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    午前10時00分   開会・開議   

○委員長（八重櫻友夫君）  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ました議案は、平成23年度各会

計予算９件であります。 

 議案の審査日程は、本日から10日までの３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。これにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（八重櫻友夫君）  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。 

 委員各位にお願いいたします。質疑の際は、記載の

ページ及び項目等を示し簡潔にお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第１号 平成23年度久慈市一般会計予算   

○委員長（八重櫻友夫君）  それでは、付託議案の審

査に入ります。 

 議案第１号「平成23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、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（八重櫻友夫君）  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。 

 まず歳入、１款市税、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、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を申し上

げます。 

 12ページをお開き願います。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10億1,394万

6,000円を計上。前年度予算比6.2％の減となります。 

 ２目法人は、経済情勢を勘案し２億853万8,000円を

計上。前年度予算比3.8％の減となります。市民税は、

合わせて12億2,248万4,000円を計上いたしました。 

 ２項１目固定資産税でありますが16億6,994万円を

計上。前年度予算比0.4％の増となります。 

 ２目国有資産等所在市町村交付金は６億5,440万
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4,000円を計上。固定資産税は合わせて23億2,434万

4,000円を計上いたしました。 

 14ページをお願いいたします。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7,992万

円を計上。前年度予算比0.2％の減となります。 

 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１億8,923万2,000円を計上。前年度予算比

5.2％の減となります。 

 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14万5,000円を計上。 

 ６項１目入湯税でありますが、入湯客の利用状況を

勘案し823万2,000円を計上。市税は合わせて38億

2,435万7,000円となり、前年度予算比7,710万4,000円、

2.0％の減となります。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。小野寺

委員。 

○小野寺勝也委員  ２点お聞かせください。 

 市民税で個人の分で見ますと、課税標準額が165億

ということになってますが、課税事務から見たら、市

民所得の減少傾向があるように思うんですが、その傾

向、どのぐらいになっているのか。それで主な要因は

景気低迷ということになろうかと思うんですが、主な

要因はどうなのかその点。ちなみに合併時の平成18年

度で見ると、課税標準額198億6,000万ということで、

５年間で33億も減ってるという状況に見られるんです

が、その点についてお知らせをいただきたい。 

 ２点目は、法人税の減少があるわけですが、これは

いわゆる法人税の引き下げによる影響なのかどうか。

もしそうだとすれば、それに伴ってのいわゆるどっか

での代替措置といいますか、組み替え措置といいます

か、そういう措置がなされているのかどうか。その２

点をお聞かせください。 

○委員長（八重櫻友夫君）  澤口税務課長。 

○税務課長（澤口道夫君）  それではお答え申し上げ

ます。 

 個人市民税の算定に当たっての総所得金額をどのよ

うにとらえているのかというふうなご質問でございま

すが、平成22年度の当初賦課の状況を参考にしながら

積算したところでございますが、約総所得金額の88％

を占めております給与所得が、景気低迷とかあるいは

公務員給与などの引き下げによってマイナス要因が大

きく減額が想定されますことから、給与所得につきま

しては平成22年度当初課税と比較いたしまして5.1％

減額を算定しているところでございます。 

 そのほかに、営業所得あるいは農業・漁業所得等に

つきましても、景気低迷あるいは気象災害等の影響な

どによって減額が見込まれるところでございまして、

平成23年度の課税に当たっての総所得金額は22年度予

算と比較いたしまして約５％の減というふうに見込ん

だところでございます。 

 それから、法人市民税の法人税割の関係でございま

すが、いわゆる法人税実効税率の５％の引き下げとい

うふうな税制改正法案が今国会に提出されております

が、法人につきましてはその５％の引き下げについて

は見込んでおります。そのほかに景気低迷等による法

人税収の減少も見ております。 

 それから、代替措置ということでございますが、法

人税実効税率の引き下げによりまして、都道府県と市

町村の法人住民税は減少となります。 

 一方で、実効税率の引き下げのほかに、課税ベース

の拡大というふうなものがございまして、減価償却制

度の見直しでありますとか、そういった部分で課税

ベースが拡大になりますので、都道府県の法人事業税

は増収になるというふうなことで、それを調整するた

めにこれは平成24年の４月１日からでございますが、

道府県のたばこ税を減額して市町村のたばこ税に移譲

するといいますか、戻すと。これは具体的に申します

と、1,000本当たり644円を道府県たばこ税から市町村

たばこ税のほうに移すというふうな調整がなされる見

通しでございます。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  説明でわかりました。そうすると

法人税の減の分は、いわゆる新年度23年度分は組み替

え措置がない。24年度からなるということで、23年度

はちょっと補てんされないということになりますね、

確認。 

○委員長（八重櫻友夫君）  澤口税務課長。 

○税務課長（澤口道夫君）  法人税の実効税率につき

ましては、平成23年の４月１日以降に開始する事業年

度の法人税割から対象となります。 

 それから、補てんにつきましては平成24年の４月１

日以降の売り渡しに係るたばこ税というふうなことに
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なりますので若干時間のずれが生じるということにな

ります。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  固定資産税の件ですが、昨年度より

709万2,000円の増額計上となっております。この固定

資産税そのものは評価替えもあるわけですけども、こ

のように増える要因ですね、固定資産税についてお聞

かせください。 

○委員長（八重櫻友夫君）  澤口税務課長。 

○税務課長（澤口道夫君）  固定資産税につきまして

は0.4％の増額となっておりますが、その内訳でござ

いますが、土地につきましては評価価格の下落傾向に

ありますことから1.4％の減を見ております。 

 家屋につきましては来年度評価替えなわけですが、

今年度は基準年度から見て第３年度に当たりますこと

から、評価は据え置きと。その後で新増築分が加わる

という形になりますので2.１％の増を見ております。 

 それから償却資産につきましては3.4％の増という

ふうに見ておりまして、土地は下落、それから家屋償

却資産については、若干の増ということで全体で

0.4％の増というふうに試算したところでございます。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  確か固定資産の関係で、かなり航空

写真を活用して評価の範囲を決めてる部分があるんで

すね。突然、大分評価が高くなってびっくりしたこと

があるんですけど、その際航空写真だけで判断してや

ってる場合もままあったような気がするんですが、そ

ういう航空写真と現場に足を運んで、例えばここをこ

うしたいという場合は、地権者なりときちんと打ち合

わせをしてやっていくことが大事だというふうに思い

ますが、そういった改善がなされているのかどうか。

そういったこともあったもんですから、その辺が改善

されているかどうかをお聞きかせください。 

○委員長（八重櫻友夫君）  澤口税務課長。 

○税務課長（澤口道夫君）  ただいまの件でございま

すが、航空写真だけでというふうなことではございま

せんで、地権者の方から申し出があれば担当者が現場

を見て現況を把握して地目に誤りがあれば訂正いたし

ますし、あるいはこのように地目を、例えば今年度も

あったわけですが、実際に家屋がなくなっているとか、

宅地であったのに土盛りをしてこれから畑にしますと

か耕作地にするというふうなことであれば、10年度以

降は現況の地目で畑なりそういった部分で評価すると

いうふうなことは実際行っております。 

 以上でございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  改善してるという答弁でございます

からいいんですが、判断をして出して通知してから本

人が見て来るんでなくて、通知する前に航空写真で現

況が変わったなといったときに、やっぱり事前に地権

者との接点を持って、そしてやっぱりその上で通知出

すということをしていかないと、本人が気がつけばい

いんだけども、気がつかないのもあるわけで。そうい

った点で、そんな点の課税のきちんとしたベースを決

めていく上では、やっぱり地権者との丁寧な連携が必

要なのかなということをちょっと気になったものです

から、その点今後十分気をつけてやってほしいなとい

うふうに思いますので、その点にぜひ留意した取り組

みをしていただきたいですが、いかがでしょうか。 

○委員長（八重櫻友夫君）  澤口税務課長。 

○税務課長（澤口道夫君）  土地の評価につきまして

は、基本的には登記簿上の登記地目というふうなこと

になっております。ただ、一件一件、その地権者の方

と折衝するということになるとかなりの筆数になりま

すので、なかなか難しい面もあるかと思うんですが、

基本的には登記簿上の地目あるいは現況が違うのであ

れば現況の地目で課税ということになりますので、納

税義務者の方といろいろ現場を見ながら判断していき

たいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  山田委員。 

○山田光委員  ちょっと伺いしますけど、今課長のほ

うからご答弁がありましたが、固定資産税の家屋が

2.1％ですか、伸びたということであります。新築等

が考慮されたということで大変結構な話なわけであり

ます。確認をさせていただきたいんですが、これは例

えば金融行政の緩和が新築にもたらす影響があるのか。

あるいは経済効果が情勢が何ぼかよくなって家を建て

る、そういう状況にあると判断したのか。ちょっとこ

の辺が興味があったところでございますので、再度こ

の件についてご答弁をお願いいたします。 

○委員長（八重櫻友夫君）  澤口税務課長。 
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○税務課長（澤口道夫君）  お答え申し上げますが、

家屋につきましては先ほど申し上げましたとおり、平

成23年度は第３年度に当たりまして、在来の家屋の評

価額は据え置かれまして、新増築分の評価額が加算さ

れるということでございますが、平成22年度と比較し

ますと新増築家屋は27.4％程度減っている状況でござ

います。なかなか新築、増築が進んでないといいます

か、余り需要がない状況でございます。新築、増築が

増えればもう少し家屋の評価額が上がるというふうに

見込んでおりますので、実際には27.4％の減少という

ふうなことでございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  14ページになりますが、入湯税です

が、観光産業を重点施策にしているわけですが、30万

3,000円の減ということで、せめて昨年並みには、こ

としは残念なことですが、数字は数字として努力して

もらえば、それ以上になることになりますが、この30

万3,000円というのは何人ぐらいの利用者に相当する

かお伺いします。 

○委員長（八重櫻友夫君）  澤口税務課長。 

○税務課長（澤口道夫君）  入湯税の予算の見積もり

でございますが、調定額の見込みといたしましては宿

泊入客数を4,780人、それから日帰り入客数を10万207

人というふうに合わせて10万4,987人と見込んだとこ

ろでございます。 

 22年度予算と比較いたしまして30万3,000円、約

3.6％の減となっておりますが、実は平成22年度決算

見込みと比較いたしますと、もう少し下がる見込みで

ございまして、21年度、22年度は猛暑の影響もござい

まして、１月末現在での利用状況は９万3,487人とい

うふうに前年度と比較してもちょっと落ち込んでいる

状況でございますので、何とか気候状況等もあります

が、平成21年度の決算が約10万4,000人余りでござい

ましたので、その辺までいけるのかなというふうな見

込みで予算計上したところでございます。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 ２款地方譲与税、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  14ページの下のほうにな

ります。２款地方譲与税１項地方揮発油譲与税であり

ますが、揮発油に対して国が課税徴収した収入額を市

町村の道路延長及び面積を積算基礎として譲与される

もので、地方財政計画等を勘案し、前年度予算比

3.6％増の7,027万円を計上いたしました。 

 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市町村の道路延長

及び面積を積算基礎として譲与されるもので、地方財

政計画等を勘案し、前年度予算比5.4％減の１億7,444

万9,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 ３款利子割交付金、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  16ページになります。３

款１項利子割交付金でありますが、県民税利子割相当

額の５分の３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、前年度予算比

17.0％減の681万2,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 ４款配当割交付金、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  ４款１項配当割交付金で

ありますが、県民税配当割相当額の100分の68が市町

村に交付されるもので、実績見込み等を勘案し、前年

度予算比128.5％増の139万4,000円を計上いたしまし

た。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（八重櫻友夫君）  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。菅

原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  ５款１項株式等譲渡所得

割交付金でありますが、県民税等譲渡所得割相当額の

100分の68が市町村に交付されるもので、実績見込み

等を勘案し、前年度予算比36.3％増の70万9,000円を

計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 
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 ６款地方消費税交付金、説明を求めます。菅原総務

部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  ６款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

積算基礎として交付されるもので、実績見込み等を勘

案し、前年度予算比1.4％増の３億4,920万5,000円を

計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（八重櫻友夫君）  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。菅原総

務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  ７款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

収した税額の10分の７に相当する額が市町村の道路延

長及び面積を積算基礎として交付されるもので、実績

見込み等を勘案し、前年度予算比7.8％増の3,664万

4,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（八重櫻友夫君）  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。菅原総務部

長。 

○総務部長（菅原慶一君）  ８款１項地方特例交付金

でありますが、児童手当制度の拡充に伴う地方負担の

増加等に対して交付されるもので、地方財政計画等を

勘案し、前年度予算比17.6％増の3,673万3,000円を計

上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 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）  ９款１項地方交付税であ

りますが、地方財政計画等を勘案し、普通交付税63億

3,165万8,000円、特別交付税６億円、合わせて69億

3,165万8,000円を計上いたしました。前年度予算比

5.3％の増となります。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（八重櫻友夫君）  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。菅

原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  10款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、前年度

予算比8.8％減の492万7,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（八重櫻友夫君）  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。菅原総務

部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  11款分担金及び負担金１

項負担金でありますが、１目総務費負担金に移動通信

用鉄塔施設整備事業ほか１件、合わせて913万8,000円

を計上。 

 18ページとなります。２目民生費負担金に老人福祉

施設費ほか５件、合わせて２億3,716万5,000円を計上。

負担金は合わせて２億4,630万3,000円を計上いたしま

した。前年度と比較して939万4,000円、4.0％の増と

なっております。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（八重櫻友夫君）  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。菅原総務

部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  12款使用料及び手数料１

項使用料でありますが、18ページから20ページになり

ますが、それぞれ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5,094万2,000円を計

上いたしました。前年度と比較して138万9,000円、

2.8％の増となります。 

 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2,148万9,000円を計上いたしました。前年度

と比較して72万9,000円、3.3％の減となります。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（八重櫻友夫君）  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）  20ページの下段になりま

す。13款国庫支出金１項国庫負担金でありますが、１

目民生費負担金に国民健康保険基盤安定制度ほか７件、

合わせて18億2,050万9,000円を計上。 

 ２目災害復旧費負担金は、土木施設災害復旧負担金

2,842万5,000円を計上。この項は合わせて18億4,893

万4,000円を計上。前年度と比較して１億2,426万円、

7.2％の増となりますが、主に子ども手当の増による

ものであります。 

 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ほか１件、合わせて

2,717万円を計上。 

 22ページとなります。２目民生費補助金は、児童虐

待、ＤＶ対策等総合支援事業ほか８件、合わせて

5,410万5,000円を計上。 

 ３目衛生費補助金は、浄化槽設置整備事業813万円

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２億3,725万5,000円を計上。前年度と比較し

て２億1,345万7,000円、47.4％の減となりますが、主

に街路整備事業、市営住宅整備事業の減によるもので

あります。 

 ６目教育費補助金は就学援助ほか９件、合わせて

5,951万8,000円を計上。前年度と比較して5,365万

6,000円の増となりますが、主に久慈小学校改築事業

の増によるものであります。国庫補助金は合わせて５

億1,117万8,000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67万8,000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657万7,000円を計上。委託金は、合わせて725万

5,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。小野寺

委員。 

○小野寺勝也委員  １点お聞かせください。21ページ

の市町村合併推進体制整備費補助金、これの内容につ

いて教えてください。 

○委員長（八重櫻友夫君）  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します。 

 いわゆる合併補助金と言われているものでございま

して、合併年度とそれに続く10年間、つまり11年間に

わたりまして新市建設計画、これに基づく事業につい

て対象とされているものでございます。 

 この金額でございますけれども、合併時の合併関係

市町村、旧久慈市と旧山形村の人口によって２億

1,000万という金額が予定されているものでございま

す。一応平成23年度は路線バス運行事業に対して合併

補助金を充当したいと考えております。 

○委員長（八重櫻友夫君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  委託金のとこですが、外国人登録事

務65万計上してますけども、現時点における外国人、

住民の中に何人登録なっているのか、できれば各国ご

とにわかればお知らせください。 

○委員長（八重櫻友夫君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  ただいま資料を取り

寄せまして、お答え申し上げます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  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）  22ページの下段になりま

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、民生委員推薦会ほか８件、合わせて５

億9,801万2,000円を計上。前年度と比較して4,484万

円、8.1％の増となりますが、主に子ども手当の増に

よるものであります。 

 24ページになります。２目消防費負担金は、石油コ

ンビナート等総合防災訓練40万円を計上、県負担金は

合わせて５億9,841万2,000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、

移動通信用鉄塔施設整備事業ほか３件、合わせて

9,978万1,000円を計上。 

 ２目民生費補助金は、乳幼児・妊産婦医療給付費ほ

か18件、合わせて１億6,830万7,000円を計上。 

 ３目衛生費補助金は、浄化槽設置整備事業ほか４件、

合わせて4,559万8,000円を計上。 

 ４目労働費補助金は、緊急雇用創出事業ほか１件、

合わせて３億511万7,000円を計上。前年度と比較して

１億1,238万6,000円、58％の増となります。 

 ５目農林水産業費補助金は、農業委員会委員手当分
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ほか20件、合わせて２億77万4,000円を計上。前年度

と比較して5,476万円、21.4％の減となりますが、主

に漁港整備事業の減によるものであります。 

 26ページになります。６目商工費補助金は、石油貯

蔵施設立地対策等交付金6,698万1,000円を計上。 

 ７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640万円を計上。 

 ８目教育費補助金は、学校・家庭・地域の連携教育

推進事業ほか２件、合わせて392万3,000円を計上。県

補助金は、合わせて８億9,688万1,000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8,163万8,000円を計上。

前年度と比較して4,877万9,000円、37.4％の減であり

ますが、主に参議院議員通常選挙執行経費の減による

ものであります。 

 ２目民生費委託金は、社会福祉統計ほか２件、合わ

せて11万3,000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２件、合わせて90万4,000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181万3,000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514万8,000円を計上。 

 28ページとなります。６目消防費委託金は、水門管

理203万9,000円を計上。委託金は合わせて9,165万

5,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。城内委

員。 

○城内仲悦委員  一つは、国庫補助金にもあったんで

すが癩癩負担金かな、負担金ですね。民生費負担金の

障害者自立支援給付費が確かトータルで６億超えたと

思っているんですが、この内容お聞かせください。 

   〔「ページ数」と呼ぶ者あり〕 

○城内仲悦委員  ページ数ですか。ページ数は23ペー

ジです。の民生費負担金、県の負担は４分の１ですが、

国は２分の１、市が４分の１だと思うんですけども、

障害者自立支援給付の内容ですね。 

 それから、河川障害除去業務、これ27ページの土木

費委託金ですが374万1,000円、確かこの金は歳出で言

うと衛生班連合会のほうに回って、従来であれば各衛

生班に刈払機をずっと支給してきた経過があるんです

が、この間しばらくしてないということが言われて、

その衛生班の班長とかもう５年も来てないということ

で、刈払機が古くなって更新できないのはどうするか

という声も聞くんですが、その点どういう考えなのか。 

 それから、余り入札が厳しくて、非常に安い機械し

か配布ならないと。台数を得るために安いのを買った

のかどうかもしれませんが、ある一定の馬力がないと

草刈りをするのにも非常に実際効率が悪いんですが、

そういった点での一定の基準、金額を下げるだけじゃ

なくて一定の性能、馬力もあるやつをきちんと整備を

して配付すべきと思うんですが、その点。 

 いずれ河川の堤防の草刈りももう手刈りでは全然対

応し切れない。かまも持ってない、研げないという状

況の中で、実際やっぱり地域でもってる方々が中心に

なって草刈りをして、手が空いている人たちはレーキ

を持って下のほうに草を集めるという作業分担して何

とかうまくいっているような状況あるんですが、その

点衛生班のほうではきちっとした機械を、一定の性能

のある機械を整備、支給してほしいという要望がある

ようなんですが、その辺どのような考えになっている

のか、お聞かせください。 

○委員長（八重櫻友夫君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  草刈りの刈払機の件

でございますけども、前には刈払機を出しておったわ

けですけども、現在はそれに変わって現金でもって油

代とかそういうことで支給しております。そして、今

のお話のようなご意見等もございまして、今現在ごみ

減量の件で各旧町内９地区に説明会をしている中で、

町内会の方々から意見を聞いております。そうした中

で今後アンケートをして、今お話のあったように刈払

機を出してほしいという地区がどの程度あるのか。こ

の前の話では現金支給のほうがいいという方々が大部

分でございましたけども、 終的にはこのアンケート

をとって対応を考えてまいりたいというように衛生班

のほうでは考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  それでは障害者自立

支援給付費の関係でございますが、こちらにつきまし

ては先ほど説明を申し上げました中での国の負担が２

分の１ございます。２億6,800万ほどでございます。



－8－ 

それから県の負担が平成19年度から県が負担すること

になっておりまして、４分の１の負担ということで当

該年度の予算には１億3,500万を計上しているところ

で、合わせますと４億何がしになるところでございま

す。これらの部分は自立支援給付のための介護の給付、

訓練等の給付、それから補装具等、それから自立支援

の医療費、構成費、それら等に支出されるという内容

でございます。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  先ほど城内委員の質問に

保留しておりました答弁をさせます。中居市民生活部

長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  外国人の登録者数と

いうことでございます。合計で男が21、女が203、計

で224となってございます。 

 次に国別ということでございます。ブラジルが１人、

カナダ１人、中国が144人、ドイツが１人、韓国19人、

朝鮮３人、フィリピンが40人、ロシアが１人、タイが

１人、英国が２人、米国が９人、ベトナム２人という

状況になってございます。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  草刈りについては現金支給も希望が

