
－1－ 

  平成18年６月19日（月曜日）午前10時開議 

 

本日の会議に付した案件 

  議案第１号 平成18年度久慈市一般会計予算 

──────────────────── 

出席委員（38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 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（なし） 

──────────────────── 

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 
(兼)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 
(兼)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（桑田鉄男君） おはようございます。 

 ただいまから予算特別委員会を開きます。 

 当委員会に付託された議案は平成18年度各会計予算

12件であります。 

 この際、お諮りいたします。議案の審査日程は本日

から21日までの３日間となっておりますが、議案別の

審査方法及び審査日程区分については、その都度お諮

りして進めてまいりたいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君） ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

議案第１号 平成18年度久慈市一般会計予算 

○委員長（桑田鉄男君） それでは、付託議案の審査

に入ります。 

 議案第１号「平成18年度久慈市一般会計予算」を議

題といたします。 

 お諮りいたします。第１条の歳入歳出予算について

は款ごとに、他の各条については条ごとに説明を受け

審査を行うことにしたいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君） 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。 

 それでは、第１条歳入歳出予算の審査に入ります。 

 歳入、１款市税、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、第１条歳

入歳出予算について、事項別明細書によりご説明申し

上げます。 

 14ページになります。 

 歳入１款市税について順次ご説明申し上げます。 

 １項市民税でありますが、１目個人は８億8,786万

6,000円を計上。 

 ２目法人は、景気動向並びに各法人の申告状況など

を勘案し、１億9,930万3,000円を計上。 

 市民税は合わせて10億8,716万9,000円を計上いたし

ました。 
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 ２項固定資産税でありますが、１目固定資産税は15

億8,824万2,000円を計上。 

 ２目国有資産等所在市町村交付金及び納付金は６億

9,684万2,000円を計上。 

 固定資産税は合わせて22億8,508万4,000円を計上い

たしました。 

 16ページになります。 

 ３項１目軽自動車税でありますが、各車種別の所有

状況を勘案して、7,233万3,000円を計上。 

 ４項１目市たばこ税でありますが、消費の動向など

を勘案し、２億1,537万6,000円を計上。 

 ５項１目鉱産税でありますが、採掘量の実績などを

勘案して、153万2,000円を計上。 

 ６項１目特別土地保有税でありますが、税制改正に

伴い平成15年度以降新たな課税はしない見込みである

ことから、滞納繰越分10万8,000円を計上。 

 ７項１目入湯税でありますが、入湯客の利用状況を

勘案し、825万円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

 中平委員。 

○中平浩志委員 それでは、市税の２項固定資産税に

関してですけれども、固定資産税、毎年税金がかかる

わけでございますけれども、中心部と周辺部の土地の

価格、評価額というのは差があります。やはりそうい

った差があるということは、今の中心市街地の状況を

見ますと、負担している方々は非常につらい思いをし

ているというふうなことも聞かれております。 

 そういったことを考えれば、この固定資産税の税率、

そういった部分を今の実態に合わせたような形に見直

すことができるかどうか、その点についてお聞かせく

ださい。 

 なおかつ多分見直しも何年かごとに行っていると思

いますけれども、その見直しの年度の間隔もお知らせ

していただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 岩泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） 税率につきましての

質問でございますが、これは久慈市は固定資産税1.5

を使っているわけでございますが、これにつきまして

はやはり当市の財政状況等を勘案すると、これを標準

税率の1.4にするというのは非常に厳しいのかなと思

っております。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 中平委員。 

○中平浩志委員 私が言っているのは税率が云々かん

ぬんではなくて、例えば評価額。例えば中心市街地の

評価額と周辺部の評価額は違うのではないかと。ただ、

今の市内の現状を見れば、これだけ中心市街地が悪い

ということは、やはりきちんともうちょっと見直す機

会があってもいいのかなというふうに思っての趣旨で

ございますので、再度お聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君） 岩泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） 失礼いたしました。

固定資産税の評価につきましてのご質問ということで

ございますが、これにつきましてはご承知のとおり３

年に１回の見直しということでございまして、近年は

平成15年に評価替えをし、さらに今度18年度において

評価替えをしているところでございます。 

 そこで、中心市街地等の下落につきましては、非常

に高いというふうに見ております。パーセンテージで

いいますと二十四、五％とか、そういうふうな状況で

現在は下落の方が非常に多いというふうに考えており

ます。そこで、中心市街地はそういうことで下落傾向

にあるということで見直しをしているところでありま

すし、例えば他の方、例えば長内地区につきましては、

今、商業地域というふうな状況になっていますので、

それの見直し等をしながら、長内地区については税金

の負担を適正にしていただくような見直しをしている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 播磨委員。 

○播磨忠一委員 それでは、17ページの入湯税にかか

わってご質問いたしたいと思いますが、ご案内のとお

り、多額の費用をかけて新山根温泉を改修したわけで

ございますが、それに伴って当然利用客の増、あるい

は入湯税の増を見込んだ予算の計上だと思いますが、

まず利用客の増と入湯税の増をどのくらい見込んだ予

算かについてお伺いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 晴山税務課長。 

○税務課長（晴山聰君） 入湯税の件でございますが、

昨年対比で５％ほど増額で見込んでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 播磨委員。 



－3－ 

○播磨忠一委員 ５％の増を見込んだ予算を計上だと

いうことでございますが、私は５％の増も大切でござ

いますけれども、やはりそれに合わせて大切だという

ことは、こういう施設はもちろん施設の改修、充実も

必要でありますが、それとあわせてやはり利用客の増

加を図るには、ソフト面の充実ということも欠かせな

いわけでございますが、その中には当然でございます

けれども、いわゆる食事の工夫等、あるいは来客に対

する接客のマナーの向上等、あるいは誘客を図るため

のイベント等々、ソフトの充実を図らなければならな

いわけでございますが、その利用客の増を図るための

これらのソフト面の対策についてどのようにお考えに

なっているかお伺いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 新山根温泉の利用客

の向上ということでございますが、それに伴って、入

湯税も増加の傾向に移行するわけでございますが、本

年４月からいわゆる指定管理者制度に移ってございま

す。指定管理者制度には、委託先は新山根温泉振興協

会でございますが、この振興協会と連携を図りながら、

利用客の増につなげてまいりたいというふうなことで、

いろいろそれらの対策をしているわけでございますが、

今、委員さんおっしゃいましたイベントの開催とか、

あるいは食事の提供におけるいろいろな地元の食材の

提供、あるいは接客マナー等々について、職員の資質

の向上に努めてまいりたい、そういうふうに考えてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 たばこ税に関連して何点かお聞かせ

ください。 

 ２億1,500万円という貴重な税金を喫煙者が稼ぎ出

しているというのが実態だと思うんですね。そこで、

私は昨今の喫煙者の扱い方といいますか、極めて差別

的な扱いが多いような気がいたします。例えば久慈市

役所を見たときに、階段の暗い陰に吸う機械を置いて

吸わなきゃならないような状況をつくっている。 

 私は吸わない人間なんですけれども、現在、日本た

ばこ会社が売っているわけですけれども、そういう中

で喫煙する人、しない人いるわけですが、喫煙する人

のきちっとした場所を確保していくのが一つ。ただ、

全体で吸うのは問題だと思う。しかし、吸う人もいる

以上は、やはり階段の隅っこでなくて、やはりきちん

とやっていくのが必要だと思うんです。 

 そういった意味では、もう一方では、今度一般質問

でも提案したとおり、今、保険が適用になったという

ことで、禁煙外来があちこち出始めたと。久慈病院も

私どもがお会いしたときには「検討はします」という

話だったのですが、既に二戸病院はそういう体制にな

りつつあるということを伺っております。そういった

意味では二通り必要だと思うので、市が庁舎内におい

て二通りの対策をきちっととるべきではないかと思う

んですが、その点お聞かせいただきたいと思います。 

 もう１点は、入湯税にかかわって、山根温泉にかか

わって今答弁があったと思うんですが、私もたまには

食事もするんですけれども、例えば料理が出たときに、

山根の温泉に行って、お刺身まで食べたいというふう

に私は思わないんですよね。今答弁あったんだけれど

も、山根の温泉で地産地消といいますか、地域の協力

を得ながら郷土料理を出すのが一番のごちそうではな

いかというふうに思うし、地域の方々の力も発揮して

もらうということにつながっていくのではないかと思

うんですが、指定管理者制度にしたということですか

ら、そういった点の取り組み方も重要ではないかと思

うんですが、その点お聞かせください。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 砂子総務課長。 

○総務課長（砂子勇君） 現在、市の庁舎内におきま

しては簡易集煙機と申しますか、そういった機器によ

って一定の分煙のエリアをつくりながら対応している

という実態にございます。ただいま委員さんからもお

話がございましたとおり、例えばたばこを吸わない方、

いわゆる受動喫煙者の被害といいますか、そういった

健康に及ぼす影響とか、いろいろあるわけでございま

す。 

 そういった意味からいきますと、完全に分離すると

いう考え方が最も望ましいわけではございますけれど

も、現段階で庁舎の補修に要する経費等々を考えた場

合、いきなり対応はとれないというのが実態でござい

ます。他市の施設等の例にありますけれども、完全に

灰皿を外に出すという方法をとっているところもある

ようでございますけれども、これらにつきましては喫

煙者のマナーの向上とあわせながら、その対応策につ

いて今後検討してまいりたいというふうに考えている
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ところでございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 外舘助役。 

○助役（外舘正敏君） 禁煙外来にかかわってのご質

問でありますけれども、さきの一般質問でもご答弁申

し上げておりますが、県立久慈病院側と設置について

は、状況等について意見交換していきたいというふう

に思っていますので、ご了承願います。 

○委員長（桑田鉄男君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 「べっぴんの湯」の

食事にかかわってお答え申し上げます。 

 いわゆる山根地区の地元食材を活用した食事の提供

というふうなことは私どももそのように感じてござい

まして、指定管理者と連携をとりながら取り組んでま

いりたいというふうに考えております。 

○委員長（桑田鉄男君） 田表委員。 

○田表永七委員 １点お伺いいたします。 

 収納率にかかわって、収納体制についてどのように

考えておられるのかという質問であります。収納率

98％以上を計上しているわけです。これはぜひそうあ

りたいと私も願うわけでありますけれども、この収納

率を達成するために、収納体制をどうしいていくかと

いうのが大事ではないかと思うわけです。歳出にも及

ぶ問題ではありますけれども、歳入のところでぜひ基

本的な考え方についてお伺いしておきたい。 

 それは単に集金人をふやせとか、そういう一面的な

ことを私は考えて質問しているわけではありません。

例えば納税貯蓄組合の全市的なあり方、あるいはそれ

とダブるけれども、それとは別に一般市民の納税意識

の向上とか、そういった総合的な観点から収納体制を

考えていくということが必要なのではないかと私は思

うわけであります。基本的な考え方、98％、99％達成

に向けた収納体制についてお伺いしたい。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 岩泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） 総合的な収納体制と

いうことでございますが、今とっている収納体制であ

りますが、職員はご承知のとおり収納するために一生

懸命頑張っているわけでございます。それから、一方、

納税貯蓄組合に対しても旧久慈市、旧山形村、それぞ

れ納税貯蓄組合が組織されて、収納率向上のために日

夜頑張っていただいているところでございます。市と

いたしましては、納税の促進という観点から、チラシ

等も配布するなりしておりますし、また納税貯蓄組合

も同じような形で地域の方々に納税促進をしていただ

いているわけでございます。 

 しからば、収納率が向上しているかということにな

りますが、この経済状況を考えますと、なかなか収納

率が上がらないというのが実態でございます。そこで、

市といたしましては、この向上策として、やはり臨戸

調査、あるいは一般的に電話とか、そういったことを

やりながら、あるいは市役所の方に来てもらって納税

相談をしていただきながら促進をするという形をとっ

ておりますし、納税ができる方でありながら納税しな

い人たちも中にはいるわけでございまして、そうした

人たちに対しては、法にのっとって処分、いわゆる差

し押さえをせざるを得ないというふうな状況で、収納

率の確保を図るということで今頑張っているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 澤里委員。 

○澤里富雄委員 軽自動車税についてでございますけ

れども、社会情勢や燃油の高騰等により、普通車から

軽に乗りかえているということで、軽自動車の売り上

げが伸びている現状があるわけですけれども、予算は

何％の伸びを見たのか、また今後の動向をどのように

とらえているのかお伺いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 晴山税務課長。 

○税務課長（晴山聰君） 軽自動車の件で今お尋ねが

ございました。軽自動車につきましては、前年度対比、

これは旧山形村と合併いたしましてのことでございま

すが、１万5,680台を見込んでございます。これにつ

きましては、前年度対比で0.47％の増となってござい

ます。しかし、原動機付自転車、50cc以下のバイクで

ございますが、これにつきましてはかなり減少してご

ざいます。パーセンテージで申しますと大体５％ほど

前年度対比低くなってございます。かわって軽自動車、

四輪車になりますけれども、1.67％の増加傾向にござ

います。 

 そういったことから今後の見通しについてでござい

ますが、こういった石油価格の高騰等もございまして、

普通自動車から軽自動車へ乗りかえる方々も当然ふえ

てくるのではないかという見込みに立ってございま

す。 

 以上でございます。 
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○委員長（桑田鉄男君） 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 第１点は、老年者控除の廃止や公

的年金等の控除の縮小等々、税制の改正に伴って、市

民税のこれまでの非課税から課税に移行する人が出て

くると思うんですが、その人数、それからそれに伴う

税額はどの程度なのか。それから、経過措置も若干あ

るようですけれども、経過措置の内容についてまずお

聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君） 晴山税務課長。 

○税務課長（晴山聰君） ただいまの税制改正にかか

わっての非課税者から課税になる方々の動向等につい

てでございますが、まず公的年金控除、これが縮小さ

れること。つまり140万円から120万円に引き下げられ

た部分でございますが、この部分についての新たに課

税される方々が405人と推計してございます。その税

額については合わせまして225万3,000円、１人当たり

5,500円程度になってございます。 

 それから、老年者控除の廃止にかかわってでござい

ますが、例えば200万円以下の課税標準額の老人世帯

で見ますと、大体680人ほどが該当になるということ

で、税額で申しますと900万円程度でございます。そ

れから、段階的に申しますと200万円以上700万円以下

が110人、税額で申しますと240万円ほどでございます。

それから、700万円以上の方々につきましては、該当

人数が４人ほどございます。税額で申しますと15万

7,000円、合わせまして1,170万円ほどが廃止に伴って

課税されるということになるというふうに試算してご

ざいます。 

 それから、65歳以上で125万円以下の均等割の非課

税にかかわって段階的に廃止される方々でございます

が、課税対象者を大体470人ほど見込んでございます。

この方々につきましては18年度から３分の２、19年度

が３分１を控除されるということで、18年度につきま

しては大体47万円ほどの税額を予定してございます。 

 あと定率減税にかかわっては、17年度から施行され

ているわけですが、18年度につきましては大体4,915

万円ほど見込んでございます。 

 それから、配偶者の均等割の非課税につきましては、

やはりこれも昨年から引き続き実施されるということ

で、18年度において廃止されたわけですが、その部分

の増額分が400万円程度でございます。合わせまして

税制改正に伴う増額の見込みの合計額で6,700万円程

度の増という形になってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 わかりました。 

 次に、市税にかかわって、集中改革プランによりま

すと、平成18年度から５年間で全体で８億6,400万円

の歳入を確保するんだという計画です。これの超過課

税・法定外税の新設等で６億9,200万円出ていますね。

このうち固定資産税について言えば、経過措置がある

わけですけれども、山形町に限っていえば、0.1％は

経過措置後の税収は700万円程度ということは、さき

の臨時会でお聞きしたわけですが、この６億9,200万

円、これの内訳、内容をお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君） 晴山税務課長。 

○税務課長（晴山聰君） ただいまの超過課税の件で

ございますが、これにつきましてはちょっと手持ちの

資料を持ち合わせてございませんでした。大変申しわ

けありません。資料を取り寄せて、ご答弁申し上げた

いと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 関連して、お調べいただくようで

すので、もう１点、集中改革プラン、財政見通しで地

方税が平成17年度決算見込み37億4,600万円、それで

18年、19年、20年、21年あるわけですけれども、18年

以降の基本的には37億円、17年度決算見込みと多少の

増減はありますけれども、基本的に変わりがないとい

うことが言えるのではないかと。そうすると、先ほど

の６億9,200万円ですか、それとの関係はどうなるの

かということもあわせて、今答弁できればいいんです

が、調べるのであれば、それもあわせて調べて教えて

ください。 

○委員長（桑田鉄男君） 晴山税務課長。 

○税務課長（晴山聰君） ただいまの件につきまして

も資料を取り寄せながらご答弁申し上げたいと思いま

す。 

○委員長（桑田鉄男君） 小野寺委員から質疑のあっ

た超過課税等に関する答弁は保留し、質疑を打ち切り

ます。 

 ２款地方譲与税、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） 18ページになります。 

 ２款地方譲与税、１項所得譲与税でありますが、実
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績見込み、地方財政計画等を勘案し、２億8,618万

2,000円を計上。 

 ２項自動車重量譲与税でありますが、自動車の重量

に応じ国が課税徴収した収入額を道路延長及び面積を

積算基礎として譲与されるもので、実績見込み等を勘

案し、２億1,108万1,000円を計上いたしました。 

 ３項地方道路譲与税でありますが、揮発油に対して

国が課税徴収した収入額を道路延長及び面積を積算基

礎として譲与されるもので、8,001万7,000円を計上い

たしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 ３款利子割交付金、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） ３款利子割交付金、

１項利子割交付金でありますが、県民税利子割の57％

が市町村の個人県民税で案分して交付されるもので、

実績見込み等を勘案し、1,470万7,000円を計上いたし

ました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 ４款配当割交付金、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） ４款配当割交付金、

１項配当割交付金でありますが、県民税配当割の68％

が市町村に交付されるもので、実績見込み等を勘案し、

355万円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金、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） ５款株式等譲渡所得

割交付金、１項株式等譲渡所得割交付金でありますが、

県民税株式等譲渡所得割の68％が市町村に交付される

もので、実績見込み等を勘案し、550万円を計上いた

しました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 ６款地方消費税交付金、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） ６款地方消費税交付

金、１項地方消費税交付金でありますが、地方税法に

より、人口と従業者数を積算根拠として交付されるも

ので、実績見込み等を勘案し、３億9,642万4,000円を

計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 ７款自動車取得税交付金、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） ７款自動車取得税交

付金、１項自動車取得税交付金でありますが、自動車

の取得に際し、県が課税徴収した取得税額に95％を乗

じた額の10分の７に相当する額が市町村の道路延長及

び面積に応じて交付されるもので、実績見込み等を勘

案し、7,290万5,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 ８款地方特例交付金、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） 20ページになります。 

 ８款地方特例交付金、１項地方特例交付金でありま

すが、恒久的な減税に伴う地方税の一部を補てんする

ため交付されるもので、減収見込み額の４分の３から

地方たばこ税の増収分を控除した額とされており、実

績見込み等を勘案し、7,961万6,000円を計上いたしま

した。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 ９款地方交付税、説明を求めます。 

 末﨑総務企画部長。 
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○総務企画部長（末﨑順一君） ９款地方交付税、１

項地方交付税でありますが、実績見込み、地方財政計

画等を勘案し、普通交付税61億4,600万円、特別交付

税９億3,000万円、合わせて70億7,600万円を計上いた

しました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

 戸﨑委員。 

○戸﨑武文委員 地方交付税というのは、今、各自治

体で非常に厳しい状況に置かれているということで、

何かと話題になってくるわけですけれども、今までの

例ですと、年々減額というような形で非常にそのこと

によって、それぞれの自治体の財政運営が厳しいもの

になっているというふうに私はとらえているわけです

けれども、交付税の歳入70億7,600万円という、これ

は前年度比どのような状況でこれぐらいの積算を出し

たのかということ、その根拠をお願いします。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 中居財政課長。 

○財政課長（中居正剛君） 17年度決算見込みで申し

ますと、旧久慈市、旧山形村の交付税総額を足します

と68億2,928万円ほどになってございます。それで、

今度合併したことによりまして、国からの特別交付税、

18年度は２億円、19年度１億4,000万円、20年度7,000

万円、合計で４億1,000万円を見込んでいるところで

ございまして、特別交付税２億円をプラスして70億円

程度の交付税を見込んだものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 菅原政策推進課長。 

○政策推進課長（菅原慶一君） 先ほどの小野寺委員

のご質問を保留しておりましたので、それについてご

答弁申し上げたいと思います。 

 超過課税分につきましては、集中改革プランで６億

9,200万円見ていると。その内容でございますけれど

も、平成17年度から平成21年度までの合計額でござい

ますが、平成17年度につきまして固定資産税の旧久慈

市分、これにつきましては石油備蓄基地の国庫納付金

の振りかえ分を除きました税額の超過税率分、それを

1.5％、当市の税率で割りますと、おおむね約１億600

万円となります。それから、旧久慈市分の法人市民税、

これが3,000万円ほどになります。 

 それで、平成17年度から平成20年度まで、これにつ

きましては超過課税分の影響額というものが単年度１

億3,700万円と試算してございます。それから、平成

21年度は、プラス旧山形村分の超過税率分が600万円

ほど入ってきまして、平成21年度については１億

4,400万円、そういうふうに見ております。それで、

合計しますと、平成17年度から21年度までの超過課税

分としまして６億9,200万円というふうに推計してい

るものでございます。 

 それから、もう一つ、財政見通しにおきまして、歳

入の地方税の見方はどうなのかということでございま

したけれども、集中改革プランにおきまして、地方税

の見込みを平成17年度の決算見込みから地方財政計画、

それらの動き等を勘案してございます。大きなもので

は固定資産税等の動きはございますけれども、おおむ

ね減少傾向にあるだろうと、そういうふうなことでち

ょっと細かい要因も入りますけれども、大きなものと

しては石備等の固定資産税等の動き等、それから地方

財政計画、それらをにらみながら、地方税の動きを推

計したものでございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 戸﨑委員。 

○戸﨑武文委員 交付税の減額阻止に向けて、６団体

並びに恐らく全国市長会等も一生懸命取り組んでおら

れるだろうと思うんですけれども、そのような地方６

団体を含めた交付税の減額阻止についての取り組みは

どのような状況にあるのか、あるいは国の対応はどの

ような形になっているのかという現在の状況を教えて

いただきたい。これは市長の方からお願いします。 

○委員長（桑田鉄男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） ただいまの交付税のことにつ

いてのご質問でありますが、ご指摘のとおり全国市長

会、あるいは地方６団体、協力し合いながら、まずは

交付税の総額確保といったところに取り組みを進めて

いるところでございます。なお、昨今歳入歳出一体改

革の名のもとに、この交付税の抑えに向かっての動き

が急であります。 

 私どもこれに対して主張しているところは、中間的

な支出である交付税を議論する前に、総額・歳出全般

を見詰め直していただきながら、交付税のあり方とい

うものを検討すべきである。中間的な支払いの交付税

のみを抑えるといった議論というのはまことに乱暴な

議論ではないのかと、こういったことで訴えていると
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ころでございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 今の交付税の機能の点については、

