけですから、そ

ういう方々からの、そういう道路についての要望、改善

点を集約して、改善方に努めるということが今大事では

ないのかと。しかも、これはそう予算を多く伴うわけで

はない。努力すればできる範疇も結構あるわけで、場合

によっては地元の方の協力を得るという場面も出てくる

でしょう。そういう点も含めて点検を求めたいと思いま

すが、その点１点。 

 それから、公園にかかわってですが、巽山公園の植栽

も含めて管理されていると思うんですが、なかなかそれ

が放置されて、見苦しい状況もあるということもありま

す。そういう点では、一つの市の中心公園的な位置づけ

もあろうかと思いますので、その点の善処方もお願いし
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たいものだと思いますが、その２点お尋ねします。 

○委員長（中塚佳男君） 夏井土木課長。 

○土木課長（夏井良七君） ただいまの市道にかかわっ

ての市道の管理にかかわる情報等のあり方についてお答

え申し上げます。 

 委員おっしゃるとおり、市道の維持管理につきまして

は、いろいろな方面、角度からのご指摘をちょうだいし

ているところでございます。維持係の運転手兼職員、そ

れから緊急雇用対策事業でもって雇用している方々等、

あわせて改善に努めているところでございますが、委員

からご提案のありました区長等に対して依頼する方法と

いうお話でございますが、これにつきましては従来から

制度を設けてやっているわけではございませんが、何か

あった場合には情報をお願いしますということで依頼は

してございます。 

 今後におきましても、特に降雪時の場合にはそういう

状況が多いわけですが、ふだんの道路管理についても、

いろいろ情報をいただきながら対応しているのが現状で

ございます。今後におきましても、そのようなことは深

く関係を持てるような方法を検討してまいりたいという

ふうに考えております。 

○委員長（中塚佳男君） 小上都市計画課長。 

○都市計画課長（小上一治君） 巽山公園の植栽という

ことでのお話がございました。現在巽山公園等につきま

しては、指定管理者の方に管理を移管してございます。

ただ、その内容につきましては、草刈り等の部分につい

ては行っておりますが、今お話しいただきました植栽を

し、管理する部分については、市の方で今後巽山公園の

あり方を十分検討して、今後対応していかなければなら

ないというふうに感じているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 10番戸﨑委員。 

○戸﨑武文委員 成果説明書の27ページですけれども、

交流を促す高速交通網の整備というところで、三陸北縦

貫道路及び国道281号の整備促進、それから八戸・久慈

自動車道の整備促進について、関係機関にそれぞれ要望

をなさっているようですが、その結果、どうであったか。

要望したのに対する回答はどういうような状況であるの

か。これはいずれも高速交通のために早い整備促進が求

められるわけですけれども、その点についてお伺いしま

す。 

 それから、恐らく今後も引き続き要望事項、粘り強く

やっていくという答弁になると思いますけれども、今後

に向けての考え、その点をお伺いします。 

○委員長（中塚佳男君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 国道281号、三北、八

戸・久慈自動車道の整備の成果というふうなことと今後

における要望というふうなことでございますが、281号

につきましては、災害防除、ネットを張るとか、あるい

は山形地区のトンネルの増築とか、さまざま取り組んで

いただいておりますし、今年度におきましても予算は若

干減額になってはおりますが、さまざま整備に取り組ん

でいただけるというふうに聞いてございます。 

 それから、三陸北縦貫道路につきましては、国土交通

省では道路の幅員の狭隘なところ、あるいは勾配のきつ

いところ、あるいは渋滞している道路、市街地、それら

を中心に現在取り組んでいただいているような状況でご

ざいまして、現在は中野バイパスと申しまして、槇木沢

橋、新槇木沢橋とか、あるいは普代の高架等、さまざま

取り組んでいただいているところでございます。 

 八戸・久慈自動車道につきましては、八戸地区が整備

中でありまして、一部供用開始したところもございます。

また、久慈地区につきましては、ご存じのように夏井地

区が開通した後、まだ着手がされていないわけですが、

現在整備計画区間というふうなことで、今後整備区間の

格上げになるようさらに取り組んでまいりたいと、この

ように考えてございます。 

○委員長（中塚佳男君） 31番城内委員。 

○城内仲悦委員 住宅費に関連しますが、これは以前に

もお話しした経過があるんですけれども、一般質問でも

なかなか改築のめどが立たないということで答弁があっ

たんですが、そこで実は県の公舎といいますか、具体的

に申しますと、例えば寺里に県の高校の先生方が入って

いる住宅７戸が全部あいております。非常に日当たりの

いい場所なんですけれども、こういった公共的な施設、

これは県の施設ですけれども、例えばそれを買い上げた

り借り上げたりして、新たな市営住宅を建設することも

いいわけですが、こういった住宅の活用も含めた形で市

営住宅を充実していくという方法が考えられないのか。 

 非常にもったいないんですよね。しかも、今あいてい

る住宅は２年ぐらい前にリニューアルした建物なんです。

現在全部あいていると、ちょうど山岸線にある住宅なん

ですけれども、ぜひそういった点で活用することによっ

て、できるだけ経費節減しながら、整備していくという
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方向も一つはあるのではないかというふうに思うんです

