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第22回久慈市議会定例会会議録（第１日） 

 

議事日程第１号 

平成27年２月27日（金曜日）午前10時00分開議 

 第１ 会期の決定 

     議会運営委員長の報告 

 第２ 会議録署名議員の指名 

 第３ 市長施政方針演述 

 第４ 教育委員会委員長教育行政方針演述 

 第５ 議案第１号から議案第41号まで及び報告第１

号 

     提案理由の説明・総括質疑 

     予算特別委員会の設置 

     委員会付託（議案第10号から議案第17号ま

で及び議案第35号から議案第41号までを除

く） 

 第６ 議案第35号（質疑・採決） 

 第７ 議案第36号（質疑・採決） 

 第８ 議案第37号（質疑・採決） 

 第９ 議案第38号（質疑・採決） 

 第10 議案第39号（質疑・採決） 

 第11 議案第40号（質疑・採決） 

 第12 議案第41号（質疑・採決） 

 第13 議案第10号（質疑・討論・採決） 

 第14 議案第11号（質疑・討論・採決） 

 第15 議案第12号（質疑・討論・採決） 

 第16 議案第13号（質疑・討論・採決） 

 第17 議案第14号（質疑・討論・採決） 

 第18 議案第15号（質疑・討論・採決） 

 第19 議案第16号（質疑・討論・採決） 

 第20 議案第17号（質疑・討論・採決） 

 第21 請願２件 

     請願の紹介 

     委員会付託 

──────────────────── 

会議に付した事件 

 日程第１ 会期の決定 

       議会運営委員長の報告 

 日程第２ 会議録署名議員の指名 

 日程第３ 市長施政方針演述 

 日程第４ 教育委員会委員長教育行政方針演述 

 日程第５ 議案第１号 平成27年度久慈市一般会計

予算 

  議案第２号 平成27年度久慈市土地取得事業特別

会計予算 

  議案第３号 平成27年度久慈市国民健康保険特別

会計予算 

  議案第４号 平成27年度久慈市後期高齢者医療特

別会計予算 

  議案第５号 平成27年度久慈市介護サービス事業

特別会計予算 

  議案第６号 平成27年度久慈市魚市場事業特別会

計予算 

  議案第７号 平成27年度久慈市漁業集落排水事業

特別会計予算 

  議案第８号 平成27年度久慈市公共下水道事業特

別会計予算 

  議案第９号 平成27年度久慈市水道事業会計予算 

  議案第10号 平成26年度久慈市一般会計補正予算

（第６号） 

  議案第11号 平成26年度久慈市土地取得事業特別

会計補正予算（第１号） 

  議案第12号 平成26年度久慈市国民健康保険特別

会計補正予算（第３号） 

  議案第13号 平成26年度久慈市後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号） 

  議案第14号 平成26年度久慈市介護サービス事業

特別会計補正予算（第２号） 

  議案第15号 平成26年度久慈市魚市場事業特別会

計補正予算（第３号） 

  議案第16号 平成26年度久慈市漁業集落排水事業

特別会計補正予算（第４号） 

  議案第17号 平成26年度久慈市公共下水道事業特

別会計補正予算（第４号） 

  議案第18号 教育長の職務に専念する義務の特例

に関する条例 

  議案第19号 部設置条例の一部を改正する条例 

  議案第20号 行政手続条例の一部を改正する条例 
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  議案第21号 職員表彰条例等の一部を改正する条

例 

  議案第22号 保育所条例の一部を改正する等の条

例 

  議案第23号 看護師養成奨学資金貸付条例 

  議案第24号 海女センター条例の一部を改正する

条例 

  議案第25号 道路占用料徴収条例の一部を改正す

る条例 

  議案第26号 法定外公共物管理条例の一部を改正

する条例 

  議案第27号 特別用途地区内における建築物の制

限に関する条例の一部を改正する条例 

  議案第28号 下水道条例の一部を改正する条例 

  議案第29号 久慈市超高速ブロードバンド基盤整

備工事の請負変更契約の締結に関し議決を求め

ることについて 

  議案第30号 小袖漁港海岸災害復旧（23災第74号

水門）ほか工事の請負契約の締結に関し議決を

求めることについて 

  議案第31号 洋野町道の路線を久慈市の区域内に

認定することの承諾に関し議決を求めることに

ついて 

  議案第32号 洋野町道の路線を久慈市の区域内に

認定することの承諾に関し議決を求めることに

ついて 

  議案第33号 市道路線の認定に関し議決を求める

ことについて 

  議案第34号 市道路線の認定に関し議決を求める

ことについて 

  議案第35号 教育委員会の委員の任命に関し同意

を求めることについて 

  議案第36号 教育委員会の委員の任命に関し同意

を求めることについて 

  議案第37号 固定資産評価審査委員会の委員の選

任に関し同意を求めることについて 

  議案第38号 固定資産評価審査委員会の委員の選

任に関し同意を求めることについて 

  議案第39号 固定資産評価審査委員会の委員の選

任に関し同意を求めることについて 

  議案第40号 人権擁護委員候補者の推薦に関し意

見を求めることについて 

  議案第41号 人権擁護委員候補者の推薦に関し意

見を求めることについて 

  報告第１号 職員による自動車事故に係る損害賠

償事件に関する専決処分の報告について 

 日程第６ 議案第35号 教育委員会の委員の任命に

関し同意を求めることについて 

 日程第７ 議案第36号 教育委員会の委員の任命に

関し同意を求めることについて 

 日程第８ 議案第37号 固定資産評価審査委員会の

委員の選任に関し同意を求めることについて 

 日程第９ 議案第38号 固定資産評価審査委員会の

委員の選任に関し同意を求めることについて 

 日程第10 議案第39号 固定資産評価審査委員会の

委員の選任に関し同意を求めることについて 

 日程第11 議案第40号 人権擁護委員候補者の推薦

に関し意見を求めることについて 

 日程第12 議案第41号 人権擁護委員候補者の推薦

に関し意見を求めることについて 

 日程第13 議案第10号 平成26年度久慈市一般会計

補正予算（第６号） 

 日程第14 議案第11号 平成26年度久慈市土地取得

事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第15 議案第12号 平成26年度久慈市国民健康

保険特別会計補正予算（第３号） 

 日程第16 議案第13号 平成26年度久慈市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号） 

 日程第17 議案第14号 平成26年度久慈市介護サー

ビス事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第18 議案第15号 平成26年度久慈市魚市場事

業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第19 議案第16号 平成26年度久慈市漁業集落

排水事業特別会計補正予算（第４号） 

 日程第20 議案第17号 平成26年度久慈市公共下水

道事業特別会計補正予算（第４号） 

 日程第21 請願受理第16号 被災者生活再建支援制

度の拡充についての請願 

  請願受理第17号 久慈市長内町元木沢地区に計画

される三陸沿岸道路「野田久慈道路」の「工法

の見直しを求める」請願 

──────────────────── 

出席議員（22名） 

１ 番 梶 谷 武 由君 ２ 番 下川原 光 昭君 
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３ 番 藤 島 文 男君 ４ 番 上 山 昭 彦君 

（午後１時15分退場） 

５ 番 泉 川 博 明君 ６ 番 木ノ下 祐 治君 

７ 番 畑 中 勇 吉君 ８ 番 砂 川 利 男君 

９ 番 山 口 健 一君 10 番 桑 田 鉄 男君 

11 番 澤 里 富 雄君 13 番 小 栁 正 人君 

14 番 堀 崎 松 男君 15 番 小 倉 建 一君 

16 番 小野寺 勝 也君 17 番 城 内 仲 悦君 

18 番 下 舘 祥 二君 19 番 中 塚 佳 男君 

20 番 八重櫻 友 夫君 21 番 髙屋敷 英 則君 

22 番 宮 澤 憲 司君 23 番 大 沢 俊 光君 

欠席議員（２名） 

12 番 中 平 浩 志君 24 番 濱 欠 明 宏君 

──────────────────── 

事務局職員出席者 

事務局長 大 森 正 則 事務局次長 嵯 峨 一 郎
庶務グループ 
総 括 主 査 髙 畑 伸 一 

議事グループ 
総 括 主 査 田 髙  慎

議事グループ 
主 任 長 内 紳 悟   

──────────────────── 

説明のための出席者 

市 長 遠藤 譲一君 副 市 長 中居 正剛君

総 務 部 長 勝田 恒男君 総合政策部長 一田 昭彦君

総合政策部付部長 奈良  透君 市民生活部長 澤口 道夫君
健康福祉部長 
(兼)福祉事務所長 和野 一彦君 農林水産部長 米澤 喜三君

産業振興部長 澤里 充男君
建 設 部 長 
(兼)水道事業所長 中森  誠君

山形総合支所長 中新井田欣也君 会 計 管 理 者 鹿糠沢光夫君

教 育 長 加藤 春男君 教 育 次 長 小倉 隆喜君

選挙管理委員長 大沢 寿一君 監 査 委 員 石渡 高雄君

農業委員会会長 宇部  繁君
総務部総務課長 
(併)選管事務局長 久慈 清悦君

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 泉澤 民義君

教 育 委 員 会 
総務学事課長 夏井 正悟君

監査委員事務局長 田端 正治君   

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    午前10時00分   開会・開議   

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまから第22回久慈市

議会定例会を開会いたします。 

 欠席通告が、中平議員及び濱欠議員よりありました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    諸般の報告   

○議長（八重櫻友夫君）  諸般の報告をいたします。 

 市長から議案等の提出があり、お手元に配付してあ

ります。 

 次に、監査委員から現金出納検査結果の報告２件及

び定期監査結果の報告１件が提出され、お手元に配付

してあります。 

 次に、12月定例会以後の当職の出席した会議等主な

事項について概要を配付してあります。 

 なお、地方自治法第100条第13項並びに久慈市議会

会議規則第128条第１項ただし書き及び同条第２項の

規定により、当職において決定し議員派遣した内容に

ついては、配付のとおりでありますので、ご了承願い

ます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 会期の決定   

○議長（八重櫻友夫君）  これより本日の議事日程に

入ります。 

 日程第１、会期の決定を議題といたします。 

 会期日程案に関し、委員長の報告を求めます。小栁

議会運営委員長。 

    〔議会運営委員長小栁正人君登壇〕 

○議会運営委員長（小栁正人君）  おはようございま

す。第22回久慈市議会定例会の運営につきまして、去

る２月25日に議会運営委員会を開催し、協議をいたし

ましたので、その結果をご報告申し上げます。 

 今定例会で審議いたします案件は、市長付議事件41

件及び請願２件であります。 

 また、専決処分の報告が１件あります。 

 一般質問については、５会派及び２人の計７人の議

員から通告される見込みであります。 

 これらのことから、お手元に配付しております日程

案のとおり、本日と３月10日、12日及び20日に本会議

を、３月13日、16日、17日及び18日に委員会をそれぞ

れ開き、３月２日から６日まで、９日、11日及び19日

を議案調査のための休会とし、今定例会の会期は、本

日から３月20日までの22日間とすべきものと決しまし

た。 

 各位のご協力をお願い申し上げ、ご報告といたしま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  お諮りいたします。本定例

会の会期は、ただいまの委員長報告のとおり、本日か

ら３月20日までの22日間と決することにご異議ありま

せんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  ご異議なしと認めます。よ
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って、会期は22日間と決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第２ 会議録署名議員の指名   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第２、会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員に、大沢俊光君、梶谷武由君、下川

原光昭君を指名いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第３ 市長施政方針演述   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第３、市長の施政方針

演述であります。遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  第22回久慈市議会定例会にお

いて、平成27年度一般会計予算案をはじめとする諸案

件を提案し、ご審議いただくに当たり、市政運営に係

る私の所信の一端を申し述べ、市民並びに議員各位の

ご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 平成23年３月11日に発生いたしました東日本大震災

から、まもなく４年が経過しようとしております。 

 改めて、犠牲になられた方々に心から哀悼の意を表

するとともに、被災された方々に心からお見舞いを申

し上げます。 

 引き続き久慈市復興計画に掲げる各プロジェクトの

着実な推進を図り、一日も早い復興をなし遂げてまい

ります。 

 さて、昨年は、全国的に人口減少問題が注目された

年でありました。当市におきましても、このまま何も

対策を講じなければ、2040年には２万1,000人程度ま

で減少すると推計され、消滅可能性都市とまで言われ

たところであります。 

 私は、全国に誇れる美しい自然と豊かな海・山の幸

に恵まれたこの美しいふるさとを守り、活力と笑顔あ

ふれる豊かなまち久慈を築くことを市民の皆様に改め

て表明するとともに、そのために、人口減少問題を市

政の 重要課題と捉え、雇用・所得環境の改善、結

婚・出産・子育て、教育環境の整備・充実、Ｉター

ン・Ｕターンの促進など市民の皆様とともに、この課

題に対して積極的に取り組んでまいります。 

 平成27年度は、久慈市総合計画の 終年度でありま

す。私は、新たな総合計画の策定に当たっては、市民

の皆様との対話を重ねてまいります。 

 また、平成27年度は旧久慈市と旧山形村が合併し、

新久慈市の誕生から10周年を迎えますことから、市民

の皆様とともに記念式典、記念行事を開催してまいり

ます。 

 それでは、本市の財政状況と平成27年度予算編成の

概要について申し上げます。 

 まず、財政状況についてでありますが、中期的な財

政見通しといたしましては、歳入面では人口減少傾向

や地域経済の現状から市税の増収が期待できる状況に

はなく、また、平成28年度から平成32年度までの普通

交付税合併算定替えの逓減措置を経て、一本算定とな

る平成33年度までに数億円規模の減額が見込まれると

ころであります。 

 一方、歳出面では、扶助費・公債費などの義務的経

費が高水準で推移することが見込まれるほか、生活基

盤整備や産業振興施策への財政出動が不可避であると

考えるところであり、後年度におきましては、多額の

財源不足が見込まれ、一段と厳しい財政運営を強いら

れるものと認識しております。 

 このような財政環境下での平成27年度予算編成であ

りますが、中長期的に財政健全化を維持するため、歳

入に見合った予算規模とすることを大前提とし、「総

合計画」及び「復興計画」に登載する主要施策を推進

するため、限られた財源の重点的かつ効率的な活用に

努めるとともに、人口減少対策をキーワードとして次

期総合計画も見据えた新たな施策も盛り込んだところ

であります。 

 なお、貴重な財源の確保に向けまして、市税の納付

環境の整備につきましては、納付機会の拡大、市民

サービスの向上を図るため、休日、深夜等にも納付可

能となりますコンビニエンスストア収納システムの導

入を、平成28年４月の運用開始を目指し、その準備作

業を進めてまいります。 

 また、久慈市を心のふるさととして応援いただいて

おります、ふるさと納税寄附金の制度拡充につきまし

ても、あわせて進めてまいります。 

 次に、平成27年度の主な施策につきまして、久慈市

総合計画に掲げる基本方針に基づき体系ごとに申し上

げます。 

 まず、「市民との積極的な協働を進めるまちづく

り」について申し上げます。 

 久慈市が目指す「夢・希望・未来に向かってひと輝

くまち」の実現に向け、総合計画に掲げる基本方針や
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施策を密接に連動させながら、職員一丸となって、市

