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  平成22年６月21日（月曜日）午前10時開議 
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23 番 濱 欠 明 宏君 24 番 八重櫻 友 夫君 

25 番 髙屋敷 英 則君  

欠席委員（なし） 

  ──────────────────── 

事務局職員出席者 

事 務 局 長 根井  元 事 務 局 次 長 中務 秀雄
庶務グループ 
総 括 主 査 外谷 隆司 

議事グループ 
総 括 主 査 眞角 泰光

主 事 長内 紳悟 

──────────────────── 

説明のための出席者 

市 長 山内 隆文君 副 市 長 外舘 正敏君
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    午前10時00分   開会・開議   

○委員長（堀崎松男君）  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、議案第１号から議案

第６号までの平成22年度各会計補正予算６件でありま

す。 

 なお、議案の審査日程は、本日１日間となっており

ます。 

 この際、お諮りいたします。議案別の審査方法につ

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。これにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（堀崎松男君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定しました。 

 委員各位にお願いいたします。質疑の際には、記載

のページと項目を示して、簡潔にお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第１号 久慈市一般会計補正予算（第１

号）   

○委員長（堀崎松男君）  それでは、付託議案の審査

に入ります。 

 議案第１号「平成22年度久慈市一般会計補正予算

（第１号）」を議題といたします。 

 お諮りいたします。第１条の歳入歳出予算の補正に

ついては、歳入歳出別、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。これにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（堀崎松男君）  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、審査に入ります。 

 第１条歳入歳出予算の補正。歳入、９款地方交付税、

説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  それでは、事項別明細書

によりご説明申し上げます。 
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 10ページとなります。10ページをお開き願います。 

 ９款１項１目地方交付税でありますが、普通交付税

交付見込み等により１億551万8,000円の増額を計上い

たしました。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  質疑を許します。大沢委員。 

○大沢俊光委員  予算委員会でありますけれども、い

ろいろ今回は骨格で３月で予算を組み、今回補正で22

年度の施策の方向の財源裏づけが出てくる形になった

と思いました。その中の大きなのは地方交付税、これ

は当初予算での３月の資料等も見比べながらの部分が

あるんですけれども、まず、 初の部分ですので、全

体の部分の中で財源構成、物の考え方をちょっとお聞

きしたいんですが。 

 ３月のときは本年度の予算のトータルは178億1,430

万で組んであるわけですが、それに対する骨格予算と

いうこともあったでしょう。９億8,100万1,000円のマ

イナス、そして今回がトータルで歳入の８億3,184万

9,000円、それの中の今地方交付税が１億551万8,000

円補正がされると、こういうことですけれども、国な

り県なり、財政難というのは共通し、なおかつ地方に

来れば、市町村に来ればそれぞれ大変な流れがあるわ

けですが、まだ前年度の確定していない部分があるわ

けですが、この税制が国の方針として傾斜配分が復活

するかのような、私は印象を受けているんですが、久

慈市としての対比見込みがこの補正を含めてどうなる

のか、前年あるいはここ二、三年の流れと対比して。 

 それから、もし久慈広域の４町村の中で、町村に対

して多く配分がされている事実があるのかなどについ

てもひとつお尋ねしたい、事務的なことです。 

 それからもう一点は、少し的外れになるかもしれま

せんが、今回、市長の方針演述、任期中の話もされま

した。４年に向けての。そして22年度の話もされまし

た。そして、人員の体制についても、新体制が今回整

いました。こういうふうなこと、恐らくこの補正と骨

格を含めて、この予算権を持つ、執行権を持つ 高責

任者である市長さんがいろいろな財源不足の中で方針

を、施策を実行するために組んだ予算の苦労なり、配

分の重点的な、方針は聞きましたが、数字におろした

のの施策のここのところがポイント、ここのところが

苦労した、ここのところはある意味では大変な部分が

あるというふうなことについてご披瀝をいただければ

なと思いますけれども、まずこの２点、事務的なこと

と執行者の考え方、予算編成の苦労の中身をお知らせ

いただければと思います。 

○委員長（堀崎松男君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  予算編成に当たっての工夫、

どのようなことを行っていったのかと、また留意した

点はどういうことかと、こういったご質問ととらえて

お答えをさせていただきます。 

 私は、この４年間を通じまして、大きく５つの公約

を掲げているわけであります。その１つには、教育・

福祉・医療あるいは子育て支援の充実、さらにまた雇

用の場の創出確保、生産・生活両面にわたる基盤の整

備、あるいは地域コミュニティの振興でありますとか

海外との交流促進、この５つの柱立てを行い、総合計

画に掲げる６つの分野、それぞれに分けて具体的な事

業を展開しようと、このように思っております。 

 そうした中で、その財源をどのように確保していく

かというのは、ご指摘のとおり大変に大きな課題でご

ざいます。自主財源と言われるものがなかなかに確保

が厳しい状況でもありますし、ご質問にありました交

付税あるいは交付金、その社会資本整備総合交付金等

さまざまな交付金がつくられてはまた変わっていくと

いう状況の中で、先が見通せない状況にもございます。

そういった自主財源をどのように確保していくかとい

うことと、いわば補助金ではない部分をどう確保して

いくか、この辺に大きな苦慮している点がございます

けれども、いずれ事務方がさまざまな情報を収集する

中で、間違いのない予測を立てて、その中で財源の内

部で確保すると、こういった状況でございます。 

 したがって、私どもこれからもう十分に留意してい

かなければならないのは、国会等での議論、この行く

末をしっかりと見きわめることが必要であろうと、こ

のように思っております。できるものであれば、地方

の自治体の財源がさらに自由に、また潤沢とまでは申

しませんけれども、一定程度の確保というものがなさ

れるような方向でもってのご議論というものが国会に

おいてなされることを大いに期待をいたしております。 

 そういった中で、我々が常に留意しなければならな

いのは、プライマリーバランス等財政規律をどう確保

していくかということにあるわけであります。このこ

とにも十分に留意をしながら、さまざまな具体的な事

業に振り分けていくこの作業をしっかりとこれからも
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行ってまいりたいと思っているところであります。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  私のほうからは、事務的

といいますか、２点お答えを申し上げたいと思います。 

 まず、交付税の見込みに関連してでございますけれ

ども、市長からご答弁申し上げましたとおり、私ども

財政を預かっているものといたしまして、確実な財源

見込みを立てること、これが肝要かと思っております。

その中には、委員ご指摘のとおり地方交付税、これは

非常に大きなウエートを占めておりますが、これは現

実的に地方財政計画、今年度の地方財政計画におきま

しては6.8％の増というふうな計画にはなってござい

ます。しかしながら、今段階で、いわゆる密度という

か補正係数、それから対比表に係るそれらの増減、こ

ういうのが明らかになってございません。それで、現

実的に、私ども今回は6.8％の地方財政計画の伸びと

いうことではございますけれども、地方雇用創出推進

費等が廃止になったこととか、先に述べましたような

不確定部分が非常に多いことから、今回の伸びは決算

見込みとなるか、普通交付税の伸びを21年度から

2.07％、約１億2,300万というふうになりますけれど

も、それらに抑えて、それで今回の予算編成となって

いるものでございます。 

 また、２点目、市町村の状況はどうなのか、いわゆ

る恐らく委員のご質問は、合併するしないの市町村に

よってどのような変更が出て癩癩変更といいますか、

差異が出てきているのかというふうな点だと思います

けれども、これにつきましては昨年度はあまり大きな

差異というのは私どもでは確認できていないところで

ございます。これは今年度につきましては先ほど申し

上げましたように、いずれ国の動きにすれば、前から

の合併するしないにおいていろんな交付税に変動が出

るような報道等もございましたけれども、私ども事務

的に作業していまして、そこにおいては、昨年度まで

は明らかな差異等の確認はできていませんし、それか

ら今年度においては、繰り返しになりますけれども、

いずれまだ今からの作業でございますので、これにつ

いてはどうなるかというのはちょっとお答えできない

というふうなところでございます。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  大沢委員。 

○大沢俊光委員  国の動向なり制度で地方が動かされ

る、影響を受けるということがよくわかりました。大

変な時代だなと思いながらも、私どもは審議権を施行

してまいりたいと思います。 

 もう一点お尋ねしたわけですが、私は総務の所管で

総務委員長をやっていますが、この前、委員やら所管

の職員と交流する中でも話をしたわけですが、なかな

か財政を含む総務の所管というのは、市民に直接触れ

る部局でないのも事実であります。しかし、要だと言

われる中身は、市民が要望し、要求し、求めることに

対して、私は予算が伴わない施策というのはないに等

しい、あるいは市民サービスの負託にこたえるのは、

必ず予算が伴うものというふうな認識を持っておりま

すけれども、そういうふうな市長の胸のうちの苦しさ

というのもわかりました。 

 この財源構成の中で、私は今総括として一番目に発

言した部分なので、３月の部分で触れますけれども、

市税にあっても骨格予算の中では、本年度39億ですか、

それに対して5,200万ほどもう既にマイナスになって

いるわけです。22年度、あるいはそれ以降についても、

自主財源がなし崩しに、いわゆる雇用の場がない、働

く場がないということは、所得税があるいは法人税が

減ることは、久慈市のみならず見え見えなわけであり

ます。ですから、この辺はきちっと市民に説明する段

階で、やっぱり財源構成の中で施策等どう持っていく

かということについてはきちっと説明する。できる分

はできる分、自主財源でできる施策、国や県の支出金

などと連動してやらなければ市民の負託にこたえられ

ない施策というのがあるわけです。この辺あたりをき

ちっと説明しないと、私どものような余り中身までわ

からないものが市民にあいまいな説明をすると、市民

に誤解を招くようなことがあってはならないと。こう

いう機会に多様な意見交換なりやりとりをして、市民

の負託にこたえていくという事実、実態を訴えながら、

どうこたえていくかと、こういうのが大切だと思うん

であります。 

 指摘のような話ばっかりしてもだめなんで、私は、

こういうときこそ執行権者も審議権者も、あるいは市

民からも知恵を出してもらう。あるいは人材が財源だ

ったり財産だという思いがあるんです。その辺あたり

をひとつ、数字だけでとらえてふえた減ったじゃなく、

国も困る、県も困る。まして市町村、久慈市が大変だ
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と。これをどうカバーしていくかというふうな基本ス

タンスについては、ことあるごとに市民に説明し議論

しなければなりません。 

 ちょっと話がそれますけれども、議員定数の問題に

ついても、マスコミから指摘を受けましたよ。意見の

開陳がない。議論されてないんじゃないか。事実はし

ているんだけれども、市民に見えない。そういうふう

なことに私どもは配慮して、この予算のあり方、この

１年のあり方、市長が４年間を執行していく立場にな

った考え方というのをこういうときにきちっと市民に

説明し、私どもがやりとりをするべきだと思うんであ

りますが、考え方をお尋ねいたします。 

○委員長（堀崎松男君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  ただいまの予算執行にかか

わって、それから当市が抱える財政状況等について市

民に情報提供するべきだと。そして市民のほうからも

いろいろな知恵を出していただくということで市の、

市民の満足度向上につなげるべきだというふうなこと

のわけであります。おっしゃるとおりだというふうに

認識をしておりまして、いずれ市政懇談会でも毎年実

施をしているわけでありますが、いろいろな場面場面

において市の財政状況等については市民のほうにきち

っとした情報を提供していく、そして、その際にはや

はり市民の方々からもご理解をいただきながらいろい

ろな面でのご提案もいただくというふうなこういう取

り組みがやはり非常に大事だというふうに思っており

ますので、今後そういうふうな観点から鋭意努力を続

けていきたいと思っておりますので、ご理解いただき

たいと思います。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  大沢委員。 

○大沢俊光委員  今、市長さんから答弁いただいてか

ら副市長にいこうと思ったんですが、実は、副市長２

人制についても云々かんぬんがあるわけです。私は賛

成論者なんです。いわゆる人材がそれぞれ市長をサ

ポートする。イベントやあいさつのためのコピーじゃ

ないわけです。やっぱり市長と同等な権限を持って、

市民の負託にこたえるための３本の矢が知恵を絞って

この22年、この４年間を担うんだというような思い、

こういうものをやっぱり予算編成のときにぶつけても

らいたい。そのための副市長からのそれぞれ答弁をい

ただきたかったんですが、外舘副市長から答弁をいた

だいたんで、そこはトーンを落としますけれども、私

の考え方、審議権者の考え方も酌んでいただきたいと

思います。 

○委員長（堀崎松男君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  久慈市当局がどのようなこと

を考えて、どのようなことに苦労して、どのようなこ

とに配慮しているのか、こういったこと等について、

市民の皆さんによくよく理解を求める努力が不足して

いるのではないか、こういったご趣旨のご質問であり

ます。その点については十分にこれからも配慮してい

かなければならないというふうに思っておりますが、

率直に申し上げて、限界を感じる場面もございます。

と申し上げますのは、市民の皆さんにとって一番関心

のあることは、その事業が我が地域、我が団体に向か

って行われるのか行われないのか、こういったところ

に も大きな関心があることは、これは間違いのない

事実だろうと思っております。その際に、財源はどう

なっているんだろうというところまで、恐らくは思い

をいたす方々はさほど多くはないのかな、こういった

思いがございます。ただしかし、そういったところに

ついて詳しく説明を申し上げようとすれば、かなりの

時間というものが必要になってくることも、これも間

違いのないことでありまして、そんなことから、その

事業の展開に当たって、財源まで含めて、また財源を

確保するためにどのような努力をしてきたのかなどに

ついても、説明をする時間をなかなかに確保できない

と、こういったもどかしさを感じております。 

 私ども、先ほど外舘副市長から申し上げましたけれ

ども、市政懇談会等さまざまな場面を通じて意見を交

わしながら、私どもが取り組んでいる事業の内容につ

いてご説明を申し上げ、理解を求めているところであ

りますが、さらに工夫を凝らしながら、私が申し上げ

ている情報の共有化、双方向性、こういったところに

さらに力を注いでまいりたい、このように思っている

ところであります。ぜひ議会の皆様におかれましては、

こういったことについても、この議論を通じながら市

民の皆様に実態はどうであるのか、そういったことに

ついてよくわかるようなご議論を展開していただきた

いし、また私どもそれに向かって真摯に取り組んでい

きたいと、このように思っております。どうぞご理解

賜りますようによろしくお願いいたします。 

○委員長（堀崎松男君）  ほかにございませんか。城
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内委員。 