が、この点お聞かせを願いたいというふうに思います。 

○委員長（中塚佳男君） 田老建築住宅課長。 

○建築住宅課長（田老雄一君） 県の職員宿舎等の市営

住宅化ということだと思いますが、借り上げですね。こ

れは平成17年３月議会でも質問がありまして、すぐ調査

をしました。これは17年４月ですけれども、県職員宿舎

が管理戸数158戸ありまして、空き家が４戸、それから

久慈高等学校管理宿舎が18戸ありまして、４戸あいてい

ました。それから、久慈東高校の管理宿舎が34戸で、こ

れが１戸あいていまして、合計で210戸のうち９戸あい

ていました。 

 それで、管理者である県の方からお聞きしましたとこ

ろ、このあいている分については入居が考えられるので、

ちょっと無理だということが一つ。それと、もう一つは

目的外使用で貸せないということでしたので、これは考

えられないものだなということでうちの方では断念して

おります。 

 以上です。 

○委員長（中塚佳男君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 17年４月段階を調べていただきました

が、現段階では久慈高校関係でいうと、今入っているの

が３戸だけです。だから、18戸のうち15戸はあいており

ます。そういった意味では、施設そのものを市が買い上

げて、市営住宅化するということも含めて、現時点で入

っていないのは明らかなので、当然入居の可能性はある

でしょうけれども、まるっきり入っていません。 

 そういった中で借りるというより買い上げて、市がそ

の施設を買い上げて、市営住宅化するということが必要

だと思うんです。県が貸すのではなくて、県からそうい

った建物を一式買い上げて、市営住宅にするという方向

が、新たに市が用地を求めて、新たに建てるというより

は、むしろかからないのかという気がするんですが、そ

ういった点での検討は再度できませんか。 

○委員長（中塚佳男君） 田老建築住宅課長。 

○建築住宅課長（田老雄一君） 既存の職員宿舎なんで

すけれども、公営住宅法で整備基準というのがあります

ので、それにも適合するかどうかというのも検討しなけ

ればならないと思いますし、現段階では久慈市には耐用

年数の過ぎた市営住宅がありますので、そちらの方の整

備を進めたいなと考えております。 

 以上です。 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 担当者の入れかえのためちょっとお待ちください。 

〔説明員入れかえ〕 

○委員長（中塚佳男君） ９款消防費、質疑を許します。 

 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 １点お聞かせください。 

 消防職員の充足の問題です。たしか久慈地区の消防職

員の充足率は50％です。県内平均が65％ですか。そうい

う点で、いわゆる団塊の世代といいますか、単年度に複

数で退職されるというふうな状況になりますと、技術と

いいますか、専門性が求められると思うので、その点で

の継承、継続は途切れるおそれはないのかといったよう

なことから、やはりある程度それらも見越した消防職員

の充足が必要ではないかというふうに思うんですけれど

も、その辺の基本的な考え方についてお聞かせください。 

○委員長（中塚佳男君） 東消防防災課長。 

○消防防災課長（東孝一郎君） お答えをいたします。 

 ただいまのご質問は、久慈地区広域行政事務組合消防

本部にかかわってのご質問だと思うのでございますが、

確かにおっしゃるとおり充足率につきましては50％台で

ございますが、県内の消防本部の充足率からいきまして

も低い方だということは認識をしております。 

 しかし、条例定数というのがございまして、消防署に

よっては54名という定員の中で、現在52名というふうな

ところで、条例定数につきましては、ある程度充足まで

はいっていませんけれども、その程度の形になってはご

ざいます。今後につきましては、消防本部、広域組合の

ことでございますので、その辺のところは消防本部、広

域組合の方からお伺いして、ご答弁を申し上げたいとい

うふうに思います。 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 10款教育費、質疑を許します。 

 田表委員。 

○田表永七委員 ２点お伺いいたします。 

 175ページ、５目教育研究指導費にかかわってですが、

適応教室指導員報酬の記載が備考欄にあるわけですが、

適応教室指導員のスタッフといいますか、指導体制、そ

れからそこで指導を受けている子供の数をお伺いいたし

ます。 

 それから、２点目、179ページ、小学校費、中学校費

にまたがる質問でありますが、要保護及び準要保護児

童・生徒の援助費についての記載があるわけであります。
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小・中、要・準、それぞれの数と前年度比をお伺いしま