民と行政との積極的なかかわりを推進してまいります。 

 平成18年３月の新久慈市誕生から、これまで、町内

会やＮＰＯ、各種団体など、市民の一人ひとりが、行

政と共通の課題意識や目標を持ち、個性を生かしなが

ら相互に協力して取り組む「協働」が積極的に行われ

てきたところであります。 

 今後におきましても、市民などを対象とした研修会

などを開催し、地域づくりに向けた意識醸成を図り、

地域団体との協働のまちづくりを進めてまいります。 

 また、広聴広報につきましては、今年度から新たに

実施しております「市長と話そう！ふれあいトーク」

をはじめ、市長への手紙や市政懇談会などの広聴活動

により集めた市民の皆様の声を市政に生かすとともに、

新たに中高生向けの広報誌を発行するなど、より充実

した広報誌の発行と透明性の高い市政情報の発信に努

め、開かれた市政の推進を図り、市民の市政への積極

的な参画を促してまいります。 

 男女共同参画社会の推進につきましては、第２次男

女共同参画計画に基づき、普及啓発活動や理解の促進

に努めるとともに、ワーク・ライフ・バランスを推進

するなど、総合的な取り組みを進めてまいります。 

 地域づくり活動の推進につきましては、地域コミュ

ニティ振興事業などの活用により、各種団体などが取

り組む地域の活性化や協働のまちづくりを推進するた

めの活動を支援してまいります。 

 なお、国の地域おこし協力隊や集落支援員の設置制

度を活用し、今後とも地域の自主性、特異性を尊重し

た地域の活性化に取り組んでまいります。 

 交流と連携の推進につきましては、久慈広域連合、

三圏域連携懇談会及び三陸沿岸都市会議などの組織を

通じた連携を図り、社会基盤の整備や防災対策、産業

及び観光の振興など、地域間で共通する課題に対し積

極的な取り組みを進めるとともに、市民レベルでの活

発な交流を促進してまいります。 

 体験型観光につきましては、協力旅行及び一般旅行

者などの受け入れをさらに拡大するため、引き続き、

山・里・海体験の受け入れ態勢の充実と誘客活動及び

全国に向けた情報発信に鋭意取り組んでまいります。 

 移住・定住促進につきましては、現在取り組んでお

ります久慈市空き家情報登録制度「空き家バンク」の

充実に加え、新たに空き家購入や家賃などを支援する

移住・定住促進事業費補助金を創設するなど、全国的

にいなか暮らしへの関心が高まっている中で、久慈市

への移住が促進されるよう積極的な取り組みを進めて

まいります。 

 国際交流の推進につきましては、昨年、クライペダ

市との姉妹都市締結25周年に当たり、クライペタ市長

をはじめとする訪問団をお迎えし、久慈秋まつりやリ

トアニア写真展などの交流事業を実施したところであ

り、今後も久慈市国際交流協議会と連携して関連事業

を実施し、国際交流の意識醸成に努めてまいります。 

 次に、「地域、みんなで支えあうまちづくり」につ

いて申し上げます。 

 社会福祉の充実につきましては、地域福祉計画に基

づき、全ての市民が、健康で安心して自立した生活を

送ることができる地域社会の実現のため、関係機関、

団体及び市民の皆様との協働により、福祉コミュニテ

ィの醸成に努めてまいります。 

 また、町内会などと連携を図り、災害弱者に対する

日ごろの見守り活動を充実し、災害時において迅速な

避難支援ができる体制を整えるとともに、災害弱者を

一時的に受け入れるための福祉避難所の協定締結を積

極的に進めてまいります。 

 生活困窮者対策につきましては、平成27年度より施

行される生活困窮者自立支援法に基づき、生活保護に

至る前段階の方に対し、自立に向けた各種支援を行っ

てまいります。 

 加えて、平成28年度を初年度とする新たな地域福祉

計画の策定に向け取り組んでまいります。 

 国民健康保険につきましては、ジェネリック医薬品

の利用啓発などによります医療費抑制の取り組みや、

資格適用の適正化に努めるとともに、一層の経費節減

と収納率向上などによる健全運営に努めてまいります。 

 また、第２期特定健康診査等実施計画に基づき、特

定健診等の受診向上に努めるほか、40歳未満を対象と

した若年者健診を継続実施するなど、関係機関と連携

して保健事業を強化し、市民の健康保持を促進してま

いります。 

 高齢者福祉の充実につきましては、老人クラブ活動

の支援や地域住民が主体となって運営する「ふれあい

サロン」のさらなる普及・充実に努めてまいります。 

 また、被災者の生活再建につきましては、被災者生

活再建支援制度や貸付制度及び市独自の住宅再建など
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支援制度により、引き続き、きめ細かく被災者を支援

してまいります。 

 介護支援につきましては、保険者であります久慈広

域連合が、平成27年度から平成29年度の期間で策定い

たします第６期介護保険事業計画に基づき、介護施設

の計画的整備が図られるよう努めてまいります。 

 また、団塊の世代が75歳以上となる平成37年を見据

えた上で、高齢者が要介護状態になっても、できるだ

け住みなれた地域で安心して暮らすことができるよう、

医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供

される「地域包括ケアシステム」の構築に努めてまい

ります。 

 障害者福祉の充実につきましては、人々が互いに支

え合い、安心して暮らすことのできる共生社会を実現

するため、平成27年度を初年度とする第４期障害福祉

計画に基づき、障害福祉サービスの充実に努めてまい

ります。 

 保健・医療施策につきましては、医療機関や関係団

体などと連携し、各種健診事業や健康相談事業に加え、

新たに乳幼児インフルエンザ予防接種助成を実施する

など、感染症予防事業の充実を図ってきたところであ

り、引き続き各種がん検診の地域振興ポイント付与事

業を実施するなど、市民の健康増進の取り組みを推進

してまいります。 

 また、国や県に対し、医師確保やドクターヘリの効

果的な運航を求めてきたほか、新たに看護師養成奨学

資金貸付制度を創設し、地域医療の充実・確保に積極

的に取り組んでまいります。 

 こころの健康づくりにつきましては、関係機関や団

体などとの連携で取り組んでいる相談事業等のほか、

被災地サロンを継続実施しながら、市民の心身両面の

ケアに努めてまいります。 

 次に、「創造性豊かな人材を育てるまちづくり」に

ついて申し上げます。 

 子育て支援の充実につきましては、平成27年度を初

年度とする子ども・子育て支援事業計画に基づき、幼

児期の教育・保育や地域の子育て支援の充実を図って

まいります。 

 また、保育料の軽減拡充のため、第３子以降保育料

無料化を実施するとともに、特別保育事業の充実や放

課後児童クラブの支援などに取り組むなど、市民サー

ビスの向上を図り、子育てしやすい環境づくりを推進

してまいります。 

 さらに、未婚者に対する結婚支援といたしまして、

ボランティアによる結婚支援活動の推進や民間団体な

どが行う結婚支援イベントなどへの助成に取り組んで

まいります。 

 医療費助成につきましては、乳幼児及び小学生のほ

か、昨年10月から、対象を中学生まで拡大して実施し

ているところでありますが、今後におきましても、医

療費助成の拡大や助成方法の検討を行い、乳幼児・児

童・生徒の健康の保持増進がさらに図られるよう努め

てまいります。 

 きめこまやかな教育につきましては、子供の想像

力・個性を生かすため、知・徳・体を総合的に兼ね備

えた、社会に適応できる人間形成を目指し、児童・生

徒一人ひとりの学び考える力や豊かな心、健やかな体

を育んでまいります。また、生きる力の育成に努め、

郷土を愛し、復興・発展を支える人材を育成するため、

中・高校生の海外派遣を含む国際理解教育・情報教育

及び復興教育を充実・推進するほか、学校給食セン

ターにおいては、安全・安心な給食を提供するととも

に、地場産物の利用による地産地消に努めてまいりま

す。 

 さらには、学校・家庭・地域の連携を深め、「学び

のサポート学習塾」を開設するなど、多様な学習機会

の提供と支援に努めるとともに、教育振興運動などの

推進を通じて、市民の生涯学習環境の充実と地域の教

育力の向上に努めてまいります。 

 教育環境の整備・充実につきましては、人口減少対

策として、就学援助や奨学金制度などの経済的支援を

拡充いたします。 

 そのほか、国及び県の情勢を見きわめながら、教育

委員会との連携を密にし、児童生徒や住民の学習環境

の向上のために必要な措置を講じてまいります。 

 生涯学習の推進につきましては、学校・家庭・地域

の連携による子育て支援に努めるとともに、公民館を

核とした多様な学習機会の提供や図書館機能の充実を

図り、学びによる生活環境の充実、地域活性化に努め

てまいります。 

 また、文化施設の運営につきましては、豊かで潤い

のある生活と文化の薫り高いまちづくりを推進するた

め、市民の参画と協働による文化活動の推進、すぐれ

た芸術文化に接する機会の提供、学校教育等との連携
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による人材の育成に努めてまいります。 

 さらには、地域の貴重な文化遺産の保護を図るとと

もに、積極的に周知し、久慈の歴史や文化について学

ぶ機会を設けてまいります。また、久慈城跡の整備に

向けて取り組んでまいります。 

 生涯スポーツの振興につきましては、スポーツに親

しむことができる機会の拡大を図るとともに、健康増

進と体力づくりができる環境の整備・充実に努めると

ともに、総合運動公園整備基本構想の策定に取り組ん

でまいります。 

 競技スポーツの振興につきましては、一般社団法人

久慈市体育協会をはじめ関係団体等と連携し、指導者

養成、選手強化に努め、競技力の向上を図ってまいり

ます。 

 柔道のまちづくりの推進につきましては、各種柔道

大会、教室、練成会を開催し、柔道の普及振興と柔道

のまちのＰＲに努めてまいります。 

 平成28年の第71回国民体育大会「希望郷いわて国

体」の開催に向けましては、久慈市実行委員会をはじ

め、県・競技団体及び市関係団体と連携し、柔道競技、

軟式野球競技リハーサル大会の実施、開催準備の推進

及び大会機運の醸成を図ってまいります。 

 次に、「自然・地域を守るまちづくり」について申

し上げます。 

 自然環境の保全につきましては、久慈市環境基本計

画に基づき、市民・事業者・行政が一体となって取り

組み、環境パトロール員の巡回監視による不法投棄の

未然防止に努め、廃棄物の適正処理を進めてまいりま

す。 

 また、地球温暖化対策につきましては、温室効果ガ

スの排出削減に率先して努めるとともに、温室効果ガ

スの排出量の少ない低炭素都市の構築を目指し、関係

団体などと連携を図りながら、地球温暖化対策推進実

行計画の策定に取り組んでまいります。 

 資源循環型社会の推進につきましては、ごみの減量

化と資源化率の向上に取り組むとともに、ごみ集積場

整備に対する助成など、持続可能な循環型社会の構築

に努めてまいります。 

 東京電力株式会社福島第一・第二原子力発電所の事

故に伴う放射能の影響対策につきましては、市内各地

での空間放射線量率の測定を定期的に実施しており、

安全性の確認及び測定結果の公表に努めてまいります。 

 消費者保護につきましては、消費者トラブルや多重

債務問題などの防止・解決支援に向け、今後とも消費

生活センター機能の充実・強化に取り組んでまいりま

す。 

 また、勤労者の生活安定と福祉の向上を図るため、

引き続き、勤労者生活安定資金融資制度を実施してま

いります。 

 防犯・交通安全対策につきましては、防犯灯の維

持・管理に係る補助を拡充することによりまして、防

犯・交通安全環境の整備・充実に結びつけるとともに、

関係機関及び地域と連携し、啓発活動を継続して実施

することにより防犯・交通安全の意識高揚に努め、交

通事故・犯罪の起こらない安心・安全な地域づくりを

進めてまいります。 

 地域公共交通の維持につきましては、児童・生徒、

高齢者などの通院・通学・買い物などの市民の足を確

保するため、市民バス「のるねっとＫＵＪＩ」をはじ

めとした公共交通の維持・存続に取り組んでまいりま

す。 

 新エネルギーの推進につきましては、環境負荷の軽

減と自立電源の確保に向け、住宅等への太陽光発電設

備の設置を支援していくほか、防災拠点となります公

共施設においても、蓄電池を備えた太陽光発電設備の

設置を進めてまいります。 

 また、大規模太陽光や風力発電、さらには、現在実

証調査中の波力発電など、多様なエネルギーの導入に

向け、事業者の誘致や調査・研究機関等との連携を進

めてまいります。 

 河川の災害防止対策につきましては、自然災害から

市民を守るため、久慈川等の主要河川の洪水対策とし

て、堤防未整備区間の築堤やかさ上げなど、早期整備

が図られるよう、県に対し強く要望するとともに、市

が管理する普通河川などにつきましても改修を推進し、

災害に強い地域づくりに努めてまいります。 

 消防防災につきましては、災害から市民の生命と財

産を守るため、避難訓練や講習会などを継続して実施

し、防災意識の日常化に取り組んできたところであり、

今後とも、消防団員の確保を図るとともに、装備品及

び水防水利の充実、自主防災組織の結成や育成に努め

るなど、地域防災力を向上させてまいります。 

 また、防災行政無線の難聴対策として、防災行政無

線電話再応答サービスのフリーダイヤル化を実施する
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とともに、避難誘導灯の設置や避難タワーの整備を進

めてまいります。 

 次に、「地域資源を生かし、にぎわいを創出するま

ちづくり」について申し上げます。 

 農業の振興につきましては、農家戸数の減少や農業

従事者の高齢化など、生産基盤の弱体化が懸念される

中、担い手の育成確保が喫緊の課題となっております。

このことから、意欲ある農業者が将来にわたって持続

可能な農業経営を行うことができる環境づくりに取り

組んでまいります。 

 担い手の育成確保につきましては、新規就農者への

支援を積極的に行うとともに、認定農業者及び集落営

農組織の支援を行い、地域の活力ある農業の推進に鋭

意取り組んでまいります。 

 基幹作目である雨よけホウレンソウ、菌床シイタケ

の産地力の向上を図るため、生産施設の整備や価格安

定対策事業及び各種作目の生産資材等への支援を行う

ほか、本市の気候に適した高収益作目の実証栽培に取

り組み、産地化を図ってまいります。 

 畜産業の推進につきましては、畜産農家の経営安定

を図るため、機械導入などに対し支援するとともに、

肉用牛の増頭対策や価格差補痾事業を実施するなど、

体質の強い産地づくりを推進してまいります。 

 さらに、牧草地の放射性物質の低減対策を実施し、

畜産物の安全性の確保に取り組んでまいります。 

 また、短角牛振興につきましては、山形村短角牛の

ブランド力向上のため、生産者を中心に関係機関一体

となって、安定した生産出荷体制や生産から流通まで

の一貫体制整備に取り組み、今後におきましても、安

全・安心を発信するとともに消費拡大及び販路拡大を

図ってまいります。 

 農業基盤整備につきましては、宇部川地区ほ場整備

を地元受益者や野田村及び関係機関などとの連携を図

りながら事業を推進してまいります。また、老朽化し

た久慈川幹線水路の整備をはじめ、公共性の高い農業

用施設について、地域住民の共同活動を通じて、農道

及び農業用水路などの資源の長寿命化や環境の保全活

動に努めてまいります。 

 林業の振興につきましては、森林の持つ多面的機能

を高度に発揮させるため、除間伐など森林整備の推進

に取り組んでまいります。 

 また、木材の地産地消を推進するため、まきストー

ブ・まき割り機などの利用拡大を推進するとともに、

木質バイオマスを活用した地域経済循環の実現に向け、

エネルギー供給施設整備への支援に、引き続き取り組

んでまいります。 

 さらには、未利用材の有効活用による林家所得の向

上に努めるとともに、木質バイオマスと他産業との有

機的な連携が図られるよう、調査・研究等を進めてま

いります。 

 特用林産物の振興につきましては、風評被害の払拭

に努めながら、原木シイタケのほだ木造成に対する助

成や、木炭の大量製炭窯整備に対する助成に継続して

取り組み、経営基盤の強化による生産者所得の向上と

経営の安定化を促進してまいります。 

 水産業の振興につきましては、水産資源の減少や魚

価の低迷、担い手不足などにより厳しい状況が続く中、

水産業の活性化及び経営の安定を図るため、引き続き、

ウニ・アワビなどの放流を推進するとともに、ナマコ

の増殖や各種実証事業に取り組んでいくなど、つくり

育てる漁業の推進に努めてまいります。 

 また、小袖漁港、横沼漁港などの漁業生産基盤整備

の推進及び安全で快適な漁村づくりのため、白前、本

波、大尻地区の漁業集落環境整備事業を引き続き進め

てまいります。 

 地産地消の推進につきましては、地域資源の有効活

用や食の安全・安心を基本に、関係機関・団体と連携

して地場産品の消費拡大を進めてまいります。 

 また、６次産業化に積極的に取り組むとともに、地

域特産品のブランド化の推進に努めてまいります。 

 中心市街地の活性化につきましては、第２期久慈市

中心市街地活性化基本計画をもとに、やませ土風館と

新たに整備する駅前拠点の連携により、中心市街地全

体の回遊性向上を目指してまいります。 

 なお、駅前拠点の整備につきましては、意見収集、

意見交換を重ねており、今後は関係機関等との協議を

進め、具体的な整備計画を作成してまいります。 

 中小企業の振興につきましては、企業の経営安定を

図るため、中小企業振興資金融資制度の活用促進に努

めるとともに、引き続き被災事業所への支援として、

県単独の融資制度である中小企業経営安定資金の融資

への利子・保証料補給を行ってまいります。 

 また、地域経済の活性化を図るため、住宅リフォー

ム奨励事業の継続や金融機関との連携にも取り組んで
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まいります。 