○城内仲悦委員  今回の補正１億ちょっと、１億500

万ですか、ですが、その当初予算、骨格予算というこ

とで組んだわけですけれども、その際に、交付税につ

いてはかなり予想できる満額近い金額を計上したのか

どうか。今回、先ほど答弁が6.8％前後の伸びが予定

されているんだけれども、しかしそこまで考えないで

１億ちょっとの予算を補正計上したということですが、

この骨格とそういうふうな今回６月の補正で本格予算

になったということで、その辺の交付税の伸び、今後

の留保財源としてどの程度考えていらっしゃるのか。

当然これまでは普通交付税だけしか予算化してないと

思うんですが、今後、時期が来れば特別交付税という

ことも出てくるわけですが、その点を予想したときに、

終的に留保財源としてはどの程度を予想しているの

か、お聞かせください。 

○委員長（堀崎松男君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  平成22年度の当初予算編

成をする際にも、こちらのほうから答弁としましてお

おむね留保財源として２億弱というふうな答弁を申し

上げております。今回、普通交付税で１億の増額をお

願いしているところではございますけれども、いずれ、

先ほど来ご答弁申し上げているとおり、いわゆる交付

税につきましては、今度の来月の７月、ここらで大体

おおむね確定してまいります。いずれ6.8％の地方財

政計画の伸び、これは非常に大きな数字だと思ってお

ります。しかしながら、これは実は測定単位というの

があるんですけれども、いわゆる市町村の事情によっ

て変動する要因、それから国は補正係数というので調

整かけるんですけれども、この補正係数がはっきりし

てこないことには、ほんとに実際にどのぐらいになる

だろうというのは我々は計算できません。 

 そういうふうなところで、今まで、昨年、一昨年と

地方財政計画を我々参考にして算定するんですけれど

も、非常にそれで、結果的にはその後の状況によって

非常に変動が生じてしまったと、そういうふうなこと

も起きてはおります。したがいまして、今ここであと

幾ら留保財源があるんだというふうに、交付税につい

て言われましても、非常にお答えしづらいところでは

ございますけれども、希望とするならば、いずれもう

少し伸びてもらいたいと、そういうふうな感覚では持

っております。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  今の答弁ですと、７月頃さまざまな

状況が発生してくるだろうというところの答弁になり

ますが、そうしますと、９月議会にはそういう質問が

あったときには、あるいはお答えできる状況になって

くるというふうに考えてよろしいんでしょうか。お願

いします。 

○委員長（堀崎松男君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  普通交付税についてはお

っしゃるとおり９月にははっきりして確定な数字にな

ります。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  そうしますと、特別交付税について

は全く、これは普通交付税と違いますから、その辺は

確定はいつごろでしたっけ。ちょっと今お聞かせくだ

さい。 

○委員長（堀崎松男君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  特別交付税におきまして

は、交付税法におきまして、いわゆる交付税総額の

６％というふうな枠にはなっております。現実的に久

慈市におきましてはこの枠以上に今までちょうだいし

ている経緯はあるんですけれども、いずれ特別交付税

は２段階ございます。12月に通常、ルール特交といい

まして、ある程度数千万ですけれども、いわゆるきち

んとした根拠があって癩癩根拠といえばあれですけれ

ども、計算方式があってそれで来る交付税、特別交付

税。それから３月には、特交のほとんどの額を占めま

すのが、３月ぎりぎりになってから呈示されます。 

 お答えになりますけれども、いずれ特別交付税にお

きましては、決算にならないとはっきりしないという

のが実態でございます。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（堀崎松男君）  質疑を打ち切ります。 

 13款国庫支出金、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  それでは、次に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、子ども手当469万円の増額を計上、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
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推進体制整備費補助金1,808万円の増。 

 ２目民生費補助金は、母子家庭高等技能訓練促進費

等事業126万9,000円の増。 

 ４目土木費補助金は、道路新設改良事業5,830万円

の増、ほか１件の増、合わせて9,210万7,000円の増額。 

 ５目教育費補助金は、住宅建築物安全ストック形成

事業165万2,000円の増。 

 ６目農林水産業費補助金に漁港整備事業3,750万円

を計上、この項は合わせて１億5,060万8,000円の増額

が計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  質疑を許します。梶谷委員。 

○梶谷武由委員  １目総務費補助金の市町村合併推進

体制整備費補助金、この内容と、それから歳出の項目

のほうでどの部分になるのか、ちょっと私見つけられ

なかったので、そこの分についてお願いします。 

○委員長（堀崎松男君）  山田政策推進課長。 

○政策推進課長（山田一徳君）  市町村合併推進体制

整備費補助金についてご説明をいたします。 

 本年度、久慈市が合併して５年目になります。とい

うことで、本年度合併５周年記念事業を計画している

ところでございまして、その中身としますと、合併５

周年記念式典350万円、そのほか合併記念イベント、

これは久慈みなと・夏まつり、北限の海女フェスティ

バル等４事業になりますが、これに対しまして780万

円、これらを合計して合併５周年記念事業関係事業

1,130万円、それと合併５周年関係ではございません

が、中高生海外研修派遣事業、これは合併以来ずっと

続けてきた事業でございますが、これに対しまして

678万円、合わせまして1,808万円を充当しようとする

ものでございます。 

 以上であります。 

○委員長（堀崎松男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  今の項ですが、総務費、中身はわか

りましたが、これは合併体制整備補助金ということで、

いつまでもらえるのかというのが一つお聞きします。

これ５年もらえるか10年もらえるか20年もらえるかわ

かりませんが、いつまでもらえる、金額についてもそ

うですが、そういう算定基礎があって、毎年この程度

措置されるのか、いつまで措置するのかをお聞かせく

ださい。 

○委員長（堀崎松男君）  山田政策推進課長。 

○政策推進課長（山田一徳君）  ただいま、いわゆる

合併補助金の関係で、いつまでもらえるのかというこ

とでございますが、これは建設計画期間内、つまり平

成27年度までということになっておりますが、補助金

の額としますと、これは合併時の合併関係市町村、つ

まり旧久慈市と旧山形村の人口規模によって決まって

まいります。これでこの10年間、久慈市に対しまして

２億1,000万円、総枠で交付が予定されているところ

でございますが、本年度の計画どおり執行することに

なりますと、交付残額は1,892万円、あと残額がある

という状況になります。 

 以上であります。 

○委員長（堀崎松男君）  ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（堀崎松男君）  質疑を打ち切ります。 

 14款県支出金、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  次に、14款県支出金２項

県補助金でありますが、１目総務費補助金は、総合補

助金1,005万9,000円の増、ほか２件の増、合わせて

4,505万5,000円の増額。 

 ２目民生費補助金は子育て支援対策臨時特例事業１

億2,019万2,000円の増。 

 ４目労働費補助金は、緊急雇用創出事業7,790万

8,000円の増、ほか1件の増、合わせて7,933万3,000円

の増額。 

 ５目農林水産業費補助金は、農地制度実施円滑化事

業費補助金616万6,000円の増ほか８件の増、２件の減、

合わせて7,818万7,000円の増額。 

 ６目商工費補助金は、まちづくり交付金1,230万円

の増。 

 ８目教育費補助金は、家庭教育支援基盤形成事業16

万6,000円の増、ほか１件の増、合わせて71万6,000円

の増額。この項は合わせて３億3,578万3,000円の増額

を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（堀崎松男君）  質疑を打ち切ります。 

 16款寄附金、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  それでは、次に12ページ

をお開き願います。12ページになります。16款１項寄

附金でありますが、１目一般寄附金に10万円の増額を
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計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（堀崎松男君）  質疑を打ち切ります。 

 17款繰入金、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  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に4,000万

円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  今回の補正時の補正しての残額が幾

らなのか。それから平成21年度決算が大体大詰めにな

っていると思うんですが、平成21年度の決算剰余金の

関係を積み立てたとすれば幾らになるのかお聞きしま

す。 

○委員長（堀崎松男君）  澤里財政課長。 

○財政課長（澤里充男君）  財政調整基金についてお

答えいたします。 

 まず、平成21年度の現在高見込み額と申しますか、

決算時の現在高でございますが、６億6,664万5,000円

となってございます。それで、今回4,000万円取り崩

しをいたしますので、残額は６億2,664万5,000円とな

っております。 

 以上でございます。 

○委員長（堀崎松男君）  ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（堀崎松男君）  質疑を打ち切ります。 

 19款諸収入、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  19款諸収入、４項４目雑

入でありますが、自治宝くじ公益事業助成金3,675万

円、自治総合センターコミュニティー助成金780万円、

合わせて4,455万円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（堀崎松男君）  質疑を打ち切ります。 

 20款市債、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  20款１項市債であります

が、２目農林水産業債は、補助内示額の決定に伴う農

道等整備事業債1,500万円の増、ほか１件の増。合わ

せて5,530万円の増額。 

 ３目商工債は、町なか再生推進事業債1,280万円の

減。 

 ４目土木債は道路整備事業債8,680万円の増、ほか

１件の増。合わせて１億810万円の増額。この項は合

わせて１億5,060万円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（堀崎松男君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出に入ります。 

 ２款総務費、給与費明細書を含め説明を求めます。

菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  それでは、初めに給与費

等について、補正予算給与費明細書によりご説明申し

上げます。26ページとなります。26ページをお開き願

います。 

 １の特別職でありますが、表の一番下の比較の欄で

ご説明申し上げます。その他の特別職は報酬18万円の

増となりますが、これは久慈市表彰選考委員会委員報

酬を計上したものであります。 

 27ページになります。２の一般職（１）総括であり

ますが、比較欄でご説明申し上げます。職員手当120

万円の増となっておりますが、これは子ども手当支給

事務に係る超過勤務手当の増によるものであります。 

 以上で給与費等の説明を終わります。 

 それでは、前に戻っていただいて14ページをお開き

願います。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、国際交流事業費546万7,000円の増、

ほか２件の増、合わせて917万7,000円の増額。 

 ６目企画費は、団塊世代誘致促進事業費20万円の増、

ほか３件の増、合わせて1,250万3,000円の増額。 

 ９目諸費は、消費者行政推進事務経費3,479万6,000

円の増、この項は合わせて5,647万6,000円の増額を計

上。 

 ２項徴税費でありますが、２目賦課徴収費は、市県

民税等賦課経費93万6,000円の増額を計上いたしまし

た。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  質疑を許します。小倉委員。 

○小倉建一委員  15ページになりますが、国際交流事

業費でありますが、この前の一般質問の答弁では、一

般公募をするというようなことで答弁があったわけで
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すが、この際の個人負担について、私は必要だと思っ

ておりますが、この辺の考え方をお伺いしたいと思い

ます。 

 もう一つ、同じく企画費の中ですが、地域づくり活

動人材育成事業費、これも非常にいい事業だと思って

おりまして、私も前の一般質問でも地域づくり、市民

との協働をするためにもその地域のリーダーが必要だ

ということを提言しておりましたが、非常にいい事業

だと思っておりますが、内容について少し詳しく説明

願いたいと思います。 

○委員長（堀崎松男君）  勝田総務課長。 

○総務課長（勝田恒男君）  国際交流事業費にかかわ

ってのご質問にお答えいたします。 

 一般団員については個人負担も必要ではないかとい

うお話でございます。一般公募する市民の方々につき

ましては、一応２分の１の補助金ということで、２分

の１は自己負担というふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  賀美山形総合センター所長。 

○山形総合センター所長（賀美吉之君）  地域づくり

活動人材育成事業費についてお答えします。 

 これは緊急雇用創出事業の地域人材育成事業を活用

して実施するものでございます。地域の課題解決のア

ドバイス、地域振興事業等を企画するための知識、ノ

ウハウを持った人材を育成するというものでございま

す。 

 具体の内容でございますが、臨時職員を総合支所に

２人雇用いたしまして、職場内において実務研修をし

ながら他の研修機関が実施するファシリテーター養成

講座、取りまとめ役とか、促進者という意味でござい

ます。それとか地域づくりを推進するノウハウ等の各

種効果、さらには他のまちづくり団体等が行う自治体

のイベントなどの企画運営に参加させ、知識やノウハ

ウを習得させようというものでございます。 

 ７月から来年３月までの９カ月間分の臨時職員２人

を雇用する経費でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（堀崎松男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  国際交流事業についてですが、今一

般公募については２分の１補助という答弁があったと

ころですけど、その20人の構成、現時点、いわゆる公

の出張の方が何人、市民からの公募は何人考えている

のか。具体的に金額は同じと思っていますが、１人当

たり幾ら計上を考えているのか。そのうちの２分の１

だから、やっぱりこの時点で出してもらわないと当然

市民は関心持っていますから、その辺のことについて、

そのことについてまずお聞かせください。 

 それから、９諸費のところですが、消費者行政推進

事務経費というところで、聞くところによれば、まず

１部屋つくっていくという話ですが、具体的にどうい

う内容なのか、この点をまずお聞かせください。 

○委員長（堀崎松男君）  勝田総務課長。 

○総務課長（勝田恒男君）  国際交流事業費にかかわ

ってのご質問にお答えをします。 

 まず、公費負担、20名の内訳でございますが、公費

負担は６名を考えてございます。それから、一般公募

は14人ということでございますので、参加経費でござ

いますが、まだ業者が決定しておりませんで、一応予

算にお願いをしてあります１人当たりの金額は35万円

程度ということでございます。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  夏井生活環境課長。 

○生活環境課長（夏井正悟君）  それでは、ただいま

の消費者行政推進事務経費についてご質問いただきま

したけれども、その内容についてお答えいたします。 

 この事業は消費生活相談室を市庁舎に増設しようと

するものです。具体的な中身とすれば、相談室プライ

バシーが守れる３つのブースを設け、それから事務室、

それからロビー等を設けようとするものです。設置の

場所につきましては、市庁舎の東側付近に、中庭に増

設しようとするものであります。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  そうしますと、公募が14名というこ

とですが、議会で議決された後、速やかにその事務に

入るかと思うんですが、その考え方、いつから始める

のかということ。 

 それから、相談室の設置ですね、極めて待望の部屋

だと思います。これまでも、例えば生活保護の申請と

か相談事というのは非常に倉庫みたいな場所です。聞

き取りする、従来、今もそうですけれども。これは相

談室ですからさまざまな相談に使えるというふうに理

解していいですね。生活保護の関係とかいろんなあそ

こには窓口があるわけですけれども、すべての相談に
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対応できる部屋として考えてよろしいですか。 

○委員長（堀崎松男君）  勝田総務課長。 

○総務課長（勝田恒男君）  国際交流にかかわって、

事務スケジュールのご質問をいただきました。予算の

議決をいただきまして業者を決定し次第、団員の募集、

これについては７月中にできればいいなというふうに

考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（堀崎松男君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  相談室の関係でござ

いますが、基本的には消費者行政のための相談室でご

ざいますが、ただいま委員からご質問があったような

他部局等での使用については、連携をとりながら使用

させるということで考えております。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  桑田委員。 

○桑田鉄男委員  今の消費のところの消費者行政推進

事務経費にかかわりますが、これは地方消費者行政活

性化基金、これを活用して行うのだと思います。今11

ですか、広域振興局に相談室があって、いろいろ相談

を受けている状況、久慈広域はそのうちでも相談の件

数が多いようでございます。これは今独立させた部屋

をつくって対応するということなんですが、人的体制

等についてはどういうふうに考えておられるのかにつ

いてお尋ねをしたいと思います。 

 それと、周知の方法、こういう相談室をつくりまし

て、その辺もせっかくの設置になるわけで、行うべき

と思うんですが、その辺についても考え方、取り組み

方をお尋ねをしたいと思います。 

○委員長（堀崎松男君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  周知の方法等でござ

いますが、この相談室については、23年の２月ごろに

は完成できるのではないかというように考えておりま

す。その後、久慈市の消費生活センターとして設置し

たいということで、今後その職員体制については検討

されていくわけですけれども、今現在、専門相談員１

名生活環境課に配置しております。その生活相談員を

この消費生活センターのほうに異動させるという形で

考えております。 

 なお、活性化事業を使ってやっているわけですが、

交付金使ってやっているわけですが、この後、今現在、

県北振興局の指導をいただいて、この久慈広域での消

費生活センターの設置について、今課長級の担当者会

議を設置しまして、その久慈広域でのセンター設置に

ついて今現在検討を進めているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（堀崎松男君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、３款民生費、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  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、障害者自立