あるということですが、実際そうしますと、例えば現

金支給しても一定の機械買うには当然町内の持ち出し

が出てくると思うんですけども、幾ら現在支給してい

るのか。機械購入用として支給しているのか。いわゆ

る油代で使っているとか、そういうことで支給してい

るのか、その支給の仕方ですね。自由にどうぞという

ことで支給しているのか。その点お聞かせください。 

 例えば、私が住んでいる寺里町内会では、いわゆる

油代については町内で負担するということをやってい

ます。今機械が古いのが１台あって、それはそれで使

ってますが、もう使えない状況になってきていると。

幾ら支給になって機械を買える価格なのか。持ち出し

をして買いなさいということなのか。その点お聞かせ

願いたいと思います。 

 それから今の障がい者関係ですが、これは対象者と

いうのはどういった人数になってくるのか。具体的に

今見えてこないんですけど、６億何がしのお金が確か

予算計上されていると思ったですが、そうしますと対

象人数とか対象施設とかいうのはちょっとわからない

んですけど、お聞かせ願いたいというふうに思います。 

 それから今外国人の在住状況がわかりましたが、中

国が144人、ブラジル40人ぐらい、フィリピンが40。

言葉的には英語圏とかアジア的な中国がおるわけです

けども、そういった住民として住んでいるわけですか

ら、こういった方々にいろいろなケアをしてほしいと

いうことは前の議会でも訴えた経緯があって、各地区

の取り組みをいろんな案内文書とか窓口の対応をいろ

んな案内文書もそれぞれの母国語を使った形で対応し

たというのもあるんですが、そういった改善が現時点

でなされてきているのか、お聞かせください。 

○委員長（八重櫻友夫君）  久慈社会福祉課長。 

○社会福祉課長（久慈清悦君）  障がい者の自立支援

給付費の対象人数でございますけれども、21年度の決

算ベースで主なところを申し上げたいと思います。身

体障がい者の施設関係であれば39人、あと知的障がい

者の施設であれば49人、通所系で両障がい合わせて72

名でございます。あと介護給付費につきましては、利

用人員が174人、訓練等給付費が90人等となっており

ます。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  外国人に対する地域での暮

らし方等についての指導というご質問でありますけれ

ども、中国人が圧倒的に多いわけですけれども、これ

は各企業に研修生というふうな形でいらっしゃる方々

だと思うんでありますが、実は私も各企業等について

訪問もしているわけでありますけれども、その際に工

場の方々に対して地域でのトラブルがないような指導

ということについてはお願いをしてきておりますので、

その点ご理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  夏井生活環境課長。 

○生活環境課長（夏井正悟君）  先ほどご質問いただ

きました衛生班の燃料費に関しての使途制限があるか

どうかというご質問についてお答えいたします。 

 衛生班167班あたりあるわけですけども、大体１班

当たり２万円弱、１万9,000円程度の平均額になるん

ですが、それを交付してございますけれども、その金

額の用途に制限はしてございません。 

 以上でございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  城内委員。 
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○城内仲悦委員  今副市長から企業との連携をして指

導なりお願いしているということでありました。私が

もう一つ言いたいのは市の窓口として、住民なわけで

すから、この方たちもきちんとした住民ですから、そ

ういった意味で窓口の対応としてそういう中国人が来

ても、いろんなそういうものもちゃんと書いてあって、

対応してきていらっしゃるのかということを聞きたい

んです、再度。その点をお聞かせください。 

○委員長（八重櫻友夫君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  外国人登録をするために窓

口来るわけなんですが、その点についてはいろいろ、

どういうふうに案内する内容のものがあればいいのか

検討はしてみたいというふうに思います。 

○委員長（八重櫻友夫君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  林業振興について、特用林産物の

新規参入支援事業のこの内容といわゆる用途ですね。

これをどのようになっているのか。 

 あと、下のほうの下の欄のほうの鳥獣保護区等指定

事前調査、この内容はどういうことをやって、どのよ

うになっていくのか。その内容をお聞かせください。 

   〔発言する者あり〕 

○木ノ下祐治委員  27ページです。 

○委員長（八重櫻友夫君）  中新井田林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  特用林産物の新

規参入支援事業についてのご質問にお答えいたします。 

 特用林産物新規参入支援事業というとこでございま

すが、６組ありまして、このほだ木造成の事業に補助

するものでございます。県の補助としましては72万円、

それから市の補助として90万円の内容となっておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  そうすると、大体中身は理解はで

きるんですが、新規参入ということなんですけれども、

今事業を展開している方々でも、これは使えるという

ことになりますでしょうか。 

○委員長（八重櫻友夫君）  中新井田林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  新規参入という

ことでございますので、６年間に限っての新規参入者

に対しての支援というふうな内容になっております。 

○委員長（八重櫻友夫君）  中新井田林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  鳥獣保護区の指

定事前調査の内容についてお知らせいたします。これ

は指定する区域を事前に調査する事務費ということで、

県のほうからいただいている補助でございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  特用林産物の新規参入のほうの件

なんですが、これは６年以内ということだそうですが、

というと従来から例えば22年、例えば大げさに言うと

20年とかそういう長いスパンでやっている方々は、こ

れは申請しても対象にならないということ。種駒とか

例えば原木ですね、対象、資金繰りに困ったという

方々は使用できないということになりますか。 

○委員長（八重櫻友夫君）  中新井田林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  以前からやって

いる方が対象にならないかというふうなことでござい

ますが、これは生産組合に補助する内容でございます

ので、この生産組合に新規参入者を入れて事業をして

いくという内容でございますので、この組合として進

めていく場合は対象になるというふうなことで考えて

おります。 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 15款財産収入、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  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３件、合わせて1,243万6,000円を計上。 

 ２目利子及び配当金は、財政調整基金利子ほか17件、

合わせて361万1,000円を計上。財産運用収入は、合わ

せて1,604万7,000円を計上。 

 ２項財産売払収入でありますが、１目不動産売払収

入は、土地売払収入ほか１件、合わせて2,435万1,000

円を計上。前年度と比較して1,627万7,000円、

201.6％の増でありますが、立木売払収入の増による

ものであります。 

 ２目物品売払収入は、不用物品売払収入ほか１件、

合せて2,000円を計上。財産売払収入は、合わせて

2,435万3,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（八重櫻友夫君）  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）  30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500万
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円を見込み計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（八重櫻友夫君）  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２億1,500

万円、ほか１件、合わせて２億6,550万円を計上。 

 ２目市債管理基金繰入金は、市債の償還に向けて

8,576万5,000円を計上。 

 ３目長寿と健康のまちづくり基金繰入金から、７目

ふるさとの水と土保全基金繰入金まで、それぞれの事

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３億9,803万1,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 18款繰越金、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  18款１項繰越金でありま

すが、前年度繰越金１億円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（八重櫻友夫君）  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

300万1,000円を計上。 

 ２項市預金利子は、実績等を勘案し、歳計現金の預

金利子25万3,000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

６件、合わせて２億9,110万4,000円を計上。 

 32ページになります。４項雑入は、32ページから34

ページの中段までとなりますが、市税、税滞納処分収

入ほか63件、合わせて３億8,386万2,000円を計上いた

しました。前年度と比較して3,502万9,000円、10.0％

の増となりますが、主に個別受信難視聴対策事業助成

金、Ｂ＆Ｇ地域海洋センター修繕助成金の増によるも

のであります。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。梶谷委

員。 

○梶谷武由委員  33ページ、学校給食費の金額がある

わけですが、これは納入率をどの程度見込んでいるの

か。 

 それから、同じく33ページの22番雑入の個別受信難

視聴対策、この内容についてお伺いいたします。 

○委員長（八重櫻友夫君）  櫛桁学校給食センター所

長。 

○学校給食センター所長（櫛桁善一君）  学校給食費

の納入割合でございますが、基本的には現年度100％、

そして過年度分に対する滞納分についても100％見込

んだ額で計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  個別受信難視聴対策

事業助成金でございますけれども、これについてはこ

れまでは国の補助金であったものが、デジサポ岩手を

通じても補助金を受領できるというような制度が変わ

りましたので、こちらのほうに計上させていただいて

おります。ちなみに小久慈の日吉、大川目の馬内、山

形の岡堀、３地区に係る難視聴対策事業費2,908万

5,000円のうち、そちらのほうの補助金が1,939万円と

いうふうな内容となっております。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  33ページの上段のほうになるんで

すが、市税の滞納処分収入とあるんですが、この差し

押さえた理由と、そして何を差し押さえてこれを、多

分処分したからこういう計上になっていると思うんで

すが、その内容をお聞かせください。 

○委員長（八重櫻友夫君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  市税滞納処分収入44

万円を見込んでおりますけども、税の滞納をした場合

に例えば換価できる動産を差し押さえるということで

対応しているところでございます。具体例で申し上げ

ますと、テレビだとか、国、県と連携とりまして国税

の還付金だとか、県税の自動車税の差し押さえすると

か、そういう形のもの等で収入を考えております。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  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。 
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○総務部長（菅原慶一君）  34ページ下段から36ペー

ジになります。20款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、

また、国の地方財政対策を受けての臨時財政対策分に

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23億4,530万円を計上いたしました。前年度と

比較して７億3,310万円、45.5％の増となりますが、

主に火葬場施設整備事業債、義務教育施設整備事業債

の増によるものでございます。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。小野寺

委員。 

○小野寺勝也委員  １点お聞かせください。いわゆる

起債を起こす金額と償還する金額ですね。全体として

起債残高を減らしていくという基本的な姿勢があろう

かと思うんですが、新年度においてそれのプラス、マ

イナスといいますか、その関係はどのように見ておら

れますか。 

○委員長（八重櫻友夫君）  澤里財政課長。 

○財政課長（澤里充男君）  市債発行額に対する、い

わゆる元金償還額でございますが、いわゆるプライマ

リーバランスと申しておりますけれども、市債発行額

が23億4,530万円、それから元金償還金が23億9,803万

4,000円ということでございますので、5,273万4,000

円の黒字ということでございます。 

 以上でございます。 

   〔発言する者あり〕 

○財政課長（澤里充男君）  プライマリーバランスに

ついては、その辺の対応をしながらしていきたいとい

うふうに考えております。 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出に入ります。 

 まず、給与費明細書について説明を求めます。菅原

総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  それでは、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。 

 102ページになります。102ページをごらんいただき

たいと思います。初めに、特別職でありますが、表の

一番下の比較欄で申し上げます。 

 長等は、期末手当15万4,000円の減、寒冷地手当３

万8,000円の減、共済費９万8,000円の増、合わせて９

万4,000円の減額。 

 議員は、報酬668万9,000円の減、期末手当339万

9,000円の減、共済費6,739万2,000円の増、合わせて

5,730万4,000円の増額。 

 その他の特別職は、740人の減で、報酬930万7,000

円の減、共済費85万円の増、合わせて845万7,000円の

減額となっておりますが、主に国勢調査の実施に伴う

調査員等の減によるものであります。特別職全体では、

4,875万3,000円の増額となります。 

 次に、103ページの一般職、（１）の総括でありま

すが、前年度との比較で申し上げます。職員数は２人

の減となりますが、これは職員の採用、退職の状況に

よるものであります。給与費は1,952万3,000円の減で、

内訳は給料702万6,000円の減、職員手当1,249万7,000

円の減となります。共済費は5,468万6,000円の減で、

全体では7,420万9,000円の減額となります。 

 職員手当の内訳及び前年度との比較につきましては、

その下の表のとおりとなっておりますので、ごらんい

ただきたいと思います。 

 104ページになります。（２）給料及び職員手当の

増減額の明細でありますが、給料は702万6,000円の減

で、その内訳は、昇給に伴う増加分469万8,000円の増、

その他の増減分として職員の新陳代謝等に係る増減分

1,172万4,000円の減となります。職員手当は1,249万

7,000円の減で、制度改正に伴う増減分として1,448万

6,000円の減、その他の増減分として、職員の新陳代

謝等に係る増減分198万9,000円の増であります。 

 105ページ以降につきましては、（３）給料及び職

員手当の状況であります。これは、職員の給与水準を

あらわしたもので、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（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 １款議会費、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、前に戻ってい

ただきまして38ページになります。１款１項１目議会

費でありますが、２億6,075万4,000円を計上いたしま

した。前年度と比較して5,550万円、27.0％の増であ
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りますが、主に共済費の増によるものでございます。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 ２款総務費、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  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、９億5,632万

4,000円を計上。前年度と比較して2,289万8,000円、

2.3％の減でありますが、主に総合行政情報システム

経費等の減によるものであります。 

 40ページになります。２目文書広報費は、3,730万

4,000円を計上。 

 ３目財政管理費は、66万8,000円を計上。 

 ４目会計管理費は、407万円を計上。 

 ５目財産管理費は、１億3,654万5,000円を計上。 

 42ページとなります。６目企画費は、４億776万

7,000円を計上。前年度と比較して1,561万7,000円、

4.0％の増でありますが、主に移動通信用鉄塔施設整

備事業費の増によるものであります。 

 ７目支所費は、各支所の維持管理費67万9,000円を

計上。 

 ８目交通安全対策費は、1,190万8,000円を計上。 

 44ページになります。９目諸費は、4,431万6,000円

を計上。総務管理費は、合わせて15億9,958万1,000円

を計上いたしました。 

 ２項徴税費でありますが、１目税務総務費は、１億

7,502万2,000円を計上。前年度と比較して891万9,000

円、4.8％の減でありますが、主に職員給与費の減に

よるものであります。 

 ２目賦課徴収費は、6,836万3,000円を計上。前年度

と比較して1,778万8,000円、20.6％の減でありますが、

主に市県民税等賦課経費の減によるものであります。 

 46ページになります。徴税費は、合わせて２億

4,338万5,000円を計上いたしました。 

 ３項１目戸籍住民基本台帳費でありますが、8,179

万6,000円を計上。 

 ４項選挙費でありますが、１目選挙管理委員会費は、

1,968万6,000円を計上。前年度と比較して687万1,000

円、53.6％の増でありますが、主に職員給与費の増に

よるものであります。 

 48ページになります。２目選挙啓発費は、43万円を

計上。 

 ３目市議会議員選挙費は、6,252万円を計上。 

 ４目県知事及び県議会議員選挙費は、3,055万7,000

円を計上。選挙費は、合わせて１億1,319万3,000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、736万5,000円を計上。 

 50ページになります。２目基幹統計費は、191万

9,000円を計上。前年度と比較して1,548万7,000円、

89.0％の減でありますが、主に国勢調査の減によるも

のであります。統計調査費は、合わせて928万4,000円

を計上いたしました。 

 ６項１目監査委員費でありますが、2,314万3,000円

を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。梶谷委

員。 

○梶谷武由委員  それでは２点ほど、一つは43ページ

の地デジ放送対策事業にかかわる分ですが、一般質問

のところでも取り上げたわけですが、高性能アンテナ

等の対策をしても視聴ができない場合、衛星対応とい

うふうになるということなわけですが、この衛星対応

は５年のみということで、その５年を過ぎた場合、経

過した場合はどのようなことになるのか。 

 それから、もう一つの質問は45ページの諸費のとこ

ろです。山形村誌、これは合併から５年後、経過して

いるわけですが、この村誌の編さんの進みぐあいはど

のようになって、完成をいつを見込んでいるのかお伺

いします。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  賀美ふるさと振興課長。 

○ふるさと振興課長（賀美吉之君）  村誌についてお

答えいたします。 

 村誌については１巻から３巻まで民族編から資料編、

通史編の３巻を編集するということで進めております。

１巻についてはご承知のとおり、20年度末、21年の３

月に刊行を終えております。２巻の資料編については

24年度、それから３巻の通史編については26年度の刊

行を目指しております。今、資料編について中心に取

り組んでおりますが、原稿執筆が大体７割ぐらい今進

んでおります。 

 以上でございます。 
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○委員長（八重櫻友夫君）  嵯峨まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（嵯峨孝和君）  先ほど高性能

アンテナ対策の調査結果、受信の結果が悪いというこ

とで、今高性能アンテナから衛星対策に回るという地

区が出てきつつございます。ただ、これにつきまして

は衛星対策は５年間のみの暫定的な措置ということに

なっておりまして、この中で今後どのような対策がよ

ろしいのか。例えば共聴施設で改めてやるのがよろし

いのか。また、アナログ放送終了後の電波を整理した

後に何らかの対策がとれるものか。いずれ、この５年

間の間に新たな対策を含めて見つけていくということ

でございまして、今後、国、それから県等と連携しな

がら対策について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（八重櫻友夫君）  山田委員。 

○山田光委員  まことに議員の立場で聞きづらい不謹

慎なお尋ねでございますけれども、48ページの市議会

議員の選挙費についてお尋ねをさせていただきますが、

ここで6,200万ほどの選挙費用を見ておられるという

ことで、これはこのとおりわかるわけですが、例えば

過去に市議会選挙で選挙しないで、告示の段階で選挙

しなくて終わった例があるか１点。 

 それから、例えば今回の告示で例えば選挙が回避さ

れるような状況になったという場合においては、例え

ば費用が幾らぐらい浮かばれると申しますか、浮かぶ

と申しますか、残るというかな、予算が軽減されると

いうことになるかわかれば、ひとつお伺いをしたいと

思います。 

○委員長（八重櫻友夫君）  勝田選挙管理委員会事務

局長。 

○選挙管理委員会事務局長（勝田恒男君）  市議会議

員選挙に係ってのご質問でございます。仮に選挙がな

かった場合でございますけれども、そのケースがあっ

たかどうかという、まずご質問でございました。そう

いったケースはちょっと私なかったのかなというふう

に思っております。 

 もう一つが、もし仮に今回の選挙で選挙にならなか

った場合はどのぐらいの経費が浮くのかということで

ございますが、それについては試算はしておりません。

ただ選挙がなくなったからといって、今既にもう事前

に準備を進めておりますので、それなりに例えば看板

の設置経費ですとか、そういったものについては既に

もう始まっているということでご理解をいただきたい

というふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  山田委員。 

○山田光委員  そんなのだれでもわかりますよ。始ま

ってるのはわかるんですよ。私も役所にいた人間です

よ。そういう答弁はどちらかと言えば私に対してはち

ょっといささか不満を感じる面があります。私はそれ

らを除いてのわかるんであれば、お尋ねをしているわ

けです。どうなんですか、その辺は。 

○委員長（八重櫻友夫君）  勝田選挙管理委員会事務

局長。 

○選挙管理委員会事務局長（勝田恒男君）  委員ご存

じだということでございますけれども、細かい金額に

ついてはおさえておりません。ただ、告示になってか

ら例えば開票までの期間の経費が、その分は不用にな

るということでございます。それも委員既にご承知の

ことと思いますけれども、正確な金額については現在

とらえておりませんので、ご了承お願いいたします。 

○委員長（八重櫻友夫君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  徴税費にかかわってお聞かせくだ

さい。先ほど歳入でもありましたけども、いわゆる滞

納の差し押さえですね、件数。21年度実績で188件、

差し押さえ金額で１億2,000万出ているようですが、

22年度のまだ途中なわけですが、現在までの状況と見

込み、わかれば聞かせていただきたい。 

 その中に、差し押さえの物件の中に生命保険、学資

保険あるいは給料の差し押さえがあるのかないのか。

まずお聞かせください。 

○委員長（八重櫻友夫君）  及川収納対策課長。 

○収納対策課長（及川忠則君）  ただいまのご質問に

お答えいたします。 

 22年度の差し押さえの件数ということでございます

けれども、所得税の還付金とか預貯金、動産等々を含

めまして106件となっております。金額は実際換価、

税のほうへ充当できた金額が815万5,000円ほどとなっ

ております。 

 もう１点、保険の関係ですけれども、学資保険につ

いては実績はございません。あと給与については３件

について換価されているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  小野寺委員。 
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○小野寺勝也委員  生命保険の解約についてはありま