 意欲ある起業家や新事業の展開に取り組む企業につ

きましては、久慈・ふるさと創造基金や国・県等によ

る補助制度の提案、岩手大学や試験研究機関等との連

携による技術支援を行ってまいります。 

 企業誘致につきましては、これまで造成業や電子部

品製造業などの誘致により、雇用の確保・拡大を図っ

てきたところであります。引き続き多様な業種の誘致

に取り組んでいくとともに、就業する人材の確保対策

として、大学生などを対象とした市内企業への見学会

を開催するなど、既存立地企業へのフォローアップに

つきましても、積極的に取り組んでまいります。 

 雇用対策につきましては、引き続き、国の緊急雇用

創出事業を活用し、雇用機会の創出を図るほか、非自

発的離職者の再就職支援として、引き続き、再就職緊

急支援奨励金交付制度の一層の活用を促進してまいり

ます。 

 また、新規学卒者の地元定着を促進するため、新卒

者や雇用支援奨励金制度において、新たに学卒者本人

への奨励金制度を設けるなど、優秀な人材の確保に努

めるとともに、新たに、Ｋターン若者雇用拡大奨励金

制度に取り組み、久慈市へ移住する若者への就職支援

を強化することにより、当市への移住者拡大に努めて

まいります。 

 観光によるにぎわいのあるまちづくりにつきまして

は、観光のまち久慈を確立するため、北三陸あまちゃ

ん観光推進協議会などの関係機関と連携を深め、あま

ちゃん効果を 大限に活用し、当地域の「北限の海

女」「琥珀」「三陸ジオパーク」「みちのく潮風トレ

イル」などの観光資源を生かし、国内はもとより、台

湾を中心とした海外からの観光客の誘客にも積極的に

取り組み、交流人口の拡大に努めてまいります。 

 新たな事業といたしまして、北限の海女の後継者育

成対策事業の実施や、あまちゃん音楽祭の開催、日本

一の白樺美林を活用した白樺樹液の商品化に向けた取

り組み、さらには一流シェフによる短角牛等特産品を

活用したご当地弁当の開発にも取り組んでまいります。 

 また、久慈秋まつりや東北唯一の平庭闘牛などの従

来のイベントの充実を図るとともに、昨年12月に完成

いたしました、そして、本年４月に本格オープンする

小袖海女センターなどの観光施設を活用しながら、市

民の皆様と一体となって、観光産業の振興に取り組ん

でまいります。 

 また、地下水族科学館もぐらんぴあにつきましては、

本年秋の完成に向け鋭意取り組んでまいります。 

 次に、「安全、快適なまちづくり」について申し上

げます。 

 東日本大震災からの復興道路として国が整備を進め

ている高規格道路「八戸・久慈自動車道」及び地域高

規格道路「三陸北縦貫道路」を含む三陸沿岸道路につ

きましては、確実に全線完成が早期に図られるよう予

算確保について、関係機関と一体となって取り組んで

まいります。 

 復興支援道路として位置づけられている国道281号

や国道395号及び主要地方道久慈岩泉線など主要幹線

道路につきましては、早期に改良整備が図られるよう、

県に対し強く要望してまいります。特に、国道281号

は、県北沿岸地域と県都盛岡市を結ぶ重要な路線とし

て、抜本的な改良が必要でありますことから、いわゆ

る90分構想の実現に向け、より一層、関係機関に働き

かけてまいります。 

 東日本大震災で浸水被害のありました地区において、

市が整備を進めている避難道路につきましては、早期

に供用開始できるよう努めてまいります。 

 市道整備につきましては、市道天田内三日町線の現

道拡幅、市道久慈駅東口線の無電柱化や久慈街道踏切

の拡幅など、安全・快適なまちづくりに向けた道路整

備に努めるほか、橋梁など道路施設の計画的な補修・

保全に努めてまいります。 

 また、幹線や生活に密着した市道の改良舗装のさら

なる推進を図るとともに、地域の自主性を大切にしな

がら、市民との協働による道路整備の取り組みを市道

など以外の位置指定道路などの私道にも拡大し、積極

的に推進してまいります。 

 港湾の整備につきましては、市民の生命・財産を守

るとともに、産業や観光の振興に資する湾口防波堤の

整備促進を国・県に要望してきたところであり、今年

度末において、全体計画3,800メートルのうち1,550

メートルのケーソン据えつけが完了する見込みとなっ

ておりますが、この早期完成に向け、さらに国・県に

対し強く訴えてまいります。 

 また、本年５月に寄港予定であります大型客船「ぱ

しふぃっくびいなす」の歓迎行事に加え、さらなる客

船の誘致、また、貨物量拡大への取り組みを進めるこ
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とにより、港湾の活性化・利活用に向け積極的に取り

組んでまいります。 

 都市基盤の整備につきましては、現在進めておりま

す都市計画道路広美町海岸線の平成29年度完成に向け

て取り組んでまいります。 

 都市公園につきましては、都市計画マスタープラン

や、緑の基本計画の策定を行う中で、久慈市全体のま

ちづくりや防災機能を備えた都市公園のあり方など整

理・検討し、見直しを行ってまいります。 

 また、岩手県の三陸高潮対策事業に伴う湊橋かけか

え事業につきましては、県と連携を図りながら事業を

進めてまいります。 

 住宅政策につきましては、安全で快適な居住環境を

確保するため、久慈市公営住宅等長寿命化計画に基づ

き、修繕・改修など適切な維持管理に努めるとともに、

宇部地区市営住宅の建てかえを鋭意進めてまいります。 

 また、民間木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事へ

の経費助成を実施し、災害に強いまちづくりを推進し

てまいります。 

 水道事業につきましては、引き続き、川井・関・小

国統合簡易水道の整備を推進するとともに、今後増大

する老朽化施設に対応するため、中長期にわたる水道

事業アセットマネジメント計画により、計画的な更新

整備に取り組み、水道水の安定供給に努めてまいりま

す。 

 市街地の浸水対策につきましては、下水道雨水排水

計画に基づき、浸水被害歴や財政状況を勘案しながら、

逐次、浸水被害の解消に努めてきたところであり、引

き続き、対策に万全を期してまいります。 

 汚水処理につきましては、市全体の居住環境の改善

と水環境の保全のため、天神堂地区などの管渠整備と、

浄化センター汚泥処理施設の増設に取り組むとともに、

浄化槽の整備を推進してまいります。 

 地域情報化の推進につきましては、今年度実施した

超高速ブロードバンド基盤整備事業により市内全域の

地域情報化の環境が整備されることになります。今後

は、このブロードバンド環境を利活用し、市内外への

情報発信力の強化を図るため、復興ポータルサイトを

立ち上げるなど、復興を加速させる取り組みを推進し

てまいります。 

 次に、復興事業の概要について申し上げます。 

 来年度は、東日本大震災からの復興の基本方針に位

置づけられた集中復興期間の 終年度であるとともに、

東日本大震災の発災から５年目となる節目の年度でも

あります。 

 これまで10次にわたり配分されました復興交付金事

業は、延べ110事業、事業費ベースで約62億3,000万円

でありますが、集団移転団地の造成、災害公営住宅の

建設、水産業関連施設の整備、津波避難施設の整備、

小袖海女センターの建設等が本年度までに完了したと

ころであり、残る事業につきましても、集中復興期間

の完成を目指し、鋭意、取り組んでまいります。 

 来年度に取り組む復興交付金事業及びその他の復興

事業の具体的な内容につきましては、復興計画に掲げ

る５つのプロジェクトごとに述べてまいります。 

 まず、プロジェクトⅠ「生活を再建する」につきま

しては、住宅の被災区分が半壊以上の世帯で７割、さ

らに全壊等の世帯におきましては８割を超える割合で、

住宅の再建が完了していると捉えているところであり

ます。未再建の世帯につきましては、個別の事情把握

により、早期の自力再建が促進されるよう努めてまい

ります。 

 また、震災前からの 重要課題でもあります雇用機

会の創出と就業支援のため、岩手県産業再生復興推進

計画に定められた復興産業集積区域への企業の新規立

地や設備投資などを促すなど、雇用の場の創出・確保

に努めてまいります。 

 プロジェクトⅡ「水産業を復興する」につきまして

は、水産業共同利用施設のさらなる充実を図るととも

に、県と連携し、宇部川地区ほ場の整備を促進してま

いります。 

 プロジェクトⅢ「交流人口を拡大する」につきまし

ては、地下水族科学館もぐらんぴあの早期完成を目指

すとともに、小袖海女センターとの相乗効果により、

市内外の交流の活性化を図ってまいります。 

 プロジェクトⅣ「災害に強いまちづくりを進める」

につきましては、安全な避難体制確立のため、避難道

路全線の早期供用開始、避難タワーの早期完成などに

努めてまいります。 

 また、久慈湊地区など、各地区の海岸防潮堤や河川

堤防のかさ上げ整備及び陸閘・水門の遠隔操作化とあ

わせ、湊橋及び大湊橋の早期かけかえ、さらには、総

合防災公園の整備促進を図ってまいります。 

 プロジェクトⅤ「再生可能エネルギー等に取り組
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む」につきましては、引き続き、本市に適した再生可

能エネルギーの調査・検討を進めるとともに、発電し

たエネルギーを有効に活用するため、脆弱な送電網の

強化を国や関係機関に訴えてまいります。 

 後に、これらの諸施策の推進方策についてであり

ますが、行財政改革を断行するとともに、行政評価制

度により施策・事務事業等の評価・検証を踏まえ、行

政組織のスリム化や効果的・効率的な市政運営による

サービスの向上に努めてまいります。 

 以上、平成27年度の市政運営に当たりまして、私の

所信の一端と施策の方針を申し述べましたが、これら

施策が円滑に推進され、所期の目的を達成できますよ

う、改めて市民の皆様並びに議員各位のご理解とご協

力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第４ 教育委員会委員長教育行政方針演

述   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第４、教育委員会委員

長の教育行政方針演述であります。加藤教育長。 

    〔教育長加藤春男君登壇〕 

○教育長（加藤春男君）  今議会において、一般会計

予算案をご審議いただくに当たり、教育行政に係る主

要な施策について、ご説明申し上げ、議員各位のご理

解とご協力を賜りたいと存じます。 

 近年の社会を取り巻く状況は、少子高齢化や首都圏

への人材流出による地方の人口減少が現実的な問題と

なる一方、地域再生に向け、新たな地域の魅力を発

掘・発信する必要性が高まっております。 

 また、教育におきましては、教育委員会と首長との

連携が強化されるなどの教育委員会制度改革が行われ、

教育の視点からまちづくりを考えることも重要になっ

てまいりました。 

 一方で、施設老朽化への対応、情報モラルや情報マ

ナー教育への適切な対応、土曜授業・小学校の英語教

育・道徳の教科化への対応など、教育の現場ではさま

ざまな課題が山積しております。 

 当教育委員会としては、「活力と笑顔あふれる、豊

かなまち」の具現化に向けて、以下の教育行政施策を

積極的に推進し、「学校教育」「生涯学習」「芸術・

文化」「生涯スポーツ」の一層の充実に努めてまいり

ます。 

 第１に、「学校教育の充実」について申し上げます。 

 学習指導要領では、児童・生徒に生きる力を育むこ

とを教育の理念として掲げており、その趣旨を踏まえ

て、学校教育の充実を図ってまいります。 

 初めに、「学び考える力の育成」についてでありま

すが、学力の３要素である基礎的・基本的な知識や技

能の習得、習得した知識・技能を活用して課題を解決

するために必要な思考力・判断力・表現力等の育成、

そして主体的に学習に取り組む態度の育成を図ること

ともに、教職員の指導力の向上を図り、授業の工夫・

改善に一層努めてまいります。 

 また、児童・生徒に確かな学力が身につくよう、少

人数学級や複式学級、少人数指導の充実のために教員

等の配置を進め、教育環境の整備に努めるほか、くじ

かがやきプランによる支援員を引き続き配置するとと

もに、就学支援コーディネーターを中心として関係部

局と連携し、就学指導の充実、個に応じた指導の充実

に努めてまいります。 

 加えて、全国学力・学習状況調査、岩手県学習定着

度状況調査及びＣＲＴ標準学力検査等の分析結果に基

づく授業改善のための教育研究や研修を行い、学校訪

問を進める中で、教員一人ひとりの指導力と各学校の

研修体制の充実を図るなど、児童・生徒の学力向上に

努めてまいります。 

 次に、「豊かな心の育成」についてでありますが、

生命や自然に対する畏敬の念、伝統・文化を尊重する

精神、思いやりの心や感性豊かな心を育むとともに、

人間関係が深まり、規範意識が高まるよう、道徳教育

や特別活動等を通して、体験的な学習等の充実に努め

てまいります。 

 また、学校不適応やいじめ等を防止するため、生徒

指導にかかわる教職員の研修を行うとともに、スクー

ルカウンセラーの配置及び適応指導教室「あすなろ

塾」の開設、心理検査を継続実施するなど、学校不適

応やいじめ防止の早期対応に努めてまいります。 

 さらには、震災を乗り越え、未来を創造していく子

供たちを育成するため、復興教育の充実に努めてまい

ります。 

 次に、「健やかな体の育成」についてでありますが、

児童・生徒がたくましく生きていくための体力を身に

つけるため、体力向上、健康の保持増進、安全に対す

る意識高揚を図り、学校体育や健康教育、安全教育、

食育の充実に努めてまいります。また、登下校の安全
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対策については、スクールガードや関係機関と連携し、