す。 

○委員長（中塚佳男君） 小橋学校指導課長。 

○学校指導課長（小橋正嗣君） 現在久慈市ではあすな

ろ教室という学校適応指導教室を開設してございます。

常駐のスタッフは１名でございます。ただ、教育研究所

の方にも教育相談員を配置してございます。本来的には

各学校を訪問しながら、いろいろ相談体制に当たってい

る相談員でございますけれども、場合によっては、その

相談員も回して、適応指導教室の運営に当たっている状

況でございます。 

 それから、通塾生についてのお話でした。現在のもの

でよろしいでしょうか。現在は中学生男子２年生１名、

これが通塾してございます。４月から小学校５年女子、

それから中学校３年女子も通っておりましたが、この２

名については復学しております。それから、現在中学校

２年女子、中学校３年男子が体験的に試験的に通いたい

なという意味を込めまして、体験入学、通塾をしている

状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 宇部総務学事課長。 

○総務学事課長（宇部辰喜君） 要保護、準要保護の数

ということでございます。17年度の小学校の要保護児童

数でございますが、９名、対前年比で25％の減でござい

ます。それから、同じく小学校、準要保護の数224名、

対前年2.6％の減でございます。それから、中学校でご

ざいます。要保護11名、10％の増、準要保護161名、

5.2％の増となってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 10番戸﨑委員。 

○戸﨑武文委員 先ほども言いましたが、成果説明書の

46ページなんですが、１点目は、その中の上段、教育研

究所事業の実施についてというところで、ＣＲＴを実施

したというところがありますが、そのＣＲＴによって浮

き彫りになった課題はどのようなことであったのかとい

うこと、それにどのような対応をなさったのかというこ

とが第１点。 

 それから、２点目は、47ページのずっと下の方ですが、

（セ）の健康教育の充実というところで、各種の検診を

した結果がその表として実施結果として、旧山形、旧久

慈市とあわせてそこにあるわけですけれども、尿検査か

ら脊柱側弯検診まで項目があるわけですけれども、この

検査した結果、どのような子供たちの健康上問題があっ

たのか。なければ一番いいわけですけれども、その状況

について伺います。 

 それから、３点目、不審者対策として監視カメラを設

置したということが48ページから49ページにわたってあ

りますが、一つは小久慈小学校に設置したと。それから、

久慈中学校に設置したと。これらのカメラを設置して、

どのような使い方をしているのか。ただつければいいと

いうものでもないのではないかなと思いますので、不審

者対策ということでやっているわけですから、その現状

をひとつお聞かせ願いたい。 

 それから、もう１点は、大体９億円近くの予算を計上

して、使って、パソコンを各小中学校に準備し、パソコ

ン教育の体制を維持しているということですけれども、

現在どのような使い方をして、これからそれを使ってど

のような方向に進めようと考えているのか。ちょっと多

くなりましたが、お願いします。 

○委員長（中塚佳男君） 小橋学校指導課長。 

○学校指導課長（小橋正嗣君） 私の方からＣＲＴのこ

ととパソコンを使った授業について、２点お話し申し上

げます。 

 ＣＲＴにつきましては、６月の議会でも私の方からご

答弁申し述べましたとおり、小学校においては国語、算

数、ほぼ全国レベルにあると。ただ、中学校におきまし

ては、国語は小学校同様、国の平均レベルの範囲にござ

いますが、数学と英語、これがやや劣る状況にございま

す。数学、英語について課題でございますが、応用力と

いうんですか、基礎基本については、読み書き部分、そ

ろばん部分、そういった部分については授業の徹底、定

着させている状況でございますが、やや応用力、読解力

等をつけさせる状況に当市においては課題があるかと思

ってございます。 

 その課題克服についてでございます。現在教育研究所

の中にはいろいろな各種委員会があるんですが、学力向

上にかかわっては、国語部会、算数・数学部会、英語部

会、以上三つの学力向上にかかわる部会を設定してござ

います。その部会の中でＣＲＴの結果を分析いたしまし

て、当市の子供たちは具体的にどこが落ちているのか、

それを検討いたしまして、それを克服させるためには、

どのような授業方策をとればいいのかといった案をつく

りまして、実際に授業研究を数回実施して、その改善に

努めております。 
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 その改善結果等につきまして、広く市内の教職員に知