過般の一般質問でご答弁いただいたとおりで、そう思

うわけですが、合併の問題で、これは確認の意味です

が、合併後10年間は交付税が保障されるんだという問

題ですが、これは結局10年間は、市村二つが合併した

わけだけれども、計算上は、理論上はそれぞれの単独

の自治体といいますか、そういう前提で積算するとい

う意味だけだと思うんです。そこで、交付税の総額が、

絶対額が10年間保障されるという意味ではない。 

 そういう点では、政府内でも交付税の制度改正がい

ろいろ議論されている。極端な例でいえば、人口割、

面積割に単純化する。係数なんかは取り除くというよ

うな乱暴な議論まで出ている。そういう点では、やは

り合併して10年間は保障されると、それは理論上、計

算上の問題であって、交付税額総額が保障されるとい

うことでは決してないということになるわけですね。 

 そういう点では先ほど答弁あったように交付税の持

つ財源保障、配分機能と同時に総額の確保ということ

が絶対不可欠だと。それがないと、合併させて、２階

に上げて、はしごを外すようなものだということにも

なりかねないと思うので、改めてその点について内容

と構えについてお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） ご指摘のとおりであります。

我々は地方自治体の固有の財源である交付税といった

ものの総額確保について、先ほど申し上げたとおり市

長会、あるいは地方６団体連携しながら、求めてまい

りたいと、このように思っております。 

 また、ただいま合併のことについてもお話がありま

したが、まさに計算式がそのとおりであるということ

で、総額が確保されなければ、当然に全体として減額

されるということであります。また、交付税の国税５

税、もとになるわけでありますが、これらが伸びてい

けば、逆に交付額がふえると、こういった要素もある

わけではありますが、この地方自治体の固有の財源で

あるということを真剣に訴えながら、国の議論を見守

っていきたいし、また注文もしていきたいと、このよ

うに思っております。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 10款交通安全対策特別交付金、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） 10款交通安全対策特

別交付金、１項交通安全対策特別交付金でありますが、

道路交通法の規定により納付される反則金を財源とし

て、交通安全施設の整備に向けて交付されるもので、

実績見込み等を勘案し、610万2,000円を計上いたしま

した。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 11款分担金及び負担金、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） 11款分担金及び負担

金、１項分担金でありますが、１目農林水産業費分担

金に、県営中山間地域総合整備事業分担金171万円を

計上いたしました。 

 ２項負担金でありますが、１目民生費負担金に身体

障害者施設費ほか６件、合わせて２億7,062万2,000円

を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

 城内委員。 

○城内仲悦委員 農林水産業費分担金、今回合併のか

かわりで初めて出てきたようなことだと思うんですが、

ちょっと内容も含めてお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君） 野田口山形総合支所次長。 

○山形総合支所次長（野田口茂君） ご質問いただき

ました県営中山間地域総合整備事業分担金の内容でご

ざいます。これは山形村時代から続けております日野

沢地区の中山間の整備事業でございまして、今年度は

圃場整備の事業を行うに当たりまして、その５％を負

担する部分がございます。この負担部分は受益者とい

うことで農家等になります。それを計上した部分でご

ざいます。今年度の総事業費で申し上げますと3,421

万4,000円ほどでございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 そうすると、全体計画というのは、

いつ事業が終了していくのか。今年の場合、圃場整備

が計画されて、５％の軽減分だという答弁があったん

ですけれども、ちょっと全体計画が見えないんですが、

日野沢の中山間はどういう計画で、内容等も含めて、
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いつ終了する予定なのかお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君） 野田口山形総合支所次長。 

○山形総合支所次長（野田口茂君） これは農家の負

担部分が歳入として入るという部分でございます。そ

れから、事業の年度でございますが、23年で終了する

予定でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 12款使用料及び手数料、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） 12款使用料及び手数

料、１項使用料でありますが、20ページから22ページ

になります。それぞれの各条例に定められた使用料に

ついて実績見込み等を勘案し、合わせて4,842万6,000

円を計上いたしました。 

 ２項手数料でありますが、実績見込み等を勘案し、

合わせて1,900万2,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 13款国庫支出金、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） 24ページになります。 

 13款国庫支出金、１項国庫負担金でありますが、１

目民生費負担金は、国民健康保険基盤安定制度ほか13

件、合わせて12億3,147万4,000円を計上。 

 ２目衛生費負担金は、老人保健事業165万6,000円を

計上。 

 国庫負担金は、合わせて12億3,313万円を計上いた

しました。 

 ２項国庫補助金でありますが、１目総務費補助金は、

市町村合併推進体制整備費補助金2,100万円を計上。 

 ２目民生費補助金は、婦人保護運営対策事業ほか11

件、合わせて4,189万1,000円を計上。 

 ３目衛生費補助金は、汚水処理施設整備交付金ほか

１件、合わせて1,259万2,000円を計上。 

 ４目農林水産業費補助金は、漁港整備事業１億

2,500万円を計上。 

 ５目土木費補助金は、道路新設改良事業ほか３件、

合わせて２億4,089万4,000円を計上。 

 ６目教育費補助金は、就学援助ほか10件、合わせて

4,328万7,000円を計上。 

 26ページになります。 

 国庫補助金は、合わせて４億8,466万4,000円を計上

いたしました。 

 ３項委託金でありますが、１目総務費委託金は、自

衛官募集事務ほか１件、合わせて197万2,000円を計上。 

 ２目民生費委託金は、国民年金事務ほか１件、合わ

せて1,165万5,000円を計上。 

 委託金は、合わせて1,362万7,000円を計上いたしま

した。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

 髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員 それでは、私の質問は本来は歳出

でやるべきかもしれませんけれども、複数の款にまた

がる質問でございますので、13款の市村の合併という

ことに関連して、ここでご質問申し上げます。 

 まず、１点目は、合併後３カ月ちょっと経過してい

るわけでございますけれども、その間、旧山形村で起

きてきたさまざまな混乱というものがあるわけでござ

いますが、この混乱の内容について市長がどの程度ご

理解をしておられるのか。 

 また、一般質問の中でも若干触れておりましたけれ

ども、こういう混乱をある程度回避するために市当局

は旧山形村住民との懇談会を開催して説明責任を果た

すべきではないのかと、このように考えておりますけ

れども、この件は市長にお伺いしたいと思います。 

 それから、２点目は、納税組合の合併による激変緩

和措置にかかわる取り扱いについてでございますけれ

ども、現在納税組合の委託金にかかわる問題というの

は、大変な混乱が続いていることは当局も承知してい

るわけでございまして、組合の合意が得られないまま

に当局の考え方が強引に押し通されようとしているわ

けでございますが、そういう意味でも山形の住民の皆

さんの不満というものは大変大きいものがございます。 

 山形には42の納税組合があるわけでございますが、

そうした中には今回の問題を受けて、納税組合の解散

という、そのような事態にも発展しかねない組合も出

てきております。そのような混乱を何としても回避し

ていかなければならないということで、多少の時間を

かけても、十分に協議を重ねて、円満な解決を図って

いただきたいものだなというふうに思うわけでござい

ますが、当局の考えを伺いたいというふうに思います。 
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○委員長（桑田鉄男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 髙屋敷委員のご質問の趣旨が

具体のものではないので、どの程度お答えしていいの

か、私、迷うところでありますが、新市になりまして、

山形地域においても課題があるということは承知して

いるところであります。ただ、その具体的にご指摘い

ただきませんと、答えようがございません。したがっ

て、そのことについてはまた改めてご質問いただけれ

ばというふうに思います。 

 納税貯蓄組合、納貯の合意が得られないままに進め

られようとしているのではないのかと、こういったこ

とでありますが、ぜひこれはご理解を賜りたいのは、

合併協議において、この納税貯蓄組合のあり方、また

それに対する交付、こういったものは法律で定められ

たもの以外はできないという前提があるわけでありま

す。その中で地域コミュニティの中で納税貯蓄組合が

果たしてきた役割というものを評価しながら、これが

継続しながら、活動ができるような方途というものを

考えていったということでございます。これは合併以

前からそのことについてはいろいろと協議をしてきた

ところでございますので、ぜひご理解を賜りたいと存

じます。 

○委員長（桑田鉄男君） 髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員 複雑な議論にならないようにと思

って、極めて簡単にご質問申し上げたわけでございま

すが、そのような答弁をいただくと、若干複雑な質問

をしなければなりません。 

 合併の個々の混乱についても、できれば私は現場の

方から、支所の方から市長さんの方に上がってきてい

るものだと、上がってきていてほしいなと。そうする

と、一々そのことについてご説明申し上げなくてもわ

かっていただけると、そのような観点でお伺いしたわ

けですが、旧山形村の混乱というものは合併の直後か

らたくさん出てきています。 

 そして、合併の直後でございますので、合併の成果

とか、あるいは合併のいい点というようなことは一つ

も出てこないわけでございますが、具体的に申し上げ

れば、本当に小さな問題。４月６日前後になるわけで

すが、これは山形村に牛乳を小売している小売店が約

二十二、三店舗あるわけですが、その牛乳を小売して

いるお店屋さん18店舗から牛乳が消えてしまったと。

冷蔵庫から牛乳が消えてしまったというようなことも

起こりました。 

 突然起こったものですから、何だろうなということ

でこれを調べたところ、実は給食センターの牛乳の入

札にかかわってのことでございました。それは入札制

度を否定するわけではございませんので、入札制度、

山形も大野の牛乳が入る、これはやむを得ないことか

もしれませんけれども、一つのそういう合併時に新し

い選択をしているときに、そのことが住民とか、ある

いはそういう住民の暮らしにどのような影響を及ぼす

のか、そういうところをどのように考えているんです

かということでご質問したんですが、実は全くそうい

うことは考えていなかったということで、こういうこ

とをしたら何が起こるか。 

 やるという意味はわかるし、やるということの正し

さもわかるんですけれども、それをやった場合にどう

いう影響が出てくるかというところの配慮が全くなさ

れていないで、いわゆる山形村のそういうお店屋さん

の３分の２の方々が大変困ってしまったと、牛乳が売

れなくなってしまったと。そして、それをまた利用し

ている消費者の皆さんも困ってしまったということで、

大変な騒ぎにもなったわけでございます。２週間ほど

で大分落ちついたわけでございますが、それと似たよ

うなことがいろいろと起こっております。 

 会計の事務システムの問題についても、これは一般

質問でも触れましたけれども、これも新市になって、

実は新しく導入したシステムであると。そのシステム

を導入したら、どのような影響が市民の皆さんに出る

のか、こういうことが全く考えられていない。担当し

ている幹部職員もなぜこういうことをするのかわから

ないと、そのようなシステムでございまして、これは

念のために県の方にも問い合わせてみましたけれども、

具体的なシステムの内容については、山形村のやり方

がやはりおかしいということなんですが、実は県でも

同じようなやり方をやっていたということで、この問

題も３カ月になって、やっと解消してきたようでござ

います。 

 ですから、いろいろな問題が起きているんだけれど

も、そういう問題が、会計システムで言えば、今まで

は請求書を出したものが１週間ぐらいで支払いがなさ

れていたのが、現実的に４週間、約１カ月もかかって

しまうと。そういうことで、納入業者の中には、ある

特別なお年寄りの業者等もおりまして、そういう方々
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が実際に生活が脅かされるような事態も出てきている

ということで、これはすべての納入業者がそのような

形で生活が脅かされたというところまで困窮したとい

うわけではないわけでございますけれども、現実に久

慈市民も含めて、山形村民も多くの方々がそのシステ

ムを導入することによって、多大なる迷惑を受けたと。

こういうことがいろいろとあるわけでございます。 

 それから、合併時において言えば、印鑑証明をとり

にいったのに、今までは二、三分で済んだのが30分も

かかったとか、そういう直接合併にかかわる問題、合

併の根本にかかわる問題だけではなくて、かかわらな

いもの、小さな問題も全部含めていろいろな問題があ

まり出てき過ぎた。山形の中にこれなら合併するんじ

ゃなかったというような、こういう雰囲気が充満して

きたわけです。 

 その都度、私はこちらの本庁の方に来て、一つ一つ

の問題についてこれは困ったことだというようなお話

をしたわけでございますけれども、そのうちに私もこ

れは一つ一つに対応していてはどうにもならない。や

はりこれは一つまとめて合併の混乱ということを当局

の方も真剣に考えていただいて、山形村でもそういう

個々のいろいろな問題があったけれども、そういうこ

とに関してはこういうことでしたということで、きち

んと説明責任を果たして、住民のご理解をいただく努

力が必要ではないかと、そのような意味でも一般質問

でご質問申し上げたわけでございまして、そういう意

味で住民との懇談会を開催する意向はないか、そのよ

うなご質問でございました。 

 それから、納税組合についても、実はこれはもう話

し始めたら大変な問題がたくさんあるわけでございま

す。市長は先日の一般質問の中で皆川議員に対する答

弁の中でも、きょうと同じような答弁をされておりま

すけれども、私はあえてすべて承知の上で、実は納税

組合法の問題、法に抵触しているのではないかと。そ

ういう問題はあえて避けてご質問したつもりでござい

まして、何とかいろいろなトラブルが起きているんだ

から、これを解決してほしいと。納税組合の皆さんが

納得するように解決してほしいというような言い方で

とどめたわけでございます。 

 それを一部始終おっしゃれということであれば、言

いますけれども、基本的に合併による激変緩和措置、

納税組合の委託金に関しては、急激な減少があるので、

これについては４年間で激変緩和措置を施しましょう

ということで、市村の合意がなされているわけでござ

います。これについてのとらえ方、市の方でこの激変

緩和措置はこのようにしてやりますよという、そうい

う考え方とそれを受け取った納税組合との間でとらえ

方に大きな隔たりがある。 

 そういうことで、現在もこれは混乱が生じていると

いうことでございまして、法の問題に関して言えば、

いろいろとマスコミ関係等のご批判の的にもなろうか

と、そういう心配もあるということで、当局がかなり

苦労して、激変緩和措置の取り扱いについていろいろ

な形で苦心してやろうとしたのはわかるんですけれど

も、しかし納税組合の皆さんから言わせると、この委

託金にかかわる激変緩和措置、いわゆる差額の、わか

りやすく言えば補てんの部分については、納税組合は

補てんになっていないということでございまして、そ

ういう意味の混乱が続いているんだということでござ

いまして、納税組合42でございますので、いってみれ

ば３世帯から平均でいえば20世帯、大きいところでい

えば100世帯もある納税組合が42組合あるわけでござ

います。 

 これは42組合だけれども、山形3,000人の皆さんに

直接地域、隣組、そういうものに影響する問題でござ

いまして、こういう部分で大きな不満が出てくると、

山形全体に合併に対する不満が出てくるんだと。その

ことは市にとっても、これからの市の行政を行ってい

く上においても大変な障害になるだろうと。ならない

ように何とかしてほしいと、どうですかというふうな

ご質問をしているわけでございまして、再度答弁をお

願いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 納税貯蓄組合法に基づくこと

につきましては、担当の者から詳細に説明させたいと

思います。 

 委員は合併に伴う混乱というふうに表現されており

ます。合併を契機としてシステムが変わったと、この

システム変更に伴う混乱といいますか、そごというも

のが生じたということについては何点か伺っておりま

す。ただ、そのことについては、それぞれ理由があり、

一部既に改善されたものもございます。ただいま牛乳

の小売店のことについては、まだ私、承知しておりま

せんでしたので、後で担当の者から詳細に説明を聞き、
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今後そういったことが生じないようにしてまいりたい

というふうに思っております。 

 そうした中で納税貯蓄組合、法律がございます。こ

れを我々は無視してできないと。ただ、その上に立っ

て地域コミュニティをどのようにしていくのか。地域

コミュニティの中で納税貯蓄組合が果たしてきた役割

といったものを損なうことのないように努力するため

にはどういったことがいいのか。そのために地域コミ

ュニティ振興事業等の活用、こういったことも我々は

提案させていただいているわけであります。困ったか

ら何とかしてくれということではなくて、ともにその

ことに向かって進んでいくその姿勢こそが私は必要だ

と、このように考えておりますので、委員からも適切

なご指導、ご助言を賜りますようにお願いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 岩泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） 納税貯蓄組合法を若

干ご説明申し上げますが、これは第10条の中で、「国

又は地方公共団体は納税貯蓄組合に対して、組合の役

員又は組合員の報酬の支払いに充てるため、補助金を

交付してはならない」というのもありますし、また１

項においては、「組合の事務に必要な使用人の給料、

帳簿書類の購入費、事務所の使用料、その他欠くこと

のできない事務費を補うために交付することができ

る」というような状況になってございまして、これに

のっとって、久慈市におきましてはできなくなったこ

とから委託料にしたところでございます。 

 この納税貯蓄組合につきましては、実は合併協の中

でも当然に説明をしながら、あるいは担当者におきま

しても、実は平成18年１月18日に合同役員会を開催し

てございます。その中で旧山形村の役員たちに対して

も、この件に関しては説明してきたところでございま

すし、またその後におきましても、旧山形村の職員が

そういった説明をしてきたというふうに認識してござ

います。こういったことの混乱等があるということは、

担当の方からも聞いておりますし、今度６月22日にお

きまして、そういったことについての説明会を開催し、

混乱を避けたいというふうに考えておりますので、ご

理解を賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 牛乳の関係でご質問がご

ざいましたので、お答えしたいと思います。 

 実は学校給食との兼ね合いでのお話だと思いますが、

私どもの方で学校給食は地産地消を推進しましょうと

いうことで、その中に含まれております牛乳につきま

しては、今までは奥中山高原農協牛乳、こちらの方の

牛乳を納入していただいていた経過がございます。 

 ただ、地産地消ということで、岩手県牛乳普及協会

の方に働きかけまして、18年度から６割については、

おおのミルク工房というところの牛乳を納入するとい

うような入札結果をいただいております。 

 これらのところで、実は旧山形村内での各小売店舗

に対して、奥中山牛乳の方で供給していた牛乳が滞っ

ていたというような状態は承知しておりますが、これ

については、たまたま奥中山牛乳と各商店との契約と

いうふうな取り扱いかなというふうに考えております。

ただ、これについては供給されないという実態もござ

いましたので、できるだけおおのゆめ牛乳の方にそれ

を各商店の方に配達するようにという依頼はしてござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 髙屋敷委員に申し上げます

が、質問の要旨を整理されまして、簡潔にお願いした

いと思います。 

 髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員 中身を一つ一つ説明していると、

本当に時間がかかるので、かからないようにと思って、

お話ししているわけですが、やはりいろいろな村の混

乱というものが市長には全く届いていないようでござ

いますね。したがって、一般質問のときと同じような

答弁が返ってきているわけですが、部長さんは納税組

合の問題は現実的にどういう問題が起きているかとい

うことは承知しておりますよね。 

 別に法律がどうのこうのということではなくて、あ

るいは納税組合の委託金が減額になるから、それが悪

いとか、そういうことではなくて、お金が減るから何

かの方法でよこしてくれとか、そういうことではない

んです。２月に納税組合の組合長さん会議に市村の担

当課長さんが来て説明したわけです。ですから、その

時点で説明の内容については、納税組合はわかりまし

たと。減額になるのは大変なことだけれども、そうい

う激変緩和措置ということであるのであれば、これは

理解しますと、その時点では理解しているわけです。 

 ところが、それから１カ月たたないうちに合併した
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わけですけれども、合併したらどうも話しした、約束

した、説明会でお話しした資料も具体的にあるわけで

すが、そういう中身が全く違うではないかということ

で、納税組合の皆さんが騒ぎ始めたということなんで

す。 

 ですから、市長さんが言うように、こういう法律が

あって、こういう法律に基づいているから正しいんだ

とか、そういう次元の話ではなくて、実際に当局が説

明したことと実際にやろうとしている中身にお互いの

理解に大きな隔たりがあって、そこの部分で今大きく

混乱しているわけです。 

 ですから、そういうものについて、こういう混乱は

10年も20年も後を引くような大きな混乱になってしま

うので、これを何とか円満に解決をする手だてはない

か、そういう手だてを考えてほしいということの質問

だったわけでございますので、その辺のところを部長

さんは多分認識しておられると思うので、その経緯に

ついて実はこうだったという話をここでしていただき

たい。そうすると、市長さんもわかっていただけると。 

○委員長（桑田鉄男君） 晴山税務課長。 

○税務課長（晴山聰君） それでは、経過について、

当時私が担当してございました。私の方からご答弁を

申し上げたいと思います。 

 １月18日だったと思いますが、旧山形村納税貯蓄組

合連合会と久慈市の連合会の合同役員会を開催いたし

ました。その中で久慈市が今までやってきた委託の業

務等々、その説明もいたしました。それから、合併に

当たって、どういうところが変わるかということの説

明もいたしました。 

 そういった中でこれまで山形村で交付されてきた補

助金、それが委託料に変わることによって、今、委員

がお話しのとおり差額が生じてまいる。その差額につ

いては、ただいま部長が答弁したとおり、補助金とい

う形で出せないものであると。その部分については、

別途違う形で補てんするといいますか、出しましょう

ということで、これは両市村の拡大幹事会でも話され

た結論でございます。 

 その部分について、地域コミュニティ、その当時は

要綱等がまだ定まっておりませんでした。どういった

形で使われるかというのはまだ決まっておりませんで

したが、税務課から補助金を出すということではなく

て、別のルートからそういった手当てをするというこ

とでの話を申し上げまして、そういった中で補助金と

いう形で出す場合には、当然住民側の負担が生じてく

るわけです。その負担については、納税組合の方に委

託する委託料、そういった部分をうまく利用しながら

お使いいただきたいと。そういうふうな内容のことで、

その合同役員会ではご説明申し上げたところでござい

ます。 

 それを受けて、また当時の山形村税務課の方の職員

の方でもって、各地区の納税組合の方々にるる説明を

したというふうには聞いてございますが、ただその過

程の中でどういうふうな内容の資料を出したか、そう

いったもの等については当方では承知していない状況

でございました。というのは、まだ合併前でございま

したので、山形村の税務課の方にその辺についてはお

願いを申し上げて、そのような形で進めるものという

ふうに私どもは考えておりました。そういった経過で

ございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員 わかりました。ここは歳入のとこ

ろでございますので、細かいどういう資料が出たかと

いう話はしません。歳出の方にいきましたら、一つ一

つ改めてやらせていただきます。了解しました。 

○委員長（桑田鉄男君） 戸﨑委員。 

○戸﨑武文委員 これは恐らく今年度になって出てき

たものだと思うんですが、この間の常任委員会でも検

討したんですが、25ページの節は社会福祉のところな

んですが、障害者自立支援給付費２分の１として１億

1,535万円ということで、歳入に入ってくるというこ

とだと思うんですが、これは恐らく給付を受ける人が

ふえてくれば、これからいきますと、恐らくもっとも

っとふえていくだろうと。逆に減れば、減るだろうと

いうふうに私は受けとめるわけですけれども、この１

億1,535万円の積算はどのような中身で出てきたのか

ということ。 

 それから、これは質問ではないんですが、今、髙屋

敷委員がいろいろと述べましたけれども、個々具体的

にはここでは言いませんが、山形の住民の中には合併

のために不満がかなり出てきているということは私か

らも一言だけつけ加えておきます。これは質問ではあ

りません。 

○委員長（桑田鉄男君） 佐々木健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（佐々木信蔵君） 障害者の補助関係

のご質問でございます。委員お話のとおり、利用者が

ふえれば当然ながらふえると、減れば減ると。予算で

ございますので、これから実績に合わせて補正も出て

くる場合もございます。 

 あと、積算根拠でございますが、実は総額で４億

6,000万円ほど、項目はかなりの項目に上ります。今

までやってきた障害者の事務事業の実績等を勘案しな

がら、こういうふうな予算を組んだところでございま

すので、ご理解をお願いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 戸﨑委員。 

○戸﨑武文委員 わかりました。これについては恐ら

く今度出る、あるいは出た法律ですから、住民に周知

徹底していかなければ、せっかくできた法律でも利用

できないという状態があるだろうと思います。周知の

仕方をどのように考えているのか、あるいは利用者が

どんどんふえれば、市の財政、支出の方も多くなるか

ら、あまり消極的な考え方にならないようにひとつそ

の周知の仕方についてお願いします。 

○委員長（桑田鉄男君） 佐々木健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐々木信蔵君） 障害者自立支援法