安全確保に取り組んでまいります。 

 次に、「国際理解教育の充実」についてであります

が、外国語指導助手の小・中学校への派遣や小学校外

国語活動の推進などにより、コミュニケーション能力

を高め、国際的視野や国際協調の精神を養い、国際社

会に貢献できる資質と能力を備えた国際感覚豊かな人

材の育成に努めてまいります。 

 次に、「情報教育の充実」についてでありますが、

複雑・高度化する情報化社会に対応できる児童・生徒

を育成するため、時代に適した機器やソフトウエアの

導入研究を進めるとともに、情報通信技術を効果的に

活用した授業を推進してまいります。また、児童・生

徒への情報モラル教育の充実に努めてまいります。 

 次に、「学習環境の充実」についてでありますが、

小規模複式校同士の集合学習を推進するとともに、学

校図書や教材、家庭学習の充実に努め、学習環境の整

備を進めてまいります。 

 また、学びのサポート学習塾を開設し、児童・生徒

が長期休業中等にみずから進んで学習する場を提供す

ることにより、学力向上及び学習習慣の定着を図って

まいります。 

 小・中学校の再編については、学校の適正規模や適

正配置について、保護者及び地域住民等と十分に協議

し、教育の効果及び地域特性をよく見きわめながら取

り組んでまいります。 

 次に、「学校施設の整備」についてでありますが、

施設・設備の適切な保全管理を行い、快適な学習環境

の提供に努めてまいります。 

 次に、「学校給食の充実」についてでありますが、

安全・安心な給食を提供するとともに、児童・生徒み

ずからが生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人

間性を育んでいけるよう、食に関する正しい理解と望

ましい食生活の実践について、成長過程に応じた指導

に努めてまいります。 

 また、学校給食への地場産物の活用を通して、地域

の食文化、食に係る産業や自然に対する理解が図られ

るようにするとともに、食にかかわるさまざまな人々

への感謝の気持ちが深まるよう努めてまいります。 

 第２に、「生涯学習の充実」について申し上げます。 

 初めに、「家庭教育及び学習機会の充実」について

でありますが、地域の未来を担うひとづくりを目指し、

学校・家庭・地域の連携による子育て支援や人材育成

を一層推進するとともに、公民館を核として地域の文

化資源を活用した多様な学習機会を提供し、学びによ

る地域の一体感の醸成や活性化に努めてまいります。 

 次に、「文化施設の連携」についてでありますが、

安全で快適な施設環境を整え、アンバーホールとおら

ほーるの連携強化により、機能的・効果的な運営に努

めてまいります。 

 また、豊かで潤いのある生活と文化の薫り高いまち

づくりを推進するため、市民の参画と協働による文化

活動の推進、すぐれた芸術文化に接する機会の提供、

学校教育等との連携による人材の育成に努めてまいり

ます。 

 次に、「図書館機能の充実」についてでありますが、

市民のニーズに応える各種図書資料の整備・提供に努

めるとともに、子育て支援、子供の読書活動の推進を

図ってまいります。 

 次に、「地域文化の振興」についてでありますが、

地域に伝わる貴重な文化遺産の調査・保存に努めると

ともに、久慈市歴史民俗資料室の収蔵資料を活用する

などして、久慈の歴史と文化を積極的に周知し、文化

財保護思想の啓発を図ってまいります。また、重要な

史跡である久慈城跡の整備に向けて取り組んでまいり

ます。 

 第３に、「生涯スポーツの振興」について申し上げ

ます。 

 初めに、「生涯スポーツの振興」についてでありま

すが、市民ニーズに応え、スポーツの日常生活化を促

進するため、スポーツに親しむ機会の充実を図るとと

もに、健康増進と体力づくりに向けた環境の整備に努

めてまいります。 

 競技スポーツの振興については、一般社団法人久慈

市体育協会をはじめ、関係団体等と連携し、指導者養

成・選手強化に努め、競技力の向上を図ってまいりま

す。 

 次に、「体育施設の有効活用」についてであります

が、計画的な施設改修整備に努めるとともに、指定管

理者と連携し、適正な管理運営を行い、市民のニーズ

を踏まえたサービスの提供を図りながら、利用促進を

目指します。 

 次に、「柔道のまちづくりの推進」についてであり

ますが、三船十段杯争奪柔道大会や柔道教室、練成会
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を開催するなど、柔道の普及と競技力向上を図ってま

いります。 

 また、平成28年に開催の第71回国民体育大会「希望

郷いわて国体」に向け、県・県競技団体及び市関係団

体と連携し、選手強化合宿を開催するなど、市民の機

運向上に努め、大会成功に向け準備を進めてまいりま

す。 

 以上、平成27年度の教育行政施策の大要について申

し上げましたが、本市の豊かな自然環境や先人が育ん

できた歴史や文化・伝統、地域の資源を生かし、創造

性豊かな人材を育てるまちづくりを推進するため、家

庭・地域と一体となって、教育行政を積極的に推進し

てまいる所存であります。 

 議員各位には深いご理解と一層のご支援、ご協力を

賜りますようお願い申し上げまして、教育行政方針演

述を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第５ 議案第１号から議案第41号まで及

び報告第１号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第５、議案第１号から

議案第41号まで及び報告第１号を一括議題といたしま

す。 

 提出者の説明を求めます。遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  提案をいたしました議案第35

号から議案第41号までは、人事案件でありますので、

私からご説明を申し上げ、議員各位のご理解とご賛同

を賜りたいと存じます。 

 初に、議案第35号及び議案第36号「教育委員会の

委員の任命に関し同意を求めることについて」であり

ますが、本案は、本年３月31日をもって辞職されます

鹿糠敏文氏の後任として成田不美氏の任命と、４月27

日をもって任期満了となる河野貫治氏の後任として、

宇部京子氏を任命したいと考えております。 

 成田氏、宇部氏の経歴につきましては、議案に付し

ております経歴書のとおりであり、議員各位既にご承

知のとおりでありますが、長年にわたり学校教育や絵

本、童謡等の出版活動による豊富な経験とすぐれた識

見を有しており、教育に取り組む姿勢は教育委員会の

委員として 適任者であると考え、ご提案申し上げる

ものであります。 

 次に、議案第37号から議案第39号までの３件、「固

定資産評価審査委員会の委員の選任に関し同意を求め

ることについて」申し上げます。 

 本案は、本年４月27日をもって任期満了となります、

角一志氏、畑中勇次郎氏及び外里文人氏の３名を再び

選任しようとするものであります。 

 ３名の経歴につきましては、議案に付しております

経歴書のとおりでありますが、議案第37号の角氏は、

山形村では、税務課長、総務課長、山形村助役、久慈

市では、山形総合支所長を務めるなど長年にわたって

行政に携わってこられた方であります。 

 また、議案第38号の畑中氏は、測量設計事務所等の

勤務を経て、現在、土地家屋調査士事務所を開業され

ており、不動産に関する調査等に精通している方であ

ります。 

 また、議案第39号の外里氏は、青森県や岩手県内の

税務署勤務を経て、現在、税理士事務所を開業されて

おり、税務全般にわたる専門的な知識と経験を有して

いる方であります。 

 いずれもすぐれた人格と識見を備え、その公正な姿

勢は衆目の認めるところであり、固定資産評価審査委

員会の委員として 適任であると考え、ご提案申し上

げるものであります。 

 次に、議案第40号及び議案第41号「人権擁護委員候

補者の推薦に関し意見を求めることについて」申し上

げます。 

 本案は、現在、人権擁護委員としてご活躍をいただ

いております鳥谷峯道子氏の任期が本年６月30日をも

って満了となりますことから、後任として、小上眞理

子氏を推薦しようとするものであります。 

 また、同じく本年６月30日をもって任期満了となり

ます髙屋敷眞喜子氏につきましては、再び推薦しよう

とするものであります。 

 両候補者の経歴につきましては、議案に付しており

ます経歴書のとおりでありますが、小上氏は、久慈市

衛生班連合会副会長、久慈市公民館運営審議会委員、

久慈市消防団本部女性団員を務めるなど広く社会に貢

献されており、その誠実で温厚な人柄から地域の皆様

方の信望も厚く、人権擁護委員候補者として適任であ

ると考え、推薦するものであります。 

 また、髙屋敷氏につきましては、平成18年から人権

擁護委員として活躍されており、人権問題に対しよき

理解者であるとともに、久慈市社会福祉協議会評議員、
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久慈市ボランティア連絡協議会長を務めるなど、その

すぐれた識見と、温厚で思いやりのある人柄から地域

の信頼を得ているところであり、人権擁護委員候補者

として適任であると考え、再び推薦しようとするもの

であります。 

 以上、提案いたしました人事案件７件につきまして、

満場のご同意を賜りますようお願いを申し上げまして、

提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

    〔副市長中居正剛君登壇〕 

○副市長（中居正剛君）  私からは、提案いたしまし

た議案34件の提案理由及び報告１件について、ご説明

申し上げます。 

 まず、議案第１号「平成27年度久慈市一般会計予

算」について申し上げます。 

 平成27年度予算の編成に当たりましては、中長期的

に財政健全化を維持するため歳入に見合った予算規模

とすることを大前提とし、総合計画及び復興計画に登

載する主要施策を推進するため、限られた財源の重点

的かつ効率的な活用に努めるとともに、人口減少対策

をキーワードとして次期総合計画も見据えた新たな施

策も盛り込んだところであります。 

 以下、予算の概要について申し上げます。 

 １ページをお開き願います。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

234億8,200万円に定めようとするものであります。こ

の予算規模は、前年度予算額と比較いたしまして５億

6,700万円、2.4％の減となっております。 

 次に、９ページをお開き願います。 

 歳入の主な項目につきまして、前年度予算額との比

較で申し上げます。 

 市税は１億282万7,000円、2.6％の減。 

 地方交付税は３億1,845万3,000円、4.2％の増であ

りますが、このうち普通交付税計上額は62億577万

8,000円で7,926万7,000円、1.3％の増。特別交付税計

上額は７億円で、前年度と同額。震災復興特別交付税

計上額は10億4,699万1,000円で２億3,918万6,000円、

29.6％の増。 

 国庫支出金は３億1,630万8,000円、7.6％の増。こ

れは主に漁港施設災害復旧費負担金の増によるもので

あります。 

 県支出金は5,396万5,000円、3.0％の増。 

 繰入金は4,949万2,000円、2.6％の増。 

 市債は11億5,370万2,000円、42.5％の減。これは主

に学校教育施設等整備事業債の減によるものでありま

す。 

 次に、10ページ、11ページをお開き願います。 

 歳出でありますが、目的別に主な項目について申し

上げます。 

 総務費は14億1,665万6,000円、37.0％の減、主にブ

ロードバンド基盤整備事業費の減によるものでありま

す。 

 民生費は１億1,540万9,000円、2.0％の減、主に臨

時福祉給付金給付事業費の減によるものであります。 

 衛生費は4,092万9,000円、3.2％の増、主に久慈広

域連合じんかい処理負担金の増によるものであります。 

 農林水産業費は、６億8,883万6,000円、56.1％の増、

主に水産業共同利用施設復興整備事業費補助金の増に

よるものであります。 

 商工費は656万円、0.7％の増。 

 土木費は４億2,683万5,000円、13.9％の増、主に街

路整備県営事業負担金の増によるものであります。 

 消防費は593万4,000円、0.6％の減。 

 教育費は７億3,362万8,000円、27.7％の減、主に久

慈小学校改築事業費の減によるものであります。 

 災害復旧費は４億2,700万円、37.9％の増、漁港施

設の増によるものであります。 

 公債費は１億87万5,000円、3.6％の増などとなって

おります。 

 次に、第２条、債務負担行為でありますが、６ペー

ジの第２表のとおり、固定資産税評価替経費ほか２件

について、債務を負担する行為をすることができる事

項、期間及び限度額を定めようとするものであります。 

 次に、第３条、地方債でありますが、７ページの第

３表のとおり、公共施設防災機能強化事業ほか16件に

ついて、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び

償還の方法を定めようとするものであります。 

 以上のほか、第４条及び第５条において、一時借入

金の借り入れ 高額、同一款内での流用できる経費に

ついて、それぞれ定めようとするものであります。 

 次に、117ページをお開き願います。 

 議案第２号「平成27年度久慈市土地取得事業特別会

計予算」でありますが、歳入歳出予算の総額をそれぞ

れ2,062万6,000円に定めようとするものであります。 
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 歳入の主なものは、118ページのとおり、一般会計

繰入金で、歳出の主なものは、119ページのとおり、

公債費であります。 

 次に、129ページをお開き願います。 

 議案第３号「平成27年度久慈市国民健康保険特別会

計予算」についてご説明申し上げます。 

 まず、第１条、歳入歳出予算でありますが、歳入歳

出予算の総額を、事業勘定はそれぞれ54億2,668万円

に、直営診療施設勘定はそれぞれ２億5,898万2,000円

に定めようとするものであります。 

 事業勘定の歳入の主なものは、131ページのとおり

国民健康保険税７億9,170万7,000円、国庫支出金15億

5,923万5,000円、共同事業交付金13億1,787万9,000円

などであります。 

 歳出は、132、133ページのとおり、保険給付費30億

6,099万8,000円、後期高齢者支援金等６億1,234万

1,000円、共同事業拠出金13億2,504万7,000円などで

あります。 

 また、直営診療施設勘定の歳入の主なものは、159

ページのとおり、診療収入１億2,920万4,000円、繰入

金627万4,000円などであります。 

 歳出は、160ページのとおり総務費１億4,164万

7,000円、医業費１億109万6,000円などであります。 

 次に、第２条、債務負担行為でありますが、事業勘

定について、134ページの第２表のとおり、国保レセ

プト点検経費について、その事項、期間及び限度額を

定めようとするものであります。 

 次に、129ページに戻りまして、第３条、一時借入

金でありますが、事業勘定について、その 高額を

6,000万円に定めようとするものであります。 

 次に、181ページをお開き願います。 

 議案第４号「平成27年度久慈市後期高齢者医療特別

会計予算」でありますが、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ２億9,550万9,000円に定めようとするものであり

ます。 

 歳入の主なものは、182ページのとおり後期高齢者

医療保険料１億8,823万円、繰入金１億666万4,000円

などであります。 

 歳出の主なものは、183ページのとおり後期高齢者

医療広域連合納付金２億9,188万7,000円などでありま

す。 

 次に、193ページをお開き願います。 

 議案第５号「平成27年度久慈市介護サービス事業特

別会計予算」でありますが、歳入歳出予算の総額を、

それぞれ8,312万2,000円に定めようとするものであり

ます。 

 歳入につきましては、194ページのとおりサービス

収入に5,910万5,000円、繰入金に1,000円、諸収入に

2,401万6,000円を計上いたしました。 

 歳出につきましては、195ページのとおり総務費に

2,268万7,000円、サービス事業費に6,043万5,000円を

計上いたしました。 

 次に、213ページをお開き願います。 

 議案第6号「平成27年度久慈市魚市場事業特別会計

予算」でありますが、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

1,913万円に定めようとするものであります。 

 歳入の主なものは、214ページのとおり、使用料及

び手数料981万6,000円、繰入金694万5,000円でありま

す。 

 歳出は、215ページのとおり、総務費1,218万6,000

円、公債費694万4,000円であります。 

 次に、231ページをお開き願います。 

 議案第７号「平成27年度久慈市漁業集落排水事業特

別会計予算」でありますが、第１条、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ４億2,988万7,000円に定めようとする