支援事業費143万8,000円の増額を計上。 

 16ページになります。２項児童福祉費でありますが、

１目児童福祉総務費は、子ども手当支給事務費469万

円の増、ほか４件の増、合わせて１億9,114万4,000円

の増額。 

 ３目児童福祉施設費は、児童館運営費１万8,000円

の増、この項は合わせて１億9,116万2,000円の増額を

計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  質疑を許します。梶谷委員。 

○梶谷武由委員  17ページ、民間保育所施設整備事業

費補助金、ここの分に関ってですが、保育園を建築す

るに当たっては、当然、補助金のほかにも自己資金、

あるいは借入金等あろうかと思うんですが、それぞれ

の園の建築費の総額と補助金、あるいは自己資金、借

入金、これらの分について明細がわかれば、大ざっぱ

な数字でいいですが、お願いをしたいと思います。 

○委員長（堀崎松男君）  高柳子育て支援課長。 

○子育て支援課長（高柳利休君）  ただいま子育て支

援対策臨時事業についてのご質問をいただきましたが、

２保育園、今回事業予定しているものであります。１

施設につきましては、県補助が6,000万ほどで、市の

補助が４分の１でございまして3,000万ほど、自己資

金が6,000万ほどで借入金が2,000万ほど、合わせて１

億7,200万ほどの施設になります。もう一つの施設に

つきましては、県補助がこちらも約6,000万で、市の

補助が2,800万ほど、自己資金2,300万で、合わせて

1,000万弱の施設改修費となっております。（発言す

る者あり）失礼しました。１億1,000万ほどの施設整

備改修費となっております。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  梶谷委員。 
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○梶谷武由委員  当然この園舎を改築、建築するに当

たっては、自己資金等をためていかなければならない。

これは当然なわけですけれども、その場合に、自己資

金の調達、これは日常の運営費を切り詰めながら積み

立てるとか、あるいは一般の寄附金とかさまざまあろ

うかと思うんですが、そういう分について把握をして

いるのであれば、この状況をお伺いしたいと思います。 

 この保育園の運営に当たっては、運営費の補助金等

も当然出されているわけですので、その運営費の中に

こういう園舎を改築するに当たっての、あるいは整備

をするに当たっての項目等が配慮されているのかどう

かの部分です。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  高柳子育て支援課長。 

○子育て支援課長（高柳利休君）  ただいまご質問い

ただきました自己資金の関係でございますが、法人か

らいただいております資金計画によりますと、先ほど

話をしました自己資金、あと借入金といたしまして医

療機構、そちらのほうからの借入を予定しているとい

う計画になっております。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  ちょっと今私が聞いたのには答えて

ないような気がするんですが、自己資金の調達の部分

についての、把握してないというのであればそれはそ

れで結構ですが、把握しているのであればお願いしま

す。 

○委員長（堀崎松男君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  ただいま民間保育所

の施設整備に係る補助金の関係での財源内容のご質問

でございます。こちらにつきましては、老朽化し施設

を整備していくということで、その中において必要で

ある財源の計画というものは当然にその法人が持ち合

わせているというふうになっております。そのことに

よって申請されたものについてということでございま

すが、先ほどの補助の内容で申し上げますと、国が２

分の１を助成すると、そして市が４分の１、事業者が

４分の１、その事業者の４分の１についてはそれぞれ

の法人でもって積み立てないしは、また先ほど課長の

ほうから答弁申し上げましたように、借り入れをする

など財源計画を立てていくということによって事業が

成り立つというふうに考えておりますので、ご理解お

願いします。 

○委員長（堀崎松男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  今の件ですが、箇所もちゃんと名前

出して結構だと思うんですよ。何で出さないのかね。

私の聞いているのでは、長内保育園と久慈湊保育園と

いうふうになっておりますが、それでいいのかどうか。 

 それで、このそれぞれの保育園が何十人規模の保育

園の改築になるのか、60人なのか90人の規模なのか、

その点と、床面積それぞれ幾らになるのか。それから、

場所がそれぞれ移転なのか、その場所に建てるのか、

そういった点をお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、子育て相談サポート事業費220万何がし

計上しておりますが、子育て支援課に相談の委員の配

置がされておりますが、実は久慈小学校の１年生の子

なんですけど、１年生の子というか、１年生の子なん

だけれども、一般の１年生の子以上の大人に成長して

いる子がいて、非常にあちこち対応が困っている子が

１人いらっしゃるんですけど、その学校が終わってみ

つばちという学童保育所に来るんですが、先生が連れ

てきては来るような状況。お母さんはなかなか実家に

いないということがあって、客観的に見て非常に問題

がある行動をする子だなあということを認識、子育て

支援のほうにも相談をかけているんですけれども、そ

ういった子供がいたときに、今子供の虐待とかって皆

さん連携をとって対応していることなんですけれども、

今言ったような子供が発生というか、出ている現実、

どこが窓口になってどう対応すべきかというあたり、

学校との連携も必要だし、放課後は学童保育所との連

携も必要だし、そして親と、市には子育て支援課に子

育てのための窓口があるというあれですが、どうも有

機的に機能しないという状況があって、だれが親に対

して指導をきちんとしていくのか、子供の対応につい

ては学校でも頑張って先生方もやっているんですけれ

ども、そことの関係をどうやってこのあたりがまだ見

えてこないで、非常に苦慮しているような、あるとい

うふうに伺っています。そういった意味では、市の窓

口のほうにも先生の相談がいってるかとも思いますけ

れども、この相談員サポート事業の中で人的配置がさ

れて、そういった点にも今後対応していけるのかどう

か、その辺お聞かせください。 

○委員長（堀崎松男君）  高柳子育て支援課長。 

○子育て支援課長（高柳利休君）  ただいまの２つご
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質問いただきましたが、まず 初に、民間保育所の施

設整備についてのお答えしたいと思います。 

 まず 初に、施設と規模でございますが、久慈湊保

育園につきましては、定員、現在と同じ60名で予定し

ております。面積につきましては、現在544平米でご

ざいますが、約800平米を予定しているものでござい

ます。もう一つの長内保育園でございますが、こちら

は定員が45名を50名に増やすという予定でございます。

面積につきましては400平米を予定しているところで

あります。 

 もう一つの子育て相談サポート事業についてのご質

問にお答えしたいと思いますが、今回の補正につきま

しては、保育園とか家庭、今お話になりました児童相

談等を窓口で受けること等の充実させるための事務職

補助員を予定しているものであります。今お話があり

ましたいろいろな児童相談等につきましては、ケース

ケースによりまして県の児童相談所とか警察とか、い

ろいろの機関と連携をして進めているところでありま

すので、ご了承願います。癩癩あ、失礼しました。保

育園の整備についての場所でございますが、湊も長内

もほぼ現在地を予定しているものであります。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  １点お聞かせください。障害者支

援の関係で、市の管理する公共施設で障害者の利用を

支援するような、そういう段差の解消とかいろんな計

画があると思うんですが、そういう施設整備がなされ

ているのの現状、それと、もしなされていないとすれ

ば、今後のどういう形でやろうとしているのかお聞か

せいただければと思います。 

○委員長（堀崎松男君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  市の公共施設での障害者

への対応ということでございましたのでご説明申し上

げます。 

 市の例えば本庁舎、これにおきましては、オストメ

イト対応とか、それからスロープ、これらについては

対応しているところでございますし、それから市全体

としての考え方としてオストメイト等につきましても

計画的に助成制度等入れながら対応しているものでご

ざいます。 

 いずれ、例えば大きなものについて障害者用の例え

ば大きなもの、エレベーターとかそういうものにつき

ましては、どうしてもかなりの事業費を伴いますこと

から、これらについては市の公共施設等の改築計画等

の時には考慮しなければならんと思っていますけれど

も、現在においてはスロープとかオストメイトの対応

等で、いずれ考えていきたいと、そういうふうに思っ

ております。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（堀崎松男君）  質疑を打ち切ります。 

 ４款衛生費、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  ４款衛生費２項清掃費で

ありますが、１目清掃総務費は、一般廃棄物適正処理

推進事業費69万4,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（堀崎松男君）  質疑を打ち切ります。 

 ５款労働費、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  ５款労働費1項１目労働

諸費でありますが、新卒者雇用支援奨励金交付事業費

285万円、仮称久慈地域雇用創造協議会負担金４万円、

合わせて289万円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  一般質問でも答弁があったような気

がしますが、ちょっと確認の意味でお聞かせいただき

たいんですが、これは何人分で、一人頭幾らの補助を

交付でしたか、ちょっとお聞かせください。 

○委員長（堀崎松男君）  一田商工観光課長。 

○商工観光課長（一田昭彦君）  新卒者雇用支援奨励

金のご質問だと思いますが、これは久慈管内の３月末

での未就職者19名、 大19名分で、１人につき15万円

の補助を見込んでおります。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（堀崎松男君）  質疑を打ち切ります。 

 ６款農林水産業費、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  次に、６款農林水産業費

１項農業費でありますが、１目農業委員会費は、農地

制度実施円滑化事業費632万5,000円の増額、３目農業
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振興費は、岩手希望農業担い手応援事業費2,040万

5,000円の増、ほか３件の増、合わせて4,219万3,000

円の増額。 

 18ページになります。４目畜産業費は、口蹄疫対策

に係る畜産事務費８万8,000円の増、ほか１件の増、

合わせて1,651万4,000円の増額。 

 ５目農地費は、畑田地区農道に係る基盤整備促進事

業費4,758万4,000円の増、ほか２件の増、合わせて

5,011万5,000円の増額。この項は合わせて１億1,514

万7,000円の増額を計上。 

 ２項林業費でありますが、２目林業振興費は、森林

整備加速化林業再生基金事業費262万4,000円の増、ほ

か１件の増、この項は合わせて278万4,000円の増額を

計上。 

 ３項水産業費でありますが、１目水産業総務費は、

市債管理基金積立金280万3,000円の増、ほか１件の増、

合わせて541万4,000円の増額。 

 ４目漁港建設費は、補助金の内定見込み等により、

漁港整備事業費補助7,487万円の増、ほか１件の増、

合わせて7,987万円の増額。この項は、合わせて8,528

万4,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  質疑を許します。大沢委員。 

○大沢俊光委員  一般質問でも取り上げたところです

が、19ページの備考欄のところでありますこの宇部川

地区の圃場整備の関係ですが、20分の中ではなかなか

やりとりができなかったんで、ちょっと確認やらお願

いやら要望やら思いを述べたいと思います。 

 この事業は、県の単独事業で、特には市は直接かか

わらない部分がありますけれども、今回負担金として

計上させてもらっております。これは推進協議会とい

うのを立ち上げて、昨年の10月の27日に緊急に市長に

宇部川地区農業基盤整備事業に係る要望ということで

受益者農家を結集してお願い申し上げましたところ、

当初計画よりある意味で１年前倒しの理解をいただい

て、ここに至ったと。国の方針の中では、戸別所得方

式を持っていくので、基盤整備をし拡大するのについ

ては事業仕分けの中では減額対象に土地改良区等を含

めて減額になっているというのが資料等の情報で得て

いますが、実はさっきの話ともつなげたいんですが、

この事業が大川目でやった次の２番目という考え方も

ありますけれども、まことに大川目とは事情が違いま

す。約久慈市地区は70ヘクタールがエリアで、お隣の

野田村さんも同じ日に認可認定をいただいたというこ

とも確認しました。約30ヘクタールと聞いています。

100ヘクタールのエリアを県の事業でやられる場合に、

関係する市町村、自治体の支援体制、あるいは受益農

家の体制のスクラムがとても大切だと。しかも、基盤

整備という性格を持ちながら、そのエリアの中には都

市計画区域があり、水道管が配備され、農業振興地域

の除外あるいは編入等、個々に検討しなければならな

い部分がたくさんあります。時間ぎりぎりのところで

も申し上げましたが、国道が走り、県道があり、市道

があり、生活道、農道があります。これらを考えます

と、とても県の事業だから負担金を出して市は知らん

と、こういうわけにはいかないんであります。もう計

画をする県より関わりを持ってもらいたい、そういう

のが一つのお願いでございます。 

 今ことしから調査計画が進むわけですけれども、実

は山田議員も26番目の議員として議席をいただいて、

この谷地中地域の話もして、心配はふるさとでありま

すから当然であります。これらも、当然エリアの中に

入って内部検討しておりますけれども、ただトータル

でこの事業が推進されるかどうかにかかっております。 

 そこでお願いしたいんです、市に対して。部分的に

失礼な表現になるかもしれません。新米の村上部長に

だけ任せないで、３本の矢という話をしましたが、私

は久慈市でプロジェクトチームをつくって、あるいは

事業仕分けをして、重複するような事業がないのか、

この事業でやれる分は何なのか、土木とも水道とも都

市計画とも、県とも国とも国道事務所とも、三陸鉄道

あるいはＪＲ、もろもろのところと協議し、そして受

益農家の考え方が合致したことによってこの目的が達

せられるように思うんであります。 

 それとあわせて、実は町村合併の部分で申し上げま

すと、野田村さん、普代村さんが残っておる、いわゆ

る広域４町村の中での久慈市の太平洋沿岸部にあるエ

リアの生活基盤、住民基盤の整備にかかわっておりま

す。この辺あたりをひとつ、この３本の矢の中の副市

長、ぜひこのプロジェクトチームを組んで、考えもっ

てこの目的に向かった久慈市のスタンスを示してもら

いたいと、こう思うんでありますけれども、考え方を

お尋ねしたいと思います。予算に絡んでお願い申し上

げます。負担金に絡んでお願い申し上げます。 



－13－ 

○委員長（堀崎松男君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  宇部川地区の圃場整備のか

かわりでありますけれども、私どもも県の事業だとい

うことで市が何もしないということはないわけであり

まして、いずれ今じきじきに県のほうとも、広域振興

局ともいろいろと情報交換をしているところでござい

まして、これは一体となった事業の推進ということを

やはり重点的に取り組んでいくというふうなことにな

ろうかというふうに思います。 

 今大沢委員がおっしゃったように、いろいろな関連

の部分がございます。野田村との調整あるいは水道、

国県道等々あるわけでありますけれども、この部分に

ついては庁内でも各部局横断ということになりますの

で、それぞれそれはきちっとした情報の共有をしなが

ら、この事業に向けて庁内一体として取り組んでいく

というふうなことが非常に重要になってくるというふ

うに考えておりますので、私ども副市長を中心となっ

てこの分については取り組んでいくというふうなこと

でご理解をいただきたいというふうなことでご理解を

いただきたいというふうに思います。 

 以上であります。 

○委員長（堀崎松男君）  大沢委員。 

○大沢俊光委員  せっかく新部長が来ていますので、

こういう考え方なり地元の考え方ある中で、部長、野

田村との事務的なレベル、そして県振興局、私はちょ

っと話が大きくなりますけれども、久慈に振興局４つ

の中の本局がある、ある意味ではこの事業を成功させ

るか否かにもかかるぐらいのあれでありますので、そ

の働きかけなり考え方をひとつ、部長どの辺まで、進

捗状況をご説明願います。 

○委員長（堀崎松男君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  お答えを申し上げたい

と存じます。 

 ５月に入って私部長になったわけでございますけれ

ども、早速に野田村の事務方のトップとお会いいたし

まして、協力要請したわけでございます。その方は、

いや、むしろ野田村のほうでは歓迎すると。そして事

業促進していくということでございますので、いずれ

両市村一体になって取り組んでまいりたい、そのよう

に考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（堀崎松男君）  下舘委員。 

○下舘祥二委員  19ページお伺いします。一般質問で

も触れましたが、口蹄疫の予算で裏づけをきちっと出

しているようですが、どういう、消石灰なのかな、こ

れ。そこいら辺ちょっと教えていただきたいと思いま

す。当然豚も、養豚のほうも対応になっていると思い

ますが、その辺も含めて。 

 それから、13番の委託料の森林整備の加速化、この

事業の内容を少し詳しく教えてください。 

 それともう一つ、その下の木炭生産施設の、これは

16万円ですか、これは何なのか、炭窯なのかそれとも

加工施設なのか。その辺もお願いします。 

○委員長（堀崎松男君）  古屋敷農政課長。 

○農政課長（古屋敷重勝君）  口蹄疫にかかわっての

ご質問にお答えをいたします。 

 畜産事務費として８万8,000円を計上してございま

すが、これにつきましては口蹄疫対策の消毒用の消石

灰を購入しようとするものでございます。それで、ご

質問の中にありました対象飼養頭数でございますが、

牛につきましては137戸の3,598頭、それから豚につき

ましては７戸、5,800頭、そのほかにシカがございま

す。１戸20頭前後、それにプラスして愛玩用の偶蹄類、

これは偶蹄類というもが口蹄疫の対象となりますので、

これについては調査しておりますが、これにあわせて

消毒用の消石灰を購入しようとするものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（堀崎松男君）  中新井田林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  私のほうからは、