の新しく制定された部分の周知の関係でございますが、

久慈市内には障害者が二千百数十人ほどおります。知

的、身体、精神でございます。施設に入っている方も

ございますが、施設に関しては、施設の方でも説明を

するわけですが、在宅の方すべて含めて、福祉の方で

ある程度の把握をしておりますので、そういう人たち

には説明をしながら調査、あるいは今後どのように変

わるといった部分については説明をしているところで

ございます。台帳がありますので、それで相談に来な

いという方についても連絡をとりながら説明をしてい

るところでございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 大上委員。 

○大上精一委員 私は合併して大変ありがたいなとい

うところが一つ見えてきましたので、お話をしたいと

思うんですが、民生費補助金の中の街路灯の整備事業

ということで予算化されて、都市計画のところでござ

いますけれども、予算化されているようでございます

が、ここについては臨時会でしたか、前にもちょっと

お話を伺っていたわけでございますけれども、もう少

し詳細にお願いしたいということでございます。 

 これはどこの地域においても、市であっても、村で

あっても、ご理解をいただいて、防犯の意味で整備し

てきたわけでありますし、個人負担においても我が地

域においては１戸当たり１年に3,000円というような

額で頑張っていたわけでありますけれども、何か市の

方では２分の１の補助といったような感じのお話を自

治会長からお聞きしていたわけでありますので、もう

少し詳細にお願いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 大上委員に申し上げます。

今、審議しておりますのは国庫支出金でございます。

今の大上委員の質問は恐らく街路灯のことだと思いま

すので、歳出の方で審議なされるべきと思いますので、

ご了解をいただきたいと思います。 

 質疑を打ち切ります。 

 14款県支出金、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） 26ページ中ほどにな

ります。 

 14款県支出金、１項県負担金でありますが、１目民

生費負担金は、民生委員推せん会ほか10件、合わせて

４億3,005万3,000円を計上。 

 ２目衛生費負担金は、老人保健事業165万6,000円を

計上。 

 県負担金は合わせて４億3,170万9,000円を計上いた

しました。 

 ２項県補助金でありますが、１目総務費補助金は、

交通指導員設置費ほか２件、合わせて１億417万3,000

円を計上。 

 ２目民生費補助金は、障害者ホームヘルパー事業ほ

か26件、合わせて１億1,256万6,000円を計上。 

 28ページになります。 

 ３目衛生費補助金は、精神障害者小規模作業所運営

事業ほか３件、合わせて1,885万3,000円を計上。 

 ４目労働費補助金は、出稼相談所事業238万円を計

上。 

 ５目農林水産業費補助金は、農業委員会委員手当分

ほか27件、合わせて３億869万3,000円を計上。 

 30ページになります。 

 ６目土木費補助金は、下水道事業債償還基金費補助

金ほか２件、合わせて1,258万4,000円を計上。 

 ７目商工費補助金は、石油貯蔵施設立地対策等交付

金ほか１件、合わせて３億3,538万1,000円を計上。 

 ８目教育費補助金は、校内ＬＡＮ整備事業ほか２件、
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合わせて946万7,000円を計上。 

 県補助金は、合わせて９億409万7,000円を計上いた

しました。 

 ３項委託金でありますが、１目総務費委託金は、人

口動態調査ほか９件、合わせて5,494万9,000円を計上。 

 ２目民生費委託金は、社会福祉統計２万円を計上。 

 ３目農林水産業費委託金は、家畜伝染病予防事務費

ほか１件、合わせて４万9,000円を計上。 

 ４目商工費委託金は、自然公園施設管理費ほか１件、

合わせて194万6,000円を計上。 

 ５目土木費委託金は、河川障害物除去業務ほか６件、

合わせて511万9,000円を計上。 

 ６目消防費委託金は、水門管理221万5,000円を計上。 

 ７目教育費委託金は、スクーリングサポートネット

ワーク事業委託費ほか４件、合わせて514万円を計上。 

 32ページになります。 

 委託金は、合わせて6,943万8,000円を計上いたしま

した。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

 戸﨑委員。 

○戸﨑武文委員 先ほど自立支援の関係でお伺いした

んですが、県からの補助はこれに対してはないわけで

すか、１点。 

○委員長（桑田鉄男君） 佐々木健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐々木信蔵君） 県補助金が自立支

援の絡みであるかどうかということでございます。29

ページの県補助金、知的とか身体とかありますが、こ

れらが県補助でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 土木費の委託金ですが、河川障害物

除去に関連するんですけれども、これはぜひ県にも要

請をしていただきたいんですが、多分これは草刈りと

か、そういった意味での県からの委託金だと思うんで

すが、以前からこの点は要望もしてきているんですけ

れども、河川の堤防の勾配がいいところと悪いところ

と極端なんです。 

 地域で草刈り等に出るわけですけれども、その際に

非常に危険な箇所があると。何年か前はそういった危

険な箇所を勾配を緩くする工事を県の河川課の方でや

ってきた経緯があるんですけれども、そういった点で

単純に委託料をもらってやることはいいんですけれど

も、実際やるのは市民の皆さんが出て草刈り等してい

るわけです。そういった中で当然草刈り機を使わない

と、短時間でできないと。そうしますと、露で滑った

り、そういうことも実際あるんですね。 

 そういった意味で草刈りをしやすい勾配、県ではず

っと見ていますとちゃんとやっているところがあるん

です。急勾配になっているところがあるので、そうい

ったところを点検しながら、全部やれというのではな

くて、そういった危険な箇所をぜひ勾配をちょうどい

い勾配に合わせた形の工事をしてほしいというふうに

思いますので、その点お聞かせいただきたいと思いま

す。 

 もう一つは、県補助金の６目の土木費補助金の２節

の総合補助ですが、ひとにやさしい公園トイレ整備事

業で400万円で２分の１ですから800万円の仕事なんで

すけれども、トイレ設置の場所とか、その内容につい

てお聞かせください。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 堤防の勾配の問題とい

うふうにとらまえましたんですが、確かに場所によっ

ては堤防の勾配がやせて、急勾配な箇所も見受けられ

るところもございます。これについては、これまでも

県の方にいろいろお願いしながら、堤防の勾配の確保

については要請しているところでございますので、今

後につきましてもそのような点検をいたしながら、県

の方に要請してまいりたいと、このように考えてござ

います。 

 ひとにやさしい公園のトイレ整備でございますが、

今年度の設置予定箇所は、久慈湊児童公園を予定して

いるところでございます。当該公園は50年代前半にコ

ンクリートブロックで築造されて、かなり古い、老朽

化が進んでいるというふうなこと等もございます。そ

れと湊地区が下水道が供用開始されました。そのこと

を受けて、設置してまいりたいというふうに考えてご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 今、部長から要請していきたいとい

う答弁がありました。これはぜひ草刈りはたしか市民

課の方だと思うんですが、担当も回って、現場をきち

んと確認して、箇所をやはりやっていかないと、一般
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的な問題ではないので、個々場所がありますら、一回

目は終わったわけですけれども、もう一回草刈りがあ

るわけですから、そういった意味では一緒に、あの地

域は５時からが一番早いんですけれども、多少早起き

になりますけれども、その時間帯に来てもらって、実

態を見てもらって、具体的にやっていかないと、ここ

数年やっていないんですね。 

 だから、県も予算をそんなに持っていないと思うん

だけれども、しかしないわけではないというふうに思

うので、そういう点で担当者、市民課あるいは建設部

のどなたか出て、現場を確認していただきたいという

ふうに思うんですが、その点についてお聞かせくださ

い。 

○委員長（桑田鉄男君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 堤防につきましては、

市道としても利用されている部分もございますし、委

員おっしゃったように、清掃の時点での課題もござい

ますし、箇所によってはすぐ対応できる部分、あるい

は程度によってはどのような事業費がかかるのか、そ

の辺も検討しなければならないかと思うんですが、再

度県の方にお願いしてまいりたいと、かように考えて

ございますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 15款財産収入、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） 32ページになります。 

 15款財産収入、１項財産運用収入でありますが、１

目財産貸付収入は、教員住宅使用料ほか６件、合わせ

て1,179万円を計上。 

 ２目利子及び配当金は、財政調整基金利子ほか18件、

合わせて232万6,000円を計上。 

 財産運用収入は、合わせて1,411万6,000円を計上い

たしました。 

 ２項財産売払収入は、立木売払収入ほか２件、合わ

せて7,011万6,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

 小倉委員。 

○小倉建一委員 33ページの土地売り払いについてお

伺いします。7,000万円の予算が計上になっておりま

すが、この内容についてお伺いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 土地売払収入であり

ますが、これは川崎町の旧専売公社跡地の売り払いを

予定しているものであります。面積は1,023平方メー

トルございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 小倉委員。 

○小倉建一委員 それでは、今の専売公社跡地の関係

の坪単価をお願いしますとともに、あわせてこういう

遊休地の処分につきましては計画的にやっていくとい

うことでございましたが、合併後の遊休地の処分計画

等をお伺いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 価格でありますが、

概算で計上しておりまして、全体で7,000万円を計上

しているものであります。この計上の単価は平米で６

万8,400円ほどとなりますが、処分に際しては不動産

評価の鑑定をし、財産評価委員会に諮問して決定する

ものとなってございますので、ご理解いただきたいと

思います。 

 遊休地の処分計画ということでございますが、財政

が厳しい環境にございますので、これを積極的に有効

活用という観点もございまして進めなければなりませ

んが、具体的にこのように処分するというところまで

はまだ至っておりませんので、ご理解いただきたいと

思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 播磨委員。 

○播磨忠一委員 それでは、財産収入にかかわって１

点お伺いしますが、久慈物産市場の株式会社の配当の

件でございますけれども、大型店の相次ぐ出店進出等

により、そのために市場の売り上げが非常に減少した

ことによって、市場のテナントの出店、あるいは出店

している方々の高齢化等により、一時期非常に市場の

経営が厳しいというようなことを伺った時期もありま

すけれども、現在経営状況はどのようになっているか

について、まずお伺いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 物産市場の経営状況

についてお答えを申し上げたいと思います。 

 平成17年度の売り上げでございますが、青果物等の

売り上げにつきましては、取り扱いが伸びている状況

でございますが、ただ単価等の面、それから油等の高

騰によりまして、収益率は97％だというふうに伺って
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いるところでございます。ご指摘のありました経営等

いろいろ抱えている状況がございまして、物産市場に

おきましては、それらに対応すべく、いろいろ内部で

検討していると、こういうふうに伺っているところで

ございます。 

 なお、株式配当でございますが、前年は1.5％でご

ざいましたが、今年は収益率が先ほどの状況で若干落

ちまして0.7％の配当ということで、苦しいながらも

配当を出せたと、こういう経営状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 播磨委員。 

○播磨忠一委員 ５％程度の売り上げの伸びであるけ

れども、いわゆる諸経費等の高騰で利益率が下がって

いるというようなご答弁をいただきましたわけでござ

います。また、あわせて経営改善にもいろいろ努力を

しているということでございますが、それは非常に大

切なことでございますけれども、私も経営改善のこと

で若干ご質問したいわけでございますが、よく市場を

利用している方とか、あるいはたまに観光に来た方々

からよく聞くわけでございますけれども、いろいろな

問題があるようでございますけれども、やはり市場内

においての商品構成といいますか、商品、品物の不足

とか、あるいは配置等々の問題、あるいは価格の設定

の問題であるとか、あるいは接客マナー等の問題で、

すべて消費者のニーズに100％こたえるというのは当

然無理なわけでございますけれども、やはりそれらに

向かっての改善ということが非常に大切ではないかな

と思うわけでございます。 

 特にキャッチフレーズといたしましては、「市民の

台所」というようなキャッチフレーズのもとに経営を

しているわけでございますが、その割には地場の産品

が少ないとかというようなこと等を聞くわけでござい

ますが、それでこれらの詳細の経営指導については、

当然行政でできる部分とできない部分があるわけでご

ざいますけれども、私は一つの方法といたしまして、

これらのことを市場の方から聞いて、その専門である

例えば商工会議所とか、商工会議所を通じて店舗設計

であるとか、コンサルタントの方々から指導して、や

はり生き生きとした市場の経営を目指していくべきだ

と思いますが、そのお考えについてお伺いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 物産市場につきまし

ては、市がその３分の１の株を所有しているところで

ございまして、私がそこのところの取締役として任命

を受けているところでございます。ただいまのような

ご指摘がそれぞれあるところでございます。市民の台

所と言われながら、地場産品が少ないというふうな状

況でございますが、設立した当初は地場産品を扱う部

分が相当多かったわけでございますが、ご案内のよう

に最近は非常に産直がふえているというふうな状況が

ございまして、多少流通経路が変わってきている部分

もございます。 

 そういった時代の変化に対応した経営戦略というの

は必要になるわけでございますので、ただいまの点を

含めまして、コンサルの活用等含め、物産市場の経営

陣のところにお話を申し上げたいと、このように思い

ます。 

○委員長（桑田鉄男君） 下斗米委員。 

○下斗米一男委員 ちょっととっぴな質問をさせてい

ただきます。 

 今の株式配当金のところにマスコミ関係機関がござ

います。自治体がマスコミの株を持つということに、

私は疑念を持つんですが、従前からそういうシステム

で計上されていると思いますが、いわゆる報道の自由

によって、自治体と報道機関は敵対し、ままあるわけ

です。そういう関係でいくと、私は株を保有するとい

うのは解せないんですが、ご回答をお願いします。 

○委員長（桑田鉄男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） この趣旨と申します

か、そういった面におきましては、例えばこの節につ

きましては、地方公共団体は投資及び出資ができると

いうことになっております。したがいまして、地方公

共団体が利殖を図る目的で投資することもございます

し、あるいはまた積立金の運用の目的のために、株と

いったものに証券化するということも考えられるとい

うことになっております。 

 ただ、公益上の必要性、そういったものから共同し

て事業を行う場合とか、あるいは財政援助の目的等、

いろいろ理由があって、それぞれ株を持つということ

も考えられるわけでありますが、この公共放送につき

ましては、公共放送の役割というもの等も勘案しなが

ら、当時購入しているものと理解をしているところで

ございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 下斗米委員。 
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○下斗米一男委員 公共放送とか、報道ですから、そ

れ自体は結構なんです。ならば、例えばＮＨＫだとか、

もっとある意味では一番大事な公共機関、そういった

ところとの関連が出てきていないですね、市民に対し

て提供されていない。ある意味では公共機関といえど

も、営利を目的とする会社には変わりないわけです。

今のご時世であれば、私はむしろ地元の企業に、ある

いは地元の久慈市民にこの部分を配分して、活力を与

えるべきだと、そう思いますが、再度、これは幹部の

方のご答弁をお願いします。 

○委員長（桑田鉄男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 報道等に対する株式の関係で

ありますけれども、恐らく当時これらの企業が設立さ

れていく中で、やはり県内にも複数の電波放送企業で

あるとか、あるいは古くから活字を媒体とするそうい

った報道機関、そういったものの充実が恐らく県民レ

ベル全域で渇望があったものだというふうに理解しま

す。 

 そういったところから、何とか例えば電波メディア

であれば、第２局、第３局をつくっていこうといった

動きの中に、恐らく各自治体もその設立のために出資

していったものだろうと、このように思っています。 

 こういったところに出資するぐらいならば、地元の

企業にということでありますけれども、行政が果たす

べき役割等々をよくよく勘案しなければならない観点

だろうと、このように思っておりまして、私自身はこ

ういった公共放送、公的な報道機関は公の責務を一部

担っているわけでありますので、そういったところに

ついて株式を保有するということについては私自身は

違和感を持っていないところであります。 

○委員長（桑田鉄男君） 小倉委員。 

○小倉建一委員 先ほどの播磨委員の久慈物産市場の

関係にかかわってですが、私もこの市場には収益を上

げていただきまして、配当金ももっと入るようにとい

う考えからでございますが、31％を市で株保有してい

るということでしたが、多分山内市長も大株主かなと、

このように思っておりましたが、社長としてはどちら

の社長になっているのか、特に久慈市長としてか、あ

るいは個人としての社長の形になっているのかお伺い

したいと思いますが。 

○委員長（桑田鉄男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） どちらの立場でということで

はとらえておりません。ただ、経緯を見ますと、やは

り市の立場でなっているのかなと、こういう気はいた

します。というのは、合併前のその前の市長さんも、

当時は社長をやっておられました。私は取締役の一人

ということでありました。その後、改選等がございま

して、私が旧久慈市長に就任した際に、取締役会等が

開かれて、その中で社長にということで決定いたしま

した。ただ、個人株主の立場なのか市長の立場かと言

われますと、明言はできませんが、恐らく市長の立場

でということだろうと思っております。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 16款寄附金、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） 34ページになります。 

 16款寄附金、１項寄附金でありますが、１目一般寄

附金に500万円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 17款繰入金、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） 17款繰入金、１項基

金繰入金でありますが、１目財政調整基金繰入金は、

財源調整見込みにより３億7,500万円を計上。 

 ２目市債管理基金繰入金は、財源対策債等の償還に

向けて２億1,896万4,000円を計上。 

 ３目畜産総合対策基金繰入金から５目ふるさと活性

化創造基金繰入金まで、それぞれ事業の財源に充当す

るため繰入金を計上。 

 基金繰入金は、合わせて６億2,507万2,000円を計上

いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

 田表委員。 

○田表永七委員 １点お伺いいたします。 

 五つの基金から繰り入れられるという予算になって

いるわけですけれども、この繰り出し、それぞれここ

に計上されている繰出後のそれぞれの基金の残高をお

願いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 中居財政課長。 

○財政課長（中居正剛君） 財政調整基金については、
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17年度末で８億1,255万円ございまして、それから３

億7,500万円を取り崩しまして、４億3,535万円となる

ものでございます。 

 次に、市債管理基金については、17年度末で３億

4,924万円からこの２億1,896万4,000円を取り崩しま

して、１億3,027万6,000円になるものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 田表委員。 

○田表永七委員 五つについてお伺いしたいんですけ

れども。 

○委員長（桑田鉄男君） 野田口山形総合支所次長。 

○山形総合支所次長（野田口茂君） ３番目にござい

ます畜産総合対策基金の分でございますが、17年３月

末で１万円の残になると想定しております。 

○委員長（桑田鉄男君） 佐々木健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐々木信蔵君） 長寿と健康のまち

づくり基金でございますが、6,827万1,000円が17年度

末で、今回崩しまして5,588万1,000円というふうな見

込みを立てているところでございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） すみませんが、ふる

さと活性化創造基金繰入金につきましては、少しお時

間をいただきたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 18款繰越金、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） 18款繰越金、１項繰

越金でありますが、前年度繰越金１億3,000万円を計

上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 19款諸収入、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） 19款諸収入、１項延

滞金、加算金及び過料は、市税延滞金ほか１件、合わ

せて200万1,000円を計上。 

 ２項市預金利子は、実績を勘案し、歳計現金の預金

利子１万5,000円を計上。 

 ３項貸付金元利収入は、消費者救済資金貸付金ほか

７件、合わせて２億5,746万2,000円を計上。 

 36ページから38ページになります。 

 ４項雑入は、市税滞納処分収入ほか50件、合わせて

３億3,057万9,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

 中平委員。 

○中平浩志委員 中小企業の貸し付けですけれども、

これは前にも一般質問等でお話ししたことがあるんで

すけれども、市内の金融業者、特に景気が回復したと

いうことで、金利の方も高くなってきております。実

際問題市内の中小零細企業、基本的に中小企業等には

従業員100人以上規模の会社なようですけれども、そ

れから見れば、市内の業者というのは零細企業になり

ます。零細企業が、いざ例えば市内の金融業者からお

金を融資してもらいたいとなれば、金利は高いと。な

おかつ担保をとりながら、保証協会をつけるわけです。 

 私もよく話はするんですけれども、保証協会自体を

何でつけなければならないんだと。保証協会自体は税

金で賄っているだろうと。やはり担保をとって、保証

協会をつけて、なおかつ金利を高くするということは、

今の我々住んでいる地元の企業にすれば、非常に厳し

いことだというふうに実感しているんです。やはりそ

ういった部分を考えれば、中小企業融資対策資金制度、

いろいろな意味でもっと活用できるような宣伝、また

ＰＲの仕方、なおかつ市内の金融業者に対するもっと

貸し出ししやすいような働きかけといいますか、融資

の働きかけをしていただきたいなというふうに思って

おりますけれども、その点について考えをお聞かせく

ださい。 

○委員長（桑田鉄男君） 久慈商工観光課長。 

○商工観光課長（久慈正俊君） ただいまの中小企業

融資対策についてでございますが、市の方といたしま

しては、現在、年間２億1,000万円の預け入れをしま

して、10倍までの融資ということで活用していただい

ているところでございます。保証協会、利子補給を市

の方で行いまして、またもう一つ、今回４月からでご

ざいますが、県の方の制度活用、県北・沿岸振興対策

として出ました融資制度に対しましても、市の利率相

当分までを補助するという形でご提案しているもので

ございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 播磨委員。 
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○播磨忠一委員 それでは、雑入にかかわって、学校

給食についてお伺いいたしますが、旧久慈市において

は、学校給食費の納入状況が悪いといいますか、いわ

ゆる未納者が多いということで、議会でもこれまでい

ろいろ議論してきたところでありますが、そこでお伺

いいたしますが、旧久慈市と旧山形村との17年度にお

ける納入の状況についてまずお伺いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 17年度の給食費の関係で

ございますが、現年度分につきまして、これは５月31

日現在のところでの数値でございますが、現年度分に

つきましては、収納額が１億8,920万2,262円というこ

とで、未納額が174万円というふうになっております。

また、滞納分につきましては、収納額が221万1,978円、

未納額が1,008万4,675円でございましたけれども、こ

れのうち不納欠損として処理いたしましたのは325万

4,840円、そうしますと18年度への繰越額といたしま

して682万9,835円というふうな数値になっております。

なお、旧山形分につきましては100％納入というふう

に承知しております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 播磨委員。 

○播磨忠一委員 収納状況についてはわかりましたけ

れども、そこでお伺いしたいわけですが、未納分と合

わせて現年度の予算に計上された２億600万円の予算

が収納できる見込みであるかどうかということとあわ

せて、山形では100％ということになっていますけれ

ども、久慈の場合は振り込みで納入していただいてい

るわけでございますが、山形はどのような納入方法で

納入されているのか。違う場合には、将来的にはそれ

を一元化するのかについてお伺いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） まず、振り込みの方法か