せんか。 

 それから、今答弁いただいた給与の差し押さえ、こ

れは今３件ということですから、件数とすれば少ない

ですが、その給料を差し押さえされたことによっての、

その人の生活権の補償、それはどのようになりますか。

給料差し押さえてもなおかつ、その人は 低限の生活

を営むことができるというような確たる補償があって

の給料の差し押さえですか。再度お聞かせください。 

○委員長（八重櫻友夫君）  及川収納対策課長。 

○収納対策課長（及川忠則君）  給与の差し押さえに

つきましては、給与を差し押さえる場合に差し押さえ

禁止額というのがありまして、概算で申し上げますと

本人の生活費10万、あと扶養家族等がいれば１名当た

り４万5,000円、あとは給与等から天引きされている

所得税額、これは実際本人の手に入りませんので、そ

れらを控除いたします。そういった形で残った部分が

逆を言えば差し押さえ可能額という形になるんですけ

れども、そこの部分を当方で差し押さえして、税のほ

うへ配当しているという状況でございます。 

 あと、すみません、生命保険については６件の換価

実績となっております。 

○委員長（八重櫻友夫君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  学資保険はないということで安心

しましたが、生命保険について６件あると。内容につ

いて私は知りませんけども、承知しませんけれども、

契約額の大小にもよろうかと思いますけども、より慎

重な対応を求めたいと思います。 

 次に、職員の問題についてお尋ねいたします、２点。 

 一つは臨時職員の問題について。これは以前の議会

でもただしてきたんですが、昨年の10月に参議院の国

会の総務委員会で片山総務大臣は「公務は常勤が基本

だ」ということについて訴えられて、任期付き職員で

対応するというのは憂慮していると。本来の姿でない

任期付き職員の任用があるということで、やっぱり経

費削減もさることながら、厚遇性を確保するという点

でより慎重な対応を促したいという国会答弁をしてい

るんですが。 

 そういう点からして、やはり恒常的な、まさに極め

て臨時的な業務以外は正職員で対応するのが本来の姿

だということになるかと思うんですが、この点につい

ての当市での対応と臨時職員の処遇の改善方について

の取り組みについてお聞かせください。第１点。 

 第２点は、職員の中で体調崩して休んでいる職員も

何人か聞くわけですけども、いわゆる勤務時間以外の

仕事する職員ですね。休日とか勤務時間過ぎてからの。

そういう仕事した場合に、役所に来る、あるいは役所

から帰る際に当直にそれぞれ話をして、当直にはその

旨を日誌に記帳するということが定められているよう

ですけども、それの履行状況について、お聞かせくだ

さい。 

○委員長（八重櫻友夫君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  いわゆる非正規雇用とい

いますか、それらのことにつきましては労働団体等い

ろいろ私どもも要望も受けてございます。 

 それと、この議会におきましてもいろいろ意見の開

陳がなされまして、それにご答弁申し上げてるところ

でございますけれども、今の委員のご指摘の正職員と

いいますか正規雇用が望ましいだろうということは、

これはだれも否定するものではないと思っております。 

 いずれにしろ、いろんな職務等において、それも安

心して働ける職場であるというのはこれはもう理想と

するところでございます。ただ、過般の議会で私も答

弁申し上げましたけれども、いわゆる麻生談話から始

まりまして集中改革プラン、それから総務省等のいろ

いろな通達等もございます。私どもにつきましては、

一方ではそのようないわゆる職員、これは大事にしな

ければならないというのは当然のことですけれども、

勤務状況の改善とかそれは当然のことと思っています

が、一方ではいわゆる業務の多様化、そして多くなっ

ていること、これに対しての市民サービスの向上、こ

れについても取り組まなければならないと思っていま

す。 

 そして、効率的な財政運用といいますか、その辺も

いわゆるそこら辺のバランスについては考えながら取

り組んでいかなきゃならんと思っております。委員の

おっしゃいました利便については同じ考え方で臨みた

いとは思いますけれども、それにつけても市民サービ

スなり財政環境なり、これについても我々は無視する

わけにはいきません。そういうふうなことで今までも

議会でもご答弁申し上げているつもりでございます。

目標とするのは同じだと思っております。 

 また、それから病休につきまして、退庁時間につき

まして、いわゆる深夜の退庁については、いわゆる宿
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直のところに退庁日誌を置いてございますけれども、

これについて守られてるかといいますか、これについ

ても過去の議会においても質問がありました。それで、

その際にも徹底するように努めるふうにご答弁申し上

げているところでございますが、通知等は出している

んですけれども、これについてそれじゃ完全に守られ

ているかどうか私自身で全部チェックしているわけじ

ゃございませんので、これについては完全に守られて

いるとは言い切れないというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  答弁いただきました。部長、いわ

ゆる服務規程ですか、役所に来る、役所から帰るので

すね。それについてはやっぱり、ぜひ完全に守られる

ように周知徹底をしていただきたい。これは後でまた

別の角度からお聞きをしたいと思います。 

 次に、これ企画なんですかね。ちょっと古い話で恐

縮ですが、暮らしのガイドブックですか、大分、数年

前ですか、発行されましたよね。いろんな制度や手続

き等の紹介の。これが古くなって、現在は適用になら

ない。その制度は廃止になっているというような点も

多々あるようになって、実際使いものにならない部分

が出てきているんですね。そういう点ではやっぱり更

新をして新しくしてもいいではないかというのが第１

点。 

 それから、そうは言っても制度が変わる期日もあり

ますから、その変わった場合ごとに今の上張り式です

か、使えるような。そういう工夫もしながら、やっぱ

り市民にも承知していただくということが大事ではな

いかと思うんですが、それ１点。 

 それから、もう一つは、ここで聞く以外ないと思っ

て聞くんですが、先ほど歳入のとこで、いわゆるプラ

イマリーバランスを堅持しながら市政運営していくん

だということをお話されました。全くそのとおりだと

思います。そこで私が懸念するのは、今議会でも議論

になっている野球場の建設問題、25億前後かかるとい

うことで、国体も控えてその必要性というのも私わか

りますが、そのことによって、いわゆる民生費とか、

そういう市民生活に密着した部分でのサービスが抑え

られる、圧迫されるような事態だけは何としても避け

る必要があるだろうというふうに思うんですが、その

点について。以上２点についてお聞かせください。 

○委員長（八重櫻友夫君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  私のほうからはプライマ

リーバランス関連についてお答えしたいと思います。 

 順序が逆になるかもしれませんけど、初めに私ども

市長以下、今議員がおっしゃいました市民生活にまず

影響があってはならんというのを、これはみんな見解

が一致しているところでございます。 

 それでプライマリーバランスの質問については、先

ほど財政課長から平成23年度においては均衡が保たれ

ていますと、そのように申し上げました。私どもプラ

イマリーバランスもまさに守っていかなきゃならんと

は思ってますけれども、それ以前に、いつも議会でご

答弁申し上げてますのは、表現がいいか悪いかなんで

すが、いわゆる有利な起債とか、それから不利な起債

とか、表現が適切かどうかまたちょっとあれですけれ

ども、いわゆる現在のところ 近よく出しているのが

財政対策債、いわゆる名前が財源対策債とか補正予算

債とかいろいろあるんですけれども、いわゆる国の都

合によって現金がないために補助金とか、交付税の代

替措置として、いわゆる発行している財政対策債等も

ございます。これがかなり増えております。 

 いわゆる似たようなものでは、有利起債といいます

か、それらの部類には合併特例債等も入ってくるかも

しれませんけれども、これらのバランスも一緒に含め

て、プライマリーバランス云々というふうな話になり

ますと、これまた市民ニーズに十分こたえるような財

政運営は不可能になってくると思ってます。 

 したがいまして、私どもプライマリーバランスもそ

うなんですけれども、いわゆる昔で言えば起債制限比

率、今であれば実質公債比率。これらのまず推移をし

っかり見なきゃならんと。いわゆる財政の弾力性、経

常収支比率とか、それらを完全に守りながら健全財政

を図りながらも、市民のニーズにこたえていかなきゃ

ならんと、そういうふうに考えているところでござい

ます。 

 したがいまして、結論といたしまして野球場の建設

につきましても、いわゆるその辺のバランス見ながら、

市民生活に影響のないような財政運営を執行してまい

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。 

○委員長（八重櫻友夫君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  暮らしのガイドブッ
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ク、現行の暮らしのガイドブックと申しますか、合併

時に各世帯のほうにお配りしましたガイドブックがご

ざいますが、多分それが一番新しいのだと思いますけ

れども。その後いろんな世の中の変遷といいますか、

制度の改変といいますか、スピードが従来より相当早

い状態でなされているということで、総合的なそうい

う暮らしのガイドブックというのの製作については、

現在のところ考えていないところでございます。 

 したがいまして、個別のいろんな周知策につきまし

ては、各担当のほうからいろいろな手段を講じて住民

の皆様のほうにお知らせをしてまいりたい、こういう

ふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  39ページですが、一般管理費です。

この一般管理費の中に職員研修という名前の予算が３

つあるんですね。職員研修費595万8,000円、それから

職員研修負担金110万3,000円、職員研修補助金90万と

いうのがあるわけですが、それぞれの性格。そして、

どのような研修内容になっているのか、お聞かせくだ

さい。 

○委員長（八重櫻友夫君）  勝田総務課長。 

○総務課長（勝田恒男君）  今職員研修費にかかわっ

てご質問いただきました。まず 初に職員研修費の項

目595万8,000円の中身について申し上げたいと思いま

すが、これにつきましては職員がそれぞれ市町村アカ

デミーですとか東北自治研修所、自治大学校、あとは

市町村職員の中期研修ほかに出席する場合の旅費と、

それからそれに係るテキスト代、それからもう一つが

派遣研修職員の住宅借り上げ料を595万8,000円で見込

んでいるところでございます。 

 それから、101万3,000円の職員研修負担金の項目で

ございますけれども、これにつきましては岩手大学等

の共同研究に対する研究費の負担金42万円。それから

もう一つ職員研修負担金ということで自治大学校です

とか、職員でございますが安全運転管理者講習会です

とか、東北自治研の研修所の研修に参加する負担金も

しくは建設機械運転技能講習等々の負担金を合わせて

110万3,000円計上しております。 

 それから、もう一つの項目でございますが、職員研

修補助金という項目で90万円を計上しておりますけど

も、これについては岩手大学に派遣している職員、こ

れの滞在費の補助金を計上しているものでございます。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  この１番目の研修費595万8,000円の

中身、わかりました。この議会でも一般質問でも取り

上げたとこなんですが、ディーセントワークというこ

とで男女平等が今叫ばれているわけですけども、そこ

でこの久慈市の幹部を見たときに、女性職員の課長級

は現在おらないと、総括主査はかなりの人数いますが。

この研修自体に平成22年度までは、21、22年度の中で、

女性職員が今言った研修学校とか研修所とか、さまざ

まな研修費を使って派遣した実績があるのかどうか。

それが１点。 

 それから、確か職員海外研修を１人今出してますよ

ね。岩手県の何とか協会の中で出すことになっている

んですが、その研修自体にも、これまで女性の参加の

実績があるのかどうか。 

 なかなか、どなたが参加したのかというのは私ども

見えてこないんですが、やはり研修した方のレポート

なり、研修成果なりを、広報等通じてお知らせすると

か。10日ぐらいのことしの場合でもヨーロッパ研修を

行ったというふうに聞いておりますが、その中身が全

く見えてこないというのが実際なんですね。そこでそ

ういった研修のレポートなりを書いていただいて、広

報等を通じて市民にお知らせしていくんだということ

がなされてこなかったというふうに思いますが、その

点についてどう考えているのか、お聞かせください。 

○委員長（八重櫻友夫君）  勝田総務課長。 

○総務課長（勝田恒男君）  研修にかかわってのご質

問にお答えいたします。まず研修に女性職員の派遣は

あるかというご質問でございました。21年においては

政策総合講座ですとか、契約事務研修、それから財産

管理事務研修、東北６県接遇研修、指導者養成研修、

それからワークライフバランス啓発セミナー、こうい

ったものに女性を派遣しております。 

 22年度につきましても、女性リーダー研修会、これ

に２名の女性を派遣しております。そのほかにも派遣

あるかと思いますけれども、今記憶にあるのが２名の

女性リーダー研修会に派遣した実績がございます。 

 それから、海外派遣研修についてでございますが、

職員を毎年派遣しておりますけれども、その研修成果

が見えてこないというようなご質問でございました。
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これにつきましては研修の報告書を取りまとめたもの

が総務課にございます。職員がもし希望する場合には

それを閲覧できるようなシステムにはしてございます。

ただ外部に対してはまだそこまではできてないといい

ますか、やってないところでございます。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  例えば海外研修についても、ほとん

ど公費なんですよね。全て出て研修しています。そう

いった意味ではやっぱり、閲覧するしか知らないんで

すよ。どなたが行っているかわからないし、いつ行っ

たのかわからんし。その点やはり、いつそれ行ったと

いうことも含めてやって、こういう研修あったことも

含めて広報等通じて私は明らかにしていくことが大事

だと思いますので、ご検討いただきたいと思います。 

 それから今、女性の職員の研修はしてんだというこ

とで、今の答弁だと正確な何人とかいうふうに見えて

こないんで、やはりこれは計画的に幹部の職員を育成

していく上で、やっぱり必要な研修については男女平

等でやっぱりやっていくんだということをしていかな

いと、どうしたって今の現状では、ある意味では男性

社会となってますから。そこのとこがやっぱりＩＬＯ

が示しているディーセントワークという方向に行く場

合に、そういった点の具体的な点からやっぱり変えて

いかないと、なかなか男女共同参画といっても言葉に

しかならないというふうに思うんですうが。 

 そういった点では計画的にやっぱり、女性の職員を

きちんと研修に参加させて、市の必要な幹部として育

成していくということが必要だというふうに思うんで

すが、そういうふうなきちんとした政策をお持ちの上

でこれまでやってきたのか、やってきてないのか、あ

るいはこれからやろうと考えているのか、お聞かせく

ださい。 

○委員長（八重櫻友夫君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  １点目のご質問でござい

ますけども、これはかなりちょっと古くなるんですけ

れども、過去に城内議員から私が総務課長の時代にも

同じ趣旨の質問なされたと思っておりますけれども、

研修内容につきましては、これは私どもそのものを使

うという考え方もおありでしょうけれども、これは職

員の資質の向上という意味の観点で研修に派遣してい

ると、そういうふうなことでございます。 

 したがいまして、過去にも議員のほうからこれを広

報に載せたらどうかとか、そういうふうな話もなされ

ましたけど、職員の資質の向上ということが第一の主

眼でございますし、その成果につきましては仕事を通

じて市民ニーズに応じたことで反映させていきたいと、

そういうふうに考えているところでございます。 

 それから、２点目の女性の幹部職員ということでご

ざいますけれども、過去はどうであれ現在の考え方と

いたしまして、いわゆる男女平等といいますか、それ

よりも市長からご答弁、一般質問の際申し上げました

とおり、そのような考え方ということじゃなくて、能

力のあるものは男女関係なく登用していくんだという

ことが主眼でございます。それで研修機会もそうです

けれども、任用につきまして、それから職員の研修に

つきましても、男だからとか女だからとか、そういう

ふうな区別はしていません。 

 したがいまして、現在の状況はどうだかと言います

と、昔であればいわゆる現場といいますか、そのよう

なところには女性が配置にならなかったような部門に

おいても、総括主査が配置されておりますし、ほとん

どにおいて男女の差別がなく配置がされて、また研修

もなされてきているものと考えております。 

 したがいまして、くどいようですけれども今の考え

方とすれば、男女の区別ということを余り意識せずに

研修、それから登用を考えていくと、それが姿勢であ

るというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  海外研修については公表しがたいと

いう答弁ですけど、しかし確かに本人の資質の向上に

なるかと思います。それをやったことによって。それ

と同時に、いわゆる公費を使って行ってるわけですか

ら、少なくともレポートなりをこういうことで研修行

ってきたという内容含めてどっかで知らせる必要ある

と思います。 

 そして、いつあったということで、こういう研修に

行きましたというときでもあれば閲覧もできるんだけ

ども、だれがいつ行ったかわからんようなところで、

先ほど答弁では閲覧できますという話だけどもね。そ

ういったことじゃなくて、もっとオープンでいいわけ

ですから、実際公費を使って行っていることですから、

その人がどうとらまえてきたかということはやっぱり、
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そういう意識の変化が当然出てくると思いますけれど

も、そういった点の本人なりの感想も含めて、この研

修の成果について本人の意識をやっぱり示すことが必

要になるかというふうに思いますので、ご検討いただ

きたいと思います。 

 それから、今男女区別なくやってきているんだとい

うことで答弁あったんですけども、しかし、いかんせ

ん現実を見るとそういうことがなかなか、実際課長級

に現在いらっしゃらないということがあるわけでして。

そういった意味で本当に本人の希望も含めてそうです

けども、そういった研修にきちんと出していくことに

ついてはそういう方向であるという答弁いただきまし

たけれども、今後においてもそういった点ではきちん

と研修をさせていただいて、必要な幹部の育成につい

てはきちんとやっていく必要があるだろうと思います

ので、これは希望として言っておきますのでよろしく

お願いします。 

○委員長（八重櫻友夫君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  43ページですか、夢ネット事業。長

内中と給食センターであるんですが、そのほかとい

う癩癩私もケーブル工事を若干見ているんですが、ど

のような工事で何カ所ぐらいどうだったのかお伺いし

たいと思います。 

 それから、45ページの下段の徴収、専門集金員にか

かわってお尋ねしたいんですが、専門集金員の勤務体

系、どういうふうな勤務の体系になっているのか。そ

れから男女別の集金員の数、それから集金員の延べ人

数、それから集金員による集金員世帯と徴収額がどの

ようになっているのか。また差し押さえにかかわるよ

うな徴収事務といいますか、そういうのも専門集金員

の方がなさっているのか。そこら辺お伺いしたいんで

すが。 

○委員長（八重櫻友夫君）  嵯峨まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（嵯峨孝和君）  夢ネット事業

費にかかわりましてご質問いただきました。今回光

ケーブルの工事を予定しておりますのが、先ほど説明

にございました給食センターとそれから長内中学校の

間、これにつきましては広美町付近のほうから引く

ルートと、それから幸橋を通るルート、こちらどちら

の方法でということで今検討しているところでござい

ます。 

 それから、もう１カ所につきましては、昨年９月に

いわゆる鰻淵トンネル付近といいますか、山口発電所、

ダムでございますが、そこで土砂の崩落がありまして、

その際に東北電力さんの電柱に共架している部分が断

線するという事故が起こりそうでしたので、応急的に

今橋のところを通してる、トンネル内を通してるとい

う状況がございまして、こちらのほうを恒久的な対策

ということで今やりたいというふうに考えておるもの

でございます。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  及川収納対策課長。 

○収納対策課長（及川忠則君）  それでは私のほうか

ら専門集金員の関係でご質問いただきましたので回答

申し上げます。 

 専門集金員の勤務体系でございますけれども、週29

時間という形で嘱託で勤務していただいております。

あと、男女別延べ人員ですけれども、男性１名、女性

１名、トータル２名という形です。あと、徴収額とい

うことですけれども、本年度22年度、１月末現在では

ございますけれども、２名で4,600万ほどの集金実績

となっております。あと、世帯数についてはちょっと

あれですけれども、納税者の方で２税目、税目が２つ

あれば２件という形でカウントしているんですけれど

も、実際の先ほどの4,630万ほどの金額はトータルで

2,523件分となっております。 

 あと、実際差し押さえ等につきましては、職員のほ

うが、徴税吏員のほうが当たっておりますので、専門

集金員については納付相談等で分割納付の申し出があ

って、なかなか市のほうへ、あるいは金融機関へ出か

けられないという方について専門集金員を派遣してい

るという状況です。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  週29時間という勤務内容ですが、こ

れは８時間ないしは８時間に近い形で１日の勤務、そ

ういうふうな勤務の体系なのか、それとも短時間で並

んで。それから勤務する時間の時間帯、それはどのよ

うになっているのか、ちょっとお伺いしたいんですが。 

○委員長（八重櫻友夫君）  及川収納対策課長。 

○収納対策課長（及川忠則君）  週29時間につきまし

ては、平日５日間ございますけれども、４日間につい

ては６時間で残り１日を５時間という形で割り振りし

ております。 
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 勤務形態は10時から16時までという形で勤務いただ