らしめるために、１月の冬休み中でございますが、教育

研究所研究発表大会というところで広くその克服策等に

ついて周知しているところでございます。 

 それから、現在パソコンをどのように授業に使ってい

るかでございますが、理科、社会、総合的な学習の時間、

特別活動等の時間等におきまして、調べ学習、インター

ネット等使っております。課題研究等の調べ学習、一々

分厚い図書を調べる必要もなく、インターネットで素早

く対応しているところでございますし、あとは基礎基本

の定着ということで、計算ドリルとか、そういったソフ

トの活用もしてございます。それから、パソコンになれ

るという環境から、小学校低学年の生活科において、お

絵かきソフト、そういったものも活用してございます。 

 今後についてでございますが、さきの一般質問の中の

答弁でもさせていただきましたように、学校間で交流授

業を展開しようと、そういったものを試みようと考えて

おりまして、現在、先ほどお話し申し上げました教育研

究所の中にコンピューター研究部会を設けまして、今度

の11月に二つの学校間で交流授業を、研究授業をやって

みようという試みをしようというところです。そこに多

くの先生方を集めまして、広く取り組み方について研究

してまいりたいなと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 宇部総務学事課長。 

○総務学事課長（宇部辰喜君） 学校検診の結果等につ

いてのことでございます。現在学校検診を実施した結果

等を踏まえまして、課題となっている大きな項目といた

しましては、貧血が目立つということでございますし、

また生活習慣病の予防対策、これらについて、学校保健

会等もございますので、それらで分析等しながら、学校

に対して指導、あるいは家庭に対しての指導に努めてま

いりたいと思っております。 

 それから、防犯カメラ、現在７校設置してございます

が、おっしゃるとおり、モニターが職員室にございます

けれども、そのモニターで不審者等の監視をするという

のが大きな目的ではございますが、常に職員室に職員が

いるとは限らないわけではございますが、現在のところ

モニターでチェックしていただくというふうなことで設

置をしている状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 10番戸﨑委員。 

○戸﨑武文委員 先ほどＣＲＴについては全国並みだと

いうことなんですけれども、私は知りたいのは、全国並

みもいいんですけれども、到達度をどの程度に設定して、

その設定した到達度にどこまで到達できているかという

ことの方が大事ではないかなと。レベルとして全国レベ

ルだから、もういいんだということでなくて、全国レベ

ルが低ければ低いわけですから、そうでなくて、よく県

教委で出しているのは80％以上の到達度とか、90％とか

という具体的な数値目標を挙げてやっているわけです。

久慈市の場合には、それをどのように到達度を設定して

いるのか。全国並みなんていうのは、私は余りいいこと

ではないと思いますので。 

 それから、健康状態については、検査の結果、特にこ

れが問題であるというような分野はなかったかどうかと

いうこと、顕著なもの、日常大体出てくるという程度で

あれば、それでいいと思いますけれども、そのような特

徴的なものがなかったかどうかということ。 

 それから、監視カメラについては、どうもかなり学校

の負担にもなるのではないかなと。だれかがそれを見て

いなければ、余り意味がないのではないかなと思うんで

すけれども、その辺をどのように考えておられるのかと

いうこと、再度お願いします。 

○委員長（中塚佳男君） 宇部総務学事課長。 

○総務学事課長（宇部辰喜君） 学校の健康診断の顕著

な結果でございますけれども、これは全国と比べた場合

でございますが、鼻関係の疾患、これが大きな増でござ

いまして、全国に比べて34％ほどふえているといいます

か、そういうことです。それから、肥満傾向につきまし

ても、全国と比べて肥満傾向があることになってござい

ます。 

 それから、防犯カメラにつきましては、先ほど申し上

げましたとおり、これはモニターで点検していただいて

おりますが、あるいはインターホンも設置してございま

すので、それらで不審者等の監視をしていただくという

ふうなことでお願いしてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 小橋学校指導課長。 

○学校指導課長（小橋正嗣君） 到達度につきましてで

すが、当市では大体75％ぐらいと据えておりましたが、

委員さん方におかれましては大変低いと思われるかもし

れません。ただ、やはり基準となるのは国の平均かなと

私どもとらえておりますが、今後、委員さんのご提言を
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もとに検討して、より確かな到達度基準を設定して、さ

らに研究を進めてまいりたいと存じます。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 10番戸﨑委員。 