らお答えしたいと思いますが、振り込みの方法につき

ましては、久慈の場合は口座振替の制度も導入いたし

ましたし、直接払いという制度も導入してございます。

その２制度を併用しております。それから、旧山形村

部分につきましては、直接納入払いというふうな制度

というふうに承知しておりますが、これにつきまして

は口座振替というのも活用できる方途を講じてまいり

たいというふうに考えております。 

 いずれにいたしましても、滞納が生じないように、

現年度徴収については一生懸命努力してまいりたいと

いうふうに考えておりますし、あわせて滞納分につき

ましては、できるだけ納入していただくように、これ

は日夜働きかけてまいりたいと、このように考えおり

ます。 

 それから、久慈の給食費の内訳でございますけれど

も、旧久慈市分につきましては、滞納分含めまして１

億8,906万6,000円が２億606万8,000円の内訳というふ

うにご承知おき願いたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 石渡委員。 

○石渡高雄委員 36ページ、37ページの市税滞納処分

収入のところでお聞きしたいんですけれども、特に旧

山形村は小さい村でして、なかなか滞納処分というの

をやれないような状態、私が知る限りではやってこな

かったように認識しております。ただ、先ほど部長さ

んの答弁の中でもいろいろ厳しく対応していきたいと

いう話がございました。これまで久慈市として取り組

んできた滞納処分に対する処分例というか、どういう

形で取り組んできたのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 飯田収納対策課長。 

○収納対策課長（飯田喜久雄君） 今お尋ねの件でご

ざいますが、納付相談、国保、一般ともでございます

が、７月、10月、１月にやってございます。あとは久

慈市に住所を有さない者の実情調査ということで、そ

ちらの方も行ってございます。 

 あと文書によって催告を７回ばかり行ってございま

す。６月、８月、11月、12月、１月、２月、３月でご

ざいます。その延べ件数は１万7,100件ばかり文書催

告をしているところです。 

 あと滞納処分として、預金調査をしてございます。

あと差し押さえ、所得税の還付金、預金、売掛金等、

あと不動産の差し押さえもやってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 石渡委員。 

○石渡高雄委員 実際差し押さえとか、どれくらいが

あったかわかりませんけれども、やはり納税意識の高

揚を図ったり、あるいは公平という目から見ますと、

このごろ他市町村においても結構厳しい対応、国保税

を含めた滞納者に対する厳しい処分で臨んでいるよう

に感じております。今後やはりいろいろな納税意識か

ら、納税組合の必要性とか、いろいろなものをかんが
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みても、強い取り組み姿勢というのが必要ではないか

と思うんですが、事情というのを考えつつも、そうい

う差し押さえとか、私は厳しく臨むべきだと思ってお

りますが、基本的にそこら辺はどのようでしょうか、

お伺いします。 

○委員長（桑田鉄男君） 岩泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） 滞納処分について厳

しくということのご提案でございますが、実は久慈市

の平成18年度に繰り越すべき滞納額ということでお知

らせしたいと思いますが、普通税につきましては３億

4,800万円ほどございます。そのほかに国民健康保険

税が４億2,400万円というふうに18年度に繰り越しす

べき額がございます。 

 先ほど課長の方から説明しているとおり、いろいろ

手だてをしているわけでございますが、ただ我々とい

たしましては、滞納処分が目的ではないわけでござい

ます。要するに自主納税してもらうのが最大の市民に

対する願いというふうに思っております。そういった

ことを考えて、基本的にはそういったことを考えなが

ら、どうしても資金がありながら納税してもらえない

という方をやはり滞納処分をせざるを得ないというふ

うな状況で考えてございます。そういった状況で我々

は対応したいというふうに考えています。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 戸﨑委員。 

○戸﨑武文委員 １点、先ほど部長の方から学校給食

費にかかわって、不納欠損にしたという話があったわ

けですけれども、不納欠損とした根拠といいますか、

全然見込みがないというのは、どのような状態でその

ように判断したのかということ。 

○委員長（桑田鉄男君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 不納欠損の処理の方法と

いうか、理由だと思いますが、その理由につきまして

は、５点ほどありまして、延べ39人の方になりました。

一つは死亡、それから低収入、生活困窮、三つ目が生

活保護受給ということになったこと、転出、居所不明、

こういうふうな理由によって不納欠損処理をしており

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 11節の公演等入場料ですが、今回は

合併によって、アンバーホールとおらほーるの二つの

施設があるわけですけれども、911万円の予算を見て

いるわけですが、それぞれの予定額、それと公演を幾

つ計画して、それぞれキャパが1,300と山形は800か

700、その辺だと思うんですが、それぞれどの程度の

入場者数を見込んでの予算措置なのかお聞かせくださ

い。 

○委員長（桑田鉄男君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 自主事業の関連で公演収

入ということになろうかと思います。アンバーホール

につきましては、10の事業を自主事業として予定して

ございます。これにつきまして911万円ほどの収入を

見込んでおりますが、おらほーるの事業につきまして

は無料で実施するというのが予定されていまして、芸

術鑑賞、旧村民劇場、それから両ホールで共通して行

います県の青少年劇場等でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 末﨑総務企画部長、保留中の答弁を先にお願いしま

す。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 先ほど留保いたして

おりましたふるさと活性化創造基金繰入金の取り崩し

後の額についてお伝えいたします。 

 平成18年３月末におきまして5,213万7,554円でござ

いまして、今回予算で1,800万円を取り崩しますので、

取り崩した後は3,413万7,500…… 

〔発言する者あり〕 

○総務企画部長（末﨑順一君） 大変失礼いたしまし

た。平成18年３月末での額が5,213万7,554円でござい

ましたので、今回1,800万円を取り崩しをいたしまし

て、3,413万7,554円となります。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 20款市債、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） 38ページ中ほどにな

ります。 

 20款市債、１項市債でありますが、歳出予算に計上

いたしました各事業のうち適債事業について、さらに

国の地方財政対策を受けての減収補てん分及び臨時財

政対策分について、それぞれ市債を発行しようとする

もので、合わせて21億6,870万円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 この際、昼食のため休憩いたします。 

 再開は午後１時といたします。 

午後０時04分   休憩 

──────────────────── 

午後１時00分   再開 

○委員長（桑田鉄男君） 休憩前に引き続き委員会を

開きます。 

 歳出予算の審査に入ります。 

 まず、給与費明細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、最初に各

般にわたります給与費等について、給与費明細書によ

りご説明申し上げます。 

 110ページになります。 

 初めに、特別職でありますが、本年度の欄になりま

す。 

 長等は３人で、給与費3,385万7,000円、共済費

1,173万5,000円、合わせて4,559万2,000円を計上。 

 議員は39人で、給与費１億7,707万9,000円、共済費

1,814万3,000円、合わせて１億9,522万2,000円を計上。 

 その他の特別職は1,748人で、給与費２億1,177万

2,000円、共済費875万9,000円、合わせて２億2,053万

1,000円を計上。特別職全体で４億6,134万5,000円を

計上いたしました。 

 次に、一般職でありますが、111ページの一般職、

(1)の総括をごらん願います。 

 職員数は386人で、給与費は24億941万2,000円、共

済費８億2,004万3,000円、合わせて32億2,945万5,000

円を計上いたしました。 

 職員手当の内訳につきましては、その下の一覧表の

とおりとなっておりますので、ごらん願います。 

 (2)給料及び職員手当の状況につきましては、112ペ

ージから114ページのとおりであります。これは職員

の給与水準をあらわしたものでありまして、職員１人

当たりの給与のほか、初任給、級別職員数、昇給、期

末・勤勉手当等につきまして、それぞれの表に示して

ございますので、ごらんいただきたいと思います。 

 以上で給与費明細書の説明を終わります。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 １款議会費、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、前に戻っ

ていただきまして、42ページになります。 

 １款議会費、１項議会費でありますが、１目議会費

に議員報酬ほか17件、２億6,326万2,000円を計上いた

しました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 ２款総務費、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） ２款総務費、１項総

務管理費でありますが、１目一般管理費は、特別職報

酬等審議会員報酬ほか49件、11億887万6,000円を計上。 

 44ページになります。 

 ２目文書広報費は、広報委員報酬ほか６件、2,949

万9,000円を計上。 

 ３目財政管理費は、財政管理事務経費50万円を計上。 

 46ページになります。 

 ４目会計管理費は618万6,000円を計上。 

 ５目財産管理費は１億4,340万3,000円を計上。 

 ６目企画費は２億3,475万3,000円を計上。主な事業

といたしましては、新市の総合計画を策定する総合計

画策定事業費810万円、山形町における地域振興に関

し調査審議する地域まちづくり委員会事業費63万円。 

 49ページになります。 

 町内会や地域づくり団体等の活動を支援する地域コ

ミュニティ振興事業費補助金1,800万円などでありま

す。 

 ７目支所費は、各支所の維持管理費72万6,000円を

計上。 

 ８目交通安全対策費は、交通指導員活動経費ほか８

件、1,050万2,000円を計上。 

 ９目諸費は、消費者行政推進事務経費ほか23件、

3,444万6,000円を計上。 

 総務管理費は、合わせて15億6,889万1,000円を計上

いたしました。 

 50ページになります。 

 ２項徴税費でありますが、１目税務総務費は、固定
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資産評価員報酬ほか８件、１億9,922万9,000円を計上。 

 ２目賦課徴収費は、専門集金員報酬ほか８件、

4,559万9,000円を計上。 

 徴税費は、合わせて２億4,482万8,000円を計上いた

しました。 

 ３項戸籍住民基本台帳費でありますが、１目戸籍住

民基本台帳費に職員給与費ほか７件、１億3,343万

2,000円を計上。 

 52ページになります。 

 ４項選挙費でありますが、１目選挙管理委員会費は、

選挙管理委員会委員報酬ほか５件、1,407万7,000円を

計上。 

 ２目選挙啓発費は54万6,000円を計上。 

 ３目市議会議員選挙費は1,395万9,000円を計上。 

 ４目県知事及び県議会議員選挙費は2,486万9,000円

を計上。 

 ５目農業委員会委員選挙費は956万1,000円を計上。 

 54ページになります。 

 ６目久慈市土地改良区総代選挙費は125万9,000円を

計上。 

 選挙費は、合わせて6,427万1,000円を計上いたしま

した。 

 ５項統計調査費でありますが、１目統計調査総務費

は1,517万円を計上。 

 ２目指定統計費は211万6,000円を計上。 

 統計調査費は、合わせて1,728万6,000円を計上いた

しました。 

 ６項監査委員費でありますが、１目監査委員費に

2,400万5,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

 小倉委員。 

○小倉建一委員 43ページについて２点にわたって質

問いたしますが、まず１点目は、旧久慈市の場合の去

年17年３月現在で長期に休んでいる職員でありますが、

４名ということでありましたが、現在の１カ月以上継

続して休んでいる職員の数と原因についてお伺いしま

す。 

 もう１点は、国際交流についてお伺いしますが、旧

久慈市ではアメリカのフランクリン市、そしてリトア

ニアのクライペダ市と２市との姉妹都市提携を結んで

きたわけですが、今後どのような方向で進むのかお伺

いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 砂子総務課長。 

○総務課長（砂子勇君） まず、職員の病気休暇に伴

います休暇の状況でございますけれども、17年度末の

状況で５名となってございます。そのうちメンタル面

と申しますか、そういったのが要因と思われる職員が

４名でございます。 

 それから、国際交流についてでございますけれども、

国際交流につきましては、姉妹都市を提携しておりま

す２市と交流を継続しているところでございますけれ

ども、フランクリン市につきましては、英語指導教師

の招聘事業等を実施しているところでございますし、

クライペダ市につきましては、現在そういった人的交

流には至っていないところでございますが、書簡の相

互の交換とか、そういった部分等々を踏まえながら継

続して交流を続けているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 小倉委員。 

○小倉建一委員 再度国際交流についてお伺いします

が、この２市と継続してやっているということなわけ

ですが、新市になってからはやはり相手の意向を聞く

なり、聞くというか、継続したいということで進める

なりということでの再協議の必要はないのかというこ

とをお伺いします。 

○委員長（桑田鉄男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 旧久慈市における姉

妹都市交流との継続しての契約といいますか、そうい

うものは必要でないかということでありますが、実は

新市合併発足に当たりまして、さまざまな書簡のやり

とりをしておりますが、その書簡の中で継続して取り

組もうということで合意しているところでございます

ので、そういう形で取り組んでいるところでございま

す。ご理解をお願いします。 

○委員長（桑田鉄男君） 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 ３点お聞かせいただきます。 

 第１点は、小規模工事等の契約の登録制度ですね、

これの現在の状況と今後の対応についてお聞かせいた

だきたいのが第１点。 

 それから、第２点は、ただいまお話がありました職

員の健康管理の問題であります。メンタル面といいま

すか、そういうものが原因と思われる者が４名という

ことでございますが、管理職に求められる要素はいろ
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いろあると思うんですが、私は求められる要素の一つ

に、部下の職員が働きやすいような環境整備、気持ち

よく働けるような条件整備、これをやはり心がける、

整える。これも幹部職員の重要な要素の一つであろう

というふうに思うんです。 

 そこで、そういう中で今年度から成果主義を導入す

るということで、私は公務労働には、民間もそうです

よ、なかなかなじまないということが言えるのではな

いか。例えば先行している自治体の例を見ますと、福

祉関係のことでいいますと、財政効率、経費節減、福

祉関係でやはり人とお金はかかるんですよ。これを何

とかしようとすれば、サービスを削るか、新たな負担

を求めるかということにならざるを得ない。こういう

点でやはり本来自治体の持っている使命、役割を果た

すということにはならないのではないかという疑念を

持つわけです。 

 もう一つは、成果主義の導入は、職場の協力、協同

の関係を阻害する。ぶっちゃけた話、隣の人が失敗す

れば、自分の評価が上がると、そういう関係につなが

るわけです。これでは発揮すべき協力、協同の関係が

むしろ阻害されるのではないかということ。 

 そして、これは一昨年からですか、久慈市で導入さ

れているグループ制、これの導入とも相反することに

なるのではないか。グループ制の導入もいろいろ評価

はあるんでしょうが、成果主義とは全く相反すること

になるのではないかというふうに思うんですけれども、

これについていかがでしょう、お聞かせをいただきた

い。 

 ３点目は、過般の一般質問でも触れましたけれども、

評価制度の問題です。外部の評価制度、18年度から本

格的に実施するということですが、街なか再生はその

対象にする考えはないというご答弁でしたけれども、

評価制度を全部が全部やるわけではないですよね。や

はりやる以上は、評価が分かれているとか、あるいは

見通しに確たる展望が持てないとかいう場合に対象に

するべきではないのかなというふうに私は考えるわけ

ですが、外部評価制度の対象にする判断基準、どうい

う判断基準でおやりになるのかお聞かせをいただきた

い。 

 以上３点。 

○委員長（桑田鉄男君） 中居財政課長。 

○財政課長（中居正剛君） 小規模工事にかかわって

の登録業者数でございますが、18年４月現在で42業者

となっております。主なものは、大工工事で９業者、

建具工事で６業者というふうな状況でございます。そ

れで、今の登録の有効期限は19年３月31日までの２年

間ということで登録をお願いしているものでございま

して、その登録に当たっての周知の方法といたしまし

ては、市のホームページで周知している、そういう状

況でございます。次回については19年４月１日から２

年間の登録ということで行う予定にしてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 砂子総務課長。 

○総務課長（砂子勇君） ご質問いただきました２点

目でございます。 

 まず、そのうち健康管理等々にかかわる部分でござ

いますが、管理職の果たす役割は非常に大きいものが

あるととらえているところでございます。この点等か

らも管理職が対象となり得る職員研修、または部課長

会議等を通じまして、その所属する職員の健康管理に

は十分注意するような点等について、啓発を図ってい

るところでございます。 

 次に、成果主義の導入に関します点でございますけ

れども、昨年の人事院勧告に基づきます給与構造改革

の中で、この点が取り上げられたわけでございますけ

れども、そういった中にありまして、厳密な意味での

運用につきましては、これから若干当市としても検討

を要する部分があるという観点で現在検討を進めてい

る段階でございますが、その中にあって、職員が努力

した点を評価すると、努力した部分を認めるという考

え方についてはやはり基本となるべきものがあるとい

うふうな点が勧告された部分でもございますので、そ

ういった部分をとらえながら、今後その方法等につい

ては検討していき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（桑田鉄男君） 菅原政策推進課長。 

○政策推進課長（菅原慶一君） 評価制度についてご

質問いただきましたけれども、新久慈市におきまして、

行政評価制度を18年度本格導入するということになっ

てございます。 

 それで、委員がおっしゃいました外部評価について

やる以上は、政策面に当然反映されなければならない

し、有効に活用しなければならないわけですけれども、
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手前どもで行政評価を考えている際には、３段階ござ

いまして、事務事業評価、施策評価、政策評価という

ふうな３ランクに考えてございます。それで、外部評

価の導入を検討しておりますのは、政策評価の部分で

ございます。 

 それと、委員おっしゃいました一般質問の際にも市

長の方からご答弁申し上げましたが、まちづくり事業

等の大プロジェクトに係る事前評価についてでござい

ますけれども、政策面についての外部評価の導入につ

きましては、答弁申し上げましたように、結果といい

ますか、その成果についてを評価に付したいと。した

がいまして、事前評価をする考え方はないということ

でございます。 

 それから、外部評価の方法でございますけれども、

最近はどこの地方公共団体も外部評価について導入し

ている自治体がふえてございます。ただ、外部評価の

方法につきましては、いわゆる知識経験者等のグルー

プといいますか、そういうふうな方々から評価しても

らうやり方とか、住民アンケート、そういうふうなも

ので政策を地元の人から評価していただくやり方とか、

方法は多々ございます。手前どもで考えておりますの

は、政策評価の部分の住民からの評価、それで特定人

物の評価ではなくて、できれば住民アンケート等を用

いた外部評価をやってはどうかというふうに考えてい

るものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 成果主義の問題で、職員の努力の

ことが出ましたけれども、いわゆる評価はどういうふ

うになるかわかりませんけれども、例えば３段階であ

ればＡ、Ｂ、Ｃランクとか、等しく努力をしたという

ことであれば、みんなＡランクになるという絶対評価

といいますか、そういうシステムなのか、それともそ

れぞれ頑張ったんだけれども、枠が３割、３割あって、

それは相対評価というんですか、どちらの評価方式を

とるのか。相対評価だと、努力してもならんと。努力

しても報われないなということで、意欲をそぐ危険性

もなきにしもあらずだというふうに思うんですが、い

かがですか。 

○委員長（桑田鉄男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 評価の方法でありま

すが、これは相対性の評価ということで考えていると

ころであります。ただし、報われないことのないよう

な形でやらなければいけない。つまりそれによって、

他の努力をしている方の意欲をそぐということのない

ような形に考えていかなければならないと思っており

ます。 

○委員長（桑田鉄男君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 今の点の答弁ですが、成果主義賃金

は既に民間が導入しているわけです。それで、一つ出

ているのは、労働者の８割が賃下げになっているんで

すよ、相対性ですから。それから、30代で頭打ちです。

年功給付だとずっと上がっていくんですけれども、成

果主義は30代でもうそれ以上上がりません。それから、

このアンケートでは５割が12時間を超える超勤。まさ

にこういう状況が民間で起きていますし、もう一つは、

岩手県教育委員会が教職員の成果主義賃金導入につい

て90数％が反対だということから見送ったんですよね。 

 だから、そういった意味でいえば、少なくとも久慈

市だって職員のアンケートぐらいとって、導入に賛成

なのか反対なのか含めてとってみるべきではないです

か。やはりそういう公の場に導入するということにつ

いては極めて問題だということで指摘を今もしたわけ

ですけれども、そういう点で私はきちんと職員が何を

考えているのかという状況も踏まえながら対応すべき

だと思うんですが、その点お聞かせいただきたいと思

います。 

 それから、先ほど病気で休職している方が５名いら

っしゃるということでした。実は休職しているのが５

名、メンタル面で４人だと。私はそのほかにも実際そ

れに近いというか、そういう状況の方も見受けられる

と。そういった面での市としての対応といいますか、

どのような具体的に改善を図ろうとしているのかお聞

かせいただきたいし、成果主義賃金が導入されれば、

さらにそういう病休の方がふえるのではないかという

ことが予想されるんですけれども、その点はどうお考

えなのかお聞かせいただきたい。 

 それから、路線バスの運行事業に関連してちょっと

お伺いしたいんですが、現実は例えば枝成沢の場合は、

津内口から出てきて、羽黒山で終わりなんですよね。

あそこでおろして、市民バスが空で戻ってくるという

状況があります。各地で100円出せば回れる、盛岡市

内もありますし、路線の関係でどうなるのかわかりま

せんが、ああいった有機的な例えば夏井から中崎を回
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って、枝成沢を回るとか、そういったお年寄りが100

円出せば久慈まで行けるとか、そういう有機的な地域

と地域をつなぐような路線のあり方、これは工夫でき

ないのかなと私はいつも思っているんですけれども、

津内口から来て、羽黒山でおろされて、ぐるっと回っ

てくるのを待つということ。 

 しかも、停留所には待合室もないし、雨が降ったと

きは大変な状況になるという、そういう乗る人を大事

にしないというか、その辺のことを考えられないのか。

これはＪＲとの関係があるのかもしれませんけれども、

そういった有機的な足の確保ができないのかお聞かせ

をいただきたいというふうに思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 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

主義の件でございますけれども、実際の評価の方法等、

いわゆる運用面につきましてはまだ確立していないと

いうのが当市においては現状でございまして、今後は

他市の状況、あるいは先進事例等を参考にしながら検

討していきたいというものでございます。 

 それから、病気休暇にかかわりまして、メンタル面

でございますけれども、現在当市で健康管理の面から

行っております事例は、パンフレットとか小冊子の配

布、あるいは該当者といいますか、そういった方に対

する面談、あるいは主治医からの相談等含めた対応を

行っているところでございます。 

 また、先ほどご答弁申し上げましたように、職員の

健康管理につきましては、所属長の果たす役割が非常

に大きいものですから、そういった面におきまして、

超過勤務が偏らないようにとか、そういった仕事上の

対応につきまして十分配慮するというような考え方の

取り組みを行っているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 髙栁まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（髙栁利久君） ただいまの路

線バスについてのご質問にお答えいたします。 

 枝成沢の待合室の件でございますが、今までも路線

バスが待機して、考慮していたところでございます。

また、巡回バスについてでございますが、現在先進地

であります雫石、前沢町等を視察しております。今年

度予定しております久慈市バス交通対策委員会でそ

の辺を総合的に検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 この成果主義賃金の導入について、

人勧が出たからという話でありますけれども、岩手県

教育委員会は90数％の反対があって導入を見送ったと

いうことがあるわけです。したがって、同じ公務員で

す。あっちは教員です、こっちは地方自治体です。同

じ地方公務員ですけれども、そういった意味でいえば、

少なくとも労働組合との協議はあるでしょうけれども、

職員のアンケートをきちんととって、やった上で検討

すべきだと思うんですが、再度その点をお聞かせいた

だきたいと思います。 

 路線バスの件で、今、巡回バスも含めて検討してい

きたいという答弁があったところですけれども、100

円とか、そういった定額で目的が達成できる状況が生

まれれば、特に高齢者等の足の確保につながるという

ふうに思うので、ぜひそれは先進地の視察をするとい

うことでありましたから、実現方お願いしたいと思い

ますので、その点は強く要請しておきたいと思います

が、再度今の点お聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） まず、成果主義につ

いてでございますけれども、これは同じことになりま

すが、人事院勧告等を踏まえて、それにのっとってや

るということが私どもの使命だと思っております。た

だ、その目的とするものをたがえるようなやり方では

まずい。職員につきましては、職員組合等とも協議を

して、進めてまいりたいと思っております。 

 それから、市営バスといいますか、それらのことで

ございますが、総合的な交通対策がどうあるべきか、

これから検討委員会の方で詰めてまいりますので、ご

理解願います。 

○委員長（桑田鉄男君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 考え方について若干市長にお伺いし

ておきたいと思うんですが、今、小泉政権が終わろう

としていますけれども、この５年間に格差社会が進行

したと私は思っているんですが、その根底には新自由

主義という、そういう路線があるというふうに物の本

には書いてありますし、報道でもあります。 

 例えば経済ジャーナリストの荻原さんという方はこ

ういうふうに言っています。小泉さんや竹中さんたち

が言うグローバルスタンダードという言葉は、例えば
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ライオンのおりも、シマウマのおりも、トラのおりも、