ものであります。 

 歳入の主なものは、232ページのとおり、県支出金

１億円、繰入金１億476万円、諸収入１億285万8,000

円、市債9,470万円であります。 

 歳出は、233ページのとおり、漁業集落排水管理費

3,760万4,000円、漁業集落排水事業費２億8,752万

3,000円、公債費１億476万円であります。 

 次に、第２条、債務負担行為でありますが、234

ページの第２表のとおり、水洗便所改造資金利子補給

について、その事項、期間及び限度額を定めようとす

るものであります。 

 次に、第３条、地方債でありますが、235ページの

第３表のとおり、漁業集落排水事業について、起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定

めようとするものであります。 

 次に、257ページをお開き願います。 

 議案第８号「平成27年度久慈市公共下水道事業特別

会計予算」でありますが、第１条、歳入歳出予算の総

額を、それぞれ14億1,509万7,000円に定めようとする
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ものであります。 

 歳入の主なものは、258ページのとおり、使用料及

び手数料１億5,528万9,000円、国庫支出金３億900万

円、繰入金４億9,467万円、市債３億3,870万円を計上

いたしました。 

 歳出は、259ページのとおり、下水道管理費に２億

396万9,000円、下水道事業費に6億4,341万3,000円、

公債費に５億6,771万5,000円を計上いたしました。 

 次に、第２条、債務負担行為は、260ページの第２

表のとおり、水洗便所改造資金利子補給について、そ

の事項、期間及び限度額を定めようとするものであり

ます。 

 次に、第３条、地方債は、261ページの第３表のと

おり、下水道整備事業について、起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法を定めようとするも

のであります。 

 次に、257ページに戻りまして、第４条、一時借入

金は、その 高額を６億円に定めようとするものであ

ります。 

 次に、議案第９号「平成27年度久慈市水道事業会計

予算」についてご説明申し上げます。 

 １ページをお開き願います。 

 第２条、業務の予定量は、３事業合せて給水戸数を

１万4,879戸とし、年間総配水量は415万4,000立方

メートルを予定しております。 

 主要な建設改良事業は、取水及び浄水施設整備事業

１億9,934万6,000円、配給水施設整備事業５億4,179

万7,000円を計上いたしました。 

 ２ページをお開き願います。 

 第３条、収益的収入及び支出でありますが、収入の

上水道事業収益に７億2,410万5,000円、簡易水道事業

収益に7,830万9,000円、営農飲雑用水給水受託事業収

益に１億1,019万円を計上いたしました。 

 支出でありますが、上水道事業費用に８億2,533万

5,000円、簡易水道事業費用に9,607万7,000円、営農

飲雑用水給水受託事業費用に１億2,128万8,000円、３

ページに移りまして、予備費に500万円を計上いたし

ました。 

 次に、第４条、資本的収入及び支出でありますが、

収入は７億1,388万円を、支出は９億5,511万3,000円

を計上いたしました。 

 ４ページをお開き願います。 

 第５条、債務負担行為でありますが、債務を負担す

る行為をすることができる事項、期間及び限度額を表

のとおり定めようとするものであります。 

 第６条、企業債でありますが、起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法について、表のとお

り定めようとするものであります。 

 次に、第7条、一時借入金は、借入限度額を１億円

に定めようとするものであります。 

 次に、５ページ、第８条から第11条までは、地方公

営企業法の定めに従い、各項の流用することができる

経費等について、それぞれ記載のとおり定めようとす

るものであります。 

 次に、議案第10号「平成26年度久慈市一般会計補正

予算（第６号）」でありますが、今回の補正は、本年

度 終補正となりますので、現時点での事業費の 終

見込み等により調整を行ったものであります。 

 １ページをお開き願います。第１条、歳入歳出予算

の補正は、既定の予算額から歳入歳出それぞれ３億

5,258万8,000円を減額し、補正後の予算総額を274億

2,559万円にしようとするものであります。款及び項

の補正額は、２ページからの第１表、歳入歳出予算補

正のとおりであります。 

 次に、第２条、繰越明許費でありますが、５ページ

から６ページの第２表のとおり、公共施設防災機能強

化事業ほか34件について、事業費を翌年度に繰り越し

しようとするものであります。 

 次に、第３条、債務負担行為の補正は、８ページか

ら９ページの第３表のとおり、路線バス運行事業ほか

３件を追加するとともに、漁業近代化資金利子補給に

ついて、その限度額を変更しようとするものでありま

す。 

 また、発電施設誘致事業について、廃止しようとす

るものであります。 

 次に、第４条、地方債の補正は、10ページから11

ページの第４表のとおり、公共施設防災機能強化事業

ほか７件について、その限度額を変更しようとするも

のであります。 

 次に、議案第11号「平成26年度久慈市土地取得事業

特別会計補正予算（第１号）」でありますが、今回の

補正は、実績見込みにより、土地開発基金利子収入を

計上しようとするもので、１ページのとおり、既定の

予算額に歳入歳出それぞれ9,000円を追加し、補正後
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の予算総額を2,065万6,000円にしようとするものであ

ります。 

 次に、議案第12号「平成26年度久慈市国民健康保険

特別会計補正予算（第３号）」でありますが、今回の

補正は、１ページのとおり、第１条、歳入歳出予算の

補正は、事業勘定につきましては、既定の予算額から

歳入歳出それぞれ１億2,469万3,000円を減額し、補正

後の予算総額を48億943万3,000円にし、また、直営診

療施設勘定につきましても、既定の予算額から歳入歳

出それぞれ346万6,000円を減額し、補正後の予算総額

を２億6,395万5,000円にしようとするものであります。 

 事業勘定の補正の内容でありますが、実績見込みに

基づき、歳入につきましては、３ページのとおり県支

出金、療養給付費等交付金、繰入金を増額、国庫支出

金、前期高齢者交付金、共同事業交付金、諸収入を減

額し、歳出につきましては、４ページのとおり諸支出

金等を増額、総務費、保険給付費、共同事業拠出金等

を減額しようとするものであります。 

 直営診療施設勘定の補正の内容でありますが、歳入

につきましては、19ページのとおり繰入金を増額、諸

収入、市債を減額し、歳出につきましては、20ページ

のとおり医業費を減額しようとするものであります。 

 次に、第２条地方債の補正でありますが、直営診療

施設勘定について、22ページ、23ページの第２表のと

おり、その限度額を変更しようとするものであります。 

 次に、議案第13号「平成26年度久慈市後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）」でありますが、今回

の補正は、１ページのとおり、既定の予算額に歳入歳

出それぞれ2,466万9,000円を追加し、補正後の予算総

額を２億9,470万7,000円にしようとするものでありま

す。 

 補正の内容でありますが、実績見込みに基づき、歳

入につきましては、２ページのとおり後期高齢者医療

保険料、繰入金、繰越金及び諸収入を増額、歳出につ

きましては、３ページのとおり後期高齢者医療広域連

合納付金及び諸支出金を増額しようとするものであり

ます。 

 次に、議案第14号「平成26年度久慈市介護サービス

事業特別会計補正予算（第２号）」でありますが、今

回の補正は、１ページのとおり、既定の予算総額から

歳入歳出それぞれ872万1,000円を減額し、補正後の予

算総額を7,607万4,000円にしようとするものでありま

す。 

 補正の内容でありますが、歳入につきましては、２

ページのとおり、繰入金を増額、サービス収入、諸収

入を減額し、歳出につきましては、３ページのとおり、

総務費、サービス事業費を減額しようとするものであ

ります。 

 次に、議案第15号「平成26年度久慈市魚市場事業特

別会計補正予算（第３号）」でありますが、今回の補

正は、１ページのとおり、既定の予算額から歳入歳出

それぞれ45万8,000円を減額し、補正後の予算総額を

2,812万1,000円にしようとするものであります。 

 補正の内容でありますが、歳入につきましては、２

ページのとおり使用料及び手数料を増額、諸収入を減

額し、歳出につきましは、３ページのとおり総務費を

減額しようとするものであります。 

 次に、議案第16号「平成26年度久慈市漁業集落排水

事業特別会計補正予算（第４号）」でありますが、今

回の補正は、１ページのとおり、第１条、歳入歳出予

算の補正は、既定の予算額から歳入歳出それぞれ１億

478万3,000円を減額し、補正後の予算総額を２億

9,855万7,000円にしようとするものであります。 

 補正の内容でありますが、歳入につきましては、２

ページのとおり県支出金、諸収入及び市債を減額、繰

入金を増額し、歳出につきましては、３ページのとお

り漁業集落排水管理費及び漁業集落排水事業費を減額

しようとするものであります。 

 次に、第２条、繰越明許費でありますが、４ページ

の第２表のとおり、漁業集落排水整備事業費について、

事業費を翌年度に繰り越しをしようとするものであり

ます。 

 次に、第３条、地方債の補正でありますが、６ペー

ジ、７ページの第３表のとおり、漁業集落排水事業に

ついて、その限度額を変更しようとするものでありま

す。 

 次に、議案第17号「平成26年度久慈市公共下水道事

業特別会計補正予算（第４号）」でありますが、１

ページのとおり、第１条、歳入歳出予算の補正は、既

定の予算額に歳入歳出それぞれ3,205万7,000円を減額

し、補正後の予算総額を12億4,559万5,000円にしよう

とするものであります。 

 補正の内容でありますが、歳入につきましては、２

ページのとおり、繰入金を増額、国庫支出金、諸収入、



－18－ 

市債を減額し、歳出につきましては、３ページのとお

り、下水道管理費、下水道事業費を減額し、公債費を

増額しようとするものであります。 

 次に、第２条、繰越明許費は、４ページの第２表の

とおり、公共下水道事業補助ほか１件について、事業

費を翌年度に繰り越ししようとするものであります。 

 次に、第３条、地方債の補正は、６ページ、７ペー

ジの第３表のとおり、下水道整備事業について、その

限度額を変更しようとするものであります。 

 次に、議案第18号「教育長の職務に専念する義務の

特例に関する条例」でありますが、この条例は、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、

教育長の職務に専念する義務の免除の特例に関し、必

要な事項を定めようとするものであります。 

 次に、議案第19号「部設置条例の一部を改正する条

例」でありますが、この条例は、行政組織のスリム化

を図ることを目的といたしまして、医療、健康、福祉

を一体的に推進するため、市民生活部と健康福祉部を

統合し、生活福祉部に改め、第一次産業と第二次及び

第三次産業の連携を図るため、農林水産部と産業振興

部を統合し、産業経済部に改めるなどの行政組織の改

編を行い、あわせて所要の整備をしようとするもので

あります。 

 次に、議案第20号「行政手続条例の一部を改正する

条例」でありますが、この条例は、行政手続法の一部

改正に伴い、行政指導の中止等の求め及び処分等の求

めについて定めるなど、所要の改正をしようとするも

のであります。 

 次に、議案第21号「職員表彰条例等の一部を改正す

る条例」でありますが、この条例は、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律の改正に伴い、現在の教育

長の次の任期の教育長から、教育委員長と教育長を一

本化した新教育長が設置されることから、関係条例に

ついて所要の整備をしようとするものであります。 

 次に、議案第22号「保育所条例の一部を改正する等

の条例」でありますが、この条例は、子ども・子育て

支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律

の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に

よる児童福祉法の一部改正及び子ども・子育て支援法

の施行に伴い、保育所の利用者限度額を定めるととも

に、所要の整備をしようとするものであります。 

 次に、議案第23号「看護師養成奨学資金貸付条例」

でありますが、この条例は、将来、市内医療施設にお

いて看護師の業務に従事しようとする者に対し、看護

師養成奨学資金の貸し付けを行うことにより、看護学

校等への修学を容易にし、市内医療施設における円滑

な看護師の確保に資することを目的に制定しようとす

るものであります。 

 次に、議案第24号「海女センター条例の一部を改正

する条例」でありますが、この条例は、久慈市小袖海

女センターの再建に伴い、地魚販売施設等の機能を追

加し、地域の活性化及び交流人口の拡大を図るため、

所要の改正をしようとするものであります。 

 次に、議案第25号「道路占用料徴収条例の一部を改

正する条例」でありますが、この条例は、岩手県の例

に準じて、市道の占用料の額を改定し、あわせて所要

の整備をしようとするものであります。 

 次に、議案第26号「法定外公共物管理条例の一部を

改正する条例」でありますが、この条例は、道路占用

料徴収条例に準じていることから、あわせて道路の使

用料の額を改定しようとするものであります。 

 次に、議案第27号「特別用途地区内における建築物

の制限に関する条例の一部を改正する条例」でありま

すが、この条例は、建築基準法施行令の一部改正に伴

い、特別用途地区内の既存の建築物に対する制限の緩

和及び用途に関する条項につきまして、引用する建築

基準法施行令の一部改正に適合するよう、所要の整理

をしようとするものであります。 

 次に、議案第28号「下水道条例の一部を改正する条

例」でありますが、この条例は、市道の占用料及び法

定外公共物の道路の使用料の額を改定することにあわ

せて、水路以外の施設の占用料の額を改定しようとす

るものであります。 

 次に、議案第29号「久慈市超高速ブロードバンド基

盤整備工事の請負変更契約の締結に関し議決を求める

ことについて」でありますが、本案は、平成26年６月

６日に議会の議決を経て、東日本電信電話株式会社岩

手支店と契約を締結した久慈市超高速ブロードバンド

基盤整備工事について、原契約の請負金額10億8,000

万円から9,244万8,000円を減額し、９億8,755万2,000

円で請負変更契約を締結しようとするものであります。 

 変更の主な内容でありますが、小久慈町岩瀬張地区

から誂子地区を東日本電信電話株式会社が自社で施行
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することとなったことに伴い、当初見込んでいた施行

区間が縮小したことによるものであります。 

 なお、本契約の受注者でありますが、東日本電信電

話株式会社の組織変更に伴い、東日本電信電話株式会

社岩手支店から東日本電信電話株式会社ビジネス＆オ

フィス営業推進本部岩手法人営業部門に変更となった

ところであります。 

 次に、議案第30号「小袖漁港海岸災害復旧（23災第

74号水門）ほか工事の請負契約の締結に関し議決を求

めることについて」でありますが、本案は、東日本大

震災により被災した小袖漁港海岸防潮堤の水門・陸閘

の災害復旧工事を施工するに当たり、北日本機械株式

会社と１億5,444万円で請負契約を締結しようとする

ものであります。 

 工事の概要でありますが、水門・陸閘各１基を電動

化して復旧するものであります。 

 次に、議案第31号及び議案第32号「洋野町道の路線

を久慈市の区域内に認定することの承諾に関し議決を

求めることについて」でありますが、両議案は、洋野

町が町道の路線認定に当たり、一部区域が久慈市の区

域内に設置されていることから、道路法第８条第３項

の規定に基づき、洋野町長から承諾の求めがあったの

で、承諾することにいて、同条第４項の規定により議

決を求めようとするものであります。 

 両議案とも、岩手県営土地改良事業により整備され

た路線であり、公共性が認められることから、承諾し

ようとするものであります。 

 次に、議案第33号及び議案第34号「市道路線の認定

に関し議決を求めることについて」でありますが、ご

提案申し上げております長小西線及び長小南線は、久

慈市復興計画に基づき長内小学校の児童及び周辺住民

の避難道路として整備された路線であります。 

 長小西線は、市道長小通り線と市道坂下通り線を結

ぶ路線であり、長小南線は、長小西線から長内小学校

に通じる路線であり、いずれの路線も公共性が高いと

認められることから、市道に認定しようとするもので

あります。 

 次に、報告第１号「職員による自動車事故に係る損

害賠償事件に関する専決処分の報告について」であり

ますが、本件は、本年１月６日、市が保有する車両が

訪問看護サービス提供のため訪問した際に運転を誤り、

相手方の所有する自宅の雨どいに接触し、損傷させた

ものであります。 

 この事故に係る損害賠償の額の決定及びこれに伴う

和解について、地方自治法第180条第１項の規定に基

づき専決処分をしたので、同条第２項の規定により報

告するものであります。 

 これまでも、交通安全運転については日ごろから指

導を行っているところでありますが、今後とも周囲の

状況を確認するなど、安全な運転を行うよう指導して

まいりたいと考えております。 

 以上で、提案理由及び報告の説明とさせていただき

ます。よろしくご審議、ご決定を賜りますよう、お願

い申し上げます。 

 大変失礼いたしました。議案第22号の「保育所条例

の一部を改正する等の条例」の説明におきまして、

「保育所の利用者限度額を定めるとともに」と申し上

げましたが、「保育所の利用者負担額を定めるととも

に」と訂正をお願いいたします。どうぞよろしくお願

いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  これより提出議案に対する

総括質疑に入ります。質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、議案の委員会付託について、お諮りいたしま