森林整備加速化林業再生基金事業、木炭生産施設整備

事業費補助金の２点について説明いたします。 

 まず、森林整備加速化林業再生基金事業であります

が、この事業はおおむね10年以上間伐が整備されてい

ない森林について間伐、除間伐するものであります。

その除間伐費用が定額で助成されるというふうになっ

ております。 

 22年度の実施予定箇所といたしましては、山形町の

繋市有林を予定しております。整備面積でありますが、

６ヘクタールを予定しております。もう一カ所の予定

でございますが、山根町の虫豆市有林の整備を５ヘク

タール考えているところでございます。 

 次に、木炭生産施設整備事業費補助金についてお答

えいたします。 

 この費用は大量窯をつくる補助金でございます。本
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年度２件の予定をしております。これにつきましては

戸呂町第一木炭生産組合と戸呂町第二木炭生産組合２

件が予定しているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（堀崎松男君）  ほかにございませんか。下

舘委員。 

○下舘祥二委員  これは16万円というのは２つの窯で

16万円ということのようですが、これは８万円ですか、

１つが。大分前は随分大きい金額を補助をしていた記

憶がありますけれども、その辺、教えていただきたい

んですが。戸呂町まではいいから。 

○委員長（堀崎松男君）  中新井田林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  補助の内容につ

いてお答えいたします。 

 以前はもっと多かったというふうなことのお話でご

ざいますが、今年度からの県費補助がなくなりまして、

それまで市の嵩上げ補助ということで８万円ほど限度

額として補助しておりました。その嵩上げ限度額に相

当する分、２基分ということで16万円計上したところ

でございます。 

○委員長（堀崎松男君）  ほかにございませんか。砂

川委員。 

○砂川利男委員  17ページの農地制度実施円滑化事業、

それからいわて希望農業担い手応援事業、同じくいわ

て希望農業確立緊急総合事業費、この３点について中

身を詳しくお尋ねいたします。 

○委員長（堀崎松男君）  藤森農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（藤森智君）  農地制度実施円

滑化事業費の内容についてお答えを申し上げます。 

 この事業は、昨年12月、農地制度が大きく改正され

てございます。食料の安定供給を図るための重要な生

産基盤である農地を確保していくという目的から大き

く改正されたところでございます。それに伴いまして

いろいろ事務整備をしなければならないということで

ございまして、主な事業費でございますが、この改正

に伴いまして農地基本台帳システムを、現在あるわけ

でございます。電算システムでございますが、これを

改修しなければならないというものでございます。こ

れは約315万ほどが必要ということで見積もってござ

います。 

 それから、制度が改正されて年１回農地の現況を調

査するということになってございます。そういったこ

とによりまして、いわゆる現地調査員をお願いしなけ

ればならないというのがございます。これらの経費が

240万ほどを予定しているものでございます。 

 その他、管理する地図情報とかあるいは機器のリー

ス料等を見積もったものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（堀崎松男君）  古屋敷農政課長。 

○農政課長（古屋敷重勝君）  ただいまご質問のあり

ましたいわて希望農業担い手応援事業、それからいわ

て希望農業確立緊急総合支援対策事業についてお答え

をいたします。 

 まず 初のいわて希望農業担い手応援事業でござい

ますが、これは県が創設した単独事業でございます。

生産性、市場性の高い地域づくり、担い手を中心とし、

小規模・兼業農家も参加する補助だというふうに申し

ております。それで、市の補助金2,405万円の内容で

ございますが、県の補助金を全体の３分の２をいただ

いて行うものでありまして、事業受益者は２組合であ

ります。組合員23名のうち認定農業者が14人、一つは

菌床シイタケ用の設備をつくる。もう一つはホウレン

ソウ用ハウス９棟ほか菌床シイタケ用ハウス、それか

ら品質保持用の機械18種を購入しようとするものでご

ざいます。 

 次に、いわて希望農業確立緊急総合支援事業でござ

いますが、これは県が平成21年度地域活性化経済対策

交付金を国からいただいて創設した事業でございます。

当初は21年度限りの事業ということでございましたが、

今回、繰越事業費でもって久慈市の菌床シイタケ事業

について補助対象にしてくれという内容でとり進めて

いるものでございます。市の補助金1,237万7,000円の

うち３分の２を県補助金をもって財源手当てするもの

でございます。 

 内容につきましては、１組合でありますが、11組合

員のうち認定農業者８人に対して菌床シイタケ用の栽

培ハウス１棟、それから菌床用ハウス１棟、そのほか

の９種の栽培機器を購入しようとするものでございま

す。大変誤解を招くような回答をいたしましたが、国

が交付した地域活性化経済対策交付金を県が基金とし

て保有して、そして県の繰り越し事業として実施をす

るものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（堀崎松男君）  中新井田林業水産課長。 
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○林業水産課長（中新井田欣也君）  先ほどの私木炭

の生産施設の整備事業の補助金について、22年度から

中止というふうにお答えいたしましたが21年度から中

止ということになっていますので、訂正させていただ

きたいと思います。 

○委員長（堀崎松男君）  ほかにございませんか。砂

川委員。 

○砂川利男委員  農地制度円滑化事業についてお答え

をいただきましたが、前はこの農地の制度の関係に関

して、所有者から利用者に権利を分けるんだという政

策が打ち出されてきたように私は理解しているんだけ

ど、それに基づいて、意欲のある人に農地を集中させ

て、規模拡大をさせて自給率を高めていくんだという

ふうなように報道等がなされてきたわけです。したが

って、それを農業委員会が中心になって農地の所有形

態、放棄地の状況、そういうのを調査して台帳をつく

って、それをパソコン等で全国どこからでも閲覧でき

て、拡大解釈でいくならば、沖縄の人がいきなり久慈

市の放棄地を閲覧をして、私そこに行って農業をやり

たいんだと、そういう意欲のある人にやらせていくん

だという形の制度が打ち出されてきたように思ってお

りますが、そういったものの流れに即応した形での先

ほどの答弁になっているのか、それとも現在は政権が

かわった段階においては、そういった形のものとはま

た別な状況になってきているんだと。そういうところ

をどのようにとらえているかお伺いしたいと思います。 

 それから、いわて希望農業緊急総合支援についての

お答えを教えていただきましたが、いずれも県の事業

の二つの組合が対象になってやっているんだと。わか

りやすくいうならば、比較的規模の大きく取り組んで

いるところが主体じゃなかろうかなという理解をする

わけでございますが、この二つの事業とも大規模に取

り組んでいるところの中に小規模の人たちが、例えば

認定農業者とかあるいは組合とかいう言葉が出てきて

おるんですけど、そういったところに一緒に含まれて

農業を携わっているんだというようなことであれば比

較的規模の大きいところを中心にやっていけば、全体

に波及効果が出るんだという理解につながるわけです

けど、そこら辺はどういった対応になっているのかお

知らせをいただきたいと思います。 

 それから、中山間地域等直接支払い交付金という項

目についてお尋ねいたしますが、この直接支払いとか

いうのは、一般質問でも申し上げたんですけど、モデ

ル対策として主に米なんだということのように私理解

しているんですけれども、この項目の場合でいきます

と、米の対策に相当していくのか、あるいは米じゃな

くてほかの品目に対する中身なのかお知らせいただき

たいと思います。 

○委員長（堀崎松男君）  藤森農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（藤森智君）  ただいまの砂川

委員さんのご質問にお答え申し上げます。 

 農地制度の改正の目的とそれから流れというような

お話でございました。ただいまお話のとおり、全くそ

のとおりの制度の改正ということでございまして、い

ずれこれまでは農地をその所有者みずからが耕してい

くことを目的として、いわゆる所有を目的としておっ

たわけですが、これを、いわゆる利用する、農地を活

用するという点で、そういう方向に動いたということ

でございます。したがって、農地を貸借なりあるいは

その所有者以外の方々が農地を有効的に活用していく

と。そして農地の確保を図っていくというような目的

でもって改正されたものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（堀崎松男君）  古屋敷農政課長。 

○農政課長（古屋敷重勝君）  ただいま質問のありま

したいわて希望農業担い手応援事業についての組合の

考え方でございますが、県が示している事業実施主体

というものにつきましては、もちろん農業法人等もあ

るわけですが、この場合のうちのほうの受益団体は、

認定農業者等という定義の中の組合でございまして、

３戸以上の組合であって、そのうちに２戸の認定農業

者が含まれればよろしいという内容になっております。

したがいまして、２戸以上の認定農業者が含まれてお

れば新規農業者あるいは規模拡大しようとする農業者

についても構成員となることができるというものでご

ざいます。 

 それから、次に中山間地域等直接支払い制度につい

てのお答えをいたします。 

 先ほどご質問のありました米の戸別所得補償制度、

これについては全く別のものでございます。中山間地

域のこの事業につきましては、中山間地では過疎化・

高齢化が進む中で、自然的・経済的条件の不利性から、

担い手の不足、耕作放置地が増加していると。その防

止のために農業・農村が持つ水源涵養等の保持のため
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に集落、そういうもので幾らかの構成員で農地を守る、

農業生産を行うというものの制度でございます。 

 これにつきましては、国が２分の１、県が４分の１、

そして市が４分の１を加算をして交付金として支払う

という制度でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（堀崎松男君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  ただいまそれぞれのお答えをいただ

いたわけなんですけども、今までは、規模拡大という

か、大きなところが主流で来たような理解をしておる

んですけども、この農家が衰退をしてきた。農業を持

続・継続できない状況というものは、これはめぐりめ

ぐって、過疎の市町村につながっているというふうに、

私、思うんですね。 

 そういった意味で、市内の中の商店の皆様方の購買

力を上げるにしても、市内の人たちだけで商店街が活

性化ができるようになっているようには私は思えない

ですね。中心は、やはりこの中心部を取り巻くところ

に、農業に携わって生活をされている人たちに購買力

の力がつかないと、活気が私は生まれないというふう

に思うんです。 

 そういった意味から申し上げれば、制度なり決まり

でいけば、２戸なり３戸なりの農家が集まって一つの

認定農業者なり何なりの制度の枠にはまって、それに

基づいて補助対象なり何なりを若干なり受け入れると

いう形はそのとおりだと思うんですけども、私は今、

この農業政策が大きく変わろうとしているときに、そ

ういうものをきちっと規模の小さいところでも、それ

ぞれに苦労しながらでも、全部一つの集落単位で農業

経営に携わっている形で、国の制度の恩恵にあずかれ

るんだという形をつくっていかなければ、私はならな

いと思う。 

 それが、今新しく、農業制度が大きく変わろうとし

ているとこに、非常に私は重要な時期だというふうに

私、思っているんですね。 

 それは、今の政権が打ち出した戸別所得補償制度は、

次々と米だけじゃなくて来年度から別な方向にも展開

をしていくんだというのを既に証明しているわけです。

それに対して対策、対応上、 大野党でも、それ以上

の対策を盛り込んだ方法を打ち出してきているわけで

す。 

 ですから、これからちょうど、我々の地域の農山村

の大規模農業政策でなければ、市場の競争に対応でき

ていけなかった小さな経営体でも、何とか生きるんだ

という方向が出始めた矢先でございますので、このき

め細かい、漏れなく農業にかかわって、そういう制度

の恩恵を受けれるんだという形を久慈型の農業政策と

でも申しますか、そういうものをつくっていただきた

いというふうに要望して終わります。 

 その感想を一言お聞きいたします。 

○委員長（堀崎松男君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  今、委員おっしゃられ

た久慈型の農業でございますけども、市長が常々お話

申し上げておりますが、海業、山業、里業の振興が、

まさに私は久慈型の農業だと、そのように考えてござ

います。 

 それから、戸別所得補償の点ですけども、これは農

業者みずからが加入するかしないかを決定できること

ができることからも非常によい制度だと、そのように

は思ってございます。 

 今、委員おっしゃられました小規模農家とか、ある

いは高齢者、あるいは私は一般市民も巻き込んで、せ

っかくの農業改革がまさに断行されているわけでござ

いますので、私としても丁寧にそれに対応してまいり

たい、そのように考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（堀崎松男君）  ほかにございませんか。畑

中委員。 

○畑中勇吉委員  菌床シイタケの栽培農家がふえて、

金額も上がっているということですね。その推移、売

上金額とそれから従事世帯への状況、それからさっき

は菌床シイタケのその世帯数、乾燥シイタケですか、

その売り上げもまた伸びているというふうに伺ってお

りますが、その状況についてお伺いしたいと思います。 

 それから、ホウレンソウを雨よけホウレンソウの関

係で、価格の値崩れっていいますか、そういうのが

近あって、一生懸命せっかくいい新鮮なホウレンソウ

を栽培できるようになったにもかかわらず、価格の低

迷によって、大変生産者が苦労している実態があると

いうふうに伺っておるんですが、その状況と対策等に

ついてお伺いしたいと思います。 

○委員長（堀崎松男君）  古屋敷農政課長。 

○農政課長（古屋敷重勝君）  ご質問いただきました

菌床シイタケの栽培、それから売り上げの推移につい
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てお答えをいたします。 

 菌床シイタケにつきましては、平成12年度から本格

的に取り組みになっているということでございます。 

 現在、34戸の生産者がございます。売り上げにつき

ましては、平成21年で２億1,200万、今年度につきま

しては２億6,100万というふうになってございます。 

 伸び率につきましてはそれぞれでございますけども、

少々お待ちください。例えば、久慈地区、旧久慈市で

ございますが、金額の伸び率は118.5、数量の伸び率

は136.1、これは21年度、20年度の対比でございます。

それから、旧山形地区につきましては、菌床シイタケ

の伸び率が、数量で121.9、金額で106というふうに伸

びてございます。 

 それから、ホウレンソウについてでございますが、

確かにホウレンソウは値崩れというわけじゃなくて、

価格が低価格で市場で取引されているというふうにと

らえております。平成20年度のホウレンソウの１束で

ありますが、これは170グラムの単位で売るものでご

ざいますが、それにつきましては89.9円。それから21

年度の取引価格が87.7円というふうに下がっておりま

す。 

 私たちは、営農計画を立てるには、100円に持って

いきたいなというふうに頑張っておりますが、なかな

か市場が市況は回復しないという情報でございます。 

 対策といたしましては、やはり岩手県、その中にあ

って、久慈地方のホウレンソウというものの品質は非

常に高評価があります。したがいまして、値段が下が

っている中でも、品質のいいものをつくって、市場の

評価を保持するのが大切かというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（堀崎松男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  第１点は、この口蹄疫事業費畜産事