牛のおりもすべて取り払ってしまうということだとい

うことを象徴的に言っているわけです。 

 そういった意味でいえば、地方自治体を預かる者と

して、この考え方の問題というのは極めて重大だとい

うふうに思っているわけです。本当の意味で住民が幸

せ、市長が言う「人輝く自治体」をつくっていく上で

は、この新自由主義路線というのは極めて弊害だとい

うふうに思うので、そういった意味では各地で見直し

をされてきております。特に世界的にいえば、中南米

ではアメリカ一辺倒から既に自主的にみずからの国の

行方を選挙で選んだという状況も生まれております。 

 そういった意味で本当にこの問題はしっかりと考え

なければいけない課題だと思っているところですけれ

ども、地方自治体を預かる長として、そういうことに

ついてどういう認識をお持ちなのかお聞かせいただけ

ればありがたいです。よろしくお願いします。 

○委員長（桑田鉄男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） ただいまご指摘の新自由主義

路線なるもの、私はどういった定義で使われているの

か承知しておりません。したがって、小泉云々、ある

いは竹中云々といったことについては論評できるもの

を持っておりません。 

 しかし、一方、やはり政策、施策の目的といったも

のについては、自由競争の原理が優先されるべき点も

ありましょうし、あるいは別の観点、例えば福祉等々

については、これは全くの競争原理で行えるというも

のではないわけであります。しかし、そういった中に

あって、しからばすべて行政が手当て、措置していく

ことなのか。そこに市民の参画の対応の仕方はないの

か、こういったことについて十分に意見を交わしなが

ら検証していくものだろうと、このように思っており

ます。 

 私どもの究極の目的は、市民満足度の向上でありま

す。市民の満足度を向上させる意味においては、いろ

いろな方法があろうかと思いますが、そこに住まいす

る人々が一つの事業をなし遂げるという達成感を得る

ことも大きな一つの要素だというふうに思っておりま

す。したがいまして、行政、地域住民、まさに市民と

協働の中で、こういった達成感を得ながら、満足度向

上を図ってまいりたいと、このように思っております。 

○委員長（桑田鉄男君） 髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員 それでは、歳出でございますので、

先ほど歳入でいろいろ聞いたわけでございますが、細

部にわたって若干お伺いしたいと思います。 

 市長からは先ほどの答弁の中で山形で起きている混

乱については承知していないというようなお話があっ

たわけでございますが、私は非常に残念なことだなと。

合併して間もない、この１年、合併した山形という小

さな地域がどのような状態で今の現状にあるのかとい

うことは、やはり市政の担当者としてきちっと理解し

ておいていただかなければならないことだと。 

 しかしながら、そうでないということで、私も山形

住民の一人として、大変このことは残念に思っており

ます。したがいまして、そういう意味ではそういう混

乱を認識していないということでございますので、先

ほど私は住民との懇談会について開催して、説明責任

を果たしたらどうかというふうにお伺いしたわけでご

ざいますが、この件については撤回させていただきた

いというふうに思います。 

 それから、先ほどの納税組合の問題でございますけ

れども、市民生活部長さんに現状を知っているでしょ

うということで、税務課長さんからお答えをいただき

ました。具体的にどういうことが問題点になっている

のかということなんですが、そのことについても実は

問題点をはっきりしていただけなかったということで

ございますので、私の方から問題点がどういうことで

あるか明白にお知らせしたいというふうに思っていま

す。 

 私が今手にしておりますのは、平成18年、今年の２

月に行われました山形地区42納税組合の組合長さんを

集めて開かれた市の説明会の資料でございます。この

資料が組合長の皆さんに配られて、この内容が説明さ

れたわけです。 

 この真ん中のところに基金支払い予定額、要するに

激変緩和措置を講じますよという、市村の合併に基づ

いて、この激変緩和、いわゆる納税委託金のほかに大

幅に今までと比べて委託金が減るので、この減る分に

ついてはこのような措置をしますよというくだりなん

ですね。 

 ここでは基金支払い予定額、この基金というのはコ

ミュニティ基金のことです。コミュニティ事業そのも

ののことです。基金支払い予定額、平成18年度交付額

とあります。そして、42の組合の組合の名前がありま
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して、その18年度と19年度、20年度、21年度、この４

年間にわたって各組合に金額が示されて、幾らずつ交

付しますよと。交付です。そういう表現を使っていま

す。そして、その隣には、納税組合への総支給額、予

定額というふうにあります。そして、ここにもやはり

18年度の交付額は幾らになりますよと、交付額という

表現を使っています。こういうことで説明をしたんで

すね。 

 これを受けて、納税組合長さんたちは、この差額の

分については、こういう形でお金という具体的な形で

補てんされるんだと、そういうふうに理解したわけで

す。それで、その説明会は一応基本的には市が掲げて

いる委託金のあり方、そういうものには理解しましょ

うと。しかし、４年間の激変緩和措置をやっていただ

けるのであれば納得しましょうということで、納税組

合は納得したんです。 

 ところが、それから１カ月もたたないうちに、実際

に合併になってしまった。補てんされるはずのものが、

実は内容が違っていたと。どのように違っていたかと

いうことなんです。納税組合の方はあくまでも不足額

が補てんされると思っていた。ところが、市の言い分

を聞いてみると、コミュニティ事業、山形分の1,000

万円という枠を持っているコミュニティ事業です。今

回の議会に条例案が出ているわけです。条例案はまだ

決まっていないわけでございますが、２月の時点で

内々にそういうふうな方向で要綱をつくってやってい

くということなわけです。 

 このコミュニティ事業の中で、ソフトは３分の２補

助しますよ。ハードについては２分の１補助しますよ。

したがって、その中で納税組合さんが事業をやってく

ださいと。それが当局が考えている補てんだというふ

うに説明しているんです、現在も。 

 しかし、これは納税組合にとっては非常に納得のい

かないものだということで、この点で整理して考える

と、当局は事業を起こさせて、事業の負担金が出る、

その負担金を差額の補てんだというふうに言っている

わけです。ところが、負担金というのはあくまでも負

担金であって、それが激変緩和措置の差額の補てんに

はならないというのが納税組合の主張なんです。 

 これはどう考えても、私は理屈的にいえば、納税組

合の団体の皆さんが言っている方が理屈的にはわかり

やすい、正しいというふうに思っています。恐らく私

の予想でいえば、今回の納税組合の委託金については、

きっと法的ないろいろな抵触する部分があるというよ

うなことで、何とかして当局としてはそれを補てんし

てあげたいものだなと苦心して考えた結果が、コミュ

ニティ事業の中で事業をやることによって負担金を求

めると、結果的にはそういうことなんです。事業をや

って、補助金を出しましょうと、そういうことで差額

の問題を解決しようとしたんですね。ところが、納税

組合はそうでない。それが３月に開かれた納税組合長

さんの会議の中でも問題になって紛糾したということ

でございます。 

 したがって、そういう意味から当局の苦労もわから

ないわけではない。何とか法に抵触しないような形で、

約束した激変緩和措置というものを実現したいと。そ

ういう気持ちはわからないわけではないんですが、現

実には補てんになっていない。逆にむしろ負担を強い

るような形、負担金ですから、負担を強いるような形

になっているんだということで、法に抵触しない方法

であるならば、そういう方法でなくても、まだいろい

ろ考えられるのではないか。 

 具体的にいえば、例えばコミュニティ事業はコミュ

ニティ事業として、一つの目的を持った一つの有意義

な事業でございます。それの中に納税組合の差額を補

てんする、あるいは事業を起こしてもらうというよう

なものを入れるのではなくて、これは合併の際の市村

の合意でございます。私はこれは別枠として、合併特

例交付金でもいいから、そういう項目を新たに起こし

て、９月の定例会にでも補正ではっきりとこれは差額

のための激変緩和措置ですよということを銘打って、

はっきりして、そのような対応をした方がいいのでは

ないか。 

 そうすると、納税組合は納得するでしょうし、ある

いはコミュニティ事業もそういうふうないろいろな煩

雑な複雑な仕組みがなくなって、すっきりとした形で、

市長が考えておられるような、当初の目的、ねらいと

いうものが実現されていくのではないか。だから、方

法をもう少し考えてはどうかと。今のままで今回の議

会を通っていったら、コミュニティ事業の要綱ももう

案ができているでしょうから、その中にのっかってや

らざるを得なくなってしまうんですね。 

 ですから、私は今の混乱を本当に重大な問題と考え

ておりますので、どうか当局におかれましては、この
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点をしっかりと問題点等をもう一度精査をして、とら

え直して、そして本当にみんなが納得できるような方

法で市村の合意というものが実現、対応してほしいな

と、このように思っているわけでございますが、この

点についてご答弁をお願いします。 

○委員長（桑田鉄男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 私から、冒頭に触れられまし

た委員の表現によりますと、山形についての混乱を承

知していなかったという点についてお答えいたします

が、先ほど私が答弁申し上げたのは、例とすれば、言

葉では出さなかったんですが、会計処理等々システム

変更に伴っての課題が生じてきているということ等に

ついては承知しているし、それは現時点では改善され

ていると承知している。ただ、承知していなかったの

は、小売商業者の方々のところに牛乳が配達になって

いなかったということについて承知していないと、こ

う申し上げたところでございますが、先ほど教育次長

の答弁によりまして、そのことについては明らかにさ

れたというふうに思いますので、ご了解をよろしくお

願いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 岩泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） 納税貯蓄組合の件で

ご質問をいただきましたが、先ほど役員会の件につい

ての説明を１月18日に行いました。そのときは久慈市

の職員も行って説明したと。それ以降において、２月

７日においては、当時の旧山形村の職員だけが行って

説明をしてございます。そのときは補助金と委託料の

関係とかというふうなことで説明をしたわけでござい

ますが、先ほど申し上げましたとおり、２月７日にお

いては久慈市が入ってございませんので、そこをご理

解いただきたいと思います。 

 そこで、そのときにおいてどういう説明をしたかと

いうことが問題であろうと、そういうふうに思ってお

ります。聞くところによりますと、特別なコミュニテ

ィに関しての事業をしなければならないとか、あるい

はしなくてもよいとか、そういった意見は出なかった

し、聞かれたわけでもないし、説明もしなかったとい

うふうに調査ではなってございます。こういったとこ

ろが説明の不足の部分であろうというふうに思ってお

ります。 

 ６月22日にはそういったこと等も含めながら説明を

したいというふうに考えております。先ほど合併特例

交付金の関係が出たわけでございますが、それは担当

の方と十分な協議をして、できるかどうかというもの

についても検討しなければならないであろうというふ

うに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員 そのように努力していただきたい

と思うんですが、市長が先ほど言われたいろいろもろ

もろ理解しているわけではないと。先ほど牛乳の件に

関しても理解したと言っていますが、牛乳の件一つと

ってみても、いろいろとご説明すれば時間がかかるん

ですが、事情がどうしてそういうことが問題になって

いるのかという理由があるんです。 

 ただ、ここでは市長がもしご存じなければ、私が承

知している分のいろいろな住民からの不平不満、そう

いうものにどういうものがあるか羅列して、ご説明申

し上げたいと思います。 

 まず、簡単にいって、税金が高くなった、こういう

不満があります。どういうところからそういう話が出

たかというと、水道の超過料金が大変高いということ

で、今まで１立方当たり140円だったのが210円になっ

たと。大変な負担を強いられている。こういう税金が

高いという不満です。これは高くなるよという文書は

配られたわけですけれども、実際に高くなって、住民

の皆さんが実感して困ったということなんですね。 

 それから、２点目は、合併をしたら行政サービスが

著しく悪くなったと。これは印鑑証明をとるのに30分

もかかったとか、そういうこともあったんですけれど

も、役場にある用事を足しに行く。今まででは旧山形

村の役場には決裁権があったわけですから、それで１

日ぐらいで用事を足して帰れるのが４日も５日もかか

ってしまう。何かあると本庁に行って、協議をして、

戻ってきて、また協議をして、こういうことで何倍も

の時間がかかってしまうということで、これについて

は住民の方からは、そんなに時間かかるんだったら、

お急ぎの方は本庁の方へどうぞという張り紙でもして

いただいた方がありがたいと。支所の窓口に行っても

用事が足りないと。こういうような現状で不満がある

ということでございます。 

 それから、育英会の件でも、これは利用者が多大な

る迷惑を受けて、合併当初すぐ、４月３日、４日には

この問題が出て、非常に利用者が迷惑を受けたと、そ
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ういうこともございました。それから、先ほどの牛乳

の話もございます。 

 それから、納税組合の問題ということで、何となく

合併をしたら、非常に不便になったということと、税

金が高くなったということと、今まで山形村は自治体

としてやってきたわけなんですが、今度合併して新し

い市ができたと。そして、新しい市の服を着てみたら、

何となく窮屈でしようがないと。これは大人が小学生

の服を着たような、そのような似たような窮屈さを感

じているという、そういう声もございます。実際に組

織が大きくなって、なかなか小回りがきかないという

ことでそういうことが起きているんだろうと思います。 

 ただ、こういういろいろな問題をいろいろと整理し

てみますと、ここに何か一つ一本同じような理由、原

因、そういうものが潜んでいるのではないかというふ

うに私は思っておりまして、それは何かなということ

で考えてみたんですが、実は会計システムの問題にし

ても、納税組合の問題にしても、牛乳の問題にしても、

この三つのことに共通しているのは、市役所の職員と

いいますか、市役所そのものが市民の顔を見て行政が

行われていないのではないかなと。市民の目線と同じ

目線で行政が行われていない。 

 先ほど成果主義の話も出ましたけれども、そういう

ものがはびこっていて、とにかく成果を上げればいい

んだというような方向にだけ目が行く。庁舎の中だけ、

上役の決裁をとるために、そういう方にばかり目が行

って、住民の方、市民の方を見た行政がされていない

のではないか。市長はしきりに住民サービスの向上と

か、市民と一緒に歩むとか、そういうことを言ってお

りますけれども、現実には市民を置き去りにして、行

政だけが一方的に走ると。目的が正しいから、それに

よる影響とか、そういうことはあまり考えなくていい

んだと。 

 そういうような市の体質を私はわずか３カ月間、合

併して、久慈市の一人の市民として暮らしてきたわけ

ですが、非常にそういうことを感じるんですね。職員

の皆さんを見ても、なかなか市民のことを考えて行政

をやっているような気がしない。仕事をやっているの

は、上司に文句を言われたくないためにやっているん

だというような、そういう空気を本当に感じてしまう

んです。 

 したがって、私はもし私だけではなくて、いろいろ

多くの方々がそういうふうに思っていらっしゃるので

あれば、これは将来にわたって大きな市の発展のため

には障害になるもの、あるいは危機を抱かざるを得な

いものだというふうに思うわけでございまして、そう

いう私の不安とか、あるいは将来に対する危惧という

ものを払拭していただけるように市長さんから一言ご

答弁をお願いしたいというふうに思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 私、思うんでありますけれど

も、市民の方々が不平不満を持つということは、やは

り説明責任、十分に果たしているかどうかといったこ

とに尽きるのだろうと、このように思っております。

また、同時に市民の方々も行政が説明することに真摯

に耳を傾けていただく姿勢が大切であろうと。要する

にこれは双方の理解する努力がなければならないとい

うふうに基本的に思っております。 

 そうした中で税金が高くなったと、こういうご指摘

等もあるようでありますが、これは従前から合併協議

の中でこういった税制体系に持っていきますよと。そ

れから、当面は不均一課税にする部分もありますよと

いうようなことを両市村でもって協議をして、その上

で決定し、説明を加えていったということであります。

当然に合併前はそれぞれの市村でもって責任を持って

説明をしてきたということであります。新市になりま

してからも、まだまだそういったことについて理解し

ておられない方々が多いとすれば、引き続きそういっ

たことについても説明責任を果たしてまいりたいと、

このように思っております。 

 それから、税金が高くなったということであります

が、同時に行政サービスの水準がどの辺にあればいい

のかということによって、当然税金だとか、使用料、

負担金等が決まっていくわけでありますので、まさに

税金を安くしてサービスを低下させるのかどうかとい

った選択も生まれてくるのだろうと、こう思っていま

す。 

 それから、行政サービスが悪くなったというところ

については、いうところのヒューマンエラーに基づく

ものなのか、システムエラーに基づくものなのか、そ

れぞれ個々具体を検証しながら改善に努めてまいりた

いというふうに思っております。 

 それから、最後の方に育英金のことについては私は

承知しておりませんでしたので、どういったことなの
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か、後で確認させていただきたいと思います。 

 それから、市役所の職員が市民の目線で取り組みを

行っていないのではないか、こういったご指摘がござ

いました。そうだとすれば、大変に遺憾なことであり

ます。私は常に市民の皆様とともに歩むべき職員であ

ってほしいということを願っておりますし、またその

ように自分なりに要請もしてきたところでございます。

また、そういった職員に育っていただくためのさまざ

まな研修だとか行っているところであります。職員の

皆さんと私自身の意見交換といったこともさせていた

だいているところであります。 

 そういった中で行政だけが先に走っているのではな

いのかと、こういうことであってはいけないわけであ

ります。ぜひとも市民の皆さんとの協働の形の中で、

新しい市が歩んでいけるようにこれからも努力してま

いりたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 髙屋敷委員に申し上げます。

要旨を簡潔にお願いいたします。 

○髙屋敷英則委員 ありがとうございました。先ほど

の例は、個々一つ一つこういう声がありますよという

だけの話で、一つ一つに答弁を求めたわけではござい

ませんので、その辺はご理解いただきたいというふう

に思います。そのような気持ちで今後とも頑張ってい

ただくようお願いして、質問を終わります。 

○委員長（桑田鉄男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 私どもさまざま目的は先ほど

から申し上げたとおり、市民満足度の向上、市民の皆

さんとともに歩むという姿を描いてまいりたいと、こ

のように申し上げております。そのことが実際にそう

なっているのかどうかは、個々の事業において検証し

なければなりません。したがって、これからもいろい

ろな課題がありましたらば、ぜひ具体的にお知らせを

いただければ、そのことの改善に向けて努力してまい

ります。そのことをご理解を賜りたいと存じます。 

○委員長（桑田鉄男君） 播磨委員。 

○播磨忠一委員 それでは、企画費にかかわって２点

お伺いいたしたいと思いますが、１点目は、携帯電話

の不感地域の解消についてでございますが、各地から

それぞれの解消の要望等が出ているわけでございます

が、夏井町川代地区におきましても、去る４月28日に

携帯電話の不感解消ということで、要望が市に出され

ているわけでございますが、これについてその後どの

ような対応が進められているのかについてお伺いいた

します。 

 ２点目は、49ページにかかわるものでございますけ

れども、地域コミュニティ振興事業補助金、そして地

域コミュニティ振興基金積立金、さらにはふるさと活

性化創造基金積立金という三つにかかわってでござい

ますが、この中で地域コミュニティの振興基金、それ

からふるさと活性化創造基金の積立金につきましては、

一般質問の予算の資料の説明によりますと、ともに地

域のコミュニティの支援のための基金造成と簡単にあ

るわけでございます。 

 また、市長の所信表明演述の中でも、地域コミュニ

ティ振興事業の推進により、各地の地域の個性を発揮

したコミュニティの創出に努めますと、簡単にといえ

ば何ですけれども、このように記述されているわけで

ございますが、これらの３点について、これらの具体

的な今後の事業の取り組みと基金の運用についてお伺

いいたしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 澤里情報化担当課長。 

○情報化担当課長（澤里充男君） ただいまご質問い

ただきました川代国坂地区等難視聴解消促進協議会か

ら要望があった以降の携帯電話エリア拡大の活動状況

ということでございますが、平成18年４月28日に当協

議会からご要望いただいたわけでございますが、その

後でございますが、今年度に入りまして、５月24日に

盛岡市内にあります携帯電話会社２社の盛岡支店の方

に要望活動を行っているところでございます。 

 これにつきましては、川代地区だけということでは

なくて、久慈市の携帯電話が通じない部分のエリア拡

大を改めて夢ネット事業等の光ケーブルを活用しての

利用等も含めて要望活動を行ったところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 髙栁まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（髙栁利久君） ただいまの地

域コミュニティ振興事業費についてお答えいたします。 

 最初に積立金の方でございますが、地域コミュニテ

ィ振興基金積立金は、合併特例債を10年間基金として

積み立てるものでございます。こちらから生じます益

金を地域コミュニティ振興事業に充てるものでござい

ます。 

 また、ふるさと活性化創造基金積立金につきまして
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は、岩手県自立支援交付金を年6,000万円ずつ５年間

積み立てるものでございまして、これは取り崩して、

地域コミュニティ振興事業に充てるものでございます。 

 なお、今年度から取り組みます地域コミュニティ振

興事業費補助金でございますが、３月から４月にかけ

まして、各町内会、団体等から調査いたしまして、現

在50件、約3,400万円の希望が出ているところでござ

いまして、今議会終了後、各町内会、団体にまた調査

いたしまして、７月、８月にかけて補助申請を進めて

いきたいと考えているところであります。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 濱欠委員。 

○濱欠明宏委員 今定例会に議題として付託された案

件のうち、各常任委員会に付託された案件があります。

例えば今のコミュニティの振興問題も総務常任委員会

に付託されて審査される。それをさらに予算委員会で

こういう形でやっているとなれば、屋上屋を重ねると

いうことで、その辺は整理してやりとりしていただか

ないと、うまくないのではないかということで、議事

進行です。 

○委員長（桑田鉄男君） 嵯峨委員。 

○嵯峨力雄委員 ありがとうございます。私は６目の

企画費の中の地域まちづくり委員会の事業につきまし

て、このまちづくり委員会は合併によって大きなとこ

ろに吸収されて、旧来の市町村の意見がなかなか行政

の中に反映されないと。それを補うものとしてできた

委員会だと思うんですが、この委員の選任に当たって

は大変大切なことだと思うんですが、選考するに当た

っての基準はどのような基準に基づいて委員を選任さ

れるのか。 

 それから、もう一つは、委員会とか審議会というの

は、提案された問題について、これがイエスかノーか

というような審議の仕方をするわけですが、まちづく

り委員会はどのような運用を…… 

○委員長（桑田鉄男君） 嵯峨委員に申し上げます。

今、地域まちづくり委員会、これにつきましても総務

委員会に付託されている議案でございますので、ご了

承をお願いします。 

○嵯峨力雄委員 そうすると、もう一つお伺いいたし

ます。教育の問題で久慈高等学校山形校の支援事業、

それから山形校の振興会の補助金、これもですか、委

員長。 

○委員長（桑田鉄男君） よろしいです。 

○嵯峨力雄委員 それについての内容と取り組みにつ

いて、内容をお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 久慈高校山形校の支援事

業の内容でございますが、これにつきましては本年度

入学生30名あったということで、この子たち、それか

ら、２年生、３年生の子供たちの通学の手段を確保し

なければならないということで、一般質問でもご答弁

申し上げておりますが、そこのところで従来運行して

いたスクールバスが足りないということで、私どもの

方で余剰のスクールバス、車両がございましたので、

その車両を使ったスクールバス代行運行というんです

か、そういう形での高校生の登校の支援をしていると、

こういう内容でございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 嵯峨委員。 

○嵯峨力雄委員 支援の事業、あるいは補助をして支

援してくださるというお話でございますが、聞くとこ

ろによりますと、これまでのＪＲのバスを利用したよ

りも非常に割高な額を振興会が負担をするようになっ

ているという、結果としてそうなったというお話でご

ざいますが、この点はいかがでしょう。 

○委員長（桑田鉄男君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 振興会につきましては、

経理そのものについては私どもは承知しておりません

が、久慈高校の校長先生、副校長先生との話し合いの

中では、生徒の負担というのはこれまでどおりという

ところの範疇に抑えましょうという合意のもとであっ

たというふうに承知しております。また、これについ

ては、スクールバスの運行そのものだけではなくて、

いろいろなさまざまな補修関係、それらの事業費にも

充てているというふうな校長先生等の説明がありまし

たが、私どもの方とすれば、詳細については承知して

おりません。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 田表委員。 

○田表永七委員 それでは、３点お尋ねいたします。 

 １点目は、路線バス運行事業についてですが、一般

質問でも申し上げましたけれども、当局で該当地域の

利用者を対象にしてアンケートを実施し、その結果を

今後の検討に生かしていきたいという答弁があったわ
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けですが、私は調査したわけではありませんが、この