す。 

 まず、議案第１号から議案第９号までの平成27年度

各会計予算は、議長を除く23人の委員をもって構成す

る予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査す

ることにしたいと思います。これにご異議ありません

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（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。 

 次に、議案第18号から議案第34号までの17件は、お

手元に配付の議案付託表のとおり、それぞれ所管の常

任委員会に付託いたします。 

 次に、付託省略議案についてお諮りいたします。 

 議案第10号から議案第17号までの補正予算及び議案

第35号から議案第41号までの15件は、委員会の付託を

省略し、本日審議することにいたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  ご異議なしと認めます。よ
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って、そのように決定いたしました。 

 この際、委員会条例第９条第１項の規定により、た

だいま設置された予算特別委員会の委員長及び副委員

長互選のため、当職から予算特別委員会を招集します。 

 正副委員長互選の間、暫時休憩をいたします。 

    午前11時44分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午前11時57分   再開   

○議長（八重櫻友夫君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 予算特別委員長から正副委員長が選任された旨、報

告がありました。委員長に桑田鉄男君、副委員長に城

内仲悦君。 

 以上であります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第６ 議案第35号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第６、議案第35号「教

育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについ

て」を議題といたします。 

 質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 それでは、採決いたします。議案第35号「教育委員

会の委員の任命に関し同意を求めることについて」は、

これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第35号は同意することに決定いたしました。 

 この際、市長から発言を求められておりますので、

これを許します。遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいま提案をいたしました

人事案件に関し、ご同意を賜り、まことにありがとう

ございます。つきましては、議会のご了承をいただき

まして、成田不美氏から挨拶をさせたいと存じますの

で、議長のお取り計らいをお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  成田不美君。 

    〔成田不美君登壇〕 

○成田不美君  ただいまご指名にあずかりました成田

不美と申します。教育委員の任命に際し、快くご同意

いただきましたことに心より感謝申し上げます。 

 私は、昭和51年４月、長内中学校勤務をスタートし

て、平成26年３月、小久慈小学校を 後に定年退職い

たしました。 

 教育現場にいたことで、子供たちの教育に直接かか

わることができました。そのことで、教師が学力を定

着させるための教材研究を深めたり、心を豊かにする

言葉や話を追求することで、教育への成果が上がるこ

とも手ごたえとして感じることができました。 

 しかし、教育は、家庭、社会でも行われております。

この支えと連携があってこそ教育の成果が大きくあら

われます。 

 今回の任命を機に、微力ではございますが、よりよ

い教育のために、家庭、学校、社会の連携に向けて努

力させていただきたいと思います。 

 ご指導、ご支援、よろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第７ 議案第36号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第７、議案第36号「教

育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについ

て」を議題といたします。 

 質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 それでは、採決いたします。議案第36号「教育委員

会の委員の任命に関し同意を求めることについて」は、

これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第36号は同意することに決定いたしました。 

 この際、市長から発言を求められておりますので、

これを許します。遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいま提案をいたしました

人事案件に関し、ご同意を賜り、まことにありがとう

ございました。つきましては、議会のご了承をいただ

きまして、宇部京子氏から挨拶をさせたいと存じます

ので、議長のお取り計らいをお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  宇部京子君。 

    〔宇部京子君登壇〕 

○宇部京子君  ただいまご指名にあずかりました宇部

京子でございます。 

 本日は、久慈市教育委員会委員の任命に当たりまし

て、議会の皆様のご同意を賜り、まことにありがとう

ございました。身に余る光栄とその責任の重大さに、

身の引き締まる思いでございます。 
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 改めて教育委員としての自覚を認識し、久慈市教育

の発展のために、微力ながら誠心誠意努力してまいる

考えでございます。 

 もとより、学校教育については門外漢でございます

が、子供の本を書くかたわら、盛岡いのちの電話の相

談員及び研修担当事務局員として、また、文部科学省

委託引きこもりのキャンプに参加するなど、子供の諸

問題に力を注いでまいりました。 

 私は、この経験を活かして、久慈市の教育行政に何

かのお役に立ちたいと考えております。市長をはじめ、

市議会の皆様のご指導、ご鞭撻のほどお願い申し上げ

まして、お礼のご挨拶といたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第８ 議案第37号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第８、議案第37号「固

定資産評価審査委員会の委員の選任に関し同意を求め

ることについて」を議題といたします。 

 質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 それでは、採決いたします。議案第37号「固定資産

評価審査委員会の委員の選任に関し同意を求めること

について」は、これに同意することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第37号は同意することに決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第９ 議案第38号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第９、議案第38号「固

定資産評価審査委員会の委員の選任に関し同意を求め

ることについて」を議題といたします。 

 この際、地方自治法第117条の規定により、畑中勇

吉君の退席を求めます。 

    〔７番畑中勇吉君退席〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 それでは、採決いたします。議案第38号「固定資産

評価審査委員会の委員の選任に関し同意を求めること

について」は、これに同意することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第38号は同意することに決定いたしました。 

 畑中勇吉君の入場を許します。 

    〔７番畑中勇吉君入場〕 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第10 議案第39号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第10、議案第39号「固

定資産評価審査委員会の委員の選任に関し同意を求め

ることについて」を議題といたします。 

 質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 それでは、採決いたします。議案第39号「固定資産

評価審査委員会の委員の選任に関し同意を求めること

について」は、これに同意することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第39号は同意することに決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第11 議案第40号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第11、議案第40号「人

権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることにつ

いて」を議題といたします。 

 この際、地方自治法第117条の規定により、山口健

一君の退席を求めます。 

    〔９番山口健一君退席〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 それでは、採決いたします。議案第40号「人権擁護

委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて」

は、異議がない意見とすることに賛成の諸君の起立を

求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第40号は異議がない意見とすることに決定い

たしました。 

 山口健一君の入場を許します。 

    〔９番山口健一君入場〕 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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    日程第12 議案第41号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第12、議案第41号「人

権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることにつ

いて」を議題といたします。 

 質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 それでは、採決いたします。議案第41号「人権擁護

委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて」

は、異議がない意見とすることに賛成の諸君の起立を

求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第41号は異議がない意見とすることに決定い

たしました。 

 この際、昼食のため休憩いたします。再開は午後１

時15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15分   再開   

○議長（八重櫻友夫君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第13 議案第10号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第13、議案第10号「平

成26年度久慈市一般会計補正予算（第６号）」を議題

といたします。 

 議案の審議方法についてお諮りいたします。第１条

歳入歳出予算の補正については、歳入歳出別、款ごと

に、他の各条については条ごとに説明を受け、審議を

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〕 

○議長（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。 

 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。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  それでは、事項別明細書

によりご説明申し上げます。16ページをお開き願いま

す。 

 歳入、９款１項１目地方交付税でありますが、普通

交付税交付額の確定見込みにより2,310万6,000円の増

ほか１件の減、この項は合わせて１億793万8,000円の

減額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（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。勝田総務

部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  11款分担金及び負担金１

項負担金でありますが、１目総務費負担金は実績見込

みにより消費者行政共同運営費180万円の減、２目民

生費負担金は実績見込みにより公立保育所運営費159

万9,000円の増ほか１件の増１件の減、合わせて124万

6,000円の増額、この項は合わせて55万4,000円の減額

を計上。 

 ２項分担金でありますが、１目農林水産業費分担金

は実績見込みにより宇部川地区ほ場整備事業分担金

114万8,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。17番城内

仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  宇部川地区ほ場整備事業分担

金が今回出ていますが、これは実際問題、全体として

いくらになってくるのか。今回、補正計上なんですけ

ど、これはどういう率で、全体の予算の関わりの中で

どういうふうな金額になるのか、お聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  宇部川地区ほ場整備

事業に係る分担金についてのご質問でございますけれ

ども、今回の補正につきましては事業費の変更による

ものでございまして、当初は１億5,300万円の事業費

でございました。変更後でございますけれども１億

7,596万円という事業費の見込みでございまして、こ

ちらのほうに５％の分担金額をみてございまして114

万8,000円の分担金の増を計上させていただいたとこ

ろでございます。全体につきましては約900万ほどの

分担金ということになります。 

 以上でございます。 

○議長（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。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  13款国庫支出金１項国庫

負担金でありますが、１目民生費負担金は事業費の確
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定見込みにより、国民健康保険基盤安定制度245万

3,000円の増ほか２件の増３件の減、合わせて1,867万

8,000円の減額、３目災害復旧費負担金は事業費の確

定見込みにより、漁港施設災害復旧費負担金２億

9,624万円の減額、この項は合わせて３億1,491万

8,000円の減額を計上。 

 ２項国庫補助金でありますが、１目総務費補助金は

実績見込みにより社会保障税番号制度対策事業778万

6,000円の減額、２目民生費補助金は実績見込みによ

り障害支援区分等認定審査運営事業25万2,000円の減

ほか２件の増１件の減、合わせて1,229万2,000円の増

額、３目衛生費補助金は実績見込みにより浄化槽設置

整備事業182万2,000円の減ほか１件の減、合わせて

338万円の減額、４目農林水産業費補助金は農山漁村

活性化プロジェクト支援交付金300万円を計上、６目

土木費補助金は国補正予算に係る事業実施等により、

社会資本整備総合交付金（道路新設改良事業）906万

3,000円の増ほか５件の減、合わせて4,482万6,000円

の減額。18ページをお開き願います。７目教育費補助

金は実績見込みにより特別支援教育就学奨励費（小学

校）８万4,000円の増ほか１件の増、合わせて13万

6,000円の増額、この項は合わせて4,056万4,000円の

減額を計上。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。６番木ノ

下祐治君。 

○６番（木ノ下祐治君）  林業振興費の農山漁村活性

化プロジェクト支援事業300万、この内容を教えてく

ださい。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  農山漁村活性化プロ

ジェクトの交付金の内容でございますけれども、菌床

しいたけ栽培ハウスの実施設計に係る補助金でござい

まして、国が２分の１、事業主体２分の１という内容

でございまして、事業費で600万円の２分の１という

ことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  22番宮澤憲司君。 

○22番（宮澤憲司君）  民生費負担金、1,229万2,000

円の保育緊急確保事業とありますけれども、この内容

についてお聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  お答えをいたします。

これは19ページにございますが、民生費補助金の児童

福祉、子育て支援対策臨時特例事業、この分が事業が

振り変わりになりまして、保育緊急確保事業、これに

４事業ほど振りかえになってこちらのほうに計上した

ものでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  22番宮澤憲司君。 

○22番（宮澤憲司君）  ４事業に振りかえになったと

いうことですが、４事業はどのような内容でしょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  乳児家庭全戸訪問事

業、こんにちは赤ちゃん事業と申しますが、これと、

２つ目が地域子育て支援拠点事業、３つ目が一時預か

り事業、４つ目が僻地保育事業、この４事業が振りか

わりになって、別のほうの事業に補助金が変わったも

のでございます。 

 以上です。 

○議長（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。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  14款県支出金１項県負担

金でありますが、１目民生費負担金は事業費の確定見

込みにより、国民健康保険基盤安定制度1,409万3,000

円の増ほか３件の増２件の減、合わせて1,791万5,000

円の増額を計上。 

 ２項県補助金でありますが、１目総務費補助金は実

績見込みにより、石油貯蔵施設立地対策等交付金150

万円の減ほか１件の増１件の減、合わせて307万9,000

円の増額、２目民生費補助金は事業費の確定見込みに

より、乳幼児妊産婦医療給付費271万7,000円の増ほか

７件の増７件の減、合わせて1,222万9,000円の減額、

３目衛生費補助金は実績見込みにより地域自殺対策緊

急強化交付金140万円の減ほか１件の増１件の減、合

わせて9,333万2,000円の増額、４目労働費補助金は実

績見込みにより、緊急雇用創出事業529万7,000円の減

額、５目農林水産業費補助金は実績見込みにより、農

業委員会職員分（定額）19万4,000円の減ほか４件の

増７件の減、合わせて224万4,000円の減額。20ページ

をお開き願います。６目土木費補助金は実績見込みに

より、下水道事業債償還基金費補助金32万5,000円の

減ほか２件の減、合わせて113万4,000円の減額、７目

教育費補助金は被災児童生徒就学援助事業77万6,000
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円の減額、この項は合わせて7,473万1,000円の増額を

計上。 

 ３項委託金でありますが、１目総務費委託金はいわ

てグラフ等配付５万1,000円の増ほか１件の増１件の

減、合わせて211万3,000円の増額、３目農林水産業費

委託金は実績見込みにより、宇部川地区換地業務事業

610万円の減額、この項は合わせて398万7,000円の減

額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。17番城内

仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  地域医療情報ネットワーク整

備事業で9,600万、約１億の関係で出てるんですが、

たしか前に６億ぐらいの予算計上があったと思うんで

すけど、これはどういった内容の、変化なのか、何で

今、こういった形で出てきてるのか、内容をお聞かせ

ください。 

○議長（八重櫻友夫君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  これは、補助スキー

ムが変更になったことによります。当初は直接交付事

業でございまして、県から直接、事業主体であります

北三陸塾のほうに補助金が支払われるという予定でご

ざいましたけれども、間接補助に補助スキームが変更

になりまして、市町村を通すということになったこと

による変更でございます。 

 以上でございます。 

○議長（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。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  15款財産収入１項財産運

用収入でありますが、２目利子及び配当金は実績見込

みにより、東日本大震災復興交付金基金利子143万円

の増ほか１件の増、合わせて194万6,000円の増額を計

上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（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。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  17款繰入金１項基金繰入

金でありますが、１目財政調整基金繰入金は２億

5,052万7,000円の増額、３目東日本大震災復興交付金

基金繰入金は1,787万5,000円の減額、４目東日本大震

災復興基金繰入金は１億7,664万6,000円の減額、５目

地域の元気臨時交付金基金繰入金は73万5,000円の増

額、９目長寿と健康のまちづくり基金繰入金は80万

9,000円の減額、この項は合わせて5,593万2,000円の

増額を計上。 

 22ページをお開き願います。２項特別会計繰入金で

ありますが、１目土地取得事業特別会計繰入金は、土

地開発基金利子の実績見込みにより9,000円を計上い

たしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。16番小野

寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  財政調整基金の残高を恐ら

く17億7,000万、年度末でなると思うんですが、その

下の復興交付金基金、復興基金、それぞれ年度末の残

高、いくらぐらいになるんですか、教えてください。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  まず、東日本大震災復興

基金でございますが、26年度末現在高見込みで申し上

げます。３億4,701万4,000円となります。そのうち通

常分が１億1,479万6,000円、それから住宅分が２億

3,221万8,000円、合わせて３億4,701万4,000円の残高

となってございます。 

 それから、地域の元気臨時交付金基金の残高でござ

いますが、26年度末現在高見込みではゼロとなります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  復興交付金は年度末残高３