○戸﨑武文委員 今の到達度ですが、やはり75ぐらいで

はちょっと不十分だと私は思います。やはり８割以上は

必要ではないかなと思いますが、そこは検討してくださ

い。答えは要りません。 

○委員長（中塚佳男君） 20番田表委員。 

○田表永七委員 給食費にかかわって質問いたします。

ページは198、199ですが、小中別の給食費の収納率、そ

れから小中別の滞納件数及び滞納総額、おわかりでした

らお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（中塚佳男君） 砂子学校給食センター所長。 

○学校給食センター所長（砂子吉勝君） 田表委員のご

質問にお答えいたします。 

 私ども収納率等調査しておりますけれども、小中別に

は分けたのがございませんで、ご了解願いたいと思いま

す。合計の方でお知らせ申し上げたいと思います。 

 合併前ということで非常に数字がわかりづらくなって

おりますが、山形分につきましては、給食の収納は

100％でございますので、久慈分に限って、１年を通し

た分をお知らせいたします。 

 平成17年度、給食費は調定額が１億8,266万262円でご

ざいました。これに対しまして収納額が１億8,094万

9,111円と、収納率が99.06％になっております。現年度

初めて99％を超したということでございます。したがい

まして、この差し引き現年度の未納額は171万1,151円と

なっております。 

 しかしながら、過年度の方も最後には合算する格好に

なります。過年度の方が繰越額が1,229万6,653円あった

のでございますが、この過年度分の収納にも努めて、収

納額が221万1,979円、さらに不納欠損等も５年の消滅時

効になりまして、不納欠損等も出ました。その結果、過

年度の収納率は24.46％でございます。この合算した金

額が幾らかといいますと、金額は１億9,000万円ほどで

すので、率で申し上げます。現年度と過年度と合計した

収納率は95.54％でございます。 

 なお、またしても17年度におきまして854万986円の滞

納繰り越しを残してしまったと、これは18年度において

鋭意努力しているところでございますので、よろしくお

願いいたします。 

○委員長（中塚佳男君） 31番城内委員。 

○城内仲悦委員 軽度障害児のかかわりですけれども、

一般質問で教育長からＡＤＨＤ等の児童のかかわりで、

教師の方々の研修をおやりになっているというふうにお

伺いしたところです。結局児童が学校を終わると、今度

は子供たちは学童クラブに行くわけです。障害児も学童

保育所に行っている状況があるようです。 

 そういった中でせっかく先生方の講習がある際には、

今、学童保育所の先生方もいわゆる教師の免許を持って

いらっしゃる先生方も配置になっているようですが、そ

ういった意味では学校と学童保育の連携の中で、せっか

くそういった先生方の講習をやる状況があるとすれば、

案内もいただきながら、同じ場所で講習すると。 

 そして、学校と学童保育との連携も図っていく必要が

あるのではないかというふうに私は思うんですが、例え

ば久慈小学校でいうと、何人かいらっしゃると。そのう

ちの１人か２人、学童に入っているわけですから、そう

いった連携が必要ではないかなというふうに思うんです

が、講習の場をそういった形で連携した形でできないの

かお聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（中塚佳男君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） お答えを申し上げたいと思い

ますが、今、委員が指摘のような、当然そのとおりでご

ざいますので、十分これからも連携をとってやっていき

たいと、そのように考えております。この問題につきま

しては、やはりネットワークと申しますか、これが一番

重要でございまして、今後関係者と十分そのような連携

を密にしながら対応していきたいと思います。 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 11款災害復旧費、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 12款公債費、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 13款諸支出金、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 14款予備費、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 
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 以上で歳出の質疑を終わります。 