いておりますけれども、通常の場合は８時半等に出勤

して、あと動いている間どうしても納税者の方の都合

もございますので、行って会えないとか自宅で待機す

る場合とかありますので、勤務形態としては10時から

16時までを基本にしているところです。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  澤里委員。 

○澤里富雄委員  39ページの行政連絡区長報酬にかか

わってお伺いしたいと思います。行政連絡区長の戸数

あるいは面積等の区別基準があるのかどうか。お伺い

をいたします。 

 もう１点は、この何年かの間で何地区か統合があっ

たようですけども、この23年度区別の変更を考えてい

るのかどうか、２点お伺いいたします。 

○委員長（八重櫻友夫君）  夏井生活環境課長。 

○生活環境課長（夏井正悟君）  ただいまの行政連絡

区長の報酬にかかわってのご質問をいただきましたけ

れども、行政連絡区長報酬につきましては、面積の広

さでのその算定はさせていただいておりません。世帯

数であったり、本庁からの距離であったり、そういっ

たところでの基準はございますけれども、面積での割

合では算定してございません。 

 また、行政連絡区の統合に関しましてですが、 近

の例でございますと、平成20年に長久保地区、それか

ら上戸鎖地区の小さな世帯数が少なくなった行政区に

つきまして統合した経緯がございますけれども、平成

23年度につきましてはさまざまないろいろなご意見、

町内会等からのご意見が出てきた場合、それらを検討

しまして考えてまいりたいと思っておりますけれども、

具体的にどこどこをどのようにというふうなところは

今のところございません。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  澤里委員。 

○澤里富雄委員  世帯数とか戸数の区別基準があると

いうことですけども、どれぐらいの基準があるのかと

いうこと。 

 それから、古い習慣でもって２つの町内会が交互に

区長やるという地区があるわけですけども、150戸ほ

どあるところに区長がなくて、数十戸のところに区長

があるという現実があるわけですけれども、行政連絡

をスムーズに運営するためにも改編すべきじゃないか

なと思うんですけども、その点をお伺いいたします。 

○委員長（八重櫻友夫君）  夏井生活環境課長。 

○生活環境課長（夏井正悟君）  ただいま積算の仕方

についてのご質問、それから複数の町内会をまたがる

場合の考え方についてご質問いただきましたけれども、

まず世帯割というふうな考え方で報酬を算出してござ

いますけども、そのほかに平均割、132の行政区を平

均した金額で割り込んだもの、それから地域によって

遠い近いというふうなことになるんですけども、それ

らを地域割として１行政区当たり9,350円から２万

1,170円の間で割り振りしたものがございまして、そ

れらをもとに積算させていただいております。 

 また、委員今ご指摘いただきましたけれども、２つ

の町内会にまたがるような行政区も存在してございま

す。そして、その都度ご要望等もいただいてはおるわ

けでございますけれども、それらについてやはり今ま

でのところ２年間でのローテーションをしていただい

たり、１年ごとに代わられたケースもあったようでご

ざいますけれども、制度としてはきちんとは設けてい

るわけではございませんで、そこも行政区の事情に応

じまして、相談しながら対応させていただいていると

ころでございます。 

 そのようなケースが多く出てくるようであれば、ま

た我々としてもローテーションの仕方であったり、そ

ういったものを行政区の割り振りの仕方であったり考

えなければいけないのかなと思っておりますけれども、

当面は現状のまま、都度都度、ケースバイケースで対

応してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  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。 

    午前11時50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00分   再開 

○委員長（八重櫻友夫君）  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。 

 歳出、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）  50ページをお願いいたし

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12億5,674万5,000円を計上。前年度

と比較して2,841万7,000円、2.3％の増でありますが、
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主に障害者自立支援事業費の増によるものであります。 

 52ページをお願いいたします。２目老人福祉費は10

億3,944万9,000円を計上。前年度と比較して１億

4,868万4,000円、16.7％の増でありますが、主に久慈

広域連合介護保険負担金の増によるものであります。 

 54ページをお願いいたします。３目国民年金費は

1,602万8,000円を計上。社会福祉費は、合わせて23億

1,222万2,000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２億2,168万9,000円を計上。 

 56ページとなります。２目児童福祉運営費は20億

7,107万7,000円計上。前年度と比較して１億3,798万

9,000円、7.1％の増でありますが、主に子ども手当の

増によるものであります。 

 ３目児童福祉施設費は１億9,708万8,000円を計上。

前年度と比較して1,719万3,000円、8.0％の減であり

ますが、主に職員給与費の減によるものであります。 

 58ページになります。児童福祉費は、合わせて24億

8,985万4,000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4,148万6,000円を計上。前年度と比較して797万

7,000円、16.1％の減でありますが、主に生活保護法

施行事務費の減によるものであります。 

 ２目扶助費は実績見込み等により６億2,280万円を

計上。生活保護費は、合わせて６億6,428万6,000円を

計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。梶谷委

員。 

○梶谷武由委員  １点だけの質問ですが、55ページ、

高齢者及び障害者にやさしいまちづくりということに

かかわると思うんですが、高齢者が住み慣れた土地で

安心して生活していくためには、地域内での協力体制

というのが欠かせないと思うんです。この協力体制を

つくるために行政として支援とか援助が、指導等が必

要と思うわけですが、この事業等積極的に活用しなが

ら進めようとする地域では、それなりに頑張って支援

体制ということにつながろうかと思うんですが、そう

いう積極的に進めようとしていないといえば語弊があ

るかもしれませんが、積極的でないような地域におい

ても行政が援助あるいは指導等が必要と思うんです。

そういう支援のあり方等検討すべきかなと思うんです

が、考えをお伺いします。 

○委員長（八重櫻友夫君）  久慈社会福祉課長。 

○社会福祉課長（久慈清悦君）  ただいまの質問でご

ざいますけれども、高齢者の方が地域で住みよいとい

うか住みやすい地域づくりのための支援ということで

のご質問でございました。 

 昨年度ですが、地域福祉計画を策定いたしまして、

それに基づいて中心事業といたしましては、災害時の

要援護者支援事業、この事業は高齢者等見守りが必要

な方に地域支援者として３名の方をついてもらって、

災害のときには円滑に避難していただく、それから日

ごろのときにも交流等を図りながら見守り等に維持し

ていただく事業でございます。 

 もう一つの事業が社会福祉協議会と連携しておりま

すふれあいサロン事業でございまして、これは閉じこ

もりとか、そういうのでなかなか地域に出て来ない高

齢者の方々をお茶飲みとかおしゃべりということで、

ふれあいサロンに来ていただいて、少しずつでも地域

に出て来ていただくというような事業でございます。 

 あと、それらのほかにも高齢者のスポーツ大会の助

成とか、それから老人クラブの補助金等それらを総合

いたしまして支援しているところです。 

 また地域においても、地域福祉計画の説明会という

ことで、昨年22回各町内会の説明をしてまいりました。

これも地域での高齢化等が進んで大変な状況にあると

いうことで、何とか町内会等での取り組みを進めてい

ただきたいということで、行政と一緒に社会福祉協議

会も加えてみんなで取り組んでいきましょうというこ

とで行ってきたところです。 

 これらの事業等を進めながら、各地域での高齢者の

見守りとか、住みやすい地域づくりを考えていきたい

と考えております。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  桑田委員。 

○桑田鉄男委員  55ページの放課後児童健全育成事業

費にかかわってお尋ねをします。 

 新年度、新たに平山に学童クラブが設立をされた。

そういうことで、久慈のみつばちは２つになる、そう

いうことで、７つになったということでの3,072万

8,000円の予算計上だと思うんですが、この７つのそ

れぞれの児童数、それといわゆる補助の額についてお

尋ねをします。 
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 あわせて、平山の恐らく児童数、これは毎年減って

いるという傾向にあると思うんですが、共働きなり、

家庭でじいちゃん、ばあちゃんもいないということで

必要があるということでの学童クラブが設立をされた

と思います。私どもの侍浜の学童につきましても児童

数は減ってます。22年度で見ますと総体で137人いる

んですが、そのうち三十四、五名の学童クラブに来て

いる子供がいるということで、ほぼ４分の１ぐらいの

子供が学童クラブに来てます。そういうことで児童数

は減っても、その必要性そのものは高まっているのか

なと、そういうふうに思ってます。平山以降のどこか

の学童クラブの設立に向けての動きがあるのかについ

てもお尋ねをしたいと思います。 

 それから、同じ55ページのひとり親家庭医療費給付

事業費、ここにかかわってございます。恐らく医療費

を払っていただいて、後で請求をして一定の額を超え

た分等については返ってくるということだと思うんで

すが、いわゆる償還払いということになっているのか

なと思いますが、そこのところ確認をさせていただき

たいと思います。 

○委員長（八重櫻友夫君）  高柳子育て支援課長。 

○子育て支援課長（高柳利久君）  ただいまご質問い

ただきました放課後児童健全育成事業についてお答え

いたします。 

 各児童クラブの児童数でございますが、第一みつば

ちが61人、第二みつばちが38人、小久慈学童クラブが

43人、長内学童クラブが50人、久慈湊学童クラブが42

人、侍浜学童クラブが27人、平山学童クラブが10人と

いうことで今回計上しております。 

 あと、平山学童以外にというお話でしたが、うちの

ほうでは把握しておりません。 

 補助金の額でございますが、第一が553万6,000円で

ございます。第二みつばちが581万8,000円、小久慈学

童クラブが442万3,000円、長内学童クラブが394万

5,000円でございます。久慈湊学童クラブが411万

5,000円、侍浜学童クラブが283万7,000円、平山学童

クラブが390万1,000円となっております。 

 以上でございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  浅水市民課長。 

○市民課長（浅水泰彦君）  ひとり親家庭の医療費の

支払いの方法ということでございまして、償還払いか

というお尋ねでございますが、償還払いとなっており

ます。国保連よりデータをいただいて、それに基づい

て償還で支払っていると。現物給付につきましては今

のシステム上は難しいというふうになってます。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  桑田委員。 

○桑田鉄男委員  若干私が見ているのと、この学童ク

ラブの関係、違うなと思って聞いてたんですが。侍浜

は30人確か現在でも超えていると思うんですが、新年

度は恐らく27人になるということかなと、そういうふ

うに聞いてました。 

 あと、ひとり親家庭の医療費給付事業費、課長のほ

うから新たな方法という、例えば現物といいますか、

そのときにその分を差っ引いて払うんだということは

難しいということでございましたが、なかなかやはり

ひとり親家庭、払って例えば１カ月、２カ月経ってか

ら返ってくるということになれば大変だという話もお

聞きをしております。そういうことで、前一般質問で

も取り上げたこともあるんですが、その辺は機会をと

らえてお話をするなり、こういうことがあったという

ことで話をしていただきたいなと思うんですが、その

辺についても考えをお願いします。 

 あと、老人クラブです。これも前に私取り上げたこ

とがあるんですが、私も老人クラブの会員です。ただ、

ちょっと「老人クラブ」という名前に抵抗がございま

す。そういうことでなかなか若い人が入ってこないの

かな、そういうふうな感じがしています。現に、私が

かつて一緒に働いた方、種市の方なんですが、地元で

中身は老人クラブなんですが、「いきいきクラブ」、

そういう名前で立ち上げて会員もたくさん集まって、

いろいろ活動している。そういうふうに聞いてござい

ます。この「老人クラブ」という呼称、このことにつ

いて何か考え等があれば、お尋ねをしたいと思います。 

○委員長（八重櫻友夫君）  高柳子育て支援課長。 

○子育て支援課長（高柳利久君）  ただいまご質問い

ただきました児童数の件でございますが、これは23年

度の見込み数でございますので、現状とは若干違って

おりますのでご了承願います。 

○委員長（八重櫻友夫君）  浅水市民課長。 

○市民課長（浅水泰彦君）  ひとり親家庭の医療費助

成にかかわってのご質問でございますが、これはひと

り親家庭ということではなく、いろんな意味での医療

費助成がございますけれども、その中で一定の所得以
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下の方につきましては、福祉医療資金貸付というふう

な制度もございまして、それと相殺している方法をと

っているものもございます。 

 ですから、お話のありました一時的に医療費の支払

いが難しいという場合には、こういった資金の活用を

いただきながら実質の現物給付という形にもなってい

るものもございますので、ご相談いただければという

ふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（八重櫻友夫君）  久慈社会福祉課長。 

○社会福祉課長（久慈清悦君）  老人クラブの名称に

ついてお答えいたします。 

 まず、補助的な名称として「老人クラブ」という名

称を使っておりますが、各単位老人クラブでは、いろ

いろ自分たちで名称等を考えながら入りやすいような

名称をつくって活動をしております。 

 また、１クラブ３名の新規会員を目標に会員増強運

動なども行っているところでございますので、私たち

のほうにもいろんな面で補助とか事業等で連携しなが

ら進めていきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  本来であれば、一般質問とかそう

いう部分で本当は取り上げるべき部分になろうかとは

思うんですが、社会福祉費にかかわって全般的なこと

に本来はなろうかと思うんですが、いわゆる高齢者に

優しい、障がい者に優しいまちづくり、そういうこと

には当然なるわけですが、本当の根幹の課題というの

は、私は独身者の方が余りにも多い。 

 この役所内にも随分男女の方々がおるわけですが、

これは笑い事じゃないわけです、実際問題として。い

わゆる子供が産まれない、結婚しなければそりゃ子供

が産まれない。そういう全般的な問題になるわけです

が、これは当市としても何としてもクリアしなければ

ならない部分であろうと思いますが、本当はここでや

っていいもんかどうか私わかりませんけれども、わか

らないがために聞いているわけですが。この対策とい

いますか、そういう何かかしらの部分が今現在でも必

要なわけですが、ましてこれから重大な問題になって

くると、社会福祉を支える本当の根幹の部分にかかわ

ってくるわけですので、その辺をどのようにとらえて

いるのかなと。何とか対策をとっていただきたいもの

だなと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（八重櫻友夫君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  今お話のございまし

た究極では少子化対策というふうなことになろうかと

思うんですが、大きなテーマとしましては。これはこ

の久慈市だけではなく、岩手県、全国の課題でありま

す。それぞれのところでさまざまな対応をしていると

ころでございますが、当市におきましても一つは産み

育てやすい環境というようなことの子育て支援事業を

各種やっているところでございます。 

 それから、結婚されて、今出産、子供はという話が

ございましたが、不妊治療に対する助成とか、さまざ

まな角度から子育ての支援、そして少子化対策という

事業を実施しているところではございます。 

 今議員さんおっしゃってる部分の中で、私が勝手に

推測している部分があれば、いわゆる若い世代の人た

ちが早い時期に結婚して家庭を持って、そして子育て

をしていって地域を支えていく。そしてそれが安心・

安全な高齢者や障がい者を支えるという仕組みという

ことのお話かとは思います。お話のとおり、私もその

とおりであると思っておりますが、今現在進めている

諸事業等通しながら、もちろん再点検もしながら、こ

れは福祉のみならず他分野に及び政策的な誘導等とい

うものも必要な場合もあろうかと思いますので、全体

的に検討する課題としてとらえてまいりたいというふ

うに考えております。 

○委員長（八重櫻友夫君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  いわゆる福祉の個々の対策はもち

ろんそれはそのとおりなんですが、問題はそういうこ

とに行き着く前に、いわゆる結婚しないことにはこれ

はどうにもならないと、してもらわないことにはどう

にもならないと。私らが若いころはよく、おせっかい

焼きのおばさんやおじさんがおりまして、「どうだ、

おまえ見合いする気はないか」とよくそういう話とか

あったわけですが、そういうだれかが役目をしてあげ

なければならない。やはりおせっかいをしなければな

らない時期に来ているのかなと、そういうめぐり合わ

せの機会をだれかがつくってあげないと。 

 それなりの今の皆さんは、だれしもがそれなりの学

問は持ってきているわけですが、ただそういう社交性

といいますか、そういった部分で随分欠ける部分があ

るなと私は見ておるんですが。ですから、出会いの機

会をつくってあげないことにはどうにもならないと。
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私はそう究極の考えを持っているんですが、「なら木

ノ下、おまえはいい何か案があるか」というと、私も

困っているから、皆さんにここで話をしているんです

けれどもね。そういった部分がこれは避けては通れな

い道であろうと、そういう思いのもとに私はお話をし

ておりますので、よろしくそういう対策をぜひ取って

いただきたいものだなという思いでございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  末﨑副市長。 

○副市長（末﨑順一君）  現在ではそれぞれ男女が自

立すべき社会になってきているもんですから、結婚と

いうのが遠くなっていると。おっしゃるとおりその上

で産まれる子供の数も減ってきている。これはまさに

憂うる状態ではあるというふうに認識をしております。 

 それぞれの結婚につきましては、ご本人の意思とい

うものがあるもんですから、なかなか難しい問題であ

りますが、その出会いの場、そういったものについて

の研究を真剣にする時期であるというふうなことを考

えています。研究をしてみたいと思います。 

○委員長（八重櫻友夫君）  佐々木委員。 

○佐々木栄幸委員  今の木ノ下委員の件に関連するん

ですけれども、実は私も何年か前に一般質問の中で、

行政の中でそのような事業、出会いの事業を組んでみ

たらどうかといったような質問をした経緯があります。

そうしましたら、今の副市長みたいに、これは個人の

意思の結婚の違いとか答弁があった気がするんですけ

ども、そうじゃなくて出会う機会の場を事業をつくっ

てもらったらどうかということだと思うんです。 

 ですから、出会える場を設けてあげて、後は各々の

方々に後の行動は任せると。前にも言われたことは、

責任をどう取るんだとかと言われた経緯もあります。

それはあくまで出会いの場であって、後の行動はもう

当然大人ですから本人らに任せると。そこでもう出会

う機会さえつくれば、行政の事業の目標は到達すると

思うんです。それを民間であってもいいかと思うんで

すけども、行政の場でもつくってみてもいいんじゃな

いかと私も思います。今後そういうふうな施策という

か事業というかしれませんけれども、やっていくよう

な意気込みの答弁をお聞きしたいと思います。 

○委員長（八重櫻友夫君）  末﨑副市長。 

○副市長（末﨑順一君）  佐々木委員のおっしゃると

おりだと思います。ただ、自由な意思がありますから、

それぞれご本人が考えることになるんですけれども、

出会いの場、これについてはどういった形でだれがそ

ういう場を設ければいいのかも含めまして、前向きに

研究をしてまいりたいと思います。 

○委員長（八重櫻友夫君）  山田委員。 

○山田光委員  簡単に答弁をお願いいたします。実は

生活扶助費でございますけども、ページ数が58、59

ページでございます。大変市民が誤解を招くような発

言をしている方もございます。というのは、扶助費が、

生活保護をもらっている方、これは 低限度の生活を

営む権利があるわけであります、25条です。その中で

私はうそをついて生活保護をもらっていると思ってい

ませんし、事務当局も事務手続を誤っているとも思っ

ていません。しかし一般市民の中では、いいなあと、

働いている人よりもいい生活をしてるじゃないかとい

う話が聞かれるわけであります。 

 そこで、今現在生活保護をいただいている家庭の中

で、これは例えばお亡くなりになるまで無理だという

世帯、それから今雇用が不十分でどうしても生活に困

るという一時的な世帯、それから何と申しましょうか、

どうしても病気で、しかし治りそうな世帯もあるとい

うようなことの、そういった色分けをするならば、数

字的でもいいですが大体何割程度でもいいし、全体の

数字から求めていった場合の割合といったものがあれ

ば、お願いいたします。 

○委員長（八重櫻友夫君）  久慈社会福祉課長。 

○社会福祉課長（久慈清悦君）  生活保護世帯の累計

というか、率でお答えしたいと思いますが、高齢者の

世帯が大体44.7％、傷病世帯が43.7％で、高齢者と病

気の世帯でほとんど９割ぐらいを占めているところで

ございます。高齢者と傷病世帯の場合は、生活保護に

なりますと、なかなかそこから就労といっても難しい

面があって、そこのところはまず健康とかそういうと

ころに留意しながらの相談業務になっております。 

 その他の１割ぐらいなんですけれども、失業とか預

金等が少なくなって生活保護になった方については、

就労支援をあわせて行いながら支援しているところで

ございます。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  ２点お聞かせください。福祉タク

シーについて。これ現在タクシーの基本料金の分です

か、それを月に２枚助成しているということだと思う
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んですが、その内容と。もう一つは、いわゆる月２枚