億4,700万ぐらいでしょ。それはいいんです。復興基

金の残高はいくらぐらいになるんですか。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  大変失礼しました。東日

本大震災復興交付金基金でございますが、これにつき

ましては26年度末現在高見込みで10億7,863万1,000円

を見込んでおります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  先ほど財政調整基金、この残

高が17億いくらという話があったんですが、26年度末

での金額をお知らせ願いたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  財政調整基金の26年度末
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の現在高ということでございますが、見込み額で17億

7,246万9,000円となります。 

 以上です。 

○議長（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。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  18款１項１目繰入金であ

りますが、前年度繰入金に１億7,673万5,000円の増額

を計上いたしました。 

 以上です。 

 大変失礼しました。繰越金と申し上げるべきところ

を繰入金と申し上げましたが、繰越金に訂正をさせて

いただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（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。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  19款諸収入４項４目雑入

でありますが、実績見込みにより身体障害者等居宅介

護給付費31万5,000円の減ほか３件の増５件の減、合

わせて163万7,000円の減額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（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。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  20款１項市債であります

が、実績見込み等により公共施設防災機能強化事業債

6,130万円の減ほか７件の減、この項は合わせて２億

1,140万6,000円の減額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。16番小野

寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  臨時財政対策債、減額補正

になってるんですが、この臨時財政対策債は、言わば

政府の責任で措置すべきものを、地方に起債をさせて

いるというふうに理解してきたんですが、そして、そ

の起債の償還は地方交付税でみると、措置するという

理解でよろしいんですか。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ちょっとその交付税措置

とかにつきましては承知してませんので、資料を確認

してご答弁さしあげます。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  要するに、今年度、地方交

付税措置になるということになりますと、他の起債を

起こすよりもこれを活用したほうがいいわけですよね。

それで、なぜこれが減額補正になってるのかっていう

のはちょっとわからなかったもので。しかも、その使

途にこれは制約はないでしょう。そういう思いからの

質問でした。よろしくお願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  小野寺議員、資料取り寄せ

てからお願いいたします。 

 ただいまの小野寺議員の質問については、資料を取

り寄せて答弁させますが、できましたようですので、

お願いします。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  この臨時財政特例債の減

額でございますけれども、当初見込み計上額の過大分

についての補正の減、当初予算で過大に見込んでた分

の減額ということでございます。あと交付税措置につ

いては全額交付税で補痾されるということでございま

す。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、給与費明細書及び１款議会費。説明を

求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  それでは 初に給与費等

について、補正予算給与費明細書についてご説明申し

上げます。46ページをお開き願います。 

 １特別職でありますが、表の一番下の比較欄でご説

明申し上げます。その他の特別職は職員数は12人の減、

報酬115万1,000円の減、共済費８万9,000円の減、合

わせて124万円の減額。これは主に久慈市土地改良区

総代選挙において無投票となったこと等によるもので

あります。47ページとなります。２一般職（１）総括

でありますが、比較欄でご説明申し上げます。職員数

の増減はございません。給与費は職員手当74万6,000

円の減額となりますが、これは実績見込みによるもの

であります。共済費は4,950万9,000円の増額となりま

すが、これは退職手当特別負担金となります。 

 以上で、給与費明細書の説明を終わります。 

 それでは前に戻っていただいて、24ページをお開き

願います。 

 歳出、１款１項１目議会費でありますが、実績見込

みにより、議員行動経費160万2,000円の減ほか２件の
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減、合わせて168万7,000円の減額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。17番城内

仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  議会費ですのであれですが、

この北方領土の関係ですが、進んでいない状況ですけ

ど、今、ロシアですかね。この問題、北方４島ってい

う話を日本が主張してるんですけども、本来のサンフ

ランシスコ条約で日本が千島列島を投げてしまったと

いう歴史の経過、あるわけですよね。それでそういう

歴史的な点まで踏み込まないとなかなか進まないよう

な状況があるんじゃないかという気がするんですけど

も、この5,000円の減額というのは何なのか。活動が

低下したことなのか。その辺、存じていればお聞かせ

いただきたいんですが、どこで答弁できますか。 

○議長（八重櫻友夫君）  大森議会事務局長。 

○議会事務局長（大森正則君）  それでは、ただいま

のご質問にお答え申し上げますが、これにつきまして

は、震災の関係で負担金5,000円が被災地免除という

形になったものでございまして、今年度も支払ってよ

ろしいということになりましたので、減額補正したも

のでございます。 

 以上です。 

○議長（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。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ２款総務費１款総務管理

費でありますが、１目一般管理費は実績見込みにより、

嘱託職員報酬7,000円の減ほか６件の増４件の減１件

の財源更正、合わせて5,221万2,000円の増額。２目文

書広報費は実績見込みにより、広報発行及び広聴活動

経費66万円の増ほか１件の増、合わせて266万円の増

額。３目財政管理費は組み替えのため補正額の増減は

ありません。５目財産管理費は実績見込みにより財産

評価委員委員報酬２万円の減ほか１件の増６件の減、

合わせて9,109万6,000円の減額。26ページをお開き願

います。６目企画費はふるさと納税御礼用記念品代と

して企画関係事務経費164万円の増ほか４件の増３件

の減、合わせて1,619万1,000円の減額。７目諸費は組

み替えのため補正額の増減はありません。８目交通安

全対策費は実績見込みにより、交通指導員活動経費48

万9,000円の減額。９目諸費は実績見込みにより防犯

灯設置維持管理経費215万円の増ほか１件の増１件の

財源更正、合わせて235万円の増額。この項は合わせ

て5,055万4,000円の減額を計上。 

 ２項徴税費でありますが、１目税務総務費は財源更

正のため補正額の増減はありません。２目賦課徴収費

は実績見込みにより、徴収事務経費24万6,000円の減

ほか１件の減、合わせて82万7,000円の減額を計上。 

 ４項選挙費でありますが、１目選挙管理委員会費は

財源更正のため補正額の増減はありません。３目久慈

市土地改良区総代選挙費は実績見込みにより、久慈市

土地改良区総代選挙執行経費120万円の減額を計上。 

 28ページをお開き願います。５項統計調査費であり

ますが、２目基幹統計費は実績見込みにより基幹統計

調査経費31万円の減額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。１番梶谷

武由君。 

○１番（梶谷武由君）  企画費のところですが、発電

施設誘致事業費304万5,000円の減となってますが、こ

の減になった理由と誘致する予定だったその内容につ

いてお伺いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  奈良産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（奈良透君）  ご質問のあった件

につきましてですけども、この発電施設誘致事業であ

りますが、この事業は市の復興計画に掲げております

大規模な電力供給拠点の形成を目指しまして、久慈地

区の拠点工業団地メガソーラー事業における用地確保

のために予算確保したものですけども、年度内の事業

着手が困難となったために減額したものでございます。

事業着手の方向が見えました段階で、改めて予算計上

させていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  今のメガソーラーの関係です

が、平沢工業団地にということで、相手の会社も決ま

ったような議会での答弁があったかと思ってました、

１年以上前の話かと思いますが、それはどうなってる

のか、詳しく説明願いたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  奈良産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（奈良透君）  議員おっしゃると

おり、事業者が決まりまして、坪井工業株式会社が現

在、事業を進めているところでございます。 

 以上です。 
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○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 ３款民生費。説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  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実績見込みに

より、身体障害者ホームヘルパー経費２万8,000円の

減ほか３件の増７件の減１件の財源更正、合わせて１

億9,881万3,000円の増額。２目老人福祉費は実績見込

みにより、介護保険事務経費51万9,000円の増、新規

事業として新分野事業を始めようとする事業所への開

設準備経費への補助として、在宅介護環境整備事業費

補助金200万円を計上ほか５件の増８件の減１件の組

みかえ１件の財源更正、合わせて1,925万7,000円の増

額。30ページをお開き願います。４目災害救助費は実

績見込みにより、災害援護資金貸付金1,750万円の減

ほか１件の減、合わせて5,387万3,000円の減額。この

項は合わせて１億6,419万7,000円の増額を計上。 

 ２項児童福祉費でありますが、１目児童福祉総務費

は実績見込みにより、代替保育士等臨時職員賃金及び

共済費90万円の増ほか２件の増２件の減１件の組み替

え２件の財源更正、合わせて117万4,000円の増額。 

 ２目児童福祉運営費は実績見込みにより、民間保育

所児童保育委託料3,028万6,000円の増ほか３件の増４

件の減、合わせて1,281万8,000円の減額。３目児童福

祉施設費は実績見込みによりへき地保育所運営費12万

円の増ほか１件の増１件の財源更正、合わせて19万

2,000円の増額。この項は合わせて1,145万2,000円の

減額を計上。 

 ３項生活保護費でありますが、１目生活保護総務費

は生活保護法施行事務費1,001万5,000円の増ほか１件

の組み替えを計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。16番小野

寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  ２点お聞かせください。第

１点は、29ページの社会福祉総務費の国保特別会計事

業勘定繰出金１億7,444万3,000円、このうち、確か国

保事業会計のほうを見れば１億5,200万なにがしが出

てるんですが、この１億5,200万余は、いわゆる国保

事業の赤字補痾のための、いわゆる政策的繰り入れと

いう理解でよろしいですか。それが第１点。 

 第２点は、31ページの児童福祉運営費で、保育士等

処遇改善事業費補助金が減額補正になってるんですが、

これは確か保育士さん１人当たり月額１万円前後でし

たか、給与改善と言いますか、処遇改善に使っていた

だくということで出されてるものですよね。そこで、

以前にも質した経緯があるんですが、実際に保育士さ

んにそれが処遇改善として措置をされてるのかどうか

という問題です。実はこの問題、先般、国会でも介護

ヘルパーさんのいわゆる１万2,000円と３万何ぼでし

たか、それが実際にヘルパーさんにかさ上げされてる

のかという国会質疑もあったんですが、その中でやっ

ぱり報告を求めるというようなやりとりがあったよう

に記憶してます。そういう点で言えば、やっぱり保育

士さんの処遇改善のための事業実施ですから、後で実

際に使われ方がそういう方向に使われてるのかどうか

ということをお聞きをする、報告をしていただくとい

うことは、行政としても財政上は必要かなというふう

に思うんですが、改めてお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  国保特別会計の繰出

金についてのご質問いただきました。１億7,444万

3,000円でございます。このうち、いわゆる国保の基

盤安定分については2,206万2,000円、それからその他

の繰り出し分として１億5,238万1,000円です。その内

訳でございますが、いわゆる出産育児一時金に係る繰

り出しが400万円の減額、それから事務費の繰り出し

分、一般会計からの事務費の繰り出しが2,478万円。

それから国保財政安定化支援事業に係る繰り出しが

6,340万9,000円でございます。これはいわゆる交付税

に算入された部分と言いますか、そういった部分でご

ざいます。 

 それから平成25年度の国保会計のいわゆる赤字分で

すか、繰り上げ充用を行ったわけですが、その分の繰

り出しが6,819万2,000円でございます。合わせてその

他繰り出しが１億5,238万1,000円ということになって

おります。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  保育士の処遇改善の

件でございます。これにつきましては、各保育所に対

しまして報告書の提出を求めて、それで確認をしてい

るということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 
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○16番（小野寺勝也君）  今の保育士の待遇、処遇、

報告を求めているということを答弁いただきました。

そうすると、この制度は確か去年もそういう事業があ

ったんですよね。するとその結果、保育士さんに処遇

改善として支給されてるという内容になっていますか。

その報告書の内容について概括で結構ですので教えて

ください。 

○議長（八重櫻友夫君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  内容につきましては、

今、資料を取り寄せてご答弁申し上げたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  小野寺議員の質問について

は、後ほど資料を取り寄せて答弁させていただきます。

この件については質疑を打ち切ります。 

 ４款衛生費。説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  32ページをお開き願いま

す。 

 ４款衛生費１項保健衛生費でありますが、１目保健

衛生総務費は実績見込みにより地域自殺対策緊急強化

事業費140万円の減ほか３件の増１件の減、合わせて

１億9,505万2,000円の増額。２目老人保健費は実績見

込みにより、健康増進事業費659万4,000円の増ほか１

件の増、合わせて797万1,000円の増額。３目予防費は

実績見込みにより感染症予防事業費44万4,000円の増。

４目環境衛生費は実績見込みにより浄化槽設置整備事

業費640万8,000円の減ほか１件の減、合わせて714万

3,000円の減額。この項は合わせて１億9,632万4,000

円の増額を計上。 

 ２項清掃費でありますが、１目清掃総務費は実績見

込みにより、災害廃棄物等処理事業費16万円の増ほか

１件の増３件の減、合わせて3,954万円の減額を計上

いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。13番小栁

正人君。 

○13番（小栁正人君）  33ページの被災地域情報化推

進事業の補助金の関係ですけど、これで一応６億

6,000万ぐらいの全額補助が決定するわけですけど、

以前、質問したときも、ランニングコストって言うん

ですか、年間の運営費が1,200万くらいかかるという

ことでしたけど、ＮＰＯ北三陸に入ってらっしゃる事

業所にどのような設備投資が各々されるのか。例えば

パソコンとかそういうのを設置されるのか。 

 それともう１つ、仄聞するところによると、そのと

き言われました負担金、例えば県病さんが月に30万

云々とか説明されたんですけど、どうも民間の病院と

か医院に聞きますと、その数字が徹底されてないよう

なんですけれども、そこら辺は現時点では当局はどう

いうふうにお考えなんでしょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  各事業所の施設と言

いますか、確かにコンピュータとかそういうふうな端

末設備、あるいは電源装置とかの各事業所が配分にな

ると言いますか、設置になるという形でございます。 

 それからランニングコストの徹底がなされていない

のではないかというふうなお話でございましたが、こ

れにつきましては、北三陸塾、毎週１回、主なるメン

バーが集まって打ち合わせをしておりますし、今後、

各事業所に対して徹底がなされるような、そういうふ

うな形に市としても対応してまいりたいというふうに

考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  清掃総務費、久慈広域連合塵

芥処理負担金、これが減になってるわけですが、この

減になったのが、市民がごみの減量に取り組んで、そ

れで負担金が減ったのか、ごみの排出状況等について、

概略でよろしいですがお答えを願いたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  広域連合の塵芥処理

負担金、それからし尿処理負担金、いずれも減額とな

っております。これは連合の決算見込みによる減額で

ございます。ごみの処理量等については、今のところ

まだ把握しておりませんので、ご理解をお願いしたい

と思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 先ほど民生費で小野寺議員に答弁を保留しておりま

したので、答弁していただきます。和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  保育所の職員の処遇

改善の件でございますが、実施した場合、実績報告書

を提出してもらっております。（１）として処遇改善

実績、（２）として保育士に係る処遇改善実績、常勤

職員あるいは非常勤職員と分けて提出してもらってま

すし、保育士以外の職員に係る処遇改善についても報

告をいただいております。これについては証明書を添
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付していただいておりますので、これについては正し

く報告がなされているものというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５款労働費。説明を求めま

す。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ５款労働費１項１目労働

諸費は、実績見込みにより新卒者雇用支援奨励金交付

事業費250万円の減額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（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。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ６款農林水産業費１項農