問題にかかわる民間の団体に所属しているという関係

から、直接該当地域の人たちと話し合う機会が何回か

あったので、そこで得た感じでありますと、どうして

も乗り継ぎ、乗りかえを解消していただかないと使い

にくいと、そういう声があったわけであります。 

 私は必ず今、集計をなさっているアンケート調査の

中にもこれは大きな不便さの要因として挙がってくる

のではないかと、そういう想定をしているわけですが、

だとすれば、乗りかえの問題を検討委員会で検討する

際に、当局としてどのように考えて、検討委員会に臨

んでいくかということをお伺いしたいわけであります。

大きな問題だろうと、そう思っております。 

 ２点目、これも47ページにかかわることですが、男

女共同参画推進事業についてお伺いいたします。これ

は主な事業内容についてお示しをいただきたいと、そ

ういうことであります。 

 ３点目、最後ですが、49ページ、ずっと下の方に久

慈高等学校長内校定時制教育振興会補助金という記述

があって、金額が計上されているわけでありますけれ

ども、私はこのことに関して、長内校の校舎の外壁が

非常にひどいと、私はそう思っているわけですが、市

役所の庁舎とアンバーホールの間にあって、余計に目

立つのかもしれませんが、やはり市として県に対し強

く塗装を要望してほしいと、そう思うわけですけれど

も、お考えをお聞きしたい。 

 以上、３点であります。 

○委員長（桑田鉄男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 長内校の校舎の改修等につい

てでありますが、ご承知のとおり、県では県立高等学

校の再編整備計画を進めているわけであります。そう

した中で長内校の位置づけにつきましては、これまた

ご承知のとおり、多部制をしこうということで今検討

が重ねられているというふうに承知いたしております。

そして、今の長内校から多部制へ移行する時期を見計

らって、恐らく校舎のお色直しといいますか、改修等

が行われるものだろうと、このように期待をいたして

おりますが、現時点で早急に外観等を中心に改修でき

るように私ども要望してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 市民バスのご質問に

お答えいたします。 

 アンケートを実施したわけでありますが、その中で

もやはり乗り継ぎの問題といいますか、それは大きい

量です。したがいまして、これにつきましては検討委

員会の方で大きな問題として検討していただくという

ことで考えているところでございます。 

 ＪＲとの競合の問題があります。さまざまな問題が

あると。その問題を全部示して、この中で先進事例、

さまざまあるわけですが、そして専門の岩手大学の先

生のアドバイスもいただきながら、さまざまな角度か

ら検討することとしております。その取り組むべき課

題の一つとして挙げる考えでおります。 

○委員長（桑田鉄男君） 髙栁まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（髙栁利久君） 男女共同参画

推進事業についてのご質問にお答えいたします。 

 本年度も中央からの講師を呼んでの講演会、公民館、

保育園等での啓発、あとサポーター養成講座等への派

遣を予定しております。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 大上委員。 

○大上精一委員 皆さんからもいろいろ何人からも話

が出ておりますので、お答えも出ておりますので、簡

潔にご質問申し上げます。 

 まずは企画費の中のコミュニティ事業、これは地域

の区長さん方が、自治会長さん方が待ち焦がれている

ところでございます。実はきのう、おととい、数日前

から地域の中の草刈りをしてもらっているわけであり

ます。こういったのにも自分の機械を出して、油を出

して、時間を出してやってきたわけでありますけれど

も、これもやはり見通しのいい道路であって、地域内

から交通事故をできるだけ防ぐようにということから、

また地域としても草ぼうぼうよりは非常にいいのでは

ないかということで、ボランティア精神でずっとやっ

ているわけであります。 

 これに対しても、やはり地域からは何かしらないも

のかなと。何でもかんでも自分らでやるのも結構なん

だけれども、市になったんだから、ひとつ聞いてみて

くれないかということでお話をしているわけでありま

すけれども、これが本当の地域のコミュニティ事業に

ふさわしいのではないかということで、早くこれを通

過させていただくように同僚の皆さんにもお願いを申

し上げたいわけであります。 
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 それから、先ほどバスの話も出ておりましたけれど

も、くどいようでありますけれども、皆さんご承知の

とおり、国道281号が非常に高いところを運行されて

いるわけでありまして、特に我が地域はその国道281

号を通るＪＲバスを利用するしか交通手段がないわけ

であります。そこまで上るのにも、上り坂一辺倒で、

五、六キロ歩いてそこまで来ないと、久慈まで来れな

いという状況でございますので、私は村の議会でも何

回となく村長さんにご苦労かけたと思っているんです

けれども、高校のバス、中学校のバス、患者バス、こ

れらを何とか１台で、地域の方々も乗るような方法は

出ないものかと。 

 ただ、スクールバス等、文部省の関係等で補助金を

いただいてというあれもあるわけで、そう簡単にいく

とは思わないんですけれども、何とかひとつこれが検

討されて、いいあんばいにならないものかなというこ

とをずっとバス路線から遠い者の一人として考えてい

るわけでありますが、検討委員会とか何とかの名前は

ちょっと定かでありませんけれども、あるようでござ

いますので、そういった部分も含めてご検討いただけ

れば、近々にということにもいかないでしょうけれど

も、頭の中に置いていただければありがたいなと。 

 先ほども髙屋敷委員さんからお話があったわけであ

りますが、私は正直いって合併に反対をした一人でご

ざいます。先ほどもろもろの心配のお話、私はそうい

うことが出てくるから、何か対等合併といっても吸収

合併される感じになるからだめだということを言った

んですけれども、なったものはなったわけであります

から、これからみんなで公平平等に行政サービスを受

けられるように、一人として応援をしてやらなきゃな

らない、そういう気持ちでございますので、よろしく

お願いしたいというふうに思います。 

 それから、防犯灯のことでございますけれども、前

にも臨時議会でしたか、市内に3,000幾ら灯数がある。

それに対して、電気料どうのこうのというお答えをい

ただいたわけでありますけれども、そこについてもう

少し詳細にお話をいただければありがたいと思います。 

 以上。 

○委員長（桑田鉄男君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） スクールバスの活用の件

でご質問いただきましたけれども、実は合併協議の際、

路線バス、市民バス、スクールバスを総合的にどうい

うふうに活用するか、これについては協議しましょう

というふうな取り決めになっていたというふうに記憶

しております。私ども所管しますスクールバスにつき

ましては、実は旧久慈市の場合、山根地区に３台のス

クールバスが走っておりますが、これは市民バスとい

たしまして、市民、子供たち、混乗させております。 

 これは補助事業の分につきましては文科省の承認を

得て、一般住民の利用に供するというふうになってお

りまして、旧山形村に今走っております５台のバスが

ありますが、このバスについて確認しましたところ、

実は高校生が朝乗っているということで、この高校生

を乗せる関係で混乗の許可はとってあるというふうに

承知しております。ですから、一般住民の方々が乗れ

るように内部で協議しているという状態でございます。 

 ただ、本来の目的は中学生のスクールバスですので、

こちらの方の通学の用に供するというのが第一前提で

ございます。これを前提にして、空きスペースがあれ

ば、その余剰のところに一般の方々が乗れるように何

とか工夫してもらいたいというふうに考えています。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 髙栁まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（髙栁利久君） ただいま地域

コミュニティ振興事業についてご質問ございました。

今年度から始まりますこの事業のほかにも、自治総合

センターで宝くじＰＲ用に事業をしている支援事業も

ございます。それ等と合わせながら、地域の事業に努

めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 根井市民課長。 

○市民課長（根井元君） ただいま防犯灯についてご

質問いただきました。この防犯灯については、合併前

の平成16年度、市政改革プログラムの中で取り上げら

れた問題でございます。防犯灯は、市設置、それから

町内会設置と両方が混在しているという状況にござい

まして、それぞれ町内会の分は町内会が負担している

と、また市の分は市が負担しているということから、

公平性、平等性、また社会性などを保ちながら、市民

との協働により継続可能な制度としてこれを確保でき

ないかという考え方のもとにスタートしたものでござ

います。 

 それに向けまして、ただいま防犯灯の現況調査とい

うのを実施いたしております。17年度に久慈市分を、
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若干残っていますが、大方終了すると。それから、18

年度におきまして、山形村の分を現在調査中でござい

ます。そして、17年度の当初から新設分につきまして

は、設置費、電気料、それぞれ３分の２を市が負担す

ると。町内会に３分の１を負担していただくと、そう

いう制度に移行いたしております。全体で3,000少し

というところでございまして、今年の山形村の分、調

査が終わりますと、詳細が見えてくると、こういうこ

とになっております。 

○委員長（桑田鉄男君） 戸﨑委員。 

○戸﨑武文委員 １点目は、市長は市長室を開放した

りなんかして、住民との対話を重視しているという、

大変いいことだなと、そういうふうに思っているわけ

ですが、ただ市長室まで来て、市長に物を申すという

のは、かなり住民にとっては勇気の要ることで、しか

も限られた人になってしまうのではないかなと、そう

思うんです。対話を重視するということは大変いいこ

となわけですけれども、そのようなことについて今後

改善を図っていく考えがないかどうかということと、

これまでの市長室の開放による成果、これをひとつお

聞かせ願いたいということが第１点。 

 それから、２点目、よく市長が言う市民の満足度、

この満足度を向上させる要因の大きな一つに私は市民

の所得向上があるだろうと思うんです。17年度におけ

る市民の所得の状態はどうなっているのか。恐らく雇

用情勢が厳しいということで、そうそう高くはないと

思うんですが、それを向上させるためにこの前市長が

所信表明で述べたようなもろもろの施策を講じていか

なければならないのではないかなと、そのように期待

するわけですけれども、あわせて私は市民との対話を

重視するということも大事なんですが、市長がこの前

所信表明で述べたような構想を住民に直接つながって

いくようにするための一つの方法として、市長は構想

を掲げていろいろやるでしょうが、実際に市長が考え

ていることを住民に接して施策を展開していくのは職

員だと思うんです。 

 ですから、笛吹けど踊らずにならないように、やは

り職員がその気になって、本気になって、市長の構想

を展開していくような形にするために、職員との対話

も重視するべきではないかなと思うんですが、これに

ついての市長の考え、あまり長くなると委員長に注意

されますから、以上でやめておきます。 

○委員長（桑田鉄男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） ただいま市民との触れ合い、

あるいは職員との触れ合い、２点にわたってのご質問

がございました。旧久慈市時代のことで恐縮でありま

すけれども、これまで地域に出向いての地区懇談会、

あるいは業種業態、例えば青年の集まり、女性の集ま

り、産業経済の集まり、さまざまな団体ごとの懇談会

と、こういったふうに行ってきたところであります。

私、市長に就任いたしましてから、これらを継承する

とともに、新たに今ご指摘のあった市長室開放といっ

たものを考えると同時に、市長への手紙といったもの

を実践しているところでございます。 

 確かに市長室開放は、限られた時間でございますの

で、多くの方々にお会いするというのはなかなかに難

しい点がございますが、しかしそうはいっても、やは

りこちらから出向くと同時に市役所に来ていただきな

がらお話をするということにも一定の効果があるだろ

うと、このように思っております。また、足らざると

ころは市長への手紙といった形で、本当に自由に意見

を市長に直接伝えるための手段も講じているというこ

とで、ご理解いただきたいと思います。 

 また、山形総合支所において一日執務をとる形の中

で山形地区の町民の方々と触れ合えるような、そうい

ったことができないのか今検討しているところでござ

いまして、こういったところについてはぜひ実現して

まいりたいというふうに思っております。 

 なお、職員との対話につきましても、従来も行って

きたところでありますが、さらにきめ細かな対話に心

がけてまいりたいと、このように思っております。 

○委員長（桑田鉄男君） 髙栁まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（髙栁利久君） 先ほどの市長

室の開放と市長への手紙の実績でございますが、市長

室開放につきましては、16年度８組の22人、17年度に

つきましては10組の38人でございまして、２組と16人

の増になってございます。市長への手紙でございます

が、17年度の実績が66通で94件の内容になっておりま

す。 

 もう一つ、市民所得の状況でございますが、14年度

と15年度の資料で申し上げますが、14年度は212万

4,561円、15年度200万6,384円でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 皆川委員。 
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○皆川惣司委員 私からは43ページ、総務管理費、説

明の中の４番目でありますが、行政連絡区長報酬、こ

れはどういった方法で配分というか、なされているの

か。新聞等では沢内とか湯田の区長さん方のいろいろ

なことが報道されているわけですが、そのことについ

てお伺いいたします。 

 それから、49ページであります。 

 交通安全対策費の中の説明の中ほどに岩手県市町村

総合事務組合交通災害共済負担金とあります。これは

恐らく掛金400円のやつではないかなと思って、違う

のであれば違うと言っていただきたいわけであります

が、これは最近１カ月ぐらい前ですか、郵送されてき

たわけであります。 

 実はなぜこのことについてお話をするかということ

でありますが、今まで山形村では交通安全母の会が中

心になって、その用紙を持ちながら、各班長さん方を

通じてやってきたものであります。なぜかということ

でございますが、郵送したことによって、郵送漏れが

なかったのかなという疑問が生じたからであります。 

 ひとり暮らしでバイクに乗る方でございまして、い

つも来るんだが来ないと。交通安全母の会の方に話が

なされて、支所の方に問い合わせしながら、実は交通

安全母の会を通じてやっていただければ、１件につき、

金額が間違っているかもしれませんが、40円何がしの

補助というか、手数料というか、そういう形で還元で

きますよというふうな話がなされたと。 

 いろいろ徴収とか、税金の関係とかあったわけであ

りますが、地域がそれぞれの地域を通じながら、ある

いは自治区の中で各班長さん方を通じ、そしてコミュ

ニティが保たれているものと私は思っております。特

に山形地域みたいに戸数が点在している中では、お年

寄り方の確認もできるということでありまして、この

件についてご質問申し上げたいと思います。 

 以上、２件。 

○委員長（桑田鉄男君） 根井市民課長。 

○市民課長（根井元君） ２件についてご質問いただ

きました。 

 まず、一つは、行政連絡区長の関係でございます。

旧久慈市が121区で山形さんが13区、合わせて134とい

う行政区になります。それで、お話あったのが行政連

絡区長の報酬の関係でございます。この考え方は、平

均割、世帯割、地域割と三つに区分されておりまして、

平均割は基本額で全員固定の額でございます。それか

ら、世帯割は、世帯単価１世帯1,070円掛ける世帯数

と。地域割の方は、久慈地域の場合は本庁からそれぞ

れの地域と、山形の場合は総合支所からそれぞれの区

長さんの地域という、距離に応じた区分でもってお支

払いしているものでございます。 

 それから、もう一つの交通災害の関係でございます。

委員さんおっしゃられたとおり、安否確認なり、そう

いう交流の中で支え合っていると。大変大事なことだ

と思いますけれども、久慈市においては17年度から個

人情報保護の関係から郵送いたしております。今回も

新年度分郵送したんですが、五、六十件ぐらい住所が

わからなくて戻ってきているのもございます。今その

分の精査を進めておりまして、再度発送なり、届く方

法を模索していると、そういう状況にございます。 

 それから、交通安全母の会の関係で30円なりの還付

というお話がございました。それはなくしたのではな

くて、加入する方が母の会の方に加入したいからと申

し込みをすれば、母の会の収入になると。そういうと

らえ方は以前と変わっていないわけでございます。た

だ、本人から申し出て届けてもらうという考え方でご

ざいますので、その辺をよろしくお願いしたいと、こ

のように思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 庁舎管理費に関連して、エレベータ

ーあるいは自動ドアの管理の問題についてお聞かせく

ださい。 

 シンドラーエレベーターの事故で若い命が奪われま

した。この背景を聞いたら、これも検査機関の民間委

託ですよ、規制緩和で開放して。今、国内でエレベー

ターメーカーは東芝とか日立とか、３社くらいあるん

ですが、検査機関が民間委託になったことによって、

メーカーから情報がきちんと流れてこない。例えばコ

ンピューターの心臓部があるわけですが、そういった

ことで検査機関が民間ができて安いんだけれども、し

かししっかりした検査ができないということが背景に

あるんだということが言われております。 

 したがって、久慈市の場合、どちらのメーカーのエ

レベーター、あるいは自動ドアを使っているのか、そ

のことと、その検査機関がメーカーにかかわっている

検査機関なのかどうか、やはりきちんとそのところは

洗い直しをして、事故のないようにしていただきたい
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と思うんですが、その点でどうなっているのかお聞か

せを願いたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 全国で発生しており

ますシンドラーのエレベーターの事故、これについて

は久慈市にも１基あるというような情報もありました

ので、私どもの公共施設全部について調査をいたしま

したが、それはないということが判明いたしまして、

その段階では問題ないだろうと思っております。 

 ただ、メーカーといいますか、公的な機関が検査す

るということについては承知をしておりませんので、

それについてはもし問題があるようなことであれば、

もちろん対処しなければなりませんが、認識をしてお

りませんので、その辺については調べて対応したいと

思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 結局姉歯と同じみたいに、ああいう

構造計算も民間になったわけですね、規制緩和で。こ

の問題もそうなんです。したがって、久慈市が使って

いるのはどこのメーカーのエレベーターで、そのエレ

ベーターの関連会社がやっている検査機関だと、きち

んと情報が伝わっているそうです。そうでない、民間

でできると法律でなっていますから、別な人が会社を

つくって、検査機関をつくっていると。そこに委託し

ていると、きちんとした情報が流れてこないというこ

とがありますから、そこのところはきちんと久慈市が

使っているエレベーター、あるいは自動ドアのことを

含めて、メーカーがどこで、メーカーに関連する検査

機関がやっているのかどうか、ちょっと確認していた

だきたいということですので、その点よろしくお願い

します。 

○委員長（桑田鉄男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） ただいまの件につき

ましてはきちんと調査をしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 砂川委員。 

○砂川利男委員 45ページのテレビ共同受信施設組合

負担金というところがどういう団体に対して出ている

のかということと、それから北東北・日本アメリカ協

会というところはどのような活動をされておられるの

かと。 

 それから、47ページ、路線バス運行事業委託費とい

う点についてお伺いいたします。 

 それから、久慈市基本構想審議会委員というところ

がございますが、これはどういう構成でどのような形

の活動をされておられるのかということについてお尋

ねをいたします。 

 路線バス運行については、ご説明しなければわから

ないと思いますので、路線バスについては前にも少し

触れさせていただきましたが、旧山形議会におきまし

て、久慈発盛岡行きのバスが葛巻発盛岡行きというこ

とに今後予想される話がちまたの情報の中にございま

すが、そういうものに対して、旧山形村、当局におき

ましては、情報収集に努めて、そのような事態になら

ないように考えていただきたい旨を私は申し上げたよ

うに記憶してございます。 

 私の予想が残念ながら、珍しくぴたり当たったとい

う事態が出ておりますので、新市に向けて、山形村も

新しい時代に向けて期待をして合併をさせていただい

た矢先に、久慈市発盛岡行きのバスが減り、葛巻発盛

岡行きの路線が１便ふえたということは、旧山形村村

民にとっては公共交通機関の足が１本もぎ取られた

と。 

 これは非常に重要な問題だと思っておりますので、

これを継続して葛巻発盛岡行きというよりも、どうし

てもＪＲさんの方がそういう形をとるというならば、

何とか市当局のご努力をいただいて、山形発、盛岡発

というような形に実現させていただいても、葛巻町の

地区の皆様方にさほどの大きな不便にならないという

ふうに思いますので、この件に関してはぜひとも実現

させていただくようお願いいたしたいと思いますので、

この点についてどのような考え方をお持ちになってお

られるかお尋ねいたします。 

 あと、先ほどの項目についてはそれぞれご説明をお

願いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 盛岡行きのＪＲバス

の件でございますが、葛巻発のバスがふえているとい

うご発言でございます。これにつきましては、ＪＲに

対してお願いをしているところでございます。１件と

いうことではなくて、存続そのものに対して従前どお

り、今までどおり、あるいはそれ以上であればよろし

いんですが、今までどおり運行してくれるようにとい

うことを仙台の方までお願いしているという状況にご
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ざいます。 

 ただ、利用が少ないと、乗車が少ないということを

言われておりまして、その辺の乗車をいかに確保する

かといったところも問題になるのではないかとは思っ

ているところでございます。そういう減便にならない

ように図っていきたいと思っております。 

○委員長（桑田鉄男君） 野田口山形総合支所次長。 

○山形総合支所次長（野田口茂君） テレビ共同受信

施設組合の関係でございますが、川井地域テレビ共同

受信施設組合への分でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 菅原政策推進課長。 

○政策推進課長（菅原慶一君） 基本構想審議会委員

の活動内容ということでご質問いただきましたけれど

も、基本構想につきましては、旧久慈市、旧山形村の

合併におきまして、旧両市村が持っていた基本構想が

失効してございます。したがいまして、地方自治法に

基づきまして、速やかに市町村は計画的な行政運営を

図るための基本構想を策定しなければなりません。 

 それで、今回予算をお願いしているのは74万2,000

円でございますけれども、委員については審議会条例

の規定におきまして25名のままでございますが、25名

を想定してございます。内容につきましては、５回程

度、基本構想の内容について諮問いたしますけれども、

それに対する意見、考え方なりをお諮りするものでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 砂子総務課長。 

○総務課長（砂子勇君） ご質問いただきました北東

北・日本アメリカ協会についてでございますが、この

団体につきましては、北東北３県のアメリカと国際姉

妹都市関係を結んでいる市、または関係団体、あるい

は個人等によりまして構成しているものでございます

けれども、文化、学術、経済等の交流を通じまして、

北東北３県の関係市等で構成している団体の発展に寄

与するというものでございまして、具体的には情報交

換会、あるいは情報紙の発行等を行っているものでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 砂川委員。 