を何とか拡大できないかと、あるいは助成対象を拡大

できないような意見を聞くわけですが、その考え方に

ついてお聞かせください。 

 ２点目、ここでいいと思うんですが、消費者生活セ

ンターですか、今工事が完了して、まもなく事業がス

タートするのかなというふうに見ているんですが、そ

の事業スタッフ、職員体制の事業内容についてお知ら

せください。 

○委員長（八重櫻友夫君）  久慈社会福祉課長。 

○社会福祉課長（久慈清悦君）  私のほうからは福祉

タクシー事業についてお答えいたします。福祉タク

シー事業の概要でございますが、施設入所者を除く在

宅の障がい者に対してタクシーの基本料金、現在580

円ということでチケットを月２枚の割合で交付いたし

ております。福祉タクシーの拡大、枚数の拡大でござ

いますが、以前にも何回か一般質問等で取り上げてい

ただいたところでございますけれども、現在自立支援

法による生活支援事業の中での移動支援事業とかです

が福祉タクシー等がございまして、それらも利用して

いただいているところでございます。 

 また、県内各市の状況といたしましても、月に２枚

というところが多い体制にもありますので、あと多く

交付しているところにつきましては、障がいの程度と

いうか種類をちょっと限定したりしているところもあ

りますので、今のところは現行のまま２枚ということ

で進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  夏井生活環境課長。 

○生活環境課長（夏井正悟君）  ただいまの消費者生

活センターの建設に係りまして、職員体制についての

ご質問いただきました。現在の整備している消費者生

活センターでございますけれども、今のところ専門相

談員は１名配置しておるところでございますけれども、

新年度におきましては４月１日から３名体制の消費生

活相談員を配置して対応してまいりたいと考えてござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  53ページの緊急通報体制支援事業

1,099万ですが、新年度の台数が何台なのか。それと、

いわゆるひとり暮らし世帯の数とそれと設置率、設置

数とお聞かせください。 

○委員長（八重櫻友夫君）  久慈社会福祉課長。 

○社会福祉課長（久慈清悦君）  緊急通報の体制支援

事業費のことでの質問でございましたが、現在275台

設置しているところでございます。23年度の予定とい

たしましては、現状のところで設置を24台ということ

で、24台ということで、現状の数字で予算をお願いし

ているところでございます。 

 高齢化率に対しては、少々今お待ちください。 

○委員長（八重櫻友夫君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  今数出る。数は出ない 

○委員長（八重櫻友夫君）  久慈社会福祉課長。 

○社会福祉課長（久慈清悦君）  高齢者に対しては、

まず今数字についてはちょっと計算しておらないとこ

ろでございますが、必要な方というか、ひとり暮らし

でまず緊急通報装置が必要な方については、民生児童

委員さん等通じながら設置しているところでございま

す。 

 あと、それ以外に見守りが必要な方については、災

害時の要援護者支援事業等に登録いただきながら見守

り、あと災害時の避難等を行っているという考え方で

ございます。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  いわゆる一人暮らしの世帯で必要な

方、ついてない人があると思うんです、実際にね。こ

の実態をつかんでいると思うんですけど、今275台と

言いますけども、そのうち一人世帯に何ぼつけるのか

と、実際一人世帯が何世帯あって、何世帯つけるのか

ということを聞きたい。というのは、実際行ってみる

と結構まだまだついてないです。 

 以前の議会では、予算については足りなければ補正

を組んでやりますよという対応してきたったんですが、

この頃こういくとかなり窮屈なんですよね。今予算あ

るか、台数いってないとかっていうのが返ってくるん

ですけれども、やっぱりその緊急通報については特に

一人暮らしについてはやはり絶対必要と言いますか、

本当に亡くなってから２日、３日経って、いいほうで

すけど、もっと遅くなって発見する場合もあるわけで

そういったことがないようにするべきと思うんで、そ

の辺の実態お聞かせください。 

○委員長（八重櫻友夫君）  久慈社会福祉課長。 
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○社会福祉課長（久慈清悦君）  緊急通報装置の 近

の動向でございますが、平成20年度で274台、平成21

年度で270台、あと今22年度で275台と大体同じぐらい

の数字で推移しているところでございますので、予算

につきましてはまず同様の形でまず計上しているとこ

ろであります。 

 また、状況等を見ながら、必要な方については調査

しながら設置していって、超過するようであれば、予

算等をまたお願いしていくことになるかと思います。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  だから、一人暮らしだけじゃないで

すよ、これは、緊急通報はね。だから私、一人暮らし

についてどういう実態なのかと聞いているんです、そ

れが一つね。 

 それから、今予算は275台で組んでんだ、じゃあ今

必要だというときに、補正組まないとできないという

ことになると困るわけで、その辺の余裕がこの予算の

中にあるのかと。 

 どうしてもつけてほしいといったときに、６月の補

正にできませんということになったときに、今回の

1,099万の中に、今275というのはもう満タンについた

状況なのか。このうちの何台については、これから必

要な分つけれますよという状況なのか、お聞かせくだ

さい。 

○委員長（八重櫻友夫君）  久慈社会福祉課長。 

○社会福祉課長（久慈清悦君）  予算の計上の考え方

ですけれども、毎月大体２台の設置と、２台の撤去と

いう形で、現状の台数で推移していくということで計

上しております。台数についても 近ここ何年かはそ

ういう状況でございますので、まず必要な場合につき

ましては、状況を確認しながらつけていきたいとは考

えております。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  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１項保健衛生

費でありますが、１目保健衛生総務費は５億9,206万

8,000円を計上。前年度と比較して１億3,562万2,000

円、29.7％の増でありますが、主に久慈広域連合火葬

負担金の増によるものであります。 

 60ページとなります。２目老人保健費は5,802万

7,000円を計上。３目予防費は１億725万2,000円を計

上。前年度と比較して6,240万7,000円、139.2％の増

でありますが、主に感染症予防事業費の増によるもの

であります。 

 ４目環境衛生費は3,464万9,000円を計上。保健衛生

費は、合わせて７億9,199万6,000円を計上いたしまし

た。 

 60ページ下段から62ページ上段となります。２項清

掃費でありますが、１目清掃総務費は５億3,093万

9,000円を計上。前年度と比較して5,701万4,000円、

12.0％の増でありますが、主に久慈広域連合し尿処理

負担金の増によるものであります。 

 以上であります。 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。澤里委

員。 

○澤里富雄委員  61ページの中段になりますけども、

感染症予防事業費についてお伺いしますけども、これ

はインフルエンザあるいは子宮頸がん、ヒブワクチン

ですか、こういった予防事業費等もありますけども、

近子供のヒブワクチン接種等を受けた後に死亡する

例が報道されておりますけども、このワクチンと死亡

の因果関係はわからないというような報道もされてお

りますけれども、命にかかわる例であります。そして

幼児をお持ちの方々は大変心配しているわけですけれ

ども、当局はこの点をどのようにとらえているのかお

伺いをいたします。 

○委員長（八重櫻友夫君）  大森保健推進課長。 

○保健推進課長（大森正則君）  ただいまの小児用肺

炎球菌ワクチン等の接種と同時接種したワクチン等に

よります死亡報告等についてのご質問にお答え申し上

げますが、この件につきましては厚生労働省のほうか

ら３月４日までに兵庫県宝塚市等で４件の予防接種後

の死亡報告があったので、接種との因果関係はまだは

っきりしませんけれども、その評価を実施するまで一

時的に接種を見合わせることとしたとの通知が３月４

日の夜ございました。 

 それで市といたしましては、３月５日朝９時までに

今接種を契約しております医療機関並びに市内の全部

の医療機関に市で今助成しております小児用肺炎球菌

ワクチンの接種は、厚生労働省での検討結果が判明す

るまで、接種を一時的に見合わせるように電話で直接

お話しましたし、その後念のためファクスでも通知を
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していたところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  59ページ、久慈広域連合の火葬負担

金にかかわる部分ですが、この火葬場の土地選定にか

かわって12月議会でも説明があったわけですけれども、

これの説明に私はまだ納得できていません。現時点で

説明を求めた場合、12月時点での説明と同じ説明にな

るのか、あるいはそれ以降12月の説明時と異なるもの

があれば、説明をお願いしたいと思います。なければ

結構です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  火葬場の土地のかか

わっての説明ということでございますが、変更はござ

いません。 

○委員長（八重櫻友夫君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  61ページ、狂犬病等とあるんですが、

私は犬じゃなくて野良猫が大変増えているというふう

に見てるんですが、その実態について把握しているの

かお伺いしたいと思います。 

 それからもう一つは、環境パトロール等にかかわっ

て、アナログから地デジの移行によって、アンテナと

かそれからテレビ、古いテレビ等がそういうのがダブ

ついてくると思うんですが、そのごみといいますか、

扱いとかそういう指導をしっかりやらないと不法投棄

なりそういうのも予想されますんで、その辺の対策を

どのように考えているのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（八重櫻友夫君）  夏井生活環境課長。 

○生活環境課長（夏井正悟君）  ただいま２点ご質問

いただきました。野良猫が増えているんではないかと

いうご指摘と、それから地デジにかかわってのテレビ、

アンテナ等の不法投棄と理解いたしましたけども。 

 野良猫が増えているかどうかということにつきまし

ては、統計的な部分では持ちあわせておりません。た

だ一般的に市民の方々から、猫にえづけをして集まっ

て大変だとか、うるさいとかいうふうな通報等はござ

います。我々としては保健所さんのほうと連携をとり

ながら、可能な限り出向きまして指導させていただい

たりしているところでございます。 

 今後とも実態の把握を努めてまいりたいなと思いま

すけれども、なかなかちょっと手法としてまだ確立し

てない部分がございますので、その辺を研究して対応

してまいりたいなと思っております。 

 それから、その次に地デジの絡みでのアンテナ、テ

レビ等の不法投棄というふうなことなんですが、この

１年間緊急雇用等を使いましてパトロール、それから

あと環境パトロール員等の皆様方にも委嘱をしてやっ

ているところではございますけれども、特別テレビ、

アンテナの不法投棄が今ふえているというふうな数字

的な感覚ではございません。ただ７月24日だったでし

ょうか、その切りかえ日に向かってまだまだ可能性が

あるというふうなことで、県の協議会等もございます

ので、そちらのほうでは広告等なりの啓発はやってい

きたいというふうなことで進めてはございます。また

我々も機会をとらえまして、不法投棄にならないよう

に適切な家電のほうのリサイクルに回していただくよ

うな啓発をやっていきたいと思っておりますので、ご

了承お願いいたします。 

 以上でございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  桑田委員。 

○桑田鉄男委員  61ページの環境衛生費の中の漁業集

落排水事業区域内浄化槽設置整備事業費でございます。

おそらくこれは小袖の環境整備の中での前はポンプア

ップしていた部分を浄化槽で処理する、そのことだと

思うんですが、何基分なのかについてお尋ねをします。 

○委員長（八重櫻友夫君）  中新井田林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  漁業集落排水事

業区域内の浄化槽設置に係る関係についてお答えいた

します。 

 この事業は全部で桑畑地区、小袖地区合わせまして

６戸の予定となっています。ことし小袖地区につきま

しては４戸という戸数になっております。 

 以上でございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  大沢委員。 

○大沢俊光委員  ページ数では61ページの地球温暖化

対策負担金あるいは温暖化防止、ここのところに関係

する内容ですが、お尋ねするところは総合政策部長に

もかかわりがある内容のお話をしたいと思います。 

 実は一般質問で、国家プロジェクト事業の中に準じ

るんじゃないかという話をしたのは、東北電力の私ど

もが会派で研修した内容が、ちょっと尻切れとんぼで、

研修したことの内容報告ぐらいにしか受けとめてもら

えない部分があったのかなと思ってちょっと触れたい

と思うんですが、実はＣＯ２の七里ヶ浜の新しい電力
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のシステムが排出量が現況の60％も削減して、非常に

革命的なエネルギーだなというふうなことを感じてき

たわけであります。 

 先の話の中では、国策ではないだろうが民の中での

動きでは仙台港、八戸港に天然ガスの基地構想がある

と。それらのことについての内容をどういうふうに把

握しておられるんだという話をして、そしたら現況の

施設の石炭、化石燃料を天然ガスに切りかえる流れと

八戸基地は北海道も視野に入れてる分だという答弁を

いただいたように記憶していますが。 

 そういうことで国の動向もあるわけですけれども、

私はこういう企業といいますか、事業という国策なり

県政の流れをいち早くアンテナを高くして、ある意味

ではこういうＣＯ２削減の60％もの技術革新を持った

企業などを誘致といいますか誘導するといいますか、

こういうふうな考え方についての総合政策部のアンテ

ナを高く張ってほしいなと。常日ごろ、総合政策部そ

のものが新設されたといいますか、新しく配属されて

いることに非常に意義と有効性を感じているものでご

ざいます。 

 通常ある部分の中で横の連携をとりながら、通常の

政策を総合的にやる分もあるでしょうし、無形の形に

ないものの政策なり施策というものを推進する、ある

いは見つけてくる。こういうふうなことが非常に大事

なノウハウだと、こんなふうに思うわけであります。

そういうことで、私は北海道にエリアを広げるための

八戸港のガス基地というのは、まだまだその背景には

いろんなことがあるんじゃないかなという思いがあり

ます。 

 そういうふうなことで、一つこれからここでやりと

りをして答弁をいただくというのも一つのあれですけ

れども、一つ動向ですね。こういう情報の動向という

ものを私らはただ単に報告すればいいというんじゃな

くして、雇用にもつながるし、あるいは産業の振興に

もつながるし、あるいは埋立地なり、久慈湾の総合開

発が今いろいろな面にかかわりがある。過去にも化石

燃料の誘致運動も盛り上がった時期があるわけですが、

民意が先行すればいいいのか、あるいは行政が先行す

ればいいのか、あるいは連携、こういうのが大事だと

思うんでありますけれども、その辺の、前の一般質問

のやりとりの延長線上で、総合政策的な考え方の中で

の思いを一つお尋ねしたいと思います。 

○委員長（八重櫻友夫君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  私のほうからお答え

したいと思います。 

 まさしく総合政策という部署を新たに設けさせてい

ただきまして、私どものほうで対応させていただいて

おりますが、一つは夢を形づくっていく担当、それか

ら夢から現実に行くそこの橋渡しをする担当というふ

うな分掌化のときに認識をしておりまして、久慈市の

将来を見据えた政策立案というところが大きな役割か

なと考えているところでございます。 

 委員おっしゃるように、いろんな意味でアンテナを

高くして、久慈市の地域活性化にどうあればいいのか

ということは、ぜひ心して努めてまいりたいというふ

うに考えています。 

 先ほどというか、一般質問の際にもお話、ご質問ち

ょうだいしましたけれども、例えば天然ガスを利用し

た利用方法、いろいろな方法があろうかと思います。

そこのところについても、一つのヒントをちょうだい

したというふうに考えておりますので、ここのところ

で何とか発展性のある形を残せるように頑張ってまい

りたいと考えています。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  大沢委員。 

○大沢俊光委員  考え方がわかりました。今国を上げ

てのエネルギー政策の中で、原子力でもない、重油で

もない、化石燃料でもない、こういうのでもって60％

も削減できる天然ガスですね。私、発展的に国策でソ

連というかロシアが北方四島について、一途な思いを

持って石油といいますか、天然ガス発電。あるいは国

のもめごと、海のもめごとも実はこういうエネルギー

の政策のもめごとが根柢にあるのじゃないかというぐ

らい、大事なものだというふうな認識があるわけです

ね。 

 七里ヶ浜での研修の中で、44万6,000キロで一般家

庭にすると15万世帯の電力があると。その建物を見て

きたんですが、箱物でして外見上は煙突のない、外か

ら見るとビルみたいな格好で、とても発電所として見

れるような外見じゃないんですね。そのぐらいＣＯ２

削減、温暖化防止に貢献する、先を見据えた施設だと、

こういうふうな思いがありますので、ぜひ行政の枠に

とどめないで、こういう内容についての民との連携を

しながら、アンテナを高く上げながら、見聞を広げて
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今の意気込みを持ってほしいと、こう思うわけであり

ますが、ひとつ副市長どうですか。部長に任せないで、

その辺あたりの総合的な展望があったら、お話いただ

きたいですが。 

○委員長（八重櫻友夫君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  大沢委員のご質問でありま

すけれども、実は私も大沢委員のほうからいろいろな

資料の提供を受けまして、熟読をしたところでありま

す。いわゆる地球環境ＣＯ２の削減というのは大きな、

日本としても大きなテーマなわけであります。そうい

うようなことから東北電力のほうでも、それを踏まえ

ながらああいうふうな発電所というふうな構想になっ

ているわけでありますけれども。私どもも先ほども大

湊部長からもご答弁申し上げておりますが、それらの

情報等については本当に敏感にアンテナを張りめぐら

せながら、迅速に情報を収集しながら、対応できる分

については対応あるいはそういうふうないろいろな民

間等のいろいろな情報の収集等についても、興味を進

めるというふうなそういうふうなスタンスが必要であ

るというふうに考えておりますので、頑張ってまいり

たいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  火葬場建設にかかわっての問題です

が、ごみ焼却場の建設については国の補助制度があり

ます。しかし、人間を焼く火葬場については現在ない

わけですよ。全国でもこの制度を新設してほしいとい

うことを政府に言い始めているんですが、この問題は、

久慈広域連合が進めている平成23、24、25あたりまで

はまだないかもしれませんが、しかし、この制度の新

設についてやっぱり求めていくべきじゃないかという

ふうに思うんですが、その点ひとつお聞かせいただき

たいと思います。 

 それから、生ごみの減少の取り組みをしていきたい

ということで、家庭用生ごみ処理機購入補助金120万、

それから家庭用コンポスター15万ですが、その減らす

目標、例えば平成23年度はどの程度に持っていきたい

とかそういう計画をお持ちだと思うんですが、その減

少の計画について。 

 それともう一つは、いわゆる生ごみを減少させると

いうことは、生ごみの堆肥化が必要なわけですね。そ

の場合に農家なり地域との関係の中で、やはりできた

堆肥をどう活用していくかということも当然出てくる

わけですが、そういった農家あるいは農業団体との連

携についてはどのように考えているのか、お聞かせく

ださい。 

○委員長（八重櫻友夫君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  私からは、火葬場に

かかわっての国に対して補助を要望していくべきだと

いうお話に対してお答えしたいと思います。 

 この件については久慈広域連合とも相談しながら、

今後の対応については考えていきたいというふうに考

えております。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  夏井生活環境課長。 

○生活環境課長（夏井正悟君）  私のほうからは火葬

場の建設に係る財源についてと生ごみ減少のための目

標、それから農家等々の連携についてというふうなご

質問についてお答えしたいと思います。 

 まず１点目でございますけれども、火葬場の財源と

しての国の補助はどうなんだろうかというふうなこと

なんですけれども、委員おっしゃるとおり、現時点で

の火葬場に対する補助制度というのはないというふう

なことでございますけれども、我々としては全国都市、

いろいろな協議会等ございますので、そういった方面

に対して、全国組織であったり、東北組織であったり、

そういった方面に対して声を上げていく場を見つけて、

一緒に勉強したり、研究したりしてまいりたいと思っ

てございます。 

 また、次に生ごみの減量目標でございますけれども、

久慈市内で排出されるごみ量１万4,000トンほどある

んですけれども、約４割が生ごみであろうというふう

な推計でございます。したがいまして、4,000トンか

ら6,000トン間ぐらいの生ごみの量があるというふう

に推計されるわけでございますけれども、現在そのぐ

らいあるものを25％ぐらいは削れないものかと。

3,000トン切るぐらいの数字までには削ることができ

ないかというのが我々の今事務レベルでの目標でござ

います。 

 そして、コンポスターの補助であるとか、それから

電動生ごみ処理機、都市部であればそういったものを

普及させたいというふうなことで、今回予算を提案さ

せているところでございます。 

 そしてまた、そういったところから出てくる堆肥等
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が生成されるわけではあるんですけれども、その全体

的なシステム、農家さんとの連携等につきましては、

まだ研究段階でございます。今のところしっかりとし

た答えを持ってございませんけれども、委員のご意見

を取り入れながら、研究しながら、どういったあり方

がいいのかというのを研究してまいりたいと考えてご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  特にこの生ごみの問題は、私やっぱ