務費に関連してひとつお聞かせください。 

 確かに一般質問で、ある方がこの口蹄疫問題で義援

金を視野に入れて取り組んだらどうかということに対

しては、たしか消極的な答弁があったと思うんですよ

ね。 

 で、この問題はやはり、対岸の火事的な対応でなく

て、先ほど答弁あったように、相当数の牛・豚が久慈

市内も存在しますし、久慈も有数の、岩手県もそうだ

し、久慈も有数の畜産の国と今言われるわけですね。 

 そういった意味で言えば、本当に国を滅ぼすと言わ

れるいわゆる恐ろしい病気だという、伝染病の口蹄疫

ですけども、幸い宮崎からまだ超えない状況があるわ

けですけども、そういった面ではやっぱりこの問題、

今のうちにきちんと対応する必要があるだろうし、こ

こでの予防的対応は必要だし、やっぱ宮崎に対して久

慈市としてやっぱり一定のきちんとした対応をすると。 

 義援金呼びかけていけば、やっぱ細菌もらってくる

という可能性ありますから、義援金は送れるわけです

から、そういった対応はすべきじゃないのかというふ

うに思うんですが、ひとつお聞かせいただきたいとい

うふうに思います。 

 もう１点は、一般質問でも取り上げたんですが、い

わゆる第１次産業の後継者育成問題で、19日の新聞見

ましたら、宮古市では遂に林業家育成に補助金を出す

と、この７月から実施するというふうに新聞報道があ

りました。 

 そういった意味で、本当にこの後継者育成問題は、

農業、漁業、林業というふうにもう第１次産業それぞ

れのやり方があるようで、宮古市の場合は、新規就農

希望者に支援金を月５万円、Ｉターンなどの場合は、

家賃２分の１を月額２万円まで補助すると。 

 たしか期間は２年というふうになっていますが、研

修を受ける林業家に対しても、研修１人につき 長２

年間、月額３万円を支給するという形で、新規就農者

と、それを受け入れるその林業家に対しても、手当て

をしながら対応するというふうになっています。 

 そういった意味では、久慈市も当然、考えているか

とは思うんですが、他市ではどんどんこういった形で

具体化を図っていくという状況がもうあるわけです。

そういった意味で、私は一般質問で申し上げたとおり、

本当に待ったなしの状況になってきているんだという

ことですので、そういった点、あえてこの宮古市の状

況と新しい記事を取り上げましたが、この林業家育成

についてはどうお考えなのかお聞かせください。 

○委員長（堀崎松男君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  口蹄疫関連で、宮崎県、ある

いは宮崎県の畜産農家に対してということになるのか

どうかわかりませんが、義援金というのは行政が旗振

ってやるべき問題かっていうのは私は基本的に思いま

す。 

 やはりこれは、義援金というのは、その思いを持っ



－18－ 

た方々が自発的に募金をして支援をしていくと、こう

いったところが底辺になければ、義援金の意味という

のは私は薄らぐんだろうと思っています。 

 そういった中で、じゃあ行政が義援金のための窓口

をつくるということを提唱したとして、その後、どう

いう手続でもって、それをお送りするのかというよう

なことをいろいろ考えてまいりますと、義援金を集め

て送れって議論をするのは簡単でありますけれども、

どうも基本的な考え方が違うように思えてなりません。

私は、こういったものこそ、市民活動であるべきなの

かなというふうに思っています。 

○委員長（堀崎松男君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  新規就農者へ対する支

援の質問でございますけども、やはり一般質問の際に

もお答えいたしましたけども、持続性の保障がない限

りは、なかなかに市民から理解されないものと考えて

おりますけども、私も、新規参入者は、ある一定期間、

支援が必要だろうと思っておる点もございます。 

 あるいは技術習得のために受け入れてくれる主体に

対しても、ある程度の支援が必要だろうと、そういう

考え方には立ってございますので、今後におきまして

研究してみたい、そのように考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（堀崎松男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  先ほど質問した点ですが、もしおわ

かりでしたら、菌床シイタケの乾燥シイタケスライス

の販売が、 近伸びているというふうに聞いているん

ですが、もしおわかりでしたらお伺いしたい。 

○委員長（堀崎松男君）  古屋敷農政課長。 

○農政課長（古屋敷重勝君）  ただいまの菌床シイタ

ケのスライスという、乾燥という部分についてのご質

問がございましたが、市としては今、とらえていない

ところでございます。 

 それから、先ほどの私、菌床シイタケの栽培農家34

戸とお答えいたしましたが、これはＪＡ久慈営農セン

ター内の戸数でございまして、久慈市内は23戸でござ

います。 

○委員長（堀崎松男君）  質疑を打ち切ります。 

 ７款商工費、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  次に、７款１項商工費で

ありますが、２目商工業振興費は街なかコンシェルジ

ュ設置事業費274万8,000円の増、ほか５件の増、１件

の財源更正、合わせて5,796万円の増額。３目観光費

は、地域の魅力全国発信事業費427万8,000円の増、ほ

か７件の増、１件の組み替え、合わせて2,420万4,000

円の増額。 

 20ページになります。この項は、合わせて8,216万

4,000円の増額を計上いたしまた。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  質疑を許します。小倉委員。 

○小倉建一委員  19ページになりますが、商工費なわ

けですが、この３月の久慈市長選の立候予定者の公開

討論会におきまして、市長は、この働く場の創出、確

保についての質問の中で、緊急雇用対策をしっかりと

やり、中長期的には人材育成をやっていかなければな

らない、このように話しております。 

 今回のこの雇用創出事業についても、その準備段階

にあるかなと思っておりますが、市長のこの中長期的

人材育成についてお考えをお伺いしたいと思います。 

 その後に、商工費の中だけでも、７つの緊急雇用創

出事業費が計上されておりまして、国庫支出金、国県

の支出金を活用しての事業ということでありまして、

非常にいいわけですが、しかも、魅力的なネーミング

といいますか、名称の事業が並んでおります。 

 内容についても魅力的かなと、このように予測して

おりますが、このちょっと長くなりますが、７つの大

まかな事業内容についてお伺いをしたいと思います。 

○委員長（堀崎松男君）  一田商工観光課長。 

○商工観光課長（一田昭彦君）  それでは、緊急雇用

創出事業の７つの事業について、まずご説明いたしま

す。 

 まず、街なかコンシェルジュ設置事業ですが、これ

は中心市街地の核施設、やませ土風館に案内人を設置

し、市街地及び久慈市の情報発信をするとともに、き

め細やかな対応を行うということで昨年から実施して

おりまして、今年は当初４名を予定していましたが、

今回の補正で新たに１名を追加補充する考えでござい

ます。 

 次にまた、街なか回遊性向上事業、これにつきまし

ては、中心市街地の回遊性向上のために案内マップな

どの作成や、各種回遊性のためのイベントを実施する

ことで３名雇用の予定で、これは例えば、商工会議所

などに委託する考えでございます。 

 次、一つ飛びまして、街なか観光客誘客事業につき
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ましては、これは中心市街地の回遊性、そして賑わい

の創出を勧めるため、例えば空き店舗などを活用した

地域の特産品や工芸品などを広く紹介するとともに、

地場産品の販路拡大とか、促進を担う人材の育成の場

を提供し、観光物産関連事業の振興を図るもので、２

名を雇用する予定です。これは緊急雇用の人材育成事

業という部分を活用しております。 

 それから下のほうになります。地域の魅力全国発信

事業になります。これは久慈市の魅力を全国に発信す

るため、観光資源の発掘及び利活用の研究や観光資源

に関する外部との連絡調整、そして久慈市の魅力を発

信するための事業等予定しております。 

 これは、当初１名を計上していましたが、これを２

名にするものでございます。人件費、そのほか旅費、

需用費などの追加になります。 

 それから、やませ観光カレッジ事業、これにつきま

しては、久慈地域を観光駅、大きな観光駅と考えまし

て、継続的、自立的に展開していくためには、観光情

報とか知識とか、また、おもてなしの心などを持ち合

わせた人材そのものが必要でございますので、各施設

を活用したこの人材の育成をする。研修とか物産展研

修などの人材育成のカリキュラムを展開しながら、実

践的な方を育成するということで２名の雇用の予定で

ございます。これも緊急雇用の人材育成という分野の

活用になります。 

 後になりますが、ジオマスター養成事業費、これ

のほうも同じく緊急雇用の人材育成という分野を活用

していますが、昨年、琥珀の久慈層群が日本地質百選

に選ばれたこともありまして、この貴重な全国で唯一

の資源を有効に活用するためには、地質に精通した人

材を育成しなければならない。そして、地域の活性化、

さらには観光探検に結びつけるための取り組みを行う

ということで、１名を雇用する予定でございます。 

 以上、緊急雇用の事業についてでございました。 

○委員長（堀崎松男君）  蒲野交流促進課長。 

○交流促進課長（蒲野喜美男君）  私のほうからは、

21ページ、交流等による『ふる里づくり』育成事業費、

これについて説明したいと思います。 

 この事業につきましても、人材育成を目的といたし

ました緊急雇用事業でございます。教育旅行者、ある

いは一般の方々の体験学習、さらには移住希望者等に

対しまして、総合的にアドバイスを行える人材の育成

を行うというふうなものでございます。 

 具体的には、２名を雇用いたしまして、各種研修・

講習会等の受講、あるいは視察等による質の向上、教

育旅行受け入れ補助対応によるスキルアップ、それか

ら民泊先の受け入れ指導援助、それとこれは移住のほ

うに関係するんですけども、空き家バンク登録等の調

査とか指導、移住・定住の促進・周知活動など、そう

いうふうな幅広い業務に従事していただきたいなとい

うふうに思っております。 

 このことによりまして、受け入れの拡大を図りまし

て、内外の触れ合い交流、これが促進され、地域コミ

ュニティの再生とか、あるいは久慈市の豊富な資源を

活かしたふるさとづくりにつながるものと思料されま

す。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  人材育成に対して中長期的な

考え方はどうかと、こういうご質問ととらえてお答え

をさせていただきます。 

 まず、中長期的ということではありますが、これは

生涯学習にもつながることなんだろうというふうに思

っております。よく有効求人倍率等が議論されるわけ

でありますけども、決して久慈管内の場合には、求職

者数とみずから働きたいという数のその大きな違いと

いうものはないわけではありますが、実際の決定、い

わゆる就職決定の状況を見ると、どうしても下がって

しまう。 

 これは、言うところのミスマッチが生じているとこ

ろもあるのだろうと、このようにとらえております。

つまり、希望職種がないという状況も、一つのミスマ

ッチであります。 

 そういった中で、私が考えているのは、労働、働く

ということの意味・価値について、やはり幼少のころ

からしっかりと学ぶべきことなのだろうと、こう思っ

ております。働くということはどういうことであるの

かということの教育、これは学校教育においても、あ

るいは社会教育においても、なされなければならない

ことだろうとこのように思っております。 

 教育委員会は教育委員会として、そういった働くと

いうことについての学びをしているはずでありますが、

同時に職場体験だとか、そういったものを通じながら、

まずは働く、労働といったものに対する価値・意義と
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いったものをしっかりと学んでいただくことが基本に

なければならないというふうに思っております。 

 そして、その上に立って、初めて行政がさまざまな

講座等々を用意しながら、まずはみずから学びたい項

目について学べるような、そういった機会というもの

をしっかりと整えていくということと、もう一方、今

度は企業の側から、どんな人材を求めているのかとい

ったことについての聞き取りをしっかりと行いながら、

それに沿うた講座等を形成をしていく。 

 こういったさまざまなメニューを組み合わせること

によって、長期的な、中長期的な人材育成というもの

をしていかなければならない、このように基本的に考

えているところであります。 

○委員長（堀崎松男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  市長の今、答弁に関ってですが、近

年、この進学率が、高校の進学率、高校からの進学率

が上がりまして、大学に都会のほうに大分行っている

と。こういう人を戻す作戦も必要かなと思っておりま

すが、これもまた、この辺、久慈地区のリーダーにな

るべく人材のＵターンが必要かなと思っておりますが、

これについての方策についてお伺いしたいと思います。 

○委員長（堀崎松男君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  今のご質問の趣旨は、進学し

た者だとか、既に大学等、高等教育機関を卒業して他

の地域に就職をされている方々を対象に、この地域に

戻すという方法等について検討すべきではないのかと、

こういうご質問ととらえましたが、そのことは確かに

大切な視点であろうかと思います。 

 ただしかし、個々人の状況から見れば、そういった

職種がこの地域にあるのかないのか、みずからの才

能・能力を、あるいはスキルを技術を生かすようなそ

ういったものはあるのかないのかといったこと等も、

大きな課題であるというふうにとらえております。 

 したがって、行政とすれば、この地域ではこういっ

た分野に力を注いでいるというようなところをやはり

明確にしながら、そういった技術を持っている方々に

おいでをいただくような誘導的な施策を展開していく

ことは可能なのかもしれません。 

 ただ網羅的に、ただ帰ってきてくださいというだけ

では、これはなかなか帰ってこないわけであります。

実際に仕事がなければ帰ってこれないということであ

ります。したがって、農林水産業等々についても、そ

ういったＵターン、Ｉターンの方々を対象にした呼び

かけ等は行いながら行っていくという状況にもありま

すし、あるいは、ホウレンソウについても、これは県

外に出ておられる方々についても、これは対象にして

はいるわけですから、なかなかそういったところに直

ちに就業をしようという意欲にまでは結びつかない、

こういった状況でもあります。大変に苦慮するべき、

しているような課題であるととらえております。 

○委員長（堀崎松男君）  ほかにございませんか。山

田委員。 

○山田光委員  大変単純なことで恐縮でございますが、

この負担金等の関係が出ております。これ当初、単純

に例年200万、例えば今、この補正で多くなった金額

が例年の負担金であったのか、それとも増やしてあげ

たという考え方でいいのか、となれば、全部増えてき

ているわけですが。 

 そうすると、この当初予算では少ないわけですが、

それなれば、こんな何かこの思いがあって全部増やし

てきたものか、単純なあれなのか、あれですが。 

 それから、海女センターの設置条例が今回出ている

わけでありますが、これが委託料、委託料はまだ出て

いませんが、委託は９月まで続くわけですが、新しく

完成した月から委託をどっかにやろうとしているのか、

今年だけは市で管理していくんだということなのか。 

 それから、もう一点は、その営業は海女クラブでや

るわけですが、この委託料の関係と、この海女クラブ

の収入が出たときに、何かそこに委託的なもので海女

クラブの収入から回してくるというふうなことはない

のか、あるいはどうなのか。それはまた別問題なのか

ということは、海女クラブ一生懸命海女さんたちにも

こう、稼ぎがいいようにやっていくべきだろうなとい

う気がしていますが。 

 前は、営業、海女クラブが施設の管理を委託された

ときに、売り上げから支払った経緯もあるんですが、

今はもう、そういう形にはなってないかと思うんです

けども、いずれにしても、海女を育てていかなきゃな

らない、非常に重要な時期だと思っていますので、そ

の辺についてお伺いをさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  一田商工観光課長。 

○商工観光課長（一田昭彦君）  まず、負担金のほう

につきましては、21ページのほうの久慈みなと・夏ま
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つり、北三陸くじ冬の市、北限の海女フェスティバル

等の負担金の部分だと思います。あと平庭高原スキー

場まつりですか、これらにつきましては、市町村合併

推進体制整備費補助金ということで、合併５周年の事

業についての補助金でございますんで、今年度限りの

負担増ということになります。 

 もう一つ、海女クラブのほう、海女のほうにつきま

しては、今年はこれまで海女クラブのほうに委託料を

お支払いして運営していただいたところでございます

が、今年度、条例を設置したこともあり、来年度、そ

の条例の中に指定管理の部分が入っております。で、

来年度からの指定管理に向け、今年はその準備が、ま

だ指定管理者の準備が整わないことから、今年に限り、

久慈市の直営で運営しようというもので、これが19

ページの下から４行目、観光施設維持管理費の組み替

え77万5,000円、これが今まで委託料でお支払いした

分をいわゆる賃金とか保険料とか、そういう部分で久

慈市が直営しようとするものでございます。 

 また、海女のいろいろな営業的な収入、そういう部

分に関しましては、運営を海女のコストで海女の会の

ほうに委託しておりますので、そこの部分につきまし

ては、市のほうで関与をしておりません。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  第１点は先ほど義援金の話をしまし