○砂川利男委員 大枠の説明については大体わかりま

したけれども、北東北・日本アメリカ協会負担金とい

う部分については、金額的にはさほど大きな金額では

ないんですけれども、私の理解の仕方では、今は相当

パソコンとか、光ファイバーとか、こういう機器を駆

使することによって、かつては想像だにできない時間

も距離も超える情報が一瞬にして片田舎でも手にする

ことができる時代になったわけです。 

 そういった観点からするならば、こういう団体に所

属していればこそ、久慈市にこれだけのプラスになる

んだという要素がどれだけあるのか。それによって、

そういった団体に加入してみたり、脱退してみたりし

ていく必要があるのではないかというふうに思います

ので、この団体に所属してきたからこそ、今日の久慈

市の国際交流の冠たるものがここに始まってきたんだ

というものがあったならば、それをご説明いただきた

い。 

 それから、テレビ共同受信施設に関しては川井地区

ということでございましたが、川井地区だけなのか、

山形全体の共同受信施設も含まれているのか、その点

をお知らせいただきたいと思います。 

 それから、久慈市基本構想審議会というのはこれか

らつくるような説明のように承りましたけれども、こ

れからその中身を充実させて審議していくんだという

ことだとするならば、私はこれは非常にこれからの久

慈市の新市に重要な影響をもたらすのではないかとい

うふうに理解いたしますので、久慈市百年の大計をつ

くるに値する基本構想の柱を私は期待したいと思いま

す。 

 それは一つは何かというと、やはり海洋事業に対す

るものの柱、それから山林振興に対するものの施策の

柱、あるいは畑作等に関する部分としては、久慈市に

おいてはこういうものを基本的な柱にしていくんだ、

あるいは商業地久慈市内におきましてのそれぞれに値

する柱の樹立の仕方が今後の新市の方向づけの中に大

きな影響をもたらすものと思いますので、そういった

部分も含めて、基本構想審議会に委員を設置している

んだという、そういったものが今の現時点でお知らせ

できる部分がございましたら、その点についてお知ら

せをいただきたいと思います。 

 それから、地域路線バス運行につきましては、大変

なご苦労をいただいていることにつきまして、大変あ

りがたく感謝を申し上げます。また、さらに言わせて

いただきますと、もともと路線バスというものは、私

の理解の仕方が間違えていなければ、首都圏で上がる
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収益を地方のローカル線に相互補てんをしていくんだ

と。 

 したがって、全国の赤字ローカル線も民営化して、

それぞれの民間会社に国有財産である旧国鉄が分割さ

れた、こういうように私は理解してきておりますので、

これがそうだとするならば、今のＪＲさんが赤字路線

だから廃止しますなんていうことはできない仕組みな

んです。初めから赤字のものは、首都圏で上がる利益

を相互補てんして運営していきますから、全国の路線

網を引き継がせてくださいということで、民営化にな

っているというふうに私は聞いておりますので、もし

それが事実だとするならば、ＪＲさんの方の経営上の

都合だけで、赤字だからここは廃止しますなんていう

ことは理屈に合わないと思います。 

 しかしながら、現実は既にそういうようになってい

るのは、今申し上げたようなことを申し上げても、そ

んな簡単に通るとは思いませんので、極力そういうも

のが原点で、民間会社になったＪＲさんなわけだから

ということに基づいて、私が先ほどお願いした点につ

いて、粘り強く要請していただきたい。逆に、これは

ＪＲさんの問題でありながらも、めぐりめぐって考え

れば、当地域内の雇用に影響も与える問題だというふ

うにとらえていただかなければならないというふうに

思いますので、この路線バスについては極力強力に粘

り強く働きかけをしていただきたいと。これについて

もお答えをお願いします。 

○委員長（桑田鉄男君） 野田口山形総合支所次長。 

○山形総合支所次長（野田口茂君） それでは、先ほ

どご説明申し上げた部分の内容でございます。テレビ

共同受信施設組合の負担金でございますが、これは川

井地域テレビ共同受信施設組合に対しまして、山形総

合支所の庁舎の中と運転手の皆さんの詰所の２カ所に

配線し、受信している部分に対して、組合に対して、

組合の維持のための負担金として支出しているもので

ございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 砂子総務課長。 

○総務課長（砂子勇君） 北東北・日本アメリカ協会

についてでございますけれども、先ほどご説明いたし

ましたように、姉妹都市締結している市等の連携とい

うのも、また一方で必要というとらえ方もしていると

ころでございまして、こうした中におきまして、情報

の共有、あるいは情報の収集等もやることによって、

さらなる国際的な理解にもつながる、あるいは会員を

対象といたしました講演会等も開催しているところで

ございますので、こういった部分についてもひとつ活

動を通じまして、情報の収集、あるいは国際的な状況

の理解につながるというふうにとらえているところで

ございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 菅原政策推進課長。 

○政策推進課長（菅原慶一君） 基本構想のスケジュ

ール等ということでご質問いただいたと思っておりま

すけれども、基本構想審議会をこれから設置かという

ことでございましたが、これからの設置となります。

予算案を議決いただきましたら、速やかに設置したい

と考えてございます。 

 それで、もう一つ、これからの柱等について何か考

えているのはということでご質問ございましたけれど

も、手前どもの今一番大きな基本といたしまして、17

年１月に策定いたしました新市建設計画がございます。

したがいまして、新市建設計画の指針を堅持するとと

もに、一般質問でご答弁申し上げましたように、それ

らを着実に実行するために基本構想並びに関連計画を

速やかに策定してまいりたいと、そのように考えてお

ります。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） ＪＲバスの存続にか

かわってのご質問にお答えいたします。 

 当然公共交通機関としての責任があると私どもは思

っているところでございます。また、一方におきまし

て、ＪＲには経営上の問題がございます。そういった

ものには、生活路線であれば、市町村をまたげば県の

補助があるといったようなさまざまな制度があります

ので、そういったものを県の方にもお願いしながら、

そしてＪＲにも直接東北支社等にもお願いしながら、

存続できるように努力してまいりたいと思っておりま

す。 

○委員長（桑田鉄男君） 澤里委員。 

○澤里富雄委員 43ページですけれども、先ほども出

ましたけれども、行政連絡区長にかかわってでござい

ますけれども、先ほどの答弁で、合併により13行政区

ふえて134行政区となったと答弁がありましたけれど

も、これは前にもお伺いした経緯がありますけれども、
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190戸の行政区に区長がなくて、２戸の行政区に区長

があるというような答弁をいただいた経緯がありまし

たけれども、旧山形村との合併後の現実はどのように

なっているのかお伺いしたいと思います。 

 また、これまで風土、風習により、なかなか変革で

きなかったということを言われましたけれども、今で

は情報化社会、あるいは車社会でもありますので、社

会情勢が大きく変わっておりますので、合併を機に行

政の強力なリーダーシップのもとに改革をすべきだと

思いますけれども、考えをお伺いいたします。 

 それから、47ページの車両管理経費についてでござ

いますけれども、17年度が777万5,000円ということで、

18年度がここに掲載してあるように1,903万1,000円、

約３倍弱になっているわけですけれども、旧久慈市の

場合は昨年公用車が155台ということでしたが、山形

と合併後の増車数とその台数が適正台数なのかどうか

お伺いいたします。 

 また、その管理方法についてですけれども、昨年３

分の１の41台をパソコンで集中管理するとのことであ

りましたけれども、今後の管理方法についてお伺いい

たします。 

 以上２点、お願いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 根井市民課長。 

○市民課長（根井元君） 行政区の関係でご質問いた

だきました。山形地区を含めてどのようになったかと

いうことなんですが、一番大きい行政区、それと小さ

い行政区というのは、以前と変わらず久慈でございま

す。山形地区においては、世帯数からいいますと、山

形地区が平均で84世帯ということですから、旧久慈地

区のちょうど下の方に当たると思います。小さいのが

最少区で上戸鎖の２世帯とか、長久保の３世帯という

ことになっていますし、一番大きいので門前の第２と

か、田高地区380と、これらは以前と変わっていない

ものでございます。 

 また、行政区のあり方について、行政の方で主導的

に対応したらというお話でございました。ただ、行政

区の場合は、いろいろな地域的な事情がございますの

で、それぞれの地域が活動しやすい単位でということ

で、皆さんの意見が大事かなと、このようにとらえて

おります。そういう事情がございましたら、こちらに

上げていただきまして検討してまいりたいと、このよ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 長内財政課管財担当課長。 

○管財担当課長（長内有正君） 公用車の車両の台数

の関係でございますが、本庁舎におきます集中管理車

両の台数は39台でございます。総合支所における公用

車の台数は15台ということでございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 この際、暫時休憩いたします。 

 再開は３時５分といたします。 

午後２時54分   休憩 

──────────────────── 

午後３時05分   再開 

○委員長（桑田鉄男君） 休憩前に引き続き委員会を

開きます。 

 委員会の再開に先立ちまして、委員の皆様、当局の

皆様にお願いいたします。質問、答弁はできるだけ簡

潔にお願いしたいと思います。 

 ３款民生費、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） 56ページになります。 

 ３款民生費、１項社会福祉費でありますが、１目社

会福祉総務費は職員給与費ほか50件、11億8,342万

1,000円を計上。 

 58ページになります。 

 ２目老人福祉費は８億1,913万9,000円を計上。主な

事業といたしましては、ひとり暮らし高齢者等の緊急

通報体制を整備する緊急通報体制等整備事業費921万

9,000円、地域包括支援センターを設置し、高齢者の

介護予防事業等を行う地域包括支援事業費3,277万

7,000円、高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり

推進事業費補助金800万円などであります。 

 ３目国民年金費は、職員給与費ほか３件、1,961万

円を計上。 

 60ページになります。 

 社会福祉費は、合わせて20億2,217万円を計上いた

しました。 

 ２項児童福祉費でありますが、１目児童福祉総務費

は１億6,521万1,000円を計上。主な事業といたしまし

ては、子育て親子の交流の場を提供するつどいの広場

事業費600万8,000円、学童保育所運営を支援する学童

保育所運営費補助金200万円などであります。 

 ２目児童福祉運営費は、民間保育所児童保育委託料
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ほか９件、13億538万6,000円を計上。 

 ３目児童福祉施設費は、職員給与費ほか８件、３億

6,249万5,000円を計上。 

 62ページになります。 

 児童福祉費は、合わせて18億3,309万2,000円を計上

いたしました。 

 ３項生活保護費でありますが、１目生活保護総務費

は、職員給与費ほか１件、4,165万9,000円を計上。 

 ２目扶助費は６億7,683万円を計上。 

 生活保護費は、合わせて７億1,848万9,000円を計上

いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

 小栁委員。 

○小栁正人委員 それでは、59ページの高齢者及び障

害者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金に関し

てですけれども、これの近年の利用状況、それを１点。 

 それから、この要綱の中に所得が一定の基準を超え

る方はこれを受けられないんだということが書いてあ

りますけれども、その一定の基準というのは年額にし

て、年間の所得にして幾らぐらいであるかお尋ねいた

します。 

 それから、61ページの学童保育所運営費補助金関係

ですけれども、実は久慈小学校にありますみつばちの

家ですか、あそこが６月から保育料が１人1,000円ず

つ上がったということを仄聞したんですけれども、ほ

かの学童保育所ではどういう状況にあるのかお尋ねし

ます。 

○委員長（桑田鉄男君） 根井介護支援課長。 

○介護支援課長（根井秀美君） 私の方から高齢者に

やさしい住まいづくりの部分でございます。これまで

の実績ということでございますが、17年度実績と申し

ますと19件ほどになっております。 

 それで、所得制限でございますが、これにつきまし

ては、まず要介護者あるいは重度身体障害者１級から

３級の方ということでございます。所得制限につきま

しては、後ほどお願いいたします。そういった部分で

ございまして、１回限りということで、そして60万円

が限度になっております。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 南出子育て支援担当課長。 

○子育て支援担当課長（南出敏子君） 学童保育所の

利用料についてご質問いただきました件についてお答

えいたします。 

 久慈小学校の学童保育所の利用料が若干上がったと

いう話なんですけれども、学童保育所については、そ

の学童保育所において利用料は定めております。その

中で特に利用料を上げたという話は聞いておりません。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 小栁委員。 

○小栁正人委員 高齢者関係ですけれども、実はリフ

ォームの補助ありますよね、改築の関係、それと並行

して、これを利用することはできないというようなこ

とはわかるんですけれども、介護保険による住宅改善

費というのがあると聞いておりますけれども、それと

は並行して、重複と言ったらおかしいですけれども、

利用できるというようなことをちょっと仄聞したんで

すけれども、そこら辺は明快な答弁をお願いしたいと

思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 根井介護支援課長。 

○介護支援課長（根井秀美君） 並行して使えること

になっております。まず、介護保険の方が優先されま

して、そこの不足分をこちらの住まいづくりの方から

補てんするというような形でもって、限度額でもって

60万円ということになります。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 皆川委員。 

○皆川惣司委員 63ページであります。中ほどに休園

保育施設通園補助金とあります。地区と人数をお伺い

したいと思いますし、園児１人当たりどれぐらいの助

成になっているのか、それからこれからの見通しをお

伺いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 清水山形総合支所住民生活

課長。 

○山形総合支所住民生活課長（清水隆二君） 休園保

育施設通園補助金でありますが、キロ当たり10円の補

助をいたしているというものでございまして、対象人

数は８名というふうに記憶いたしてございます。なお、

対象施設につきましては、小国児童館から霜畑児童館

へ通所する子供、さらには日野沢から荷軽部保育園に

通う子供と。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 根井介護支援課長。 

○介護支援課長（根井秀美君） 先ほどの所得制限の
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部分でございます。これにつきましては、扶養者がな

い場合、本人の所得が459万6,000円を超えないという

部分でございます。それから、扶養者が１人の場合は

497万6,000円、２人の場合は535万6,000円というふう

になります。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 戸﨑委員。 

○戸﨑武文委員 １点目は、57ページの下の方なんで

すけれども、岩手県傷痍軍人会久慈支部補助金として

１万円あるんですね。果たしてこれだけの補助金で、

この久慈支部というのはどういうことをやっているの

かということがわからないので教えてください。 

 ２点目は、この前、田表議員の関連質問の中でも述

べましたけれども、これから団塊世代と言われる方々

がどんどんふえていくと、山形と合併しただけでも恐

らく市全体の高齢化率は高くなっていっただろうと思

うんです。これから高齢化率が今年度から５年間ぐら

いでどのように進んでいくのかということ。調べてい

なければ、後でもいいですけれども、どんどん高くな

っていくということは明らかなわけです。 

 そうしますと、要介護あるいは要支援の出現率とい

うのは、平成12年度に介護保険制度が発足したときで

大体全国的に12％強だったんです。恐らく現在ではも

っと多くなっているだろうと思う。これはその当時、

私は山形の出現率についても調べたんですが、山形で

もやはり12％強と。高齢者100人のうち12％程度、要

支援、要介護になる人が出ているということなようで

すけれども、高齢化率がどんどん上がっていくと、出

現率12％強が同じだったとしても、どんどん対象者が

ふえていくということになる。 

 そうしますと、老人医療、あるいは介護の負担金、

こういうものがどんどんふえていくわけです。これを

何とか先取りをして、防ぐということ。いわゆる元気

高齢者を育成していく、ふやすという視点を持たなけ

れば、最後はどんどん介護保険料も上げなければなら

ないし、市としての負担金もどんどんふえていって、

財政的にかなり苦しくなっていくだろうと。 

 私はこの前も言いましたけれども、やはり視点を、

今言っている介護予防というのは、要介護、要支援の

対象者になった人をそれぞれ重度にならないようにす

るということだけなんです。だから、本来的な意味か

らいえば、介護予防にはほど遠いものであると。つま

り要介護、要支援の申請を出さなくてもいいような元

気な高齢者を育成していくという視点に立たなければ

いけないと思う。その点についてどのように考えてい

るのかということ。 

 それから、その次にこの４月から包括支援センター

が始まったわけですけれども、まだ恐らくこの事業の

進行は半ばではないかなと思うんですが、その進行状

況はどうなっているのか。私の記憶では、要支援１、

２の３割程度しか予防給付の対象にはならないという

ふうに理解しているんですが、そうしますと、あとの

７割の人はどうするんですか。恐らく生きがいデイだ

とか、そういうところでの予防に向けて対応していか

なければならないわけだと思うんですが、ところが生

きがい活動、あるいは予防関係の予算は昨年度と比較

して、それほどふえていないのではないですか。そう

すると、その歯どめにはならないと思うんです。 

 そういうような点についての本当の介護予防、重度

になるのを防ぐ予防ではなくて、要支援、要介護にな

らないための予防をどのように進めていこうと考えて

いるのか説明してください。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 佐々木健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐々木信蔵君） ただいまの質問の

中で、高齢者対策、生きがい対策等答弁申し上げます

が、高齢化率の状況でございますが、現在は二十二.

六、七ぐらいでございますが、平成23年には25.5％に

なるというふうに推計してございます。４人に１人が

65歳以上になると推計しております。そのような中で

老人保健福祉計画の中では、高齢者対策の重要事項と

目標値を定めているわけですが、その中に生きがい対

策等がございます。その事業内容等、高齢者対策等に

ついても含めて、課長から答弁させます。 

○委員長（桑田鉄男君） 根井介護支援課長。 

○介護支援課長（根井秀美君） まず、包括支援セン

ターの進行状況でございます。これにつきましては４

月１日にオープンしまして、そこからスタートしたわ

けなんですが、まず大きな事業の中に相談窓口事業が

ございます。そこの部分で申しますと、５月31日現在

で44件の受け付けがございました。それから、予防の

部分のケアプランの部分でございますが、それにつき

ましてはこの２カ月間で73件、新予防給付のプランを

作成しております。 
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 それから、今は予防の部分でございますが、包括支

援センターが核となりまして、予防事業を実施してい

くことになりますが、まず保健師が予防事業を実施い

たしまして、それである程度効果が上がって、健常者

に近い状況になった。そうしますと、予防の枠から出

ていきます。ただ、それをそのままに置きますと、ま

た予防の方に帰ってくるという部分がございます。そ

ういったことから、その出ていった方につきましても

継続的に介護の方の事業を展開して、介護の方にはな

らないような形に持っていき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（桑田鉄男君） 松野下社会福祉課長。 

○社会福祉課長（松野下冨則君） それでは、岩手県

傷痍軍人会久慈支部補助金についてお答えいたします。 

 久慈支部の会員でございますけれども、現在82名の

会員がございます。それで、昨年度までは４万円の補

助金を交付してございました。収支の状況を見てみま

したならば、若干剰余金があるということで、補助金

を交付しなくても会としての運営が可能であるという

ことで、本年度は最小限のところで１万円の予算計上

をさせていただいてございます。 

 したがいまして、当方でもって減額したということ

ではなくて、会と協議をした上で十分運営が可能だと

いうお話をいただきまして、予算計上させていただい

たものでございますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

○委員長（桑田鉄男君） 戸﨑委員。 

○戸﨑武文委員 何か私はもっと元気高齢者の育成を

進めるという、老人の保健福祉計画の中でどのように

うたわれているか、私はつかみかねていますので、わ

からないんですけれども、もっと力強い決意のほどを

聞きたかったんですが、どうもそっちの方にゆだねら

れてしまったんですけれども、後で見せていただきま

すけれども。 

 それから、もう１点、けさの新聞なんですが、介護

予防プラン、自分で作成ということで、これは市町村

に自分で作成できるようにこのような支援をしなさい

よということを示したということがけさの日報に出て

いましたけれども、この中身はどういうものなのか。

今までもあったようですが、自分で作成できる人はや

れるようなことだったようですけれども、そんなに多

くはないだろうと思うけれども、この示された支援手

順というのはどういう中身なのか、そのことを説明し

てください。それで終わります。 

○委員長（桑田鉄男君） 根井介護支援課長。 

○介護支援課長（根井秀美君） ただいまの新聞報道

の件でございます。これにつきましては、確かに以前

から自分でケアプランをつくるんだということはあり

ました。ただし、これは当初出てきて、すぐ沈んでし

まいました。と申しますのは、ケアプランをつくる支

援事業所を圧迫するのではないかというようなことが

あったらしいと聞いております。 

 ただ、ここに来まして、新予防給付の件数がかなり

多くなってきていると。そこでもって包括支援センタ

ーだけで対応するということは困難ではないのかなと

いうようなこともございまして、それでもって本人に

ケアプランを立ててもいいですよということになって

きております。 

 ただ、新予防給付のケアプランにつきましては、例

えば地域包括支援センターで基本的なプランをつくり

まして、そしてその基本的なプランに基づきまして、

各サービス事業所では本人と直接話をしまして、詳細

なケアプランをそこで立てます。そして、それでもっ

てサービスを実施していくというのが今の部分でござ

いますが、ただそこでもって、ひとつ本人にもケアプ

ランを立てさせるということは、それが一つの予防に

なるんだ。頭を使うということも一つの予防になるん

だということが一つあるようでございます。 

 それから、国の方では経費の削減、ケアプランの作

成費が結構膨らんできている。その経費節減にもつな

がるんだということの２本立てでやっているようでご

ざいまして、具体的な指示につきましては、まだこれ

からということになります。今度会議を開いて、説明

をするということを県の方から伺っております。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 松野下社会福祉課長。 

○社会福祉課長（松野下冨則君） それでは、私の方

から高齢者の生きがい対策についてお話ししたいと思

います。 

 まず、高齢者の健康で生きがいを持ってそれぞれの

地域で暮らしていけるようにと、そういった観点から

お話をしたいと思います。 

 こういった高齢者が地域で自立した生活ができると
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いうことにつきましては、高齢者のみならず、地域、

行政が一体となって取り組まなければならないものと、

このように考えてございます。そういったことから、

市といたしましては、五つの大きな柱を持って進めて

おります。 

 その一つでございますが、高齢者対策の推進体制に

ついて。現在社会福祉協議会に高齢者対策指導員を設

置してございます。この指導員を中心にいたしまして、

さまざまな高齢者の事業等の企画、立案、実施を行っ

ていただいております。 

 それから、山形の老人福祉センター、ここに職員が

２人配置になってございますが、この職員につきまし

ても、高齢者の対策の事業の運営等に当たっていただ

くということで考えてございますし、またこの推進体

制の中で最も大事なところは相談窓口の件だと思いま

す。お年寄りがさまざまな悩みを持っておられるとい

うことでございますので、そういった対応につきまし

て、週３日、社会福祉協議会の中に相談員を配置いた

しまして、ここで相談を受けるという体制を整えてご

ざいます。 

 それから、大きい二つ目でございます。高齢者の生

きがい教養活動でございます。これは一般質問でご質

問いただきましたけれども、山形でもさまざまな事業

を展開しておられるというふうなことで、それぞれの

旧山形村、旧久慈市がこれまで実施したいいところを

活用して、引き続き事業として展開していきたいと。 

 具体的に申し上げますと、白樺大学とか、旧久慈市

では高齢者の生きがい市民講座、そういったものを継

続してやっていきたいというふうに思っております。

あわせて公民館等でも高齢者を対象とした事業を積極

的に展開しているところでございますので、あわせて

生きがいづくりに対処してまいりたいというふうに思

っております。 

 それから、三つ目でございますが、地域連携事業で

ございます。これにつきましては、ふれあいサロンと

申しまして、地域でお年寄りを支えるということで、

民生委員さん方を中心といたしまして、地域のボラン

ティアの皆様のご協力をいただいて、ひとり暮らしの

お年寄り等に集まっていただいて、そこで閉じこもり

がちな老人もたくさんおられるわけでございますが、

話し相手になって、そして生きがいづくりに寄与して

まいりたいというふうなものがございますし、あとほ

のぼの給食会とか、さまざま高齢者に対しては社会福

祉協議会と連携をとって、あるいは老人クラブ連合会

とも連携をとって、今後進めてまいりたいと考えてお

りますので、ご了承いただきたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 中平委員。 

○中平浩志委員 それでは、私は63ページの生活保護

法による扶助費に関して、これは前も話をしたことが

あります。多分また今年度もふえているのかなという

ふうに思います。もちろん生活に困って、生活保護を

受けるというのは、行政側とすれば、責任を持って市

民等しく生活しなければいけないということはわかり

ますけれども、ただそうはいいながらも、一般的な見

方といいますか、変な見方をすれば、それを利用しな

がらというふうなことで生活している方もいらっしゃ

るようです。やはり仕事をしても大変な時代ですから、

生活保護をいただきながら、なおかついろいろな意味

で仕事をしている方より、いい生活というのはどうな

のかなというふうに私は考えておりますけれども、い

ずれにしてもそういった部分でのきちんとした見方と

いうことが非常に大切ではないかなというふうに思い

ますので、それについての考えをお聞かせください。 

 それと、あと前のページになりますけれども、母子

家庭、これについても多分年々ふえてきているのかな

というふうに思いますけれども、その要因についてお

知らせください。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 松野下社会福祉課長。 

○社会福祉課長（松野下冨則君） それでは、私から

生活保護についてお答えいたします。 

 まず、生活保護の実態でございます。17年度におけ

る月平均の保護世帯でございますが、266世帯でござ

います。昨年度と比較いたしまして11世帯の増となっ

てございます。保護人員でございますが、363人、保

護率は9.9パーミルとなっております。 

 それから、11世帯の増の一つの要因でございますけ

れども、一つは、３月６日に山形村と合併いたしまし

て、山形村の生活保護世帯を市で移管を受けたという

ことによるものもございます。それから、それ以外に

も昨今の経済状況が非常によくないということでふえ

ている部分もございますが、そういった要因から11世

帯の増になったものでございます。なお、県の平均保

護率は7.7パーミルでございますし、全国平均では
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11.5パーミルとなってございます。 