り分別もこれからやっていきたいと話してます。まさ

に集落、町内会単位での取り組みが非常にこれから大

事になってくるなと思います。 

 例えば集落の中に、都市部はいいとして、いわゆる

畑が混在している地域というのは、まさに住宅で混在

しているところでは、生ごみを発生するわけですが、

そういったそれをやっぱり町内会単位で一定の施設を

つくって、堆肥をつくっていく、地域に使っていくと

いう地域循環的な対応の堆肥の生ごみの循環スタイル

をやっぱりつくっていく必要あると思うんですね。そ

のことによって、安心・安全な農作物ができて、それ

が地域の方に供給されるし、あるいは学校給食につい

ても安心・安全な食料が供給されるという流れが出る

と思うんです。 

 そういった意味では、3,000トンぐらいまで減らし

ていきたいということですが、まさにこの4,000トン、

6,000トンの生ごみを堆肥化していくという本格的な

対応をしていけば、まさに地域の有機農業とのかかわ

りで非常に展望がまた開けてくるというふうに思うん

ですね。そういった意味で本当にぜひこれはいち担当

だけじゃなくて関係部署と部局との連携をしながら、

あるいは農業団体、消費生活あるいは消費者の団体と

の連携を得ながら、ぜひやっぱりそういった方向を目

指してほしいなというふうに思いますので、再度お聞

かせください。 

 それから、今全国組織で、これを上げていきたいと

いうことでございました。大変必要だと思います。今

実はこの間のデータでは、阪神大震災のときにものす

ごい死者が出ました。たまたまその周辺の火葬場が地

震で壊れなかったそうです。そういった中で地域の火

葬場に分配してだびをしたということが報告されまし

た。まさにそういった災害のときに果たす役割が極め

て大きいんで、そういった意味では今後つくる火葬場

についてはそういった耐震性をきちんとやって、ちょ

っとした地震でも壊れないものをつくっておかないと、

そういった災害時に役に立たないとなりますので、そ

ういった意味では連合に対してきちんとした地震で壊

れないような設計で火葬場をつくってほしいという要

望をぜひお伝えしていただきたいな、お聞かせくださ

い。 

○委員長（八重櫻友夫君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  火葬場のかかわりで、

耐震性をきちんとすべきだというお話をいただきまし

た。ただいまのご意見については広域連合のほうにお

伝えしてまいります。 

○委員長（八重櫻友夫君）  夏井生活環境課長。 

○生活環境課長（夏井正悟君）  私からは、分別、生

ごみ減量についての地域循環というふうなことのご提

言につきまして、お答えしたいと思います。コンポス

ター等の生ごみ対策機材につきましては、今後新年度

におきまして、衛生班連合会のブロック単位であった

り、各班に対して、取りまとめ等を行いながらやって

いきたいと考えておりますので、その際に我々地域に

出向きまして、説明会をしながら、この地区にこのぐ

らいのコンポスターが配布になりそうだというふうな

情報を伝えながら、そうしていくと大体使えるものが

どこにどのぐらい出てくるのかという目安が出てくる

と思います。そういった情報等を生かしながら、農政

部局とかそちらのほうと情報交換しながら、何らかの

方策を考えてまいりたいと思ってございますので、ご

了承いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  63ページ、家庭用生ごみ処理機購入

補助金、これに関連して確認をしたいと思います。か

つて久慈市の現在の焼却炉がダイオキシンが大量に発

生をしている。全国でも４番目ぐらいの猛毒を発生し

たというのが当時大騒ぎになった。それがきっかけで

ないのかと思うんですけれども、県のほうではそうい

う発生装置を抑制していくために、久慈市管内におけ

る焼却炉のごみを燃やす場合は、24時間運転で燃やさ

ないとダイオキシンを押さえることができない。その

ためにはごみの量がなければ、24時間燃やすことがで

きない。そういう効率的な面からすれば、久慈管内と
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二戸管内のごみを１カ所に集めて焼却するというふう

な処理方法をとったほうが有効でないかというような

ところから、そういう計画も当時発表されたように記

憶しているんですが。 

 そういう状況のもとに今回二戸と久慈管内のごみを

１カ所で燃やす焼却炉、建設計画がなっているのでな

いかなというふうに私理解しておるわけなんですけど

も。そうなってまいりますと、家庭用ごみを3,000ト

ンぐらいまで減量させていくんだというご答弁からす

ると、そういったところとの焼却炉つくる計画してい

く段階との協議の中において、久慈市における3,000

トンまでごみを減量しても支障はないんだというよう

なところから、この数字が出てきたのか確認をしたい

と思います。 

○委員長（八重櫻友夫君）  夏井生活環境課長。 

○生活環境課長（夏井正悟君）  ただいま焼却場とそ

れからダイオキシンの関係、それから絶対量が必要じ

ゃないかというふうのご指摘ということに間して、お

答えしたいと思います。 

 まず、今進められております岩手北部広域環境組合

で計画しておりますごみ焼却場、新たなものでござい

ますけれども、それにつきましては地域計画というも

のを広域組合のほうで持っておりまして、それらの中

でごみ減量化を進めた中で、一定の規模のものを検討

していきますというふうな計画でございます。 

 今の焼却場につきましては、技術室がございますの

で、絶対量が幾ら以上必要だとかいうふうなものでは

なくて、ある程度の必要量があれば、100トンであれ、

80トンであれ、十分にダイオキシンを出さないような

建設ができるというふうに伺っておるところでござい

ます。当然ダイオキシン対策はあれするところではご

ざいますけれども、生ごみの量減らしたからといって

絶対量が足りなくなるというふうなことではないとい

うふうに伺っておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  絶対量、支障がないんだというよう

なところで計画をされたんだというように理解してお

きたいと思いますが、私は誤解ないようにお聞きした

いですけど、ごみを減らすのに反対なんだという意味

ではないということだけはご理解いただきたいと思い

ます。 

 それから、先ほど化石燃料に関係する質問が大沢委

員さんのほうから出たのに少し関連するんですけども、

京都議定書という中で日本はＣＯ２削減を世界へ向け

て約束する形になって、それを約束を実行しないと多

大な負担金を支払わなければならない。そういうのが

テレビでこれまで何度も報道されてきておるわけなん

ですが。そういった中において、ＣＯ２排出権の少な

いところから権利を買って、その数値をクリアできな

い国はクリアしたことにするんだというような形の報

道がされておるわけでございますが。 

 もともとこれをよく考えて見ると、化石燃料なりＣ

Ｏ２発生するなりするのは、化学的なものを大量に生

産している工場なり都市部なりのほうによって、我々

の住んでおる山間地帯は、逆に影響を受けていると。

それが例えばアカマツの松枯れとか、 近ではナラの

木も枯れるというようなこれも、温暖化に関係がある

かもしれないとも言われている。 

 そういった中において、我々の地域にあっては、緑

を有しているところが多いわけですから、これをＣＯ２

吸収に直していくならば、お金に換算してどれぐらい

の効果を久慈市においては出しているんだというよう

なところを、私はきちっと調査をして把握をしていく

ことが非常に大事だと思うんですが、こういった面で

の考え方についてはどの程度ご認識されているかお尋

ねいたします。 

○委員長（八重櫻友夫君）  夏井生活環境課長。 

○生活環境課長（夏井正悟君）  ただいま、この地域

の緑、森林を有することによってのＣＯ２の吸収、量

がどのぐらいの効果なりを持つのかというふうなご質

問でございましたけれども、具体的な数値等々まだそ

こまで研究しているものではございませんけれども。

委員のご提言のとおり、企業なり、大都市のような排

出権ではないことは事実でございますので、そういっ

た側面からの研究もこれからしてまいりたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  なぜ、この問題を私が唐突に申し上

げたかという自分の思いを申し上げさせていただきま

すと、要するに私は、この久慈市における山林資源を

有している中から、ＣＯ２削減には、これだけの効果
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を出しているんだと。それはお金で直すと何十億なり

になるか、何千億になるかわかりません、それだけの

ものを貢献しているんだと。 

 したがって、それに見合うだけの政府主導であろう

が行政主導であろうが、久慈市に対する何らかのもの

を出してもらわなければならないという条件闘争では

ないんだけども、そういう口実に私は有効な手段だと

いうふうに思えるわけですので、これはやはり今現在

においても、産学官との共同研究なようなことをされ

ておるわけですが、そういう枠組みの中を通じるにし

ても、やはり我々が住んでおるところのＣＯ２削減に

対するものは、金銭に直すとこれだけのものは効果を

出しているんですよというのは把握に努めていただき

たいということで終わります。 

○委員長（八重櫻友夫君）  答弁はいいですね。 

 質疑を打ち切ります。 

   〔「答弁お願いします」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（八重櫻友夫君）  どうも失礼しました。末

﨑副市長。 

○副市長（末﨑順一君）  砂川委員のご質問にお答え

をいたします。 

 委員おっしゃるとおり、岩手は森林資源がたくさん

あります。そこでＣＯ２を吸収しているはずだという

計算は当然成り立つわけで、これがどのような、この

ぐらいの貢献をしているのかといったような研究とい

うのは、してみなければいけないと思います。 

 その金額等については、いろいろと技術的な問題、

専門的なこともありますけれども、そういうような考

えを持って研究をしていきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  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）  それでは、62ページ、中

段となります。５款労働費１項１目労働諸費でありま

すが、4,818万3,000円を計上、前年度と比較して267

万7,000円、5.9％の増でありますが、主に新卒者雇用

支援奨励金交付事業費の増によるものであります。 

 ２目勤労青少年ホーム費は900万円を計上。 

 ３目勤労者家庭支援施設費は、1,191万1,000円を計

上。 

 64ページになります。労働諸費は、合わせて6,909

万4,000円を計上しました。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。畑中委

員。 

○畑中勇吉委員  近、出稼ぎの収入っていいますか、

労働条件が賃金等で大分低下しているというふうに聞

いているんですが、そのことで、その実態等把握して

いるのであればお伺いしたいと思いますし、それから、

そのことをもって、大分出稼ぎをしておる人が、地元

に帰ってきているというふうなことも聞いております。 

 その実態なり、戻ってきた後の収入の状況といいま

すか、仕事を見つけてうまく働く場があればいいと思

うんですが、そういうのに対する相談なんかも受けて

いるようなんですが、その状況等おわかりでしたらお

願いしたいと思います。 

○委員長（八重櫻友夫君）  一田商工観光課長。 

○商工観光課長（一田昭彦君）  今、出稼ぎに関しま

してのご質問にお答えいたします。 

 出稼ぎの労働条件が低下しているとのお話ですが、

今の経済不況の中、出稼ぎ者の待遇がかなり低下して

いるというお話は聞いておりますが、実際には具体的

には、そこら辺の状況等については把握しておりませ

ん。 

 ただ、相談員のほうには、出稼ぎの相談員を配置し

ていまして、そちらのほうの相談も来ていることも来

ているんですが、これもまた年間２件、３件、４件と

いうような少ない数でございますので、実際には具体

的な状況等については、余り情報等は入っておりませ

ん。 

 また、出稼ぎしている方が地元に戻ってきていると

いう部分につきましては、参考になるかどうかわかり

ませんが、例えば、平成18年であれば、うちでとらえ

ています出稼ぎ者というのは1,552人でございます。

これが年々減ってきまして、平成22年でありますと

1,326人ということで、また互助会の加入者数も、平

成18年ですと369人が22年ですと181人と減ってきてい

ますんで、やはりかなりの方が首都圏のほうなりで仕

事をやめられて、地元に戻ってきているという、かな

と考えております。 

 また、就業の状況に対する相談等につきましては、

先ほどお答えいたしましたとおり、相談員、あるいは

市の窓口等で、こちらに来ての仕事の部分とか、技能

を取得する場合とか、生活がいろいろちょっと全般に
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よりこういう部分で困窮しているというような相談あ

りますが、これにつきましても年間数件になっており

ます。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  下斗米委員。 

○下斗米一男委員  63ページの負担金、久慈雇用開発

協会負担金、このことについて質問いたします。 

 昨年、たしか新聞報道でいわゆる上部団体と申しま

すか、社団法人岩手県雇用開発協会が、発端が国の事

業仕分けによって影響を受けて、23年度か24年度に解

散をするという記事が載っておりました。 

 で、実は、この久慈雇用開発協会も数年前に名称を

変えて、現在の名称になっているわけですけども、独

立したたしか団体だというふうに解釈していますが、

市が負担をしていると。で、この広域圏４市町村で成

り立っている協会、地元においてはなくてはならない

団体だと私は思っています。 

 で、そこで今の昨今の国の流れを見ますと、事業仕

分け、あるいは無駄を省く、あるいは天下りをなくす

ると、そういう名のもとに、地方で確実に住民サービ

スの窓口となっている団体でさえも、将来、存続が危

ぶまれるという団体が多数あるだろうと私は考えてい

ます。 

 あえて申し上げれば、この雇用開発協会にしても、

県の協会の場合は、90％以上が国の委託事業で成り立

っている。事業１項目ごとに１円でも残高が残れば返

還をしなきゃなんないと、そういう仕組みのもとで、

たしかあったろうと思います。 

 いずれ、そういう流れで時代の流れとはいえ、地方

においては必要だろうと思われる団体、協会でさえも

存続が危ぶまれるという中で、いわゆるこの今、申し

上げてる雇用開発協会が今後どのようにいこうとして

いるのか、現状をお知らせ願えればと。 

 それから、飛躍しますけども、そのほかのいろんな

団体、補助金出している、あるいは負担金を出してい

る、いろんな団体があるわけですけども、恐らく総じ

て同じ流れになろうかと。 

 というのは、一方では、公益法人の見直しというこ

とで、かなりシビアに指導を受けているかと思います。 

 そんなことで、今の雇用開発協会のこれからの見通

しと、それからほかの関連するような団体が今後どの

ようになって、市としてどのようにとらえて対応しよ

うとしているのか、お聞かせを願います。 

○委員長（八重櫻友夫君）  一田商工観光課長。 

○商工観光課長（一田昭彦君）  それでは、久慈雇用

開発協会のご質問についてお答えいたします。 

 久慈雇用開発協会のほうにつきましては、委員ご承

知のとおり、新規学卒者の労働力の確保とか定着を目

的に、久慈地域の４市町村、それから129の事業所で

成り立っている任意の団体でございまして、事業仕分

けによりまして、岩手県の雇用開発協会は平成22年度

で廃止いたしました。 

 で、今後の久慈雇用開発協会のほうにつきましては、

各市町村からの負担金とか、129事業所からの会費等

財源がございますし、また、いろいろな事業を精査し

ながら、事業主団体に対する協力要請とか優良表彰者

の表彰とか、あるいは就職向けのガイダンスとか、そ

ういう部分の学卒者にとってはなくてはならない事業

でございますんで、今後とも事業、いろいろ切り詰め

ながら運営していくものと考えております。 

 また、そのほかの団体につきましては、事業仕分け

の関係でございますと、うちでつかんでいるものであ

りますと、シルバー人材センターがございます。シル

バー人材センターのほうは、事業仕分けの対象の中に

シルバー人材センターの援助事業が入っておりまして、

実際、国の補助金が22年度は95万ほど、久慈のシル

バー人材センターのほうは削減されております。 

 で、さらに23年度は195万円ほど削減されると聞い

ておりますが、国のほうのシルバー人材センターの事

業執行方針では、活動拠点ごと各地区ごとの補助金に

つきましては、市町村の補助金を 高限度に、あるい

は国が予定する補助金限度額に達しない場合は、市町

村の補助金と同額ということで、市の補助金が減れば、

当然、国の補助金も減るというふうな仕組みになって

おりますが、久慈市のほうにおきましては、22年度は

今までどおりお支払いしていますし、23年度につきま

しては、若干の減額になりましたが、シルバー人材セ

ンターのほうの事業等を精査しながら、また、いろい

ろな事業等を拡大しながら、運営していっていただき

たいものと考えております。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  下斗米委員。 

○下斗米一男委員  労働費ですので、今の団体の回答

っていうことだろうと思います。 
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 で、あえて私、ほかの団体にも触れました。で、本

当に地域、地方で、あるいは住民サービスで必要な団

体が存在をしているということを国に理解し、その流

れを変えるとする、仕組みを従前と変えるとする、必

要性のあるものは幾つもあるかと思います。 

 で、この労働費以外のいろんな団体、自動車に関す

ることにしても、あるいは建設事業のいろんな申請、

あるいは不動産登記も含めいろんな団体が存在をし、

それがいい意味で連携をしながら住民サービスをして

きているのは現状だと思います。 

 しかし、昨今の流れでは、このままではいかない。

当然この一つの例、雇用開発協会の例をとっても、事

業仕分けのとおりやるとすれば、あるいは天下りを根

絶するとすれば、当然、指摘をされて再編をするとい

うことになれば、地方の経済の中では成り立っていか

ないというのは予想されるわけです。 

 それを憂えて、あえてお話を申し上げました。いず

れ、労働費で申し上げましたけども、当局におかれて

も、ほかの団体を今後注視しながら、どうか住民サー

ビスが低下しないようにきめ細かな対応をしていただ

きたいと、これがあえて私からの要望でございます。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  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）  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、1,648万

5,000円を計上。前年度と比較して307万9,000円、

23.0％の増でありますが、主に農地制度実施円滑化事

業費の増によるものであります。 

 ２目農業総務費は、１億7,461万2,000円を計上。前

年度と比較して696万6,000円、4.2％の増であります

が、主に職員給与費の増によるものであります。 

 ３目農業振興費は、6,248万3,000円を計上。前年度

と比較して4,691万円、301.2％の増でありますが、主

に、いわて未来農業確立総合支援事業費の増によるも

のであります。 

 66ページとなります。４目畜産業費は、5,655万

4,000円を計上。前年度と比較して1,406万9,000円、

19.9％の減でありますが、主に畜産基盤再編総合整備

事業費及び畜産環境総合整備事業費の減によるもので

あります。 

 ５目農地費は、2,381万円を計上。前年度と比較し

て864万8,000円、57.0％の増でありますが、主に県営

ため池等整備事業、久慈川第３地区負担金の増による

ものであります。 

 68ページになります。６目地籍調査費は、191万

8,000円を計上。農業費は、合わせて３億3,586万

2,000円を計上いたしました。 

 ２項林業費でありますが、１目林業総務費は、

3,389万8,000円を計上。２目林業振興費は、5,214万

円を計上、前年度と比較して515万2,000円、11.0％の

増でありますが、主に市民の森整備事業費の増による

ものであります。 

 70ページとなります。林業費は、合わせて8,603万

8,000円を計上いたしました。 

 ３項水産業費でありますが、１目水産業総務費は、

２億1,498万円を計上。 

 2目水産業振興費は、1,800万4,000円を計上、前年

度と比較して283万2,000円、18.7％の増でありますが、

主に久喜水産物荷さばき施設改修事業費補助金の増に

よるものであります。 

 ３目漁港管理費は、597万2,000円を計上。前年度と

比較して425万8,000円、248.4％の増でありますが、

漁港施設等維持保全事業費の増によるものであります。 

 ４目漁港建設費は、４億1,411万3,000円を計上、前

年度と比較して１億4,266万8,000円、52.6％の増であ

りますが、主に漁港整備事業費の増によるものであり

ます。 

 72ページになります。水産業費は、合わせて６億

5,306万9,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。梶谷委

員。 

○梶谷武由委員  ３点ほど質問いたします。 

 65ページ、農業振興費の農業振興地域整備にかかわ

る分ですが、農業用水路の整備計画にかかわる分です

が、安全施設が欲しいという要望、地域からの要望等

もあると思うんですが、危険な水路、こういう実態の

把握ができているのかどうか、それからその整備計画

というのはどのようになっているかお伺いをします。 

 それから、２番目は67ページ、べっぴんの湯の商品

開発事業921万5,000円ですが、この内容について。 

 それから、次は69ページ、県営ため池等整備事業で

すが、これは具体的な場所と内容についてお伺いしま
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す。 

○委員長（八重櫻友夫君）  古屋敷農政課長。 

○農政課長（古屋敷重勝君）  ただいま質問がありま

した農業振興地域整備計画の内容でございますが、こ

れにつきましては、法律に基づいた農業の振興、その

地域指定癩癩失礼いたしました。 

 初からご説明をいたします。農業振興地域整備計

画でございますが、この整備計画につきましては、法

律に基づいて、その市町村内において農地を保全する

という部分についての計画、それから近代化計画でご

ざいまして、先ほどご質問のありました安全な水路、

そういうものの把握についての調査ではございません。

あくまでも地域全体の農業振興地域整備計画、それか

ら近代化計画というものについて作成するものでござ

いまして、危険な水路というものについては、通常の

管理の中のパトロールの中で土地改良区と一緒にやっ

ているものでございます。 

 引き続き、べっぴんの湯の新商品開発でございます

けども、これにつきましては、緊急雇用対策事業によ

りまして、昨年度から引き続き実施しているものでご

ざいます。 

 その内容につきましては、まず新商品開発を行って、

そのことによって地域雇用を生み出すという名目がご

ざいます。 

 したがいまして、現在、この予算におきましては、

921万5,000円につきましては、緊急雇用再生特別基金

によりまして人件費相当をいただきます。そして、そ

の中において、全体事業は1,800万ほどの事業を遂行

してまいります。これにつきましては、新商品の開発

ということで、売り上げを1,083万6,000円ほど見込ん

でおりますが、この中で1,800万をもって全体営業ま

で賄うという内容でございます。 

 23年度におきましては、引き続き新商品ということ

で、べっぴんの湯を使いましたクリーム、そういうも

の、化粧品・クリームそういうもの、それからことし

開発いたしました水溶液による入浴剤、これのパック

とかそういうものについて開発をしていきたいという

ものでございます。 

 次に、県営ため池等整備事業でございますけども、

これにつきましては、平成22年度におきまして、久慈

川幹線水路の全体補修計画を作成いたしました。この

中には、ストックマネジメント事業とあわせて行うも

のでございますが、その違いにつきましては、ため池

等の事業については、これは大規模な改修を行って、

水の保管とかそういうものを行うものでございます。 

 事業については、ハード事業は平成23年度から27年

度まで行いたいという県営事業でございます。ことし

につきましては、新町地区のサイフォン、ここの部分

の73.5メートルを整備したいというものでございます。 

 事業費の算定でございますけども、かかる7,500万

につきまして、国が55％、県が30％の補助をいただき

ます。市のほうでは、その15％相当をもってこの事業

に対応するということで、1,125万円の負担金計上を

したものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  農業用水路の分についてですが、こ

の農業振興地域整備とは違うということなようですが、

この農業用水路がたくさん市内にもあるわけですが、

その水路の安全、その周辺で子供たちが遊んでいて、

すごく危険を感じているということで、その安全施設

を整備してほしいという要望等もあります。 

 それで、その実態を把握をしながら、これは改良区

のほうともかかわるわけですけれども、把握をしなが

ら、安全な地域をつくっていかなければならないわけ

ですが、そこの分についての把握状況、あるいは計画

等について、再度お願いします。 

○委員長（八重櫻友夫君）  古屋敷農政課長。 

○農政課長（古屋敷重勝君）  ご質問のありました農

業用の水路というものの危険な箇所というものについ

ては、絶えず土地改良区と情報交換はしてまいります。

しておるところでございます。 

 ただし、その危険度がどうなるかということにつき

ましては、土地改良区の判断によりまして、順次、改

善はされているというふうには思っていますが、どこ

が危険であるかということについては、そのレベルと

いうものについては把握していないところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  山田委員。 

○山田光委員  何点かお尋ねをいたします。 

 ページ数にすれば、Ｐ64、65ページにかかわる農業

総務費の中の園芸センター指定管理費、これは債務負

担の関係ありまして、大変申しわけないんですが、こ
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こに監査が受けているところでございます。一部事務