 次に、財産に関する調書について説明を求めます。 

 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） それでは、決算書の

392ページ、393ページをごらんいただきたいと思います。 

 １、公有財産、（１）土地及び建物の総括表からご説

明いたします。 

 この表の区分、縦の欄中、本庁舎から公共用財産まで

は行政財産、山林から雑種地までが普通財産であります。 

 まず、土地ですが、決算年度中における増減高の合計

668平方メートルの増は、公園用地の譲り受けによるも

の及び雨水排水用地の買収によるものでございまして、

決算年度末現在高の合計は992万6,694平方メートルにな

っております。 

 次に、建物ですが、木造及び非木造を合わせた延べ面

積の決算年度中増減高の合計、これは393ページの右か

ら２列目、一番下の行になりますが、56平方メートルの

増とあります。これはさわやかトイレの譲り受け等によ

る増、旧宇部保育所の解体撤去による減によるものでご

ざいまして、決算年度末現在高の合計は17万5,783平方

メートルとなっております。 

 次に、394ページ、395ページをお開き願います。 

 このページは土地及び建物の総括表を行政財産、普通

財産ごとに分類したものでありますので、ただいまの総

括表の説明でご了承いただきたいと思います。 

 次に、396ページ、397ページになります。 

 まず、（２）山林でありますが、面積につきましては、

決算年度中の増減はありませんでした。立木の推定蓄積

量2,707立方メートルの増は、林齢の増加によるもので

あります。これにより決算年度末現在高は18万3,157立

方メートルになります。 

 次に、（４）物権及び（６）有価証券でありますが、

決算年度中の増減はありません。 

 次に、398ページ、399ページになります。 

 （７）出資による権利でありますが、区分欄の上から

５行目の岩手県信用保証協会に53万5,000円を出捐して

おります。 

 以上により、決算年度末現在高の合計は26件で、２億

870万9,000円になっております。 

 次に、400ページから404ページまでの２、物品は、取

得価格80万円以上の重要物品について、決算年度中の増

減高をあらわしたものであります。決算年度中において、

７点の増、４点の減、決算年度末現在高は318点となっ

てございます。 

 次に、406ページ、407ページになります。 

 ３、債権でありますが、岩手県林業公社貸付金は525

万8,000円増額し、決算年度末現在高の額は１億4,704万

3,000円となりました。 

 災害援護資金貸付金は、償還による８万円の減で、決

算年度末現在高は340万円となっております。 

 次の下水道事業受益者負担金及び漁業集落排水事業分

担金は、納期未到来分の受益者負担金等の決算年度末現

在高であります。 

 次に、４、基金であります。決算年度中に増減のあり

ました基金でありますが、まず（１）財政調整基金は１

億289万4,000円を取り崩して、決算年度末現在高は５億

5,241万円になっております。 

 408ページ、409ページになります。 

 （５）久慈市用品調達基金から（８）久慈市国民健康

保険高額療養資金貸付基金までの４件の基金につきまし

ては、別に配付しております定額の資金を運用するため

の基金の運用状況によりご了承をお願いいたします。 

 次に、（９）魚市場建設基金は、155万9,000円を取り

崩して、決算年度末現在高は1,660万6,000円になってお

ります。 

 次に、（10）国民健康保険事業財政調整基金は、

2,056万7,000円の積み立てをしまして、決算年度末現在

高は１億6,473万7,000円になっております。 

 次に、410ページ、411ページになります。 

 （12）市債管理基金は、２億5,135万4,000円の取り崩

し、決算年度末現在高は6,633万1,000円になっておりま

す。 

 次に、（13）産業振興基金は、産業振興事業費に充て

るためにこれまで積み立ててきた基金を取り崩し、基金

を廃止したものであります。 

 次に、（15）久慈市福祉医療資金貸付基金につきまし

ては、別に配付をしております定額の資金を運用するた

めの基金の運用状況によりご了承願います。 

 （17）中山間地域振興基金は、中山間地域夢づくり総

合支援事業が終了したことから、基金を廃止したもので

あります。 

 以上で財産に関する調書の説明を終わります。 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で認定第１号の質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。認定第１号「平成17年度

旧久慈市一般会計歳入歳出決算」は、認定すべきものと

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○委員長（中塚佳男君） 起立多数であります。よって、

認定第１号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

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 

○委員長（中塚佳男君） 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」を議題といた

します。 

 歳入、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。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」は、認定

すべきもの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〕 

○委員長（中塚佳男君） ご異議なしと認めます。よっ

て、認定第２号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

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 

○委員長（中塚佳男君） 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」を議題といた

します。 

 歳入、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。 

 30番小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 １点お聞かせください。 

 保険証にかかわって、いわゆる資格証明書、短期被保

険者証の問題です。これはたしか昨年12月議会でも取り

上げて、滞納処分の執行停止問題等含めてただした経緯

がありますが、その際、やりとりの結果、短期被保険者

証の交付については改善方について検討してみたいとい

う答弁であったと思います。そこで、改善方はどういう

結果になったのか、経過なのか及び発行件数、どういう

状況になるのかお聞かせください。 

○委員長（中塚佳男君） 飯田収納対策課長。 

○収納対策課長（飯田喜久雄君） それでは、小野寺委

員のご質問にお答えいたします。 

 短期被保険者証交付世帯における執行停止世帯の状況

でございますが、執行停止世帯数が72世帯になってござ

います。上記世帯の被保険者証有効期間別交付内容は、

72世帯中、64世帯が６カ月、あとは８世帯が３カ月とな

ってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 ６カ月、３カ月の区分はどういうこ

とでの区分になっているのか。 

○委員長（中塚佳男君） 飯田収納対策課長。 

○収納対策課長（飯田喜久雄君） 居所不明者等を３カ

月としてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。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」は、認定

すべきものと決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○委員長（中塚佳男君） 起立多数であります。よって、

認定第３号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

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 

○委員長（中塚佳男君） 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」を議題といたしま

す。 

 歳入、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 
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 それでは、採決いたします。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」は、認定すべ

きもの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〕 

○委員長（中塚佳男君） ご異議なしと認めます。よっ

て、認定第４号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

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 

○委員長（中塚佳男君） 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」を議題と

いたします。 

 歳入、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。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」は、

認定すべきもの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〕 

○委員長（中塚佳男君） ご異議なしと認めます。よっ

て、認定第５号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

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 

○委員長（中塚佳男君） 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」を議題といたし

ます。 

 歳入、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。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」は、認定す

べきもの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〕 

○委員長（中塚佳男君） ご異議なしと認めます。よっ

て、認定第６号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

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 

○委員長（中塚佳男君） 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」を議題と

いたします。 

 歳入、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。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」は、

認定すべきもの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〕 

○委員長（中塚佳男君） ご異議なしと認めます。よっ

て、認定第７号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

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 

○委員長（中塚佳男君） 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」を議題といた

します。 

 歳入、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。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」は、認定