たが、義援金の言葉遣いについて市長からコメントあ

ったんですが、私の思いはいわゆる見舞金でもいいわ

けで、名前は何でもいい、見舞金としてもいいんです

けども、やっぱりそういう意思を伝えるべきじゃない

かと。 

 まあ、やり方はいろいろ考えてもいいと思うんです

けども、市を挙げてもいいだろうし、例えば、市長と

してもいいだろうし、市、久慈市としてやっぱり見舞

金等あげて、そういう支援していくことも必要だろう

というふうな思いからお聞きしましたので、ひとつそ

ういう対応できないかというふうにお聞きします。 

 それから、先ほど村上部長から、失敗すると市民か

ら理解が得ないだろうってこともあったんですが、た

しか一般質問で、農業後継者が６人のうち３人が頑張

っているということを言えば、５割、打率５割もあれ

ですよ。 

 そういった意味では、そういう農業とか林業とか漁

業っていうのは大変なことは確かなことなんですよね。 

    〔発言する者あり〕 

○城内仲悦委員  ああ、失礼しました。間違えました。

失礼します。訂正します。今の取り消します。 

 後の一つです。先ほど課長から、交流事業につい

て、教育旅行の点がありました、言及ありました。先

日、６月18日に、静岡でしたか、湖で中学生の死亡事

故が起きました。で、私は久慈市の教育旅行自体も、

山から川から海へ転換していこうと、将来、考えてい

ますよね。そういったところに、やはり海での事故っ

ていうことがあるわけで、そういった点では、今回の

あそこは湖の事故でしたけども、６月18日、皆さん、

テレビご覧になったと思うんですが、大変悲惨な事故

だったんですけども、お一人、中学生が亡くなりまし

た。 

 そういった点では、教育旅行の安全性ということに

ついて、やはり今、久慈市の教育旅行も、近く１万人

になるかもしれませんが、相当な数増えてきている中

で、そういう安全点検なりについて、やっぱりそうい

う時期に来ているのかなという感じがするんですが、

この事故を契機にきちんと調査したりして、しっかり

した対応をするべきじゃないかというふうに思うんで

すが、お聞かせください。 

○委員長（堀崎松男君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  それでは、ただいま

のご質問にお答えしたいと思います。 

 いずれ安全性という部分につきましては、常々、始

まる前、あるいは終了後も勉強会等を開催しながら、

その部分について皆さんに認識をしていただいており

ますし、当然ながら、民泊関係もそのとおりでありま

す。 

 したがいまして、今後また、展開される予定として

おりますが、海についても、そういう形で事前学習、

あるいはそういったものを整えながら、受け入れ体制

を整えていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（堀崎松男君）  あと、ございませんか、簡

潔にお願いします。畑中委員。 

○畑中勇吉委員  21ページにかかわってお尋ねをいた

しますけども、海女の保険等を先ほどお掛けになって

いるということなんですが、その補償額っていいます

か、と掛金。それから、どれぐらいの人数、フェステ
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ィバルに参加するその海女さんなのか、それとも海女

クラブの全会員の補償となっているのか、その辺、お

わかりでしたらお聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（堀崎松男君）  一田商工観光課長。 

○商工観光課長（一田昭彦君）  この保険につきまし

ては、いわゆる災害保険ということで、いわゆる素潜

り等に従事する海女の方に対する保険金なんです。 

 で、細かい補償額等につきましては、資料を持ち合

わせてございませんので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

○委員長（堀崎松男君）  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10分といたします。 

    午後０時10分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後１時10分   再開   

○副委員長（砂川利男君）  休憩前に引き続き委員会

を開きます。 

 議案第１号の審査を継続します。８款土木費、説明

を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  それでは、20ページ、21

ページとなります。８款土木費２項道路橋梁費であり

ますが、２目道路維持費は、除雪機械整備事業費

5,776万円の増額を計上、３目道路新設改良費は、補

助金の内定見込み等により道路新設改良費補助１億

1,564万7,000円の増、ほか１件の増、合わせて１億

5,539万1,000円の増額。この項は合わせて２億1,315

万1,000円の増額を計上。 

 ３項河川費でありますが、１目河川改良費は、土砂

災害防止対策関係基礎調査集計事業費199万9,000円の

増額を計上、４項港湾費でありますが、１目港湾管理

費に久慈港利用貨物拡大事業費補助金600万円の増額

を計上いたしました。 

 以上です。 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を許します。小倉委

員。 

○小倉建一委員  21ページですが、久慈港利用貨物拡

大事業費の補助金でありますが、この補助金の交付先

と具体的な目的、そしてまた成果の展望、そして成果

の予測についてお伺いしたいと思います。 

○副委員長（砂川利男君）  菊池産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（菊池修一君）  ただいま久慈港

の利用貨物拡大事業費補助金についてお尋ねがありま

した。 

 まず 初の交付先ということでございますが、確実

に交付先を絞っているものではありません。ただ、い

ろんな事業者のほうから引き合いがありまして、そう

いったところについてはよく制度を説明しまして、活

用を図っていただきたいというふうに考えております。 

 それで、この目的でございますが、近年、久慈港の

取り扱い貨物量につきましては減少傾向にございます

ので、この制度を新たに創設いたしまして、その貨物

量の拡大を図っていくということが、一番の目的でご

ざいます。 

 とりもなおさず、これが久慈港の全体の振興につな

がりまして、産業の振興につながるものというふうに

考えております。 

 成果と言いましても、まだ先ほど説明しましたよう

に、確実にどこの事業者が申請するかといったあたり

は、まだ未定の部分がございますので、いずれ周知を

しっかりとしてＰＲをしっかりさせていただいて、こ

の制度を活用していただいて、成果を上げてまいりた

いというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（砂川利男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  今のですが、余り計画的ではないな

という答弁なわけですが、この何で６月補正で、もっ

と確実になった９月補正では遅かったのかどうか、お

伺いしたいと思います。 

○副委員長（砂川利男君）  菊池産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（菊池修一君）  ９月補正でもよ

かったのではないかというお尋ねでございます。 

 私どもといたしましては、一刻も早く、この減少す

る取り扱い貨物量に歯どめをかけたいという思いがあ

りまして、今回の６月補正に提案をさせていただいた

ところでございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（砂川利男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  １点、お尋ねいたします。 

 今の件ですが、この利用量の増を期待しての措置だ

ということですが、減少傾向にあると、貨物取り扱い

量が。それで、直近の数字で取り扱い量、現在、実績

としてどれぐらいになっていますか。 

 それから、２点目は、今も出たんですが、この助成
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制度によって、その取り扱い量をこれぐらい増加した

いんだというような数値を持ち合わせているのか、い

ないのかお尋ねをします。 

 ３点目、これに関連して、過般の一般質問でもちょ

っと出たようでしたけども、いわゆる小久慈山の東立

鉱業ですね、珪石の問題です。で、たしか、一般質問

の答弁では、珪石の採掘量が少なくなってきていると

いうような答弁でなかったかと記憶しているんですが、

改めて確認の意味でお尋ねしますが、いわゆる経営者

が変わった東立鉱業ですね、珪石を採掘する、採掘多

い少ないは別ですよ。採掘する機械設備とかあるのか

どうか、採掘の。採掘する対象にあるのかどうかにつ

いてお聞かせください。３点。 

○副委員長（砂川利男君）  菊池産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（菊池修一君）  まず 初に、直

近の貨物の取り扱い量ということでございますが、平

成21年で申し上げますと約17万トンでございまして、

対前年比では約10万トンぐらい減少しているという状

況にございます。 

 それから目標、実際に制度をつくって、どの程度ま

で貨物量を増やすのかといったあたりでございますが、

とりあえず、なかなか厳しい状況にあることはご承知

のことでございまして、いずれ、一番多いときで大体

30万トンぐらいで推移をしていたということでござい

ます。とりあえず、そのあたりまで何とか拡大をして

いきたいというふうに思っております。 

 それから、 後のご質問ですが、東立鉱業の採掘の

ための方法があるのか、その重機とかあるのか。それ

につきましては、すべて前の会社であります東立鉱業

から買っているということで確認をしております。 

 以上でございます。 

○副委員長（砂川利男君）  藤島委員。 

○藤島文男委員  １点だけお伺いします。 

 ページは21、土木費の役務費について、除雪機械の

整備事業費ですね、この中で、これまで市内に配賦さ

れている除雪車は幾らぐらいありますか。それから、

配賦の条件、どういう条件にあって、手続的にはどう

いう手続でやれば、それぞれ配賦になられるのか。あ

るいは、管理委託の方式をとっているかよくわかりま

せんが、その現状についてお尋ねします。 

○副委員長（砂川利男君）  鍛治畑土木課長。 

○土木課長（鍛治畑百々典君）  市道のほうの除雪機

械の配賦っていうのは特別はやってないんですが、コ

ミュニティー事業等で各地区に補助で出している除雪

機械があるんですが、市道の除雪用としては配賦とか

そういうのは、現段階ではやっていないところでござ

います。 

 以上でございます。 

○副委員長（砂川利男君）  藤島委員。 

○藤島文男委員  私のお尋ねしたかったのは、言葉の

表現がまずかったと思いますけれども、歩道を除雪し

ておりますね、手押しのというんですか、いわゆる歩

道上を除雪する際、それは県のほうでやるか、市のほ

うから出るかは、ちょっとそこはわかりませんでした

けども、歩道の除雪ということの意味にとらえて、も

う一度、ご答弁願いたい。 

○副委員長（砂川利男君）  鍛治畑土木課長。 

○土木課長（鍛治畑百々典君）  大変失礼いたしまし

た。歩道の除雪につきましては、市のほうでは住宅が

ない橋の上、例えば、久慈橋あるいは中の橋、上の橋、

大成橋等の除雪は、市のほうでやってございますが、

それ以外の部分については、地元の協力をいただいて

いるというのが実態でございます。 

 それで、市のほうの手押しの除雪機は２台あるわけ

ですが、それを活用しながら、橋の上等の除雪はやっ

ている状況でございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（砂川利男君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  １点だけですが、今の項目から、除

雪機械の整備事業費、これの事業内容をお知らせ願い

ます。 

○副委員長（砂川利男君）  鍛治畑土木課長。 

○土木課長（鍛治畑百々典君）  除雪機械整備事業費

の中身でございますが、本庁用としてグレーダー１台、

それから、山形総合支所用としてダンプのほうの除雪

機ということで、２台の購入を予定しているものでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○副委員長（砂川利男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  第１点は、この道路新設改良費が予

算計上になっているわけですけども、当初予算のとき

には、ちゃんと箇所表が出るんですが、やはり本格的

予算として６月の補正ですので、この分についてもき

ちんと箇所表を資料として提示してほしいんですが、
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要請したいと思うんですがいかがでしょうか、それ第

１点。 

 それから、緊急雇用創出事業で土砂災害防止対策関

係基礎調査というのをやると、賃金が160万がついて

いますが、これは調査結果はそのまま、今後、そした

らどう展開されていくのか。その調査結果は公表して

いくのか、その点についてもお聞かせ願いたいと思い

ます。 

 以上です。 

○副委員長（砂川利男君）  鍛治畑土木課長。 

○土木課長（鍛治畑百々典君）  第１点目の道路新設

改良のほうの予定ということでございますが、とりあ

えず補助事業のほうにつきましてでございますが、天

田内三日町線の部分的な1.5車の拡幅と、あと橋梁の

補修等を予定してございます。 

 あとそれから、道路新設改良の単独のほうでござい

ますが、これは山形町の過疎整備事業債が当初予算で

盛り込まれておらなかったので、主なのはその計上と

なっているものでございます。 

 それから、２点目の土砂災害の調査の今後の展開と

いうことでございますが、これまでも土砂災害、基礎

調査をしながら説明会等を開催し、危険箇所の指定等

をやってきたわけでございますが、これは基本的には

県のほうでいろいろ調査なり指定なりして、いろいろ

住宅の移転等の補助金等を出すような仕組みになって

ございますが、市のほうでは、説明会の開催やらその

地域の地番なり地権者なりを調べて、説明会等を開催

するのが市町村の担当となってございますので、それ

らの経費として計上させていただいたものでございま

して、その説明会等が済んだ段階で住民の皆さんから

意向を聞いて、県のほうで警戒区域として指定をする

といった運びになるものでございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（砂川利男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  今の道路新設なり補助事業について、

一部まあわかったわけですが、その資料は、 終本会

議までに出せますか。我々に出していただきたいんで

すが。 

○副委員長（砂川利男君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  道路の新設改良にかかわっ

た資料ということでありますが、今回ご提案申し上げ

ているこの路線につきましては、今、課長からもお話

を申し上げました、天田内三日町線と、それから長内

橋ほか、３橋の橋梁の補修が主たる事業でありますの

で、これで資料についてはご了承いただきたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○副委員長（砂川利男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  市民協働の申請の状況と道路事業、

状況とその採用といいますか、それらの状況等につい

て今、もう決定等をされておるんであればお伺いした

いと思います。 

 それから、21ページの港湾費の関係ですけども、私

はたまに見かけるんですが、北日本造船のケミカルタ

ンカーの構造物の一部と思うんですが、大型トレー

ラーといいますか、あれで厚手の鉄板を積載したト

レーラーで八戸方面に向かう車、よく見かけるんです

よ。 

 で、もしそれがこの利用貨物拡大等に嵩上げできる

のであれば、大変有効だなというふうに思うんですが、

多分、小さなブロックということで、そういうことで

そっちのほうが搬送っていいますか、運送上もメリッ

トもあるから、そういうことになっているのかなと思

うんですが、今の北日本造船のそのタンカーの建造に

かかわって陸送と海上輸送との関係がどうになってい

るのか、手持ちの資料があったらお聞かせいただきた

いと思います。 

○副委員長（砂川利男君）  鍛治畑土木課長。 

○土木課長（鍛治畑百々典君）  ただいまの市民協働

道路維持補修事業に関ってのご質問にお答えいたしま

す。 

 今年度の申請をいただいた団体といいますか、申請

は26団体からいただいております。なお、今年度は10

カ所を目標、予定にして、事業を展開しようと思って

いましたが、現在の作業の進捗状況でございますが、

現地調査は全部終わりまして、今、内部の中のほうで

いろいろ分析等を行っている段階でございまして、今

月いっぱいには箇所を選定いたしまして、来月からは

地元に入って相談活動しながら事業の展開を図って、

10月までには終わらせたいという予定で、今、進めて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（砂川利男君）  ほかにありませんか。質

疑を打ち切ります。 
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    〔発言する者あり〕 

○副委員長（砂川利男君）  菊池産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（菊池修一君）  北日本造船の貨

物の関係でございますが、本社工場にて、毎日作業が

あるということでございますが、確実に作業を担保す

るためのものじゃございませんので、なかなか船を使

ってのということにはならないというふうに聞いてお

ります。 

 それで、その割合ということも、ちょっと手もとに

は、その割合についての数値を持ち合わせておりませ

んが、21年の北日本造船関係の貨物の取り扱いは、約

５万5,000トンいうふうになってございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（砂川利男君）  ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を打ち切ります。 