に留意する事項があったと。で、改善を求めた事務処

理は何だったのか。それから、施設の有効活用のため

何か考えているか教えていただきたい。これはＪＡい

わての関係もございますけれども、答えれる範囲内で

お願いをいたしたいと思います。 

 次に、Ｐ66、67のところでございますけれども、こ

れも新いわて農業協同組合の関係もあるかと思います

けど、園芸作物生産活性化推進事業費補助金でござい

ます。この中で、たしかこれは私の記憶では、施設園

芸作物の生産拡大を図る目的であったと思っておりま

す。したがいまして、この事業で前年比較でどのぐら

いの補助効果があったのかお伺いをいたしたいと存じ

ます。 

 それから、申し訳ありませんが、次にページの69

ページ、宇部川地区経営体育成基盤整備事業費のこと

なんでありますが、詳しい事業費の内訳をお聞かせを

願いたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  古屋敷農政課長。 

○農政課長（古屋敷重勝君）  ご質問のありました園

芸センターについて、財務監査というものについては、

監査委員会から事務局通知を受けて監査を実施したと

ころであります。 

 園芸センターのその改善というものにつきましては、

いずれ施設の目的に向かって、有効に活用できるよう

にということで改善を求められております。 

 その施設というものについては、農業関係、あるい

は地区の活性化のための改良というものに向けて図っ

て、有効利用を図っていきたいと思っております。 

 それから次に、園芸作物の生産活性化推進事業費補

助金310万円でございますが、この事業の概要でござ

いますけども、市が奨励する園芸作物等の振興のため

に、その種苗、それから生産資材等、そして、何年か

前からは土壌改良というものについても、改めて事業

採択の許可範囲を広げております。 

 その全体事業費の３分の１に対して助成をするとい

うことで、21年度実績におきましては、960万円のホ

ウレンソウの種子、それから堆肥、土壌消毒剤、寒じ

めホウレンソウに向けてもそうでございますが、いず

れ960万円の資材に対して施設園芸全体の売り上げの

何割かにはね返っているというふうに考えております

ので、これについては有効な事業であるというふうに

思っております。 

 それから、宇部川地区農業基盤整備事業推進協議会

補助金の内容でございますけども、これにつきまして

は、平成25年このままいきますと、県営事業の中で国

庫補助採択になるというふうに考えておりますが、こ

の23年度におきましては、その準備のために、地元に

宇部川地区農業基盤整備事業推進協議会という構成員

127名の団体がございますが、その中にあって、目的

達成のために地域の連絡・協議、それから権利関係の

調整、関係農家の意見まとめというその核になっても

らいたくて、その活動費に助成するものでございます。 

 失礼いたしました。 

 それでは次に、間違えて回答したようでございます

が、宇部川地区経営体育成基盤整備事業費の658万円

のことであったようでございますが、これにつきまし

ては、二つの柱がございます。 

 一つは、県営事業でございます。県営事業の部分に

つきましては、県単計画調査というものがございます。

これにつきましては、現況調査の中で、例えば原水、

水がどのぐらいのめるかと、あるいは、その保有時間

がどのぐらいあるかというもの、それから生物生育環

境調査、そういうものについて、23年度の総事業費は

1,200万でございます。 

 この1,200万の事業負担でございますが、県が半分

と、600万になります。残り600万について、この事業

は県営事業で、久慈市それから野田村合わせて100ヘ

クタールの事業面積となっております。そのうち久慈

市分が70ヘクタールでございますので、その７対３で、

残り600万の事業割ということで、久慈市が負担する

ものは420万、これが一つの柱でございます。 

 もう一つの柱でございますが、県営の圃場整備、こ

れ国庫採択になるために、地域でどのぐらい事業を迎

えるための熟度が上がっているかという部分がござい

ます。 

 それで、市で行う部分でございますけども、農用地

集団化事業というものがございます。これは地域内の

農地等の状況調査、種目とか面積とか、あるいはこれ

から圃場整備を行うためにどういうふうに合意するん

だと。例えば、組田とか共同減歩とか、そういうもの

の調整・調査を行ってまいります。これに要する費用

が238万円というものでございます。それで、合わせ
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まして658万円の事業費で行うというものでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  67ページになりますが、先ほども梶

谷委員からも質問がありました、べっぴんの湯の商品

開発事業費でありますが、非常にいい事業だなと思い

まして、昨年度から質問をしておりますが、いわゆる

市外から市内に金が入ってくればいいなと、いわゆる

外貨収入とでもいいますか、そういう意味でも、非常

にいい事業だと思っておりますが、22年度の３月いっ

ぱいの事業なわけですが、22年度の成果あるいは成果

の見込み、それとまた23年度の成果予測をお伺いした

いと思います。 

 あわせて、この雇用事業については、どういう方が

雇用になっているのかというのと、制度上引き続き雇

用になるのかどうか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（八重櫻友夫君）  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、べっぴんの湯の商品開発についてお答えをい

たします。 

 まず、22年度の事業成果でございますが、これにつ

きましては、21年度事業をもって開発した石けん、保

湿ミストタイプの化粧水、これについて販売を行いま

した。 

 それから、現在開発中のものでございますが、化粧

入浴剤、オイルタイプのものでございますが、これに

ついて開発をして、間もなく完成品として手に入る予

定でございます。 

 これに要しました部分については、支出部門でござ

いますが、1,870万9,000円の支出となっております。

そして収入は、1,000万ほど見込まれるというもので

ございます。 

 そして、成果でございますが、石けんでございます

けども、石けんにつきましては１万2,000個、それか

らミストについては１万個、これについて現在、石け

んについては8,871個、それからミストについては

7,068個と売れてございます。 

 県内には83店舗、それから県外に55店舗、それから

インターネットで営業を拡大しているところでござい

ます。 

 それから、23年度事業でございますが、先ほどもお

話しましたとおり、921万4,000円の収入をもって、今

まで開発した部分の営業を行って、商品開発したほか

に営業拡大を図るという内容でございます。 

 そして、その新商品開発につきましても、引き続き

先ほど言いましたように、オイルタイプの入浴剤、そ

ういうものを追加して拡大していきたいと思っており

ます。 

 それから、雇用状況のものでございますが、21年度

７月からの事業開始でございました。そのときは、こ

の受託先である山根温泉振興協会が面接を行いました。

ハローワークですか、ハローワークで募集を行って、

採用を行ったというものでございます。 

 それから、この事業については、３年間という約束

でございましたので、23年度で終了するわけでござい

ますけども、この事業を拡大して、雇用を幾らかでも

していきたいというふうに、営業を頑張っていきたい

とうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  今のべっぴんの湯の事業ですが、市

外への営業なり販売のどういうふうな方法でやってい

るのか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（八重櫻友夫君）  古屋敷農政課長。 

○農政課長（古屋敷重勝君）  営業形態でございます

けども、まず、取り扱ってくれる商社、そういうもの

を去年から探して、現在は東北の株式会社東流社とか、

そういう部分の２社をお願いして、一番遠いところに

つきましては、九州熊本までとかいう部分まで、その

流通をお願いしているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  大沢委員。 

○大沢俊光委員  ページ数で69ページ、宇部川地区の

基盤圃場整備事業にかかわってでございます。 

 おかげさまでといいますか、いろいろな面で順調に

事業の進展が図られているということについては、行

政からの支援に対しまして感謝を申し上げ、また予算

化いただいたことに御礼を申し上げます。 

 そこで、予算部門ですので、いわばこの１年にかか

わる分です。 

 一つは、いろいろ集会を持った過程の中で、ひとつ

予告というのもおかしいんですが議論をしながら、新

たに約15ヘクタールから20ヘクタールのエリアが参加
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したいという形が出てくるかもしれませんということ

が一つでございます。 

 で、これは事業の推移の流れの中から、受益者の思

いが現在ある推進協のほうに話されたところでありま

す。これが１点ですね。 

 予算とのかかわりはいいんでありますが、県の事業

計画でございますので、その辺を市としても心得をひ

とつお願いしたいと。 

 それから、もう一点、これも受益者のほうから出て

きた分ですが、この基盤整備事業を推進しながら、農

集というのかな、水洗化事業について検討をしたらど

うだという話が出ているんです。では、推進協の私と

すれば、タイミングとすれば話はしてもいいが、推進

協としてのこの中に両建てというのは、受益農家の自

主性があればというような話というスタンスにしてい

ます。まず、部長にもちょっと話をしたったんですが、

そしたら、私は車で例えれば、アクセルを含むほうの

立場ですが、部長からはちょっとブレーキをかけて、

二兎追うものは云々にならないようにと、それはその

とおりでございます。 

 で、例えば、その話の中で、農地基盤整備エリア内

であれば、農業振興区域としての事業メニューは別だ

と思うんですよね。計画段階では基盤整備事業は県単

事業でやる。それから、そういう農集なり水洗化が出

てくれば、市のほうのかかわりが出てくるというふう

に思っております。それが、先ほどの15から20ヘク

タール、エリアがもし加わることになると、農業振興

区域内の水洗化事業と、都市計画区域内混在というの

かな、ちょっと図面上、わからない部分なんですが、

この辺をどういうふうに整理して、考え方を対応した

らいいのか。あるいは計画でもありませんし、構想で

もありませんし、展望であったり夢であったりするわ

けですが、専門家のほうから、この辺の考え方をひと

つお尋ねしたいと思います。 

○委員長（八重櫻友夫君）  古屋敷農政課長。 

○農政課長（古屋敷重勝君）  計画されている宇部川

地区の基盤整備事業に対して、それを新たに15から20

ヘクタールを増面積といいますか、それについては可

能かということでございますが。まず、手順でござい

ますけども、まずは、これにつきましては県営事業で

ございます。 

 したがいまして、県で取り組むことは可能かどうか

という部分が一つございます。それは予算的な分、そ

れから地域内調整、そして、今進めている計画調査、

それに対してプラス増えた部分について、どう対応し

ていくのかと。そのことによって例えばですが、前向

きだとしても、そのスピードはどうなるのかという部

分があろうかと思います。これにつきましては、市も

当然、財政負担を伴うわけでございますので、あわせ

て、その事業進度といいますか、そういうものをあわ

せれば、県、それから市、そして野田村という部分と

改めて協議をして、構築すべきじゃないのかなという

ふうに考えております。 

 それから、次の農業集落排水事業についてでござい

ますが、現在、大沢委員さんもご存じのとおり前、宇

部町地区におきまして、農業集落排水事業という部分

についてのアクションがあったところでございます。 

 そこの部分のアクションについては、改めてつくり

直して、そして地域でどういうふうに考えていくのか

と。そして、将来的に有効的に活用されるのかという

部分の完成後も考えなければならないと思いますので、

これは基盤整備とは別な観点から議論をすべき、検討

すべきものじゃないかというふうに考えているところ

です。 

 以上でございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  大沢委員。 

○大沢俊光委員  後の部分。そこの別に考える部分

で別に考えなきゃなんないと思っているんです。 

 でも、きょうは結論は求めませんが、そういうふう

なことがあるんで、この前お話をちらっとしたときに

は、いずれ宇部は水洗化事業については白紙の状態で、

市主導の中で動く体制にないということは伺いました。 

 で、これは全体の浄化槽の部分については、公共下

水道でやる分があったり、個人の合併処理浄化槽でや

る分があったり、漁集があり農集があったり、私の精

査した分については、それを合わせて市全体で47.8％

の普及率というふうに認識していますが、それに今回、

小袖、三崎地区が入るとパーセンテージが上がると。 

 そんな中で私とすれば、いずれ10年後、20年後のこ

とを考えれば、まだ、私らの隣接地域の普代村さんも

野田村さんも、連携する地域一体がかなり進んでいま

すので、野田峠から向こうが取り残されないためには、

この時勢というか、そのタイミングやチャンスを逃さ

ないようしたいという思いがあるもんですから、ひと
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つ今後、その辺を総合的にご指導をいただきたいと、

横の連携とりながら、ひとつお願いを申し上げている

ところでございます。 

 その辺の考え方をひとつお願いしたいと思います。 

○委員長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  ただ今のご質問にお答

えを申し上げたいと思います。 

 いずれ、区画整理の受益面積と、今お話いただきま

した農業排水集落事業の受益面積が、ダブってはおり

ません。 

 で、この宇部地域には、農政サイドの面的整備事業

が今まで入ったことがございませんで、それをまとめ

上げるには、非常にご苦労をおかけするものだとその

ようにとらえてございます。 

 それで、二つの面的整備事業が仮に入るのであれば、

先ほど、委員さんもおっしゃったように、二兎追うも

のということにはなりはしないのかなと、そういう思

いがありまして、私がそのようにお話したものでござ

います。 

 いずれにしても、水洗化、これは生活上も必要なも

のだと思いますので、そのように区画整理が遂行され

て、道筋がついた時点で検討してまいりたい、そのよ

うに考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  大沢委員。 

○大沢俊光委員  大変ありがとうございます。その辺

の私らの考え方なんですが、目指すところは同じだな

という認識をいたしました。 

 で、そこを私の立場とすれば、今のように、その後

段の部分をちょっとブレーキをかけたり、私が発言を

したり私が主導しているんじゃなくして、地域の声が

あるもんですから、そこの順序立てなりバランスなり

というのについて、今後、指導をいただきたいと、よ

ろしくお願い申し上げますとこういうことでございま

すので、よろしくお知恵を拝借いただき、行政として

の立場の指導を願うところでございます。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  いずれにしても、私の

気持ちはそのとおりでございまして、適切に対応して

まいりたいと存じます。よろしくお願いを申し上げま

す。 

○委員長（八重櫻友夫君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  端的に２点、お尋ねをいたします。 

 一つは、飼料用稲、米、えさ用ですね。それの栽培

状況と今後の見通し、どういうふうにとらえておるか

お聞かせください、第１点。 

 それから、過般の一般質問でも市長から農業、漁業

への新規就農の話出ましたけれども、 近の農業基本

センサスですか、等に 近の調査による農業や漁業へ

の後継者の確保、どういう実態になるのか、その点を

お聞かせください。 

○委員長（八重櫻友夫君）  古屋敷農政課長。 

○農政課長（古屋敷重勝君）  ご質問のありました飼

料用稲、いわゆるＷＣＳの取り組みでございますが、

これは現在、10ヘクタールほどの栽培を行いました。 

 これにつきましては、その収穫において、うまく調

整することによって、この地区でもいい栄養価の高い

稲ができるかという部分と、収穫それからラッピング

ですか、そういう部分については、既製のアタッチメ

ントでできるかという部分を実験しております。結果

的にはいいものができております。 

 ただし、課題も発見されました。というのは、既存

のトラクターとかアタッチメントを使いますと、既存

の耕作土、これを傷めるという部分が出ました。新た

な課題だというふうに取り組んでおります。 

 今後の取り組み、それから見通しでございますが、

需要はございます。かなりの需要がございます。いい

ものができれば、飼料用稲を作るものと買う者との取

引は成立するであろうというふうに考えております。 

 それから、２点目の私から農業の後継者の状況です

が、それについて、一般質問の中でお話いたしました

ように、市長からお話しましたように３人の雇用がご

ざいました。 

 毎月、１名か２名、私たちのところに就農の相談者

が参ります。それは20代であったり50代であったりと

いう部分について、その部分について、個人のカード

をつくりまして、市、それから農業改良普及センター、

それから県北広域振興局の農政部という部分の３者の

中で癩癩失礼しました、ＪＡがありました。 

 その中で、どういうふうに誘導していくかという部

分については相談をして、結果として、新規就農者の

日程をとって、資金を借りて就農したという部分の方

がおります。 
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 市内の就農のその農業品目というものについては、

菌床シイタケが圧倒的に多いという状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  中新井田林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  漁業についての