すべきものと決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○委員長（中塚佳男君） 起立多数であります。よって、

認定第８号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

認定第９号 平成17年度旧久慈市工業団地造 
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      成事業特別会計歳入歳出決算 

○委員長（中塚佳男君） 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」を議題と

いたします。 

 歳入、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。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」は、

認定すべきもの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〕 

○委員長（中塚佳男君） ご異議なしと認めます。よっ

て、認定第９号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

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 

○委員長（中塚佳男君） 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」を議題とい

たします。 

 歳入、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。 

 31番城内委員。 

○城内仲悦委員 天神堂の梅ヶ丘団地、以前に私は合併

浄化槽を推進したらいかがかという質問をした経緯があ

ったんですが、その際にここは公共下水道で整備します

というお話がたしかあったと思うんですが、あの周辺ま

で大分来ているんですが、梅ヶ丘団地、あるいは市営住

宅がある萩ヶ丘団地の公共下水道の整備計画なり整備計

画年度はどの辺に置いてあるのか、ひとつお聞かせいた

だきたいと思います。 

 もう一つは、あそこには市道が２本しかないんですけ

れども、多くは市道でなく、赤線でもなく、開発法が施

行される前に開発した道路が多々あるわけですけれども、

私はあそこの市道認定を市の側で連檐戸数がある中で早

急にすべきではないかというふうに思ってきているんで

すけれども、どっちが先がいいのか。下水道の整備がな

ってから市道に認定した方がいいのか、市道認定が先の

方がいいのか、どのようにあの地域について考えていら

っしゃるのかお聞かせを願いたいと思います。 

○委員長（中塚佳男君） 鍛治畑下水道課長。 

○下水道課長（鍛治畑百々典君） ただいまの天神堂の

梅ヶ丘の下水道の整備にかかわってのご質問にお答えし

ます。 

 現在この地区は事業の認可区域には編入してございま

すが、工事の方は後年度という予定になってございます。

というのは、現在住宅密集地等を優先しながら整備して

いるわけでございますが、この地区も住宅密集地には変

わりはないわけでございますが、地形等が厳しいという

こともございまして、平地の住宅密集地をまず優先させ

て整備していきたいという考えでございます。 

 それから、２点目の開発時の私道路といいますか、市

道認定されていない道路があるわけでございますが、そ

の道路整備といいますか、下水道整備と市道認定のかか

わりの優先ということでございますが、工事的には下水

道管は下に入るものですから、工事は下水道管が優先さ

れるべきとは考えますが、詳細に整備の手順等を詰めな

がら対応していきたいと思いますので、現時点ではそう

いう考えでおります。 

 以上です。 

○委員長（中塚佳男君） 31番城内委員。 

○城内仲悦委員 後年度の計画に入っているということ

ですが、後年度というのは大体年度でいうと何年ごろに

なるのか。 

 というのは、ご承知のとおり住宅密集地です。道路が

４メートルはあるはずなんです、開発していますから。

だから、市道認定をして、整備をしておかないと、結局

生活をしている方々は、雨水排水についても大分整備を

加えたり、大変な状況になっているので、そういった意

味では確かに未舗装のまま下水道管を入れた方が、舗装

があって、舗装があるところを壊して、また埋めて整備

するよりは安く上がるわけです、要らない費用がかから

ないわけです。 

 そういった意味では下水道計画が何年ごろ計画されて

なるのかというあたりがはっきりすると、地域の方々も

そういった意味では当面砂利敷で我慢するとか、あるい

はそういった点があるわけです。そういった点での地域

住民の方々が、生活している方々がそういっためどなり、

希望が見えるようなあたりを答弁いただきたいんですが、
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お聞かせください。 

○委員長（中塚佳男君） 鍛治畑下水道課長。 

○下水道課長（鍛治畑百々典君） ただいまの整備計画

といいますか、整備を早めるべきというお話でございま

すが、現在汚水処理事業につきましては、住宅密集地で

あって、そして施工が進みやすいという場所を当面考え

ておりまして、その進捗状況を見ながら、認可区域内で

すので、対応してまいりたいと考えているところでござ

いますので、ご理解をよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（中塚佳男君） 31番城内委員。 

○城内仲悦委員 後年度の期間が何年から何年までです

か。後年度といっても、いつのことを指すのかわかりま

せんから、後年度の期間を示して、18年度以降というの

はわかりますよ。そこを示してくださいよ。 

○委員長（中塚佳男君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 汚水整備にかかわっての

ご質問にお答えしますが、この認可拡大は昨年度取得い

たしました、認可いたしました。おおむね５年から７年

をめどにこの認可区域の整備を終了させたいというふう

に考えてございますので、そういうふうなスタンスの中

で整備をしてまいりたいと、かように考えてございます

ので、ご了解願いたいと存じます。 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。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」は、認