 次、９款消防費、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  それでは、22ページをお

開き願います。９款１項消防費でありますが、５目災

害対策費は、ハザードマップ作成経費等として災害対

策事業費1,387万6,000円、防災行政無線受信状況調査

事業費480万9,000円、合わせて1,868万5,000円の増額

を計上いたしました。 

 以上です。 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を許します。梶谷委員。 

○梶谷武由委員  防災行政無線にかかわってですが、

これまでも議会の中でも聞こえにくいということが

時々取り上げられるわけですが、今、屋外に設置して

ありますスピーカーでの通知ということになりますが、

戸別の受信というのについての検討というのが必要か

とも思うんですが、そのようなことについてのお考え

をお伺いしたいと思います。 

 公共施設なんかだったら、戸別に受信機、受信でき

るようなことになっておりますけれども、一般家庭等

において。 

○副委員長（砂川利男君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  屋外のやつは、戸別に変

えてはどうかというお尋ねでございますけれども、私

どもの考え方とすれば、戸別無線、戸別受信というよ

りも、設置的なこれは、今までも技術がかなり上達と

いいますか進歩しております。 

 それで、いろんな情報伝達機能等も出ておりますし、

それらを利用した受信の状況と、それからいろんな活

用方法ございますので、屋外の無線局、これを方向で

まいりたいと考えております。 

 なお、聞こえづらいとかそういうふうなことについ

ては、各、今までも過去の議会でもさんざん指摘され

ておりますけれども、これについては私どもも極めて

問題意識を持っておりますので、このような今回の調

査は戸別調査、各戸の調査でございます。それらにつ

いてきめ細やく調査しながら、その状況に対応してま

いりたいと、そのように考えているところでございま

す。 

 以上です。 

○副委員長（砂川利男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  防災対策費なんですが、実は今年の

春先に向け、防災無線にかかるケーブルが切断されて

木が倒れて、それで、しばらくそのケーブルがつなが

らないで、まあ、そういう状況にあったんですよ。 

 で、また、国立公園内で保安林内でもありますから、

同様のもう倒れそうな木とか危険な枝ぶりの木とかっ

ていうのは、ある箇所はあるんですが、その災害対策

事業等で何とか措置いただければ、少しの手当てで、

もうそういう事故がなくて済むのかなって思うんです

が、その辺のこの対策事業費の中でそういうのを措置

できないかどうか、お伺いしたいんですが。 

○副委員長（砂川利男君）  繁名消防防災課長。 

○消防防災課長（繁名勝男君）  ただいまの質問は、

防災行政無線の倒木というんですかね、横沼地区だっ

たんですけども、子局から地形的に直接住民の方々に

知らせるために、子局から直接放送できない場所で、

その子局からケーブルを引っ張って、その住民のほう

にスピーカーをつけるということで、国立公園内は、

非常に大きな木というんですかね、赤松の25メートル、

30メートル級の木がこう立っていまして、なかなか伐

採が難しいというふうに国のほうからも聞いていまし

て、今、その検討をしている 中でございます。 

 現在のところは前のとおり復旧をして、様子を見な

がら今、運用しているところでございます。 

 以上であります。 

○副委員長（砂川利男君）  ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を打ち切ります。 

 10款教育費、説明を求めます。菅原総務部長。 
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○総務部長（菅原慶一君）  それでは次に、10款教育

費１項教育総務費でありますが、２目事務局費は、財

源更正のため補正額の増減はございません。３目教育

教員住宅費は、教員住宅維持管理費97万1,000円の増

額。５目教育研究指導費は、いわてコミュニティ・ス

クールステップアップ事業費56万円の増、ほか２件の

増、合わせて1,427万6,000円の増額。この項は合わせ

て1,524万7,000円の増額を計上。 

 ２項小学校費でありますが、１目学校管理費は、学

校施設耐震診断補強事業費554万4,000円の増、ほか１

件の増、合わせて555万9,000円の増額。３目学校建設

費は久慈小学校改築事業費1,075万2,000円を計上。こ

の項は、合わせて1,631万1,000円の増額を計上。 

 ３項中学校費でありますが、１目学校管理費は、英

語教師招聘事業費60万2,000円の増、ほか１件の増、

合わせて580万2,000円の増額を計上。 

 24ページになります。４項社会教育費でありますが、

１目社会教育総務費は、生涯学習推進事業費25万

2,000円の増、ほか２件の増、合わせて1,174万6,000

円の増額。３目図書館費は、児童図書等整備事業費10

万円の増、ほか１件の増、合わせて142万4,000円の増

額。４目文化会館費は、財源更正のため補正額の増減

はございません。この項は合わせて1,317万円の増額

を計上。 

 ５項保健体育費でありますが、１目保健体育総務費

は、生涯スポーツ推進事業費236万4,000円の増、ほか

１件の増。合わせて246万4,000円の増額。２目体育施

設費は、体育施設維持管理費４万5,000円の増額、こ

の項は合わせて250万9,000円の増額を計上いたしまし

た。 

 以上です。 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を許します。澤里委員。 

○澤里富雄委員  23ページになりますけども、２項の

小学校費についてお伺いいたします。 

 久慈小学校の改築事業費1,075万2,000円と委託料と

なっておりますけども、これは設計料になるのかなと

思いますけども、それでいいのかどうか。 

 また、栄町の市営住宅の建てかえ事業が本年度完了

する見込みの中でありますけども、久慈小学校のこの

改築事業の進捗状況とタイムスケジュールについてお

伺いをいたします。 

○副委員長（砂川利男君）  鹿糠沢総務学事課長。 

○総務学事課長（鹿糠沢光夫君）  ただいまのご質問

にお答えいたします。 

 本議会に予算計上している、提案しておりますこの

委託料1,075万2,000円につきましては、開発行為等の

造成設計委託料でございます。 

 それから、今後の久慈小学校の建設のスケジュール

ということでございますが、本年度は基本設計、それ

から実施設計等をし、そして来年度以降に建設に入っ

ていくというふうな格好になります。 

 建設につきましては、工事期間約３年を見込んでお

ります。 

 以上でございます。 

○副委員長（砂川利男君）  澤里委員。 

○澤里富雄委員  今年度、この基本設計をやるという

ことでありますけども、この設計ですけども、これは

プロポーザルというんですか、提案型の設計とかとい

うのがあるらしいんですけども、そういった形でやる

のか、その辺お伺いしたいと思います。 

 また、地球温暖化防止対策等に対応したこの太陽光

パネルですか、そういった設備とか、あるいは前にも

私、申し上げましたけども、グラウンドの芝生化とか、

こういった何か特徴的な学校施設を考えているのか、

お伺いをいたします。 

○副委員長（砂川利男君）  鹿糠沢総務学事課長。 

○総務学事課長（鹿糠沢光夫君）  ただいまのご質問

にお答えいたします。 

 久慈小学校の基本設計でございますが、基本的には

プロポーザル、委員が今、おっしゃいましたプロポー

ザル方式による提案をいただいて、それに基づいて設

計を行うというふうな考えでございます。 

 それから、環境問題につきましても、太陽光パネル、

芝生化ということでございますが、このプロポーザル

の中で提案がございましたら、よいものであればそれ

を拾い上げて、設計に反映していきたいというふうな

考えを持っております。 

 以上でございます。 

○副委員長（砂川利男君）  澤里委員。 

○澤里富雄委員  このプロポーザルの設計でいくとい

うことでありますが、この設計、入札の件ですけども、

これは市内業者、あるいは県内・県外も含めた入札を

考えているのか、お聞きしたいと思います。 

○副委員長（砂川利男君）  菅原総務部長。 
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○総務部長（菅原慶一君）  指名業者、プロポーザル

を行う際の提案の対象業者の範囲でございますけれど

も、これにつきましては、事業の規模、地元中心の考

え方を持ちながらも、いずれ事業規模において選定し

てまいりたいとそのように考えております。 

 以上です。 

○副委員長（砂川利男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  この学校の改築事業について今、関

連でお伺いしますが、このプロポーザルでしたか、の

提案があればというような答弁があったわけですが、

ぜひこの久慈市独自で、ぜひこれは必要だというよう

なのを力強く提案しながらと思っておりますが、その

辺の教育長の考えをお伺いします。 

○副委員長（砂川利男君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  久慈小学校の改築の件でご

ざいますけども、これは先ほど課長のほうから申し上

げているのが基本的な考え方でございますが、それら

をいろいろと提案等が出てきた際に、そういうのは詳

細の中で、市としての考え方、これも申し上げていく

部分が出てくるだろうというふうに考えてございます

ので、そういった中で対応してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○副委員長（砂川利男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  今のこの提案があったということで

すが、あったらということですが、提案がなかったら

考えないということでとらえてよろしいですか。 

○副委員長（砂川利男君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  そういうことではなくて、

提案が出てくるわけですが、その際には市のほうから

も、その特徴づけなり必要とされるもの、それらにつ

いては協議の中で対応してまいりたいというふうな意

味合いでございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（砂川利男君）  ほかにありませんか。山

田委員。 

○山田光委員  教員住宅維持管理費の関係でございま

すが、この住宅が今、使われている住宅、件数と、そ

れから使われていない件数ですね、それをお伺いしま

す。 

 それから、その使われていないところは、非常に美

観を悪くしているところもあると、見受けられるとい

うことで、例えば、大川目のうちのこういうとこは、

この間、ある住民から指摘されて、美観が悪いという

ことで、その美観をよくするための対応を即教育委員

会のほうに言いましたらば、対処していただいてきれ

いになったわけですが、ほかにもそういったところが

あるかと思いますけども、いずれこの住宅の入らない

で今、前にトイレと風呂が、 近の女性の方々の先生

がウオッシャー付きのトイレとか、あるいはバスのき

れいなところで座っているもんだから、なかなか入り

たくないとなったんですが、そういう意味でお伺いし

ますけれども、もし、住宅に入らない傾向が強いとい

うような状況を把握しているならば、なぜかというの

をお伺いしたいと思います。 

○副委員長（砂川利男君）  鹿糠沢総務学事課長。 

○総務学事課長（鹿糠沢光夫君）  教員住宅の関係で

ご質問をいただきました。 

 まず、現在の入居の状況でございますが、教育住宅

の戸数が現在66戸ございます。そのうち入居している

のが、30戸、ただし、この66戸の中には、使用不可能

な住宅が10戸ございますので、56戸中30戸の住宅に入

居していただいているということになります。 

 委員ご指摘のようの、入居していない住宅につきま

して、かなり障子が破れてたりとか、美観も損ねてい

るんじゃないかということで、教育委員会といたしま

しても、その辺を様子を見ながら、各住宅のほうの管

理をしてまいりたいと考えております。 

 それから、トイレと風呂の関係でございますが、こ

ちらの関係につきましては、改修費用等、結構、予想

されますので、なかなか整備が進まないという状況に

ございます。 

 それから、入居をしない先生方が多いのではないか

ということでございますが、やはり現在の交通事情等、

かなりマイカーでの通勤等をする先生方が多くなって

おりますので、やはり便利といいますか、民間の設備

の整った住宅に入居しているというふうな状況でござ

います。 

 以上でございます。 

○副委員長（砂川利男君）  山田委員。 

○山田光委員  今の説明で、使われないのが10戸ある

ということですが、これはこのままそうすると放置し、

まあそのままにしておくという考え方なのか、いずれ

近いうちに取り壊すという考え方で理解しておけばい

いのかどうなのか、その点を１件、お願いします。 
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○副委員長（砂川利男君）  鹿糠沢総務学事課長。 

○総務学事課長（鹿糠沢光夫君）  本予算にも計上し

ておりますが、工事請負費90万円、予算、お願いして

いるわけでございますが、これが住宅１棟分の解体費

用ということになります。１棟で100万近くのお金が

かかるということですので、年度計画をもって、この

10戸につきましては取り壊しをしていきたいというふ

うな考え方でございます。 

 ただ、取り壊しの順番でございますが、民間の借地

を借りまして建てている住宅から順次取り壊して、借

り主の方に、その土地はお返ししていくというふうな

方向で進めていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○副委員長（砂川利男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  この学校建設費、久慈小学校の建設

に関連しますが、この計画の中にプールの新設が入っ

てないかどうか。 

 というのは、久慈小学校にはない、ずっとプールが

なかったもんですから、まあ市民プールには通ってい

るんですけども、非常に市民プールも古くなってきて

いる状況の中で、やっぱり小学校のときに水泳を習っ

たら非常に効果的なんですよね。大人になってから、

なかなか金づちが直らんというふうに聞いています。

そういった点で久慈小学校に必要な施設じゃないかな

というふうに思うんですが、お聞かせいただきたいと

思います。 

 もう一点は、中学校の海外派遣ですが、678万、財

源更正になっていますけども、派遣先、派遣人数、派

遣期間をお聞かせください。 

○副委員長（砂川利男君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  今、ただいまの久慈小学

校へのプールの設置をしたらどうかということでござ

いまして、委員おっしゃるとおり、子供にとっての水

泳の教育というのは大切だというふうなことは十分に

認識しておりますが、前にもお話をしているかと思い

ますが、多額の費用がかかります。 

 しかし、先ほど言いましたように、プロポーザルと

か設計、詳細設計、その中で検討はされると思います

が、予算との兼ね合いということになると思っており

ます。 

 以上です。 

○副委員長（砂川利男君）  ほかにありませんか。坂

川学校指導課長。 

○学校指導課長（坂川孝志君）  中高生の海外派遣に

ついてのご質問にお答えいたします。 

 派遣地につきましては、この後、海外派遣の推進委

員会等開催されますので、そういった中で検討してま

いりますが、基本的には、これまでと同様、フランク

リン、アメリカを考えているところでございます。 

 また、派遣人数でございますが、中高生15名程度を

考えております。派遣期間につきましては、例年どお

り１月を予定しているところです。 

 以上でございます。 

○副委員長（砂川利男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  この派遣先ですが、従来ずっとフラ

ンクリン市というふうになって、まあアメリカになっ

ているわけですが、いろんな方々から聞くと、アメリ

カだけじゃなくて、あるいはアジアも含めていずれ、

考えるべきだというようなこと、意見も出ているんで

すが、そういった点の見直しとか等も含めて、検討し

てもいい時期じゃないのかなというふうに思うんです

が、そういった点についての検討はいかがでしょうか。 

 その後、プール問題についても、プロポーザルって

いうのは、発注、そのとき何か条件つけてやるんです

か、全く白紙で設計発注するものなのか、一定の条

件・要件つけての範囲でのそこを含めて設計に反映し

てほしいということを要件まったくつけないで、こち

らの要件ですが、ただ、白紙に出してやるのか、その

辺、やり方ってどうなんですか。 

 さっきから、そういうのが入ってくれば検討すると

いう話、内容、こういう条件やった場合どうだろうか

というその条件つけないものは、設計の入札等に入っ

てくるんですか、その点お聞かせください。 

○副委員長（砂川利男君）  坂川学校指導課長。 

○学校指導課長（坂川孝志君）  それでは、海外派遣

に関っての派遣先の検討時期ではないかというご質問

にお答えしたいと思いますが、その推進委員会等の中

で、話題にしたりもしたいと思っておりますが、今年

度はフランクリン市との50周年記念、そういったこと

等もありますので、それらも総合的に考えながら検討

してまいりたいなと思います。 

 以上です。 

○副委員長（砂川利男君）  ほかにありませんか。鹿

糠沢総務学事課長。 
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○総務学事課長（鹿糠沢光夫君）  プロポーザルの条

件ということでございますが、基本的には、敷地面積

とか、それから敷地の場所とか、それから、現在の状

況で、久慈小学校につきましては、現在の場所に建て

かえということになりますので、校庭のほうに仮設校

舎を建てるのとか、どの場所に設置するのかというふ

うなことを基本的なことを条件、条件といいますか、

そういうことを考えていただきたいということで、プ

ロポーザルに提案して、提示して、それでお願いする

というふうな格好になります。 

 以上でございます。 

○副委員長（砂川利男君）  ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、第１条歳入歳出予算の補正の質疑を終わり