後継者の確保ということについてお答えいたしたいと

思います。 

 まず、漁業についての後継者でございますが、漁業

の道をどういうふうに進むかというのをしっかりと見

据えて方向性を定めまして、その方向に向かって後継

者の確保を求めていくというんでしょうか、お願いし

ていくというふうな方向になろうかと思います。 

 それについては、市としても鋭意推進してまいりた

いと、そういうふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  そうすると、農業と漁業のそれぞ

れの分野でも、いわゆる現在、それぞれ営んでいる世

帯で後継者がいると、あるいはいないという調査した

ものはないんですか。なければしょうがないですが、

あったら教えてくださいというのが、私の質問の趣旨

でした。 

○委員長（八重櫻友夫君）  古屋敷農政課長。 

○農政課長（古屋敷重勝君）  大変失礼しました。 

 その現在の農業者の後継者、その内容については、

全市的な分野での調査をしてございません。 

○委員長（八重櫻友夫君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  ３点お聞かせください。 

 林業総務費に関連するかと思いますが、第１点は、

いわゆる森のトレー生産組合の関係の関わりですけど

も、一般質問の中では、３人の役員がいるということ

で、名前は理事長の岡野朝雄氏しか出ませんでしたが、

専務とその他の方々はどなたなのかまずお聞かせくだ

さい。 

 それから、これも林業総務費に関連すると思うんで

すけども、昨年の11月に今、北海道がいわゆる外資に

よる森林買収ということで、820ヘクタールが中国、

オーストラリア、アメリカなどに買収されているとい

うふうに発表しております。 

 その後、林野庁も12月に初めての全国調査をやって、

北海道のほか兵庫県が２ヘクタール、山形県は10ヘク

タールというふうなことが判明したということですが、

久慈市も山林が一方あるわけですけども、久慈市にお

ける外資の買収の状況があるのかどうかお聞かせいた

だきたいと思います。 

 それからもう１点は、一般質問で八重櫻議員が全国

土地改良区連合団体でやっている土地改良施設の整備

改修、適正化事業の問題を取り上げたところで、答弁

はいわゆる事業主負担が40％あるんですよというふう

な答弁があったと思います。 

 そこで、この事業実施主体が土地改良区等となって

いますね。この等の中には自治体も入るんですよね。 

 そこで、先ほどの県営ため池の関係は、いわゆる農

振地域における土地改良じゃなくて水路の整備をする

んだというふうにいっているんです。その辺は、今ま

でもそうやってきました。 

 しかし、皆さんご存じのとおり、久慈川土地改良が

今管理している水路は、大川目の水の取り入り口から

門前、源道までいくんですが、当然、門前まではいっ

ているわけです。で、その寺里の畑田保育園の過ぎた

あたりから農振が切れます。いわゆる都市計画区域内

にその水路が存在しているんですね。 

 で、私以前から言っているんですが、川は 初から

後まで川なんですよね。で、あなた方は、いわゆる

振興事業じゃないから農業サイドでは整備できません

よとずっときております。現在も、なかなかその都市

計画区域だから、都市計画のほうであれだということ

で、なかなか進んでおりません、実態は。 

 で、ご承知のとおり、あの水路は当時、現場打ちで

やった水路です。今みたいに加工品をきちっと並べて、

立派にした水路でなくて、もうあちこち崩壊が進んで

おります。 

 しかし、依然としてあの水路はその周辺から出る雨

水排水の役割も現にしております。あの排水がなけれ

ば、住宅地が水浸しになるのは現実だと思うんですが。 

 そこで、この事業は国が30％、県が30％、事業主体

が40％の負担があるんですが、この事業を久慈市が事

業主体となって、現在未整備になっているその都市計

画区域にある久慈川土地改良が管理している農業用水

路について、この事業を使って私はやるべきではない

かというふうに思うんですが、お聞かせください。 

○委員長（八重櫻友夫君）  中新井田林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  森のトレーにか

かわっての３人役員ということでございますが、３人
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の役員となっております。 

 次に、外資による買収が久慈市内にあるかというご

質問でございますが、情報としまして、市内ではなし

というふうに確認しております。 

 以上でございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  古屋敷農政課長。 

○農政課長（古屋敷重勝君）  ご質問がございました

土地改良施設維持管理適正化事業についてお答えをい

たします。 

 城内委員さんおっしゃるとおり、この事業は土地改

良区が主体となって行うものでございまして、農振地

域内でも実行することは可能ということも、そのとお

りでございます。 

 ただし、この事業主体というものにつきましては、

この制度そのものがまず、相互互助制度という部分か

ら発足したものでございまして、ですから、これまで

維持してきた団体、その方が今後も維持していくんだ

と、有効利用していくんだと、農業のために使ってい

くんだという部分での事業でございます。 

 したがいまして、一般質問の中でもお答えしたとお

りでございますが、現在、久慈市でその管理をしてい

る農業用水路というものはないものですから、この事

業には該当しないというものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  答弁してくれませんか。森のトレー

の役員が３人、名前を教えてください、まず。 

○委員長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  個人プライバシーにか

かるものですから、申し上げることはできません。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  そうですか。そうなんでしょうか。

森のトレー生産組合というのは、補助金を裁判で敗訴

しましたから、いずれ、取り方にしても、いずれ問題

があるというふうに私は思うんで。敗訴していますよ

ね、その裁判も。 

 で、ここで言いたくなければいいですが、岡野友保

氏は、たしか私は現在も生産組合の専務癩癩。 

 抜けていないでしょ。抜けていないはずですからい

ると思います。 

 そこで、実はお金がない、裁判費用もないから、県

と市が立てかえて裁判をやりました。実は、岡野友保

氏が、水田約50アール、畑50アール、個人でですが、

新規就農予定者として買うそうです。金額は1,050万。

裁判が終わったらこういうことですよ、確定したら。 

 道義的責任があるんじゃないですか、この方には、

少なくても。金がないっていうんじゃない、金がある

んじゃないですか。買うっていうことについて、皆さ

ん知っていますか、当局では。お聞かせください。 

 それから、この外資の森林関係ですが、ないという

ことで非常に私はいいと思うんですが、実は、北海道

のニセコ町は、水源地の土地をマレーシアの企業が買

ったそうです。そこから買うために今、買い戻しの交

渉をしているんだそうですね。 

 今、ニセコ町では水源保護と地下水くみ上げ規制の

二つの条例案を計画しているというふうに報道では書

いております。 

 あるいはまた北海道では、１ヘクタール未満の土地

取引も含め、事前届出制を導入する条例案を検討する

というふうになっております。 

 で、この問題は、やはり外資の資本が日本の森林を

買ってしまうと。例えば、久慈市の山合いの森林を買

って水源を買収されたと。まったくまさに久慈市の命

にかかわる問題であります。 

 そういった意味で、この問題について、我が党の紙

智子参議院議員は、質問主意書によって１ヘクタール

未満の土地を含む事前届け出、許可制の導入、こうい

った点の法整備をやれというふうに政府には言ってお

るんですが。 

 実は、1998年以前は１ヘクタール以上は都道府県へ

の届け出が義務づけられていたんです、売買契約、売

買価格と利用目的が。ところが、1998年の法改正で、

これがなくなったと。したがって、なかなか把握でき

ない状況があるんだそうです。 

 そういった意味で、久慈市としても、この問題につ

いてみずから条例の検討をすること含め、あるいは国

に対して、外資の森林買収についての規制をするよう、

私はぜひ要望なり市長会を通じてやっていただきたい

んですが、お聞かせいただきたいと思います。 

 もう１点、改良区が所有している老朽化した用水路

について、先ほど申し上げましたとおり、大川目町の

取水口からずっと通って、今言った都市計画区域も含

めて、要するに本当に一本の川なんですよね。 
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 しかも、現実に今も使用していると、それは農振じ

ゃなくても、都市計画区域に入っても、農業水田それ

使って、その水路を使って水を供給をして、米を現在

つくっているわけです。しかも、その水路が、何回も

申し上げますけども、雨水排水の水路にもなっている

と。そういったことで老朽化が進んでいる中で、どこ

が知恵を出してこの水路を改修していくかってことな

んです。 

 管理は改良区だから改良区でって、改良区金ないわ

けですよ。だから、事業主体が仮に改良区になったと

しても、市がきちんとケアをして、応援をしてやると

いう体制をするとか、いろんな方法があるわけ、そう

するとこの事業が使えるわけですよ。 

 こういう有利な事業があるにもかかわらず、いろん

な屁理屈をならべてやらないんじゃなくて、そういっ

た実態があって、こういった有利な事業があるんです

から、ぜひ改良区との連携を強化して、老朽化してい

る水路の改修について、本当に全力を挙げてほしいん

ですが、この点お聞かせください。 

○委員長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  私からは、用排水の整

備、維持管理費のご質問についてお答えをいたしたい

と思います。 

 先の一般質問でもお答えいたしましたとおり、管理

者がどうしても経営上、拠出できない手当等がある場

合、やはりその点についてはご相談をいただき、用排

水路については広域性が伴うものもございます。人間

の心に安らぎを与えるとか、町並みの景観をつくると

か、あるいは水質浄化等により生物を育成するとか、

そのような広域性を持っていくものがあるととらえて

ございます。 

 ですから、今委員おっしゃったように、そのような

ことを改良区なり施設管理者を通してお話をいただけ

れば、市としても慎重に検討し、それなりに適正にこ

たえていきたい、そのように考えておりますので、ご

理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  古屋敷農政課長。 

○農政課長（古屋敷重勝君）  先ほどもご質問があり

ました農業委員会に諮られた案件という部分について

のそのシステムでございますが、農業委員会に諮られ

た案件という部分につきましては、市長部局である農

政課のほうにその案件が来ております。 

 以上でございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  中新井田林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  森林買収にかか

わっての質問にお答えいたします。 

 いずれ、情報を密にいたしまして、国、県等の指導

を得ながら、その必要性については、十分に条例改正、

要望等を適切に対応してまいりたいと、そのように思

っております。 

 以上でございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  森のトレーにかかわっての

農地の買収ということです。 

 実は私も、裁判が確定次第、組合側と３回から４回

にわたり直接お会いをして、いずれ補助金の返還につ

いてお話をしてきたところであります。 

 で、その間いずれ、一方では弁護士、あるいは県、

あるいは県と市の役割分担等をしながら、県は県で金

融機関のほうにいろいろあらゆる面での情報交換やお

願いをする部分等についても行ってきているところで

ありますが、いずれ私どもとすれば、法的な手続きを

どうクリアをしてこの返還に結びつけるかという、こ

の１点で組合に対して話をしてきているところであり

ます。 

 で、先ほど城内委員の農地の買収ということであり

ますけれども、これについても情報はキャッチしてい

るところであります。 

 弁護士とも、この部分についても協議をしておりま

すが、ただ一方では、個人とそして購入資金について

は借り入れというふうなことなようでございますけれ

ども、その部分については、いわゆる法的には弁護士

の判断とすれば、そこのところはクリアしております

けれども、私どもとすれば、道義上の問題があるとい

うことで、道義上の問題については、いずれこれから

も法的にどういうふうな対応ができるのかということ

については、詰めていきたいというふうに思います。 

 いずれ、個人的には非常に私も何回、数回にわたっ

て交渉をしていますが、その部分でいえば、腹にすえ

かねている部分もないわけではないということであり

ます。 

 いずれ、これは終局には損害賠償等も含め、これは

法的にはいずれ弁護士と協議しながら追及をしていき
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たいということでありますので、ご理解をいただきた

いと思います。 

○委員長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  先ほど、水源地等の売買規制

について答弁をさせたところでありますけれども、い

ずれ、こういった規制は恐らく経済的な取引を活発に

させようということで規制を緩和していった、その流

れの中であったんだろうと、このように思っておりま

す。 

 現政府においても、事業仕分けならぬ規制仕分けと

いうものを今行っているようでありますけれども、や

はり必要な規制はしっかりと残しておかなければなら

んものだろう、こういった思いを私自身持っておりま

す。 

 したがって、法律の改正なり、あるいは運用を行っ

ていただくという趣旨、これは議員ご指摘のとおりだ

と思っておりますし、その法律を受けて、条例でもっ

て規制できるかどうかについては、これはまた検討を

十分にしなければならん部分だろうと、このように思

っております。 

 何より規制に関する条例を久慈市は持っておりませ

んので、改正はできないという理屈になります。 

 いずれ今、国土利用の計画法上の規制は、１万ヘク

タール以上ですか。１万平米、失礼いたしました。１

万平米以上にかかっているのみでありますので、こう

いった水源地等、重要な場所についての規制等につい

て、大いに国政の場で議論をしていただき、一定の規

制ができるように望んでいるところであります。 

○委員長（八重櫻友夫君）  委員の皆さん方にお願い

いたします。当初お願いいたしましたとおり、質問は

簡潔にお願いしたいと思います。 

 なお、後ほどお諮りいたしますが、本日の会議は第

６款で終わらせていただくようにお諮りしたいと思い

ますんで、議事の進行にご協力お願いいたします。 

 城内委員。 

○城内仲悦委員  副市長、答弁ありましたが、いずれ

詐害行為の問題とか、いずれ連帯責任とか、それから

法に基づくやり方、いずれ法的な問題についても、急

いでやるべきだし、さっき道義的責任の問題言いまし

た。そのとおりなんですよ。 

 これは市民に知らされていきますから、そういった

とき多くの市民は、こんなことは許せるのかというこ

とになります。 

 私はやっぱり、これまでも日本共産党久慈市議団は、

この問題ずっと取り上げてきましたが、ここ事に及ん

で、こんなやり方はないだろうというふうに思ってい

ますので、ぜひこれは早急に弁護士とも緊急に会って

対応していただきたいと、これは強く要望しておきま

す。再度、その方向によるものかどうかについてをき

ちんと答弁ください。 

○委員長（八重櫻友夫君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  城内委員おっしゃるとおり

だと思います。 

 これまでも、先ほどもご答弁申し上げておりますが、

私も直接、数回にわたって会っておりますし、それか

ら弁護士ともこれまでも何回となく会ったり、それか

らメールで交換しながらのいろんな協議をしていると

ころであります。 

 ただし、なかなかに法的な壁もあるわけでございま

して、その分についてどう乗り越えていくかというこ

とについては、これはきちっと対応をしていきたいと

いうふうに思いますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  67ページの有害鳥獣防除対策事業費

補助金について、この運用の中身についてお尋ねをい

たします。 

○委員長（八重櫻友夫君）  古屋敷農政課長。 

○農政課長（古屋敷重勝君）  ご質問がございました

有害鳥獣防除対策事業でございますが、これにつきま

しては、有害鳥獣による農作物の被害、それに対して

防除するということで、農業者等が組織する団体に対

して電気柵の設置を行うというものでございまして、

一つの事業区に対して５万円を上限に助成していると

いうものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  中身についてはおっしゃるとおりだ

と思いますが、山形町地区においては、特に今まで熊

が出没して、デントコーンとかそういうのが被害が毎

年毎年出てきておるわけなんですが、そのとき、デン

トコーンをやる農家の皆様方の話をお聞きしますと、

熊が出たといってすぐ対策を立てて、勝手にできるわ
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けではない。 

 あるいは、鉄砲で撃つなり罠をかけるにしたって、

県のほうに申請を出して、許可をもらってからではで

きない。それが何ぼ早くても、１週間か10日ぐらいは

かかってしまう。そうすると、その間のうちに、どん

どんこの被害が出てしまうという実態は、当局もご存

じだろうと思うんですけども。 

 そこで私は、市の担当者がその情報を得て、現地を

確認した時点において、じゃあ、これはもうすぐ罠を

かけるなり、あるいは鉄砲で対処をするなりというこ

とが判断できる状況にないようにうかがうんですけど

も、実際問題、法的にそういう確認がとれるのかどう

か。また、そういう検討はこれまでどのようにされて

きたのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（八重櫻友夫君）  中新井田林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  有害鳥獣捕獲に

かかわってのご質問にお答えします。 

 これにつきましては、いずれ情報をいただきますと、

現地に赴いて、どのような被害があったか、どのよう

な人的な被害があるかというのを情報確認いたしまし

て、それをもちまして、県北振興局環境衛生課のほう

に有害鳥獣駆除申請を申請しまして、その許可をいた

だいて鳥獣捕獲に罠等の設置をするというふうな流れ

になっております。 

 以上でございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  それはいつも聞く話なんです。です

から、そこのところを市の担当者が情報を得て現地に

赴いた時点で、市として罠をするなり捕獲するなり判

断をできる権限というものは、今の答弁から推察する

とないように私理解するんですけども、それだけの権

限は市としてあるのかないのか。 

 もしなくて、県のほうがその許可の判断をする権限

があるのであるならば、それを市のほうで対応できる

ような交渉なり何なりをこれまでしたことがあるか、

お尋ねしているんですけども。 

○委員長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  権限はあくまで県でご

ざいます。 

 それで、昨年もものすごく熊の出没が多くて、県の

ほうに何回ともなく申し入れしましたところ、速やか

に罠を設置できるように現在はなってございます。ご

理解をお願いいたします。 

○委員長（八重櫻友夫君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  いや、私が言っておるのは、市のほ

うでその判断をする権限がないとするならば、その権

限を移譲し、市のほうでもらえるような形に検討した

ことがあるのかないのか。ないとするならば、そうい

う形はとる気はないのかお尋ねしているんです。 

○委員長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  失礼をいたしました。 

 検討したことは何回もございますけども、あくまで

も県の権限だということで、移譲はできておらない状

況でございます。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  ということは、何回もそれを議論を

させてもらっても、県のほうでは、権限移譲には応じ

ないできたという理解の仕方でよろしいですか。 

○委員長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  県のほうでは移譲でき

ないということでございます。 

 以上です。 

○委員長（八重櫻友夫君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  もし、こういう中身でもって県では

移譲できないんだというものがあろうかと思うんです

けども、それをお聞かせいただきたいのと、当事者と

して、何とかこれをやはり市のほうに権限を受けない

と、対応は速やかに対応できにくいという考え方には

なりませんか。 

○委員長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  やはり熊そのものでご

ざいますけども、データブックに載っているくらい貴

重な動物だと、そのようなことで権限を移譲して、悪

さをするからといっても殺していっては、その生物が

地球上からいなくなるおそれもあるんだろう、そのよ

うなことに私はとらえております。 

○委員長（八重櫻友夫君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  67ページ、ブロイラーの価格安定対

策ってあるんですが、価格安定じゃなくて、先ごろの

低気圧被害では、７万羽以上が被害を受けたというこ

となわけですが、この再発防止っていいますか、被害

の再発防止について、どういう取り組みがなされてい

るのかお伺いしたいというのが１点であります。 
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 それから第２点は、71ページの地域営漁計画推進特

別対策事業費補助金なんですが、ナマコの関係です。

これ見ると、新規の事業であれですが、収穫する方法、

漁の方法をどのように考えているのか。今までのアワ

ビとかウニとはちょっと物が違うっていうことなんで

すが、放流した後の収穫の手法等について、どのよう

にこれから計画されるのか。 

 それから、もう一つ、大変ナマコでいぼがあって品

質がいいっていうお話なんですよ。で、漁協等の説明

会等でも北海道は5,000円で、久慈産のは3,000円から

3,500円ぐらいで、これから量がもう少し増えれば、

北海道のに追いつくぐらいのものだというお話だった

んですが、生出荷だけでなくて干しナマコにすれば、

かなり価値が高くなるということで、そのことがまた

加工等の雇用の場の拡大なり、雇用の創出等にもつな

がったり、当地からの水産物の水揚げ等の額の増加等

にもつながると思うんですが、加工等に及んで、これ

からそのほうまでちゃんとやっていかないと出荷が思

ったように地域に波及をしないということだろうと思

うんですが、その辺のことについてお伺いしたいと思

います。 

 それからもう一つは、50万個のナマコの種苗が生産

されて、地元で17万個を調達して、あとの33万個は県

外に流出っていいますか、流出って言えば悪いんです

が、県外の浜に売られたというふうな話なんですが、

私やっぱり久慈でそれだけ質がよくて、ほかに持って

いっても、例えば、陸奥あたりに行ったって、同じナ

マコの種苗を放流したって、久慈のようなナマコは絶

対とれないというふうな、いわば久慈の天然資源がす

ばらしいものがあるっていうふうなことなわけですか

ら、かなり力を入れて地場での種苗と生産の分等の分

を、かなり地元で育成できるような対策といいますか、

事業にしていったほうがいいのではないかと思うんで

すが、その点についてお伺いをしたいと思います。 

○委員長（八重櫻友夫君）  古屋敷農政課長。 

○農政課長（古屋敷重勝君）  年末のブロイラーの事

故についてでございますが、まず事故の内容でござい

ますが、12月31日でございましたが、この日豪雪によ

り停電が発生したと、そのことによってコンピュー

ターが停止してしまったと、そのこともアラームが鳴

ったわけでございますが、また豪雪によりその現場ま

でたどり着けなかったと。まさに、自然の部分が重な

った事故で痛ましかったなというふうに思っておりま

す。 

 通常であれば、こういう事故が発生して、12月31日

の大みそかで自宅に帰った結果、普段のマニュアルが

ちょっと適用できなかったという部分がございます。 

 それにつけても、それらの部分についても、すべて

今、コンピューター管理になってございますので、そ

のコンピューター管理あるいはそのアラームとか、そ

ういう部分についてのマニュアルの精度は上がってい

るだ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（八重櫻友夫君）  中新井田林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也君）  ナマコにかかわ

ってのご質問にお答えいたします。 

 収穫の手法ということでございますが、主に潜水士

を潜水での捕獲になるというふうに考えております。 

 また、干しナマコが非常に高く値段もいいというこ

とでございまして、加工はどのようにするんだという

ことのお話だと思うんですが、加工につきましては先

進地等の視察をしまして、ある程度の技術等は習得し

ているように思っております。 

 また今後、さらに精度を高めるためにも、やはり水

産技術センターなどからの指導も得ながら十分に技術

を習得していきたいと、そのように思っております。 

 また、ナマコの種苗の育成ということのご質問だと

思いますが、これにつきましては、いずれ施設等の関

係、また種苗の育成の技術等もありますんで、これは

今後検討されるものと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    散会   

○委員長（八重櫻友夫君）  この際、お諮りいたしま

す。本日の審査はここまでとし、以降は明日９日審査

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（八重櫻友夫君）  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。 

    午後３時36分   散会  
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