定すべきもの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〕 

○委員長（中塚佳男君） ご異議なしと認めます。よっ

て、認定第10号は認定すべきものと決しました。 

 担当部入れかえのため少々時間をお願いします。 

〔説明員入れかえ〕 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

認定第11号 平成17年度旧久慈市水道事業会 

      計決算 

○委員長（中塚佳男君） 次に、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、一括質疑を許

します。 

 31番城内委員。 

○城内仲悦委員 水道決算のたびに未給水地区の解消に

ついて聞いてきているんですが、この年度における解消

地区、そして現時点、この決算時においてどこが残って

いるのかということについてまずお聞かせください。 

○委員長（中塚佳男君） 佐々木水道事業所次長。 

○水道事業所次長（佐々木成人君） 未給水地区の解消

についてお答えいたします。 

 本年度につきましては、久慈市の小久慈町堀内地区を

予定してございます。 

 17年度に新たに解消したところは、枝成沢の山居地区

でございます。６世帯のところ４世帯へ水を配ってござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 31番城内委員。 

○城内仲悦委員 17年度で未給水地区が解消されたのと、

この年度でまだ残っているところはどこですかと聞いた

んです。二つ聞いたんです。 

○委員長（中塚佳男君） 佐々木水道事業所次長。 

○水道事業所次長（佐々木成人君） 広野、碁石が若干

残ってございます。 

 山根と小倉とか、大渡地区が区域外でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 31番城内委員。 

○城内仲悦委員 給水区域内の未給水地区です。17年度

で給水区域内の枝成沢の山居は解消されましたと答弁は

いただきました。しかし、給水区域内に未給水地区があ

るでしょうと。それは現時点でどこが残っているんです

かと。あわせてその解消策について一緒に聞かせてくだ

さい。 

○委員長（中塚佳男君） 佐々木水道事業所次長。 

○水道事業所次長（佐々木成人君） 大変失礼いたしま

した。 

 区域内の未給水地区ということでございますが、先ほ

ど言いました碁石、広野地区、あとは堀内地区というこ

とでございます。堀内地区については18年度行う予定で

ございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 31番城内委員。 

○城内仲悦委員 そうすると、今残っているのは、碁石

と広野地区だけですね。それについては今後どのような

考え方を持っているのかひとつお聞かせいただきたいで

す。 

 それから、久慈市の水について、私、以前から申し上

げているんですが、いわゆるおいしい大変いい水だとい

うのはだれもが承知しています。この活用方法ですが、

確かに市民の皆さんが飲むことは十分いただいているわ
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けですけれども、さらにその水を活用して、今、水自体

は非常に高いものになっています。久慈市の水を熱湯で

殺菌をして、売り出すということは、水道事業所では考

えていないかもしれませんが、何か例えば十和田市の中

で、この間合併して、十和田市の中にも水道事業所があ

って、そこで営業しているところがあるんですが、そう

いった意味では久慈市の水をアピールしていくためにも、

遠島山水系から出る水を久慈市民だけでなくて、多くの

方に供給する形のいわゆる商売としてできないのかとい

う、そういう検討はなされませんか。 

○委員長（中塚佳男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） まず、水道事業所とすれば、市

民の皆様に上水を安定して、安全な状態でお届けすると

いうことが使命であります。そのことはご理解をいただ

きたいと思います。なお、水道として供給した以外に、

さらに残余といいますか、使える水の量にもよると思う

んでありますが、あと水利がどうなっているのかといっ

たこと、それからそういった水を使って、商売をされる

といった方々がどういった形でそのことに取り組むのか

と、いろいろな課題があろうと思いますので、その時点

でいろいろと意見を交わしてまいりたいと考えます。 

○委員長（中塚佳男君） 嵯峨水道事業所長。 

○水道事業所長（嵯峨喜代志君） 未給水地区の給水で

ございますが、我々水道事業所の職員といたしましては、

この未給水地区の解消というのは目標でもあり、理想と

するところでございます。しかし、一方では経営という

ふうな部分でのことも考慮しなければならないと、そう

いうふうな課題もございますので、これまでも大沢地区、

あるいは山居地区、今年度は堀内地区と、逐次未給水エ

リアの給水に努めてきましたが、今後におきましても経

営、その辺を勘案しながら、整備の方向を検討してまい

りたいと存じますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。認定第11号「平成17年度

旧久慈市水道事業会計決算」は、認定すべきものと決す

ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） ご異議なしと認めます。よっ

て、認定第11号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

散会 

○委員長（中塚佳男君） 本日の審査はここまでとし、

以降は来週11日の月曜日に審査を行うことといたした

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〕 

○委員長（中塚佳男君） 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。 

 本日はこれで散会とします。 

 ご苦労さまでございました。 

午後２時37分   散会 
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