ます。 

 次に、第２条地方債の補正の説明を求めます。菅原

総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  第２条地方債の補正につ

きましては、表によりご説明申し上げます。４ページ、

５ページをお開き願います。 

 第２表地方債補正でありますが、除雪機械整備事業

を追加するとともに、農道等整備事業ほか３件につき

まして、表のとおり限度額を変更しようとするもので

あります。 

 以上です。 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。議案第１号「平成22年

度久慈市一般会計補正予算（第１号）」は、原案のと

おり可決すべきものと決することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○副委員長（砂川利男君）  起立全員であります。よ

って、議案第１号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第２号 平成22年度久慈市国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）   

○副委員長（砂川利男君）  次に議案第２号「平成22

年度久慈市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）」

を議題といたします。 

 お諮りいたします。本案は、第１条歳入歳出予算の

補正については、勘定ごと歳入歳出別に、また、条ご

とに説明を受け、審査したいと思います。これにご異

議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（砂川利男君）  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。 

 第１条歳入歳出予算の補正事業勘定、歳入、説明を

求めます。中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  それでは、議案第２

号について事項別明細書によりご説明申し上げます。 

 まず、事業勘定でありますが、８、９ページをごら

ん願います。 

 ２、歳入でありますが、３款国庫支出金２項国庫補

助金１目財政調整交付金は、直診整備分として特別調

整交付金17万5,000円の増額を計上いたしました。 

 次に、11款諸収入２項５目雑入は、財源調整のため、

雑入５万円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、事業勘定、歳出、説明を求めます。中居市民

生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  10、11ページをごら

ん願います。３、歳出でありますが、１款総務費２項

徴税費１目賦課徴収費は、ＯＡ機器借り上げ料として

５万円の増額を計上いたしました。 

 11款諸支出金２項繰出金１目直営診療施設勘定繰出

金でありますが、財政調整交付金にかかる直診整備分

として17万5,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、直営診療施設勘定、歳入、説明を求めます。

中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  直営診療施設勘定に

ついて、事項別明細書によりご説明申し上げます。 

 20、21ページをごらん願います。２、歳入でありま
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すが、４款繰入金３項１目事業勘定繰入金は、財政調

整交付金の直診整備分として17万5,000円の増額を計

上いたしました。 

 次に、５款諸収入１項１目雑入は、財源調整として

283万9,000円の増額を計上いたしました。 

 ６款１項市債でありますが、１目に超音波撮影装置

及び自動分割分包機の更新に伴い、医療機器等整備事

業債300万円を計上いたしました。 

 以上です。 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を打ち切ります。 

 直営診療施設勘定、歳出、説明を求めます。中居市

民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  それでは22、23ペー

ジをごらん願います。 

 ３、歳出でありますが、１款総務費１項施設管理費

１目一般管理費は、臨時職員賃金及び共済費として

286万5,000円の増額を計上いたしました。 

 ２款１項医業費１目医療用機械器具費は、超音波撮

影装置及び自動分割分包機の更新にかかる314万9,000

円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、第２条地方債、説明を求めます。中居市民生

活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  第２条地方債につき

ましては、表によりご説明申し上げます。 

 15ページになります。第２表地方債でありますが、

直接診療施設勘定の歳出予算に関連して、超音波撮影

装置及び自動分割分包機の更新にかかる医療機器等整

備事業について、地方自治法第230条第１項の規定に

より、起こすことができる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法をこの表のとお

り定めようとするものであります。 

 以上です。 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  先ほど歳出で聞けばよかったんです

が、医業費の地方債、この分なようですが、超音波装

置等分割分包機、これ、薬の関係だと思うんですが、

購入するということについて、合わせてそれぞれ幾ら

だという、内容をお聞かせください。 

○副委員長（砂川利男君）  外里山形診療所事務長。 

○山形診療所事務長（外里壽君）  備品を購入しよう

とする機器ですが、超音波撮影装置、これは医師の聴

診器がわりとして使われる内臓等のカラーの撮影装置

であります。これが262万5,000円というふうに考えて

おります。 

 それから、自動分割分包機、これは診療所で院内処

方をしておりますので、その薬を分割装置でやってお

りますので、これが144万9,000円と。 

 以上です。 

○副委員長（砂川利男君）  ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは採決いたします。議案第２号「平成22年度

久慈市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）」は

原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○副委員長（砂川利男君）  起立全員であります。よ

って、議案第２号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第３号 平成22年度久慈市魚市場事業特

別会計補正予算（第１号）   

○副委員長（砂川利男君）  次に、議案第３号「平成

22年度久慈市魚市場事業特別会計補正予算（第１

号）」を議題といたします。 

 お諮りいたします。本案は、歳入・歳出別に説明を

受け審査したいと思います。これにご異議ありません

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（砂川利男君）  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。 

 第１条歳入歳出予算の補正「歳入」説明を求めます。

村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  議案第３号について事

項別明細書によりご説明申し上げます。 

 ８ページをお開き願います。 

 ２歳入でありますが、３款繰入金、１項１目一般会
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計繰入金は261万1,000円の増額を計上いたしました。

これは市場運営管理費に向けての一般会計からの繰入

金であります。 

 以上です。 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、「歳出」説明を求めます。村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  10ページ、11ページを

お開き願います。 

 ３歳出でありますが、１款総務費、１項総務管理費、

１目一般管理費は魚市場のトラックスケールを修繕す

るため市場運営管理費に261万1,000円の増額を計上い

たしました。 

 以上です。 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは採決いたします。議案第３号「平成22年度

久慈市魚市場事業特別会計補正予算（第１号）」は原

案のとおり可決すべきものと決することにご異議あり

ませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（砂川利男君）  異議なしと認めます。よ

って、議案第３号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第４号 平成22年度久慈市漁業集落排水

事業特別会計補正予算（第１号）   

○副委員長（砂川利男君）  次に、議案第４号「平成

22年度久慈市漁業集落排水事業特別会計補正予算（第

１号）」を議題といたします。 

 お諮りいたします。第１条歳入歳出予算の補正につ

いては、歳入・歳出別に、また条ごとに説明を受け審

査したいと思います。これに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（砂川利男君）  異議なしと認めます。よ

ってそのように決定しました。 

 第１条歳入歳出予算の補正「歳入」説明を求めます。

村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  議案第４号について事

項別明細書によりご説明申し上げます。 

 10ページ、11ページをお開き願います。 

 ２歳入でありますが、３款県支出金、１項県補助金、

１目農林水産業費補助金は1,500万円の増額を計上。 

 ５款諸収入、１項１目雑入は200万円の増額を計上。 

 ６款１項市債、１目下水道事業債は2,200万円の増

額を計上いたしました。 

 これらは漁業集落排水整備事業費の増額に伴うもの

であります。 

 以上です。 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を打ち切ります。 

 次に「歳出」説明を求めます。村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  12ページ、13ページを

お開き願います。 

 ３歳出でありますが、２款漁業集落排水事業費、１

項１目漁業集落排水整備費は小袖地区の汚水環境整備

等に係る漁業集落排水整備事業費3,900万円の増額を

計上いたしました。 

 以上です。 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、第２条「地方債の補正」説明を求めます。村

上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  第２条地方債の補正に

つきましては表によりご説明を申し上げます。 

 ４ページ、５ページをお開き願います。 

 第２表地方債補正でありますが、事業費の増額に伴

い漁業集落排水事業についてこの表のとおり限度額を

変更しようとするものであります。 

 以上です。 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは採決いたします。議案第４号「平成22年度

久慈市漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）」は原案のとおり可決すべきものと決することに

異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○副委員長（砂川利男君）  異議なしと認めます。よ

って、議案第４号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第５号 平成22年度久慈市公共下水道事

業特別会計補正予算（第１号）   

○副委員長（砂川利男君）  次に、議案第５号「平成

22年度久慈市公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）」を議題といたします。 

 お諮りいたします。第１条歳入歳出予算の補正につ

いては、歳入・歳出別に、また条ごとに説明を受け審

査したいと思います。これに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（砂川利男君）  異議なしと認めます。よ

ってそのように決定しました。 

 第１条歳入歳出予算の補正「歳入」説明を求めます。

晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  それでは議案第５号につい

て事項別明細書によりご説明申し上げます。 

 10ページ、11ページをお開き願います。 

 今回の補正は国の内示額の確定に伴う事業費の増額、

及び財源更正であります。 

 ２歳入でありますが、３款国庫支出金、１項国庫補

助金、１目下水道事業費補助金は650万円の減額を計

上いたしました。 

 ６款諸収入、２項１目雑入に90万円の増額を計上い

たしました。 

 ７款１項市債、１目下水道事業債に2,260万円の増

額を計上いたしました。 

 以上であります。 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を打ち切ります。 

 次に「歳出」説明を求めます。晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  それでは12ページ、13ペー

ジをお開き願います。 

 ３歳出でありますが、２款下水道事業費、１項下水

道整備費、１目管渠施設費は1,700万円の増額。 

 ２目浄化センター施設費は歳入に伴う財源を更正い

たしました。 

 以上であります。 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、第２条地方債の補正説明を求めます。晴山建

設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  それでは、４ページ、５

ページをお開き願います。 

 第２表地方債の補正でありますが、下水道整備事業

についてその限度額を2,260万円増額し４億6,300万円

にしようとするものであります。 

 以上であります。 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは採決いたします。議案第５号「平成22年度

久慈市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）」

は原案のとおり可決すべきものと決することにご異議

ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（砂川利男君）  異議なしと認めます。よ

って、議案第５号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第６号 平成22年度久慈水道事業会計補

正予算（第１号）   

○副委員長（砂川利男君）  それでは次に、議案第６

号「平成22年度久慈市水道事業会計補正予算（第１

号）」を議題といたします。 

 お諮りいたします。本案は、一括説明を受け審査い

たしたいと思います。これに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（砂川利男君）  異議なしと認めます。よ

ってそのように決定しました。 

 説明を求めます。晴山水道事業所長。 

○水道事業所長（晴山聰君）  それでは、議案第６号

についてご説明申し上げます。 

 ４ページ、５ページをごらん願います。 

 平成22年度久慈市水道事業会計予算実施計画補正に

ついて申し上げます。 

 収益的収入及び支出でありますが、収入の補正はな

く支出のみの補正であります。 

 １款上水道事業費、２項営業外費用でありますが、
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２目消費税及び地方消費税590万3,000円の減額を計上

いたしました。その内容でありますが、資本的支出の

増に伴い課税仕入れ額が増加したことにより消費税及

び地方消費税が減額になることによるものであります。 

 次に６ページ、７ページをごらん願います。 

 資本的収入及び支出について申し上げます。 

 まず収入についてでありますが、１款資本的収入、

４項繰入金でありますが、１目基金繰入金に6,000万

円の増額を計上いたしました。これは滝導水ポンプ場

機械電気設備更新工事の財源としようとするものであ

ります。 

 次に支出についてでありますが、１款資本的支出、

１項建設改良費でありますが、１目取水及び浄水施設

整備費に6,000万円を計上いたしました。これは滝導

水ポンプ場機械電気設備更新工事をしようとするもの

であります。 

 次に２目配給水施設整備に6,400万円を計上いたし

ました。これは下水道関連配水管整備工事2,300万円

外３件の工事とこれに伴う詳細設計委託及び上水道認

可変更設計業務委託をしようとするものであります。 

 次に８ページをごらん願います。 

 債務負担行為に関する調書でありますが、上水道認

可変更設計業務委託費について平成23年度に1,000万

円の予定額を設定しようとするものであります。 

 次に９ページ、平成22年度久慈市水道事業会計資金

計画補正及び10ページの平成22年度久慈市水道事業会

計予定貸借対照表補正についてでありますが、今回の

補正に基づいてそれぞれ数値を調整したものでありま

す。 

 以上で説明を終わります。 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を許します。城内委

員。 

○城内仲悦委員  この７ページのいわゆる基金繰入金

を活用しての滝電気ポンプ場の関係の整備ですが、確

かこの基金はここの滝関係の分しか使えないっていう

んだったと思うんですが、この基金の繰り入れによっ

て残高は幾らになるのかお聞かせいただきたいと。 

 これはずっと前からこの揚水、ここにしか使えない

目的を持った基金だというふうに思っていますが、そ

の点も含めて確認したいと思いますのでお聞かせくだ

さい。 

 もう１点は、先日北上市での断水事故があったりし

て、この頃あるんですが、いわゆる久慈市の水道の中

に、配水管に石綿管がまだ存在しているのかどうか、

その点。もうないかと思いますけれどちょっとお聞か

せください。 

 以上です。 

○副委員長（砂川利男君）  小上水道事業所次長。 

○水道事業所次長（小上一治君）  それでは基金の件

についてまずお答えいたしたいと思います。 

 これは議員おっしゃいますとおり滝ダムの関係での

基金ということで上水道の揚水施設整備等の基金を使

ってございます。 

 残額につきましては、1億9,603万7,000円ほどにな

ってございます。 

 それから２点目の配水管にかかわりまして石綿管が

あるかどうかということでございますが、これにつき

ましては小国部分でございますが、一部用地の問題が

ありまして二百数十メーターがちょっとできておりま

せんが、それ以外は終わったものと認識しています。 

 以上でございます。 

○副委員長（砂川利男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  １点お聞かせください。 

 配水管に関ってですが、一般質問等でもいわゆる宮

城県沖地震が今後10年以内に発生の確率７割っていい

ましたか、そういう状況を踏まえて配水管の耐用年数、

配給水管ですか、耐用年数は何年になっているんです

か。 

 そしてその耐用年数を越えたものは久慈市の場合に

どれぐらいあるのか、まずお聞かせください。 

○副委員長（砂川利男君）  小上水道事業所次長。 

○水道事業所次長（小上一治君）  まずは配水管の耐

用年数ということでございますが、法的にいいますと

40年ということになってございます。 

 それで現在その40年を経過したものでの配水管の延

長は約2,700メーター。これは全体延長が33万5,000

メーターですので335キロほどの中の数字でございま

すので0.8％程度というふうに認識してございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（砂川利男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  2,700メートルということで、そ

れで思ったより少ないってことで安心した面があるん

ですが、そうするとそれらは今後に備えていずれ更新

に着手をするという見通しでいいんですか。 
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○副委員長（砂川利男君）  小上水道事業所次長。 

○水道事業所次長（小上一治君）  今議員さんおっし

ゃいますとおり、今40年経過をしたものについては積

極的に交換はしてまいりたいと思います。ただ、40年

経過したとしても今入っているのは鋳鉄等でございま

す。それらについては現場を目視しながら、いずれ事

故には注意しながら対応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。 

○副委員長（砂川利男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  先ほどの答弁で地権者の関係で二百

数十メーター残っていると、その石綿管が。それは解

決のめどが立ちませんか。立つ予定ですか。 

○副委員長（砂川利男君）  小上水道事業所次長。 

○水道事業所次長（小上一治君）  これにつきまして

は、今、前の段階からいずれ交渉は進めてまいってお

ります。それで今回この事業、その部分だけを突出し

て整備をするということも考えますが、そうでなく今

回小国、関と川井ですか、この統合簡水を計画してご

ざいます。そういったなかでルート変更も含めながら

検討していきたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（砂川利男君）  ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（砂川利男君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは採決いたします。議案第６号「平成22年度

久慈市水道事業会計補正予算（第１号）」は原案のと

おり可決すべきものと決することにご異議ありません

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（砂川利男君）  異議なしと認めます。よ

って、議案第６号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    閉会   

○副委員長（砂川利男君）  以上で、予算特別委員会

に付託されました議案の審査は全部終了いたしました。 

 委員各位のご協力に対し、感謝を申し上げます。 

 これで予算特別委員会を閉会いたします。 

    午後２時19分   閉会   
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