 それから、先ほどお話がありました生活保護世帯の

生活実態でございます。これにつきましては、生活保

護の実態把握につきましては、ケースワーカーがその

都度対応することになってございます。家庭訪問等、

随時やりながら確認に努めているところでございます

が、そういったことの情報等がありました際には、私

どもの方でもきちっとした確認をしているところでご

ざいますので、現時点では正確に生活保護の支給がな

されているものと、このように思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 佐々木健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐々木信蔵君） 母子家庭の実態と

いうことでございますが、現況ということでございま

すが、母子世帯になった原因等でございますが、総勢

が300人ほどで、交通事故で54、離婚等で209というふ

うな数字で、そういうふうな部分が一番大きいという

ふうな様子になってございます。母子世帯の子供の人

数等でございますが、一番大きいのは１人、次は２人

と、次は３人と、少子化傾向があらわれているという

ふうな状況にございます。 

 そういうことでございますが、母子家庭相談員が社

会福祉課の方におりますので、相談等を受けて、実態

を把握しているわけでございますけれども、その内容

が、離婚のほかに生活環境というか、生活の中でいろ

いろな問題が生じたという状況で、どうしても離婚と

いうことにつながったり、あるいは交通事故等の家庭

等あるわけでございますが、家庭児童相談員等の部分

でこの問題等には対応してまいりたいというふうに考

えます。 

○委員長（桑田鉄男君） 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 ３点お聞かせをいただきます。 

 第１点は、福祉タクシー事業の助成の問題です。月

に 

タクシー券２枚の助成が現状かと思うんですが、県内

の他市の状況、花巻市等々見ましても、月３枚ですか、

そういう一定の拡大になって、外出するという状況を

奨励しているようですけれども、現状を踏まえて、せ

めて月３枚の支給に拡大を検討できないものかどうか、

その点が第１点。 

 第２点は、母子家庭の医療費の助成事業の実施状況、

久慈市においてどうなっているかお聞かせください。 

 第３点は、障害者の支援事業にかかわってお尋ねし

ますが、一つは、この４月から障害者についても受益

者負担ということで、１割負担が導入されたわけです。

私は前にも触れましたけれども、障害者の受益者負担

というのは、障害が重い人ほど、受益を必要とするわ

けで、これに受益者負担１割求めると、一律に求める

というのは極めて条理に合わないのではないかという

指摘をしてきたところでありますが、いかんせん法が

成立してしまったわけです。 

 そこで、自治体としてなし得る施策として、食事代

も650円何がしですか、かかるということからするな

らば、食事の原材料代は負担していただいても、その

ほかの水道光熱代や調理費等については行政として考

えると、あるいは10％の１割負担を５％にするという

ようなことの、何らかの施策が必要ではないかという

ふうに思うんですが、それのお考えと、あわせてこれ

については市長会等を通じて、国に改善方を強力に要

請していただきたいというのが次の問題です。 

 その次に自立支援法の問題で、サービスを提供する

社会福祉法人が低所得者対策として、定率負担を軽減

する場合には公的助成がありますね。これについての

市としての対応についてお聞かせをください。 

○委員長（桑田鉄男君） 沢口国保年金課長。 

○国保年金課長（沢口道夫君） それでは、私の方か

ら母子家庭の医療給付事業についてご答弁申し上げま

す。 

 委員ご承知のとおりでございますけれども、母子家

庭の医療費給付につきましては、医療給付規則に基づ

きまして給付しております。それで、対象でございま

すが、母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない女

子で、18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間

にある児童を扶養しているもの、あるいは父母のいな

い児童、そういった者を対象にしておりまして、給付

額は一部負担金、窓口負担金がございますけれども、

それらから外来につきましては月1,500円、入院につ

きましては月5,000円を除いた額を給付しているとこ

ろでございます。 

 給付実績でございますが、平成17年度につきまして

は、対象者で964人、これは旧両市村の合計でござい

ますが、964人、それから給付額につきましては1,928

万8,000円の給付ということになっております。なお、

財源につきましては、県単の補助事業、２分の１の補
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助でございますが、それを導入して実施しているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 佐々木健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐々木信蔵君） 障害者の１割負担、

あるいは食事の原材料等の補助等の関係でございます

が、国あるいは県等の制度を見ながら対応を検討して

まいりたいというふうに考えております。 

○委員長（桑田鉄男君） 松野下社会福祉課長。 

○社会福祉課長（松野下冨則君） それでは、私の方

から福祉タクシーと社会福祉法人の減免の部分につい

てお話しいたします。 

 まず、福祉タクシーの利用助成の件でございます。

これにつきましては、重度障害者の身障手帳１級、２

級、あるいは療育手帳のＡというものでございますし、

それから精神障害者の保健福祉手帳の１級と、こうい

った重度の方々を対象にタクシー券を月２枚の割合で

申請時からでございますけれども、交付しているとこ

ろでございます。基本料金分のチケットでございます。

17年度の利用の状況でございますけれども、280名、

延べでございますけれども、利用がございました。 

 現在他市の状況等も若干調べておりますけれども、

他市の状況とか、あるいは障害者の利用のニーズ等も

把握しながら検討してまいりたいというふうに思いま

すし、またこの制度につきましては、旧山形村にはな

い制度でございまして、今後山形町の障害者の皆さん

についても利用できるように、タクシー会社につきま

しても葛巻タクシーさんを追加しておりますので、こ

の際、利用していただければなというふうに思ってお

ります。 

 それから、自立支援法の関係でございます。低所得

者に対する食費、光熱水費、入所の方々については原

則食費と光熱水費、通所の方については食費を負担い

ただくということになってございます。この入所・通

所の方につきまして、低所得者、年金で申し上げれば

障害者の１級、２級の基礎年金の方の額を引用して申

し上げますけれども、こういった方々につきまして、

利用料あるいは食事の補足給付と言っておりますけれ

ども、食費について減額の制度がございます。 

 最終的に障害者の手元に得られる金額は、障害者基

礎年金２級の方ですと２万5,000円が手元に残るよう

な、そういった制度で補足給付というものがございま

す。それから、障害者年金１級の方につきましては、

２万8,000円のお金が手元で生活費として使えると、

そういった減免措置がございます。 

 この減免措置につきましては、市町村が給付費とし

て社会福祉法人の方に支払うという制度でございます。

こういったものを活用しながら、できるだけ負担の軽

減に努めてまいりたいと考えております。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 ４款衛生費、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） 64ページになります。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費でありますが、１目保

健衛生総務費は、保健推進委員報酬ほか21件、４億

8,157万1,000円を計上。 

 ２目老人保健費は、老人保健事業費ほか１件、

7,737万3,000円を計上。 

 ３目予防費は、結核予防事業費ほか２件、3,699万

6,000円を計上。 

 ４目環境衛生費は5,038万6,000円を計上。主な事業

といたしましては、合併処理浄化槽の整備促進を図る

浄化槽設置推進事業費3,559万9,000円。 

 67ページになります。 

 小規模飲用水施設整備費補助金1,000万円などであ

ります。 

 保健衛生費は、合わせて６億4,632万6,000円を計上

いたしました。 

 ２項清掃費でありますが、１目清掃総務費に快適生

活環境確保対策事業費ほか10件、６億5,384万7,000円

を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

 播磨委員。 

○播磨忠一委員 それでは、衛生費にかかわって２点

お伺いいたしますが、第１点目は、65ページの久慈医

学談話会運営費補助金にかかわってでございますが、

私の記憶するところによりますと、この補助金が出た

当時は100万円程度の補助金だったのではないかと思

っているわけでございますが、それが50万円になって、

現在は35万円ということで減額されているわけでござ

いますが、これは多分、事業等が活発に行われていな

い理由ではないかなと仄聞するわけでございますので、

現在の事業活動の内容についてまずお伺いいたします。 
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 ２点目は、環境パトロール員の設置経費にかかわっ

てでございますが、最初にお聞きしたいのは、現在の

隊員の人数と隊員の活動状況についてということと、

あわせて現在市内には不法投棄がどのような状況にな

っているかお伺いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 勝田保健推進課長。 

○保健推進課長（勝田恒男君） それでは、医学談話

会のご質問に対してお答えいたします。 

 まず、活動内容でございますが、昨年度の実績を見

ますと、７月に市民公開健康講演会、生活習慣病と血

管の病気についてパネルディスカッションを行ってお

ります。参加者は124名ほどでございます。 

 それから、もう１回なんですが、市民公開健康講演

会として、２月にメタボリックシンドロームをテーマ

として238名の参加で開催いたしております。 

 あと、各地域を回りまして健康講演会、これは広域

の管内町村になりますが、健康講演会を５回ほど実施

しまして、189名の参加をいただいております。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 根井市民課長。 

○市民課長（根井元君） 環境パトロール員の関係で

ご質問いただきました。人数でございますが、合併に

伴って山形町は２名ふえまして10名でございます。そ

れから、不法投棄の箇所でございます。平成17年度で

173カ所ということで確認しております。 

 以上であります。 

○委員長（桑田鉄男君） 播磨委員。 

○播磨忠一委員 再度お伺いしますが、医学談話にか

かわってでございますけれども、活動について答弁を

いただいたわけでございますが、実は私はこの事業が

できたときに非常に期待を持っていたわけでございま

す。と申しますのは、現在言われております健康の教

育であるとか、あるいは健康相談等の事業を活発にす

ることによって、健康管理、保健予防に大いに役立つ

のではないかなと思っていたわけでございますが、や

はりできることならば、この事業を、いろいろなこれ

に類似する事業が展開されているというのもわかりま

すけれども、これらをさらに活発に事業を展開するよ

うにできないものかということ。 

 もう一つ、直接のかかわりがあるかどうかわかりま

せんけれども、医学談話というのでありますので、た

しか医師会の方にも関係があるのではないかというよ

うに私は思うわけでございますが、現在、久慈の病院

においては医師不足ということが問題になっているわ

けでございますが、これの活動を通じて、医師会の協

力を得ながら、医師不足の紹介の活動のようなものを

できないものかということについてお伺いいたします。 

 ２点目は環境パトロールでございますけれども、人

数と不法投棄については聞いたわけでございますが、

旧山形村と合併したことによって、久慈市の面積は約

倍近くになったのではないかと思っているわけでござ

いますが、そのような状態におきまして、10名の隊員

で、そしてこの予算で十分な活動ができるものかどう

かについてお伺いいたします。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 勝田保健推進課長。 

○保健推進課長（勝田恒男君） 医学談話会のもっと

活発な事業展開ができないのかというご質問に対して

お答えします。 

 医学談話会の構成員でございますが、保健所、市、

久慈医師会、久慈歯科医師会、久慈薬剤師会、岩手県

立久慈病院が構成メンバーとなっております。それで、

世話人会がございますが、そういった場でもって活発

な事業展開について協議してまいりたいと、そのよう

に思います。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 根井市民課長。 

○市民課長（根井元君） 環境パトロールの人数の関

係でございます。旧久慈の場合、旧町単位で地区に１

人ずつということで８名でございました。山形町の場

合は範囲が広いということで２名追加して10名と。２

名ほど選んだことになるわけでございます。また、単

価につきましては１時間当たり900円で、やれる時間

にそれぞれ自分の持ち分の地域を回ってもらうと。そ

して、不法投棄の場所を確認し、報告していただくと、

こういう活動の内容でございます。 

 以上であります。 

○委員長（桑田鉄男君） 播磨委員。 

○播磨忠一委員 質問の内容が悪かったかどうかとい

うことですけれども、10名の活動をしているというこ

とは十分わかるわけでございますが、面積が広くなっ

たので、この10名で十分対応できるのかと、かつこの

予算では少ないのではないかということで質問したの

でございましたので、再度答弁をお願いします。 
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○委員長（桑田鉄男君） 根井市民課長。 

○市民課長（根井元君） 13年からですが、やってき

ていることでございまして、当面この状態で継続して

まいりたいと、このように考えております。 

○委員長（桑田鉄男君） 田表委員。 

○田表永七委員 67ページに記載されている問題につ

いてお伺いいたします。 

 地球温暖化対策推進事業費というのがございます。

事業内容をお願いいたします。 

 それから、同じところですが、地球温暖化防止活動

団体補助金というのがございます。団体数と主な活動

内容についてお知らせいただきたい。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 根井市民課長。 

○市民課長（根井元君） 地球温暖化対策推進事業費

でございますが、地球温暖化の原因とされます温室効

果ガスを削減するという目的に基づきまして、地球温

暖化対策推進実行計画を策定し、取り組んでいるもの

でございます。事業内容とすれば、ほとんど啓発、印

刷製本費なり、消耗費なり、チラシ、啓発用の経費で

ございます。 

 地球温暖化防止活動団体補助金の内容、団体名でご

ざいますが、夏井川堤の景観を守る会、山根六郷研究

会、久慈ライオンズクラブ、久慈東ロータリークラブ

でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 第１点は、保健衛生総務費に関連し

て、一般質問で申し上げたんですけれども、県立久慈

病院の運営協議会についてですけれども、実は私は市

長が県議会議員時代に２回ばかり傍聴しているんです。

実は告示になって、久慈病院の玄関の方に告示になる

んですけれども、当時はたしか市長、現在は山内市長

が会長と認識しておりますが、そこで傍聴者にも一定

程度資料は配付されるんですが、その日、配付されて、

いろいろな婦人団体とか、さまざまな団体が参加して

いるんですけれども、質問が出るのはせいぜい県議会

議員から一、二点質問があって、大体それで終わりだ

というような状況でありました。 

 したがいまして、私は久慈病院運営協議会がもうち

ょっと実質本当の意味で久慈病院の運営にいろいろな

意見が出せるような状況をつくるためには、運営のや

り方について改善する必要があるのではないかという

ふうに思って傍聴した経緯があるんですけれども、現

在、市長は会長でございますから、改善方についてご

意見をお持ちでありましたらお聞かせ願いたいという

ふうに思います。 

 ２点目、快適生活環境確保対策事業費、約300万円

予算がありますけれども、実際はどういうことなのか

内容を聞かせていただきたいと思います。 

 ３点目は、ごみ集積場整備事業費補助金45万円です

が、10万円を超えた場合、３万円の補助金の額は今回

も変わらないのかどうか、あるいは幾らか上げたのか

どうかということ。 

 というのは、前にも指摘したことがあるんですが、

ちゃんとした箱物をつくらないと、風が吹いて、飛ぶ

ということになると、そこで事故が起きれば、製造物

責任何がしの法律があって、そういう責任が発生する

わけです。そうしますと、例えば寺里町内会の関係で

つくっている場合は20万円から25万円、鉄骨の場合か

かるわけです。それだと、少々風が吹いてもびくとも

しないという状況があります。そういったことからい

えば、３万円というのは極めて少ないということで前

から指摘してきているんですが、そういう実態から見

ての改善がなされていないのかどうかお聞かせくださ

い。 

 もう１点は、これはぜひ市全体で考えてほしいんで

すが、久慈川土地改良区が管理している用水路、これ

は田んぼに行く水ですけれども、実は実質的には生活

排水がすべて入ってきているわけです。生活排水路に

草を流したり、さまざまなものが流れてくるという状

況が現実です。 

 これは実は土地改良区の理事会でもこの問題はゆゆ

しき問題だということで話し合った経過もあるんです

が、これは市にも話を要請しながら、用水路はそうい

った意味では水田用の用水路だし、あるいは冬場は防

火水槽の役目も果たしてきている水路です。そういっ

た意味では、本当に市民の皆さんがあそこに例えば生

活排水を流さなければ、一日たりとも生活できないと

いう意味での重要な排水路になっています。 

 そういった意味で、この対策について、これは啓発

も含めて、市の協力をいただきながらやっていきたい

ということで、理事会ではそういう方向を出したよう

でございますが、いずれそういった要請が来るかと思

います。ぜひそういった実態を踏まえつつ対応してい
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ただきたいと。 

 これにかかわって、軽米町の農業委員会がＥＭ菌と

いう環境をよくするやつをつくっているんですね、農

業委員会のメンバーが中心になって。それを家庭雑排

水で使った後、流しでこれを薄めたのを使うと、排水

路自体もきれいになっていくという状況があります。

においもなくなってくるということが現実にあります

ので、そういった生活雑排水を流している現実からい

えば、そういったのを使うことによって、全体として

環境がよくなるということになりますので、そういっ

たことを含めて、ぜひ活用方といいますか、促進方を

考えていただきたい。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 岩手県立久慈病院運営協議会

のことにつきましては、一般質問の際にお答え申し上

げましたとおり、改善充実に向けて要請をしてまいり

たいと思っております。 

○委員長（桑田鉄男君） 根井市民課長。 

○市民課長（根井元君） 快適生活環境確保対策事業

についてお答え申し上げます。この事業は、早朝１時

間清掃、それから生活雑排水を含む無機質性の汚泥を

含む下水上げの分のくみ取り料金、それの委託料等で

ございます。 

 それから、もう一つのご質問は、久慈市ごみ集積所

整備事業補助金、この分の見直しをしたかということ

でございますが、前年度と同額でございます。私の方

でもそれぞれ単価を調べているわけでございますが、

平均で15万3,304円というのが16年の平均単価でござ

いました。それで、当面この単価で補助していきたい

ということで同じ提案をしたものでございます。 

 ＥＭ菌のお話でございました。確かに情報等それぞ

れ集めているところですが、まだ実際動く段階に至っ

ておりません。犬のトイレと同じような方向で実証を

やっておりますけれども、もう少し資料を集めて勉強

してみたいと、このように考えております。 

○委員長（桑田鉄男君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 一つは、早朝１時間、あるいは下水

の委託料、この使い方、側溝とかそういったところの

多分泥をとるとか、そういうものだと思うんですが、

委託料で業者にお願いして、運転手とオペレーターと

機械を派遣してもらうということだと思うんですが、

これは例えば町内会等でお願いしたいときはどういっ

た手続でできるのかというのが一つ。 

 それから、15万3,000円というのは、全部のデータ

を見てやったかとは思うんですけれども、15万3,000

円というと極めて安いというか、ちょっと風が吹いた

ときというのはちょっとおっかないなという気がする

んですが、そういった点では安全、安心からいった場

合にちょっと疑問なところがありますけれども、この

改善方についてはぜひ検討して、幾らかでも上げてい

ただきたいということです。 

 もう一つは、用水路の問題で、要請があった場合に

どこが窓口になっているのかというあたりを教えてい

ただければ、改良区の理事会の中で協議してやります

ので、用水路についてのさっき言ったように日常皆さ

んが使っていると。その用水路については、みんなで

使えるように、変なものを流さないで、刈り取った草

とか、垣根を切ったのを流すとか、そういった実態も

ありますから、そういった点も含めてみんなで協力し

て使いましょうという対応をぜひしていただきたいと

いうことでございますので、窓口がどこになるのかわ

かりませんけれども、お聞かせください。衛生の関連

もありますけれども、全体として考えていただきたい

ということですので、どなたか我はここだというとこ

ろで発言していただければありがたいんですが。 

○委員長（桑田鉄男君） 根井市民課長。 

○市民課長（根井元君） 側溝上げの関係で、町内会

の方の手続ということでございます。予算を組むに当

たって、前年度に希望をとっておりますけれども、町

内会で現地を確認して、汚泥を含む状態か、それから

単なる土砂かということで確認をいただいて、こちら

にご相談いただければ、予算の範囲内で対応するとい

うことになります。 

 それから、15万3,000円の集積所、安心感がちょっ

と持てないのではないかというお話でございますが、

これからも実態を見つつ、検討してまいりたいと、こ

のように思います。 

 ３番目の用水路の関係でございます。それぞれ目的

を持った用水路でしょうが、関係課と協議して、対応

してまいりたいと、このように考えております。 

○委員長（桑田鉄男君） 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 １点お聞かせいただきます。 

 医師確保の問題です。過般、県立病院の麻酔科の医
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師が不在というので、院長と懇談する機会があったん

ですが、聞けば二戸も宮古も大船渡も地元の方だそう

ですね、麻酔科の先生が。いかんせん久慈には久慈出

身の先生がいないということをお聞きしたわけです。 

 そういう点で現行の制度で対応できるかどうか、私

は不案内でわかりませんけれども、医師確保について、

医学生というか、そういう奨学制度といいますか、そ

ういうのを考える必要があるのではないか。制度とし

てなければ、検討する必要があるのではないかという

思いを強くして帰ったわけですけれども、その考え方

について、市長、お聞かせをいただきたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 佐々木健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐々木信蔵君） 県段階のお話でご

ざいますが、国保連で医師養成の際に半額について助

成をすると。ただし、県病で数年間働かなければなら

ないというふうな制度があるようでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 ５款労働費、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） 66ページになります。 

 ５款労働費、１項労働諸費でありますが、１目労働

諸費は、出稼対策経費ほか12件、4,260万8,000円を計

上。 

 68ページになります。 

 ２目勤労青少年ホーム費は、指定管理費ほか２件、

720万4,000円を計上。 

 ３目勤労者家庭支援施設費は、運営管理費ほか２件、

1,273万2,000円を計上。 

 労働諸費は、合わせて6,254万4,000円を計上いたし

ました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

 田表委員。 

○田表永七委員 67ページ、一番下に久慈市シルバー

人材センター運営費補助金1,000万円というのがある

わけですが、これにかかわって２点お伺いいたします。 

 人材の登録総数、それから二つ目は、いろいろな職

種で登録がされているようですが、大工さんとか、草

取りとか、庭師というんですか、それは職種によって、

稼働数が当然違うわけですけれども、同じような作業

内容でも稼働数に差があるというような話を聞くわけ

ですけれども、これは仄聞であります。どのような方

法で登録人員を現場に派遣、指名しているのでしょう

か、おわかりでしたらお伺いしたい。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 久慈商工観光課長。 

○商工観光課長（久慈正俊君） それでは、シルバー

人材センターのご質問にお答えいたします。 

 会員数、平成17年度でございますが、399人となっ

ております。 

 それから、先ほどの業種ごとの発注方法ということ

でございますが、それらをどういう形で地域、あるい

は人を分けているかというところまでは実は把握して

おりませんが、多い順から申し上げますと、草取り等

一般作業で1,100ほど、それからサービス部分で150、

技能を備えている方々で361という就労状況になって

おります。ただ、それらをどういう形で内部で分けて

いるかにつきましては掌握しておりませんので、ご了

承いただきたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

散会 

○委員長（桑田鉄男君） この際、お諮りいたします。

本日の審査はここまでとし、以降は明20日に審査を行

うこととしたいと思います。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（桑田鉄男君） 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。 

 明20日の委員会は午前10時から開きます。 

 本日はこれで散会いたします。 

 ご苦労さまでございました。 

午後４時10分   散会 