業費でありますが、１目農業委員会費は実績見込みに

より、農業委員会活動費28万9,000円の減ほか２件の

減１件の組み替え、合わせて43万3,000円の減額。 

 34ページをお開き願います。２目農業総務費は実績

見込みにより農村環境改善センター等維持管理費25万

9,000円の増ほか１件の減１件の組み替え、合わせて

896万5,000円の減額。３目農業振興費は実績見込みに

より、いわて地域農業マスタープラン実践支援事業費

3,121万円の減ほか１件の増７件の減、合わせて3,041

万1,000円の減額。４目畜産業費は実績見込みにより、

家畜診療事業費３万円の減ほか３件の増３件の減１件

の組み替え、合わせて1,204万6,000円の減額。５目農

地費は実績見込みにより担い手育成土地利用調整推進

事業費43万3,000円の減ほか１件の増１件の減３件の

組み替え、合わせて81万8,000円の増額。この項は合

わせて5,103万7,000円の減額を計上。 

 36ページをお開き願います。２項林業費であります

が、２目林業振興費は新規事業として特用林産物生産

施設において実施する実証試験費用の補助として、木

質バイオマスエネルギー活用施設等空調実証事業費補

助金800万円、特用林産物生産施設への補助として農

山漁村活性化プロジェクト支援事業費補助金300万円、

合わせて1,100万円の増額を計上いたしました。 

 ３項水産業費でありますが、１目水産業総務費は実

績見込みにより、被災管理基金積立金5,677万7,000円

の増ほか１件の増、合わせて8,554万円の増額。２目

水産業振興費は実績見込みにより、水産業協同利用施

設復旧支援事業費補助金149万6,000円の増ほか１件の

組み替え。３目漁港管理費は組み替えのため補正額の

増減はありません。４目漁港建設費は実績見込みによ

り、漁港整備事業費補助6,600万円の減ほか２件の減

１件の組み替え、合わせて１億3,529万5,000円の減額。

この項は合わせて4,825万9,000円の減額を計上いたし

ました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 ７款商工費。説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ７款１項商工費でありま

すが、２目商工業振興費は実績見込みにより、被災企

業復興推進事業費（緊急雇用創出事業）144万円の減

ほか１件の増２件の減１件の組み替え、合わせて894

万円の減額。３目観光費は実績見込みにより、観光復

興推進事業費（緊急雇用創出事業）122万1,000円の減

額。38ページをお開き願います。この項は合わせて

1,016万1,000円の減額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 ８款土木費。説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ８款土木費１項土木管理

費でありますが、１目土木総務費は実績見込みにより、

土木総務事務費９万6,000円の増額を計上。２項道路

橋梁費でありますが、２目道路維持費は除雪経費とし

て道路維持補修経費3,139万3,000円の増ほか１件の増

１件の減、合わせて3,268万8,000円の増額。３目道路

新設改良費は国補正予算に係る事業実施等として道路

新設改良事業費（補助）1,510万6,000円の増ほか２件

の増２件の減、合わせて3,199万7,000円の増額。この

項は合わせて6,468万5,000円の増額を計上。 

 ３項河川費でありますが、１目河川改良費は組み替

えのため補正額の増減はありません。 

 40ページをお開き願います。５項都市計画費であり

ますが、１目都市計画総務費は木造住宅耐震診断支援

事業費23万円の減ほか３件の減、合わせて1,207万

7,000円の減額。２目街路事業費は実績見込みにより、

街路整備事業費（補助）8,134万1,000円の減額。３目
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公共下水道費は実績見込みにより、市債管理基金積立

金32万5,000円の減ほか１件の増、合わせて5,330万

3,000円の増額。５目公園費は防災公園整備事業費

8,106万円の減、震災記憶継承のためのモニュメント

を活用した公園整備のため被災地域憩いの場整備事業

費459万6,000円を計上。合わせて7,646万4,000円の減

額。この項は合わせて１億1,657万9,000円の減額を計

上。 

 ６項住宅費でありますが、１目住宅管理費は実績見

込みにより、住宅維持管理費260万円の減ほか１件の

増１件の減、合わせて9,257万6,000円の減額。２目住

宅建設費は実績見込みにより、災害公営住宅整備事業

費51万6,000円の減額。この項は合わせて9,309万

2,000円の減額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。17番城内

仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  １点お聞かせください。公園

事業費ですが、防災公園整備事業費が8,106万円減額

になっておりますけれども、減額の内容と進捗状況、

どういうふうな状況になってるのか、お聞かせくださ

い。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  防災公園の事業費の減分

8,100万円でございますが、これは用地費を予定して

おりました。用地費補償費を予定しておりましたが、

この金額が平成25年度の予算のほうで支払いができる

ということになりましたので、そちらのほうに振り替

えたものでございます。 

 それから進捗状況でございますが、今現在、用地の

ほうの交渉を随時進めているところでございます。ま

た先日は、設計の詳細のほうが少しずつ出てきました。

のり面工法につきましては、岩手大学の先生のほうに

お見せいたしまして、また指導等いただいているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  防災公園問題については、進

捗状況によって説明をする機会を設けていくというよ

うな答弁をいただいているわけですけども、いつの時

点というふうに考えているのか。私たちからは見えな

いので、どこか区切りのいいようなところで、こうだ

という説明なり全協でも結構ですから、そういう機会

をほしいんですが、その考えはいつごろになるのか、

お聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  今、行っている詳細設計の

委託、こちらのほうが本年３月までということになっ

ておりますので、こちらのほうの図面等できましたら、

議員の皆様に６月議会の前には何とかお見せしたいと、

説明したいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 ９款消防費。説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ９款１項消防費でありま

すが、１目消防総務費は実績見込みにより、久慈広域

連合消防負担金2,512万2,000円の減額、３目消防施設

費は防火水槽施設整備事業費26万円の増ほか１件の減、

合わせて124万円の減額。４目水防費は実績見込みに

より水防活動経費32万8,000円の減額。42ページをお

開き願います。５目災害対策費は実績見込みにより、

災害対策事業費７万円の減ほか２件の増、合わせて32

万8,000円の増額。この項は合わせて2,636万2,000円

の減額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 10款教育費。説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  10款教育費１項教育総務

費でありますが、５目教員研究指導費は実績見込みに

より、学力向上支援員配置事業費36万7,000円の増額

を計上。 

 ２項小学校費でありますが、１目学校管理費は実績

見込みにより、学校管理経費113万6,000円の減額。２

目教育振興費は実績見込みにより、要保護及び準要保

護児童援助費340万円の減ほか１件の増、合わせて333

万円の減額。この項は合わせて446万6,000円の減額を

計上。 

 ３項中学校費でありますが、１目学校管理費は実績

見込みにより、学校管理経費189万4,000円の増ほか１

件の増１件の減１件の組み替え、合わせて212万5,000

円の減額。２目教育振興費は実績見込みにより、要保

護及び準要保護生徒援助費280万円の減ほか１件の増、
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合わせて270万円の減額。この項は合わせて482万

5,000円の減額を計上。 

 ４項社会教育費でありますが、１目社会教育総務費

は実績見込みにより、生涯学習推進事業費40万円の減

ほか１件の減１件の組み替え、合わせて75万6,000円

の減額。44ページをお開き願います。４目文化会館費

は文化会館運営管理費54万7,000円の増ほか１件の組

み替え。５目三船十段記念館費は実績見込みにより、

三船十段記念館運営管理費23万6,000円の増額。この

項は合わせて２万7,000円の増額を計上。 

 ５項保健体育費でありますが、２目体育施設費は市

民体育館備品購入ほかとして体育施設維持管理費125

万1,000円の増額。３目学校給食費は組み替えのため

補正額の増減はありません。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。８番砂川

利男君。 

○８番（砂川利男君）  教育総務費の学力向上支援員

配置事業費というのがあるんですが、この学力向上支

援員を配置しなければならない必要があると思うんで

すが、その理由をお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  学力向上支援員につきま

しては、現在は学級数の多い学校あるいは生徒数の多

い学校に対して、今、２名を配置しております。久慈

中学校、長内中学校に配置しているところでございま

す。主に英語、数学の授業に助手として参加していた

だいているところでございます。これからもその方向

を保ってまいりたいと考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  それ以外の学校には必要がな

いというのの理由をお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  我々としても学力向上を

目指しておりますので、これからも増やす方向で考え

てまいりたいと考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  世の中の雑音で聞くと、いい

話ばかりが聞こえないもんだから、支援員の効果が薄

いのでないかなという心配してるんだけど、そういう

ことがないようですから、しっかりとお願いいたしま

す。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  １点。中学校の学校管理費

に関わってお聞かせいただければ教えてほしいんです

が、先般、岩手日報紙上で中学校の教師の体罰問題が

報道されて、内容を見ますと、昔の旧軍隊を思わせる

ような、生徒同士に戦わせるというような、そういう

事例もあったように報道で仄聞したわけです。そうい

う事例が市内中学校ではないかと思うんですが、念の

ためお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  お答えをいたします。現在

のところ、市内の中学校では聞いておりません。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 11款災害復旧費。説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  11款災害復旧費１項農林

水産施設災害復旧費でありますが、１目漁港施設災害

復旧費は実績見込みにより、過年発生補助災害復旧事

業費３億4,000万円の減額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 12款公債費。説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  12款１項公債費でありま

すが、１目元金は地方債元金償還金230万1,000円の増

額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、第２条繰越明許費。説明を求めます。勝田総

務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  第２条繰越明許費につい

て、表によりご説明申し上げます。５ページ及び６

ページとなります。 

 第２表繰越明許費でありますが、地方自治法第213

条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用する

ことができる経費について、この表のとおり定めよう

とするものであります。公共施設防災機能強化事業ほ

か34件について、年度内に事業期間の確保ができない
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見込みから、事業費を翌年度に繰り越ししようとする

ものであります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 第３条債務負担行為の補正。説明を求めます。勝田

総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  第３条債務負担行為の補

正につきまして、資料によりご説明申し上げます。８

ページから９ページをお開き願います。 

 第３表債務負担行為補正でありますが、路線バス運

行事業ほか３件を追加するとともに、漁業近代化資金

利子補給について、表のとおり限度額を変更しようと

するものであります。また発電施設誘致事業について

廃止しようとするものであります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 第４条地方債の補正。説明を求めます。勝田総務部

長。 

○総務部長（勝田恒男君）  第４条地方債の補正につ

きまして、表によりご説明申し上げます。10ページか

ら11ページになります。第４表地方債補正であります

が、歳出予算に関連して公共施設防災機能強化事業ほ

か７件について、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。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 次に討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  討論なしと認めます。 

 それでは採決いたします。議案第10号「平成26年度

久慈市一般会計補正予算（第６号）」は、原案のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第10号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第14 議案第11号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第14、議案第11号「平

成26年度久慈市土地取得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、

審議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〕 

○議長（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。 

 歳入、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  それでは、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。 

 歳入、１款財産収入でありますが、１項財産運用収

入でありますが、１項財産運用収入１目利子及び配当

金に土地開発基金利子9,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  10ページをお開き願いま

す。歳出、１款１項管理費でありますが、１目管理事

務費に一般会計繰出金9,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 次に討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  討論なしと認めます。 

 それでは採決いたします。議案第11号「平成26年度

久慈市土地取得事業特別会計補正予算（第１号）」は、

原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第11号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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    日程第15 議案第12号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第15、議案第12号「平

成26年度久慈市国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）」を議題といたします。 

 お諮りいたします。本案は勘定ごと歳入歳出別に説

明を受け、審議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〕 

○議長（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。澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  それでは、議案第12

号につきまして、事項別明細書によりご説明を申し上

げます。 

 まず、事業勘定でありますが、８ページ、９ページ

をお開き願います。 

 ２歳入、３款国庫支出金１項国庫負担金１目療養給

付費等負担金は、療養給付費等の減額見込みにより

4,148万7,000円の減額。２目高額医療費共同事業負担

金は、負担金の確定見込みにより112万2,000円の減額。

３目特定健康診査等負担金は、負担金の確定見込みに

より８万円の増額。この項は合わせて4,252万9,000円

の減額を計上いたしました。 

 ２項国庫補助金１目財政調整交付金は、へき地診療

所運営費交付金等の確定見込みにより221万4,000円の

増額を計上いたしました。４款県支出金１項県負担金

１目高額医療費共同事業負担金は、負担金の確定見込

みにより112万2,000円の減額。２目特定健康審査等負

担金は８万円の増額。この項は合わせて104万2,000円

の減額を計上いたしました。 

 ２項県補助金１目財政調整交付金は1,440万円の増

額を計上。２目災害特例措置支援事業費補助金は医療

費の一部負担金免除及び被災地特定健診に対する補助

として1,026万7,000円の増額。３目医療施設等設備整

備補助金は国民健康保険山形診療所の診療設備導入に

係る補助金として180万9,000円を計上。この項は合わ

せて2,647万6,000円の増額を計上いたしました。 

 ５款１項１目療養給付費等交付金は、交付金の確定

見込みにより2,399万3,000円の増額を計上いたしまし

た。 

 ６款１項１目前期高齢者交付金は、交付金の確定見

込みにより58万3,000円の減額を計上。７款１項共同

事業交付金１目高額医療費共同事業交付金は、実績見

込みにより7,242万8,000円の減額。10ページ、11ペー

ジになります。２目保険財政共同安定化事業交付金は

実績見込みにより１億2,499万円の減額。この項は合

わせて１億9,741万8,000円の減額を計上いたしました。 

 ９款繰入金１項１目一般会計繰入金は、保険基盤安

定繰入金の確定見込み並びに事務費及び財政安定化支

援事業分等として、その他一般会計繰入金、合わせて

１億7,444万3,000円の増額を計上いたしました。 

 11款諸収入２項雑入１目一般被保険者第三者納付金

は、実績見込みにより215万4,000円の増額。５目雑入

は繰入金等の予算計上に伴う財源調整により１億

1,240万2,000円の減額を計上。この項は合わせて１億

1,024万7,000円の減額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、事業勘定歳出。説明を求めます。澤口市民生

活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  12ページ、13ページ

になります。３歳出、１款総務費１項総務管理費１目

一般管理費は、実践見込みにより国保システム経費

228万6,000円の減額ほか３件の財源更正を計上。この

項は228万6,000円の減額を計上いたしました。 

 ２項徴税費１目賦課徴収費は実績見込みにより、国

保税徴収事務経費24万6,000円の減額ほか２件の財源

更正を計上。２目納税奨励費は実績見込みにより、市

税納付促進業務経費64万5,000円の減額を計上。この

項は合わせて89万1,000円を計上いたしました。 

 ３項１目運営協議会費は財源更正を計上。２款保険

給付費１項療養諸費１目一般被保険者療養給付費は、

実績見込みにより9,691万3,000円の減額。２目退職被

保険者等療養給付費は664万2,000円の減額。３目一般

被保険者療養費は198万8,000円の増額。４目退職被保

険者等療養費は27万2,000円の減額。５目審査支払手

数料は実績見込みにより50万円の減額を計上。この項

は合わせて１億233万9,000円の減額を計上いたしまし

た。 

 14ページ、15ページとなります。２項高額療養費は

実績見込みにより、１目一般被保険者高額療養費
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2,059万1,000円の減額。２目退職被保険者等高額療養

費は58万3,000円の増額。この項は合わせて2,000万

8,000円の減額を計上いたしました。 

 ４項出産育児諸費は実績見込みにより、出産育児一

時金600万円を計上。 

 ５項葬祭諸費は105万円の減額を計上しました。 

 次に３款１項後期高齢者支援金等１目後期高齢者支

援金は、支援金確定見込みにより23万5,000円の増額

を計上。 

 ４款１項前期高齢者納付金等１目前期高齢者納付金

は、納付金確定見込みにより３万6,000円の増額を計

上。 

 ６款１項１目介護納付金は確定見込みにより33万

4,000円の減額を計上いたしました。 

 16ページ、17ページになります。７款１項共同事業

拠出金でありますが、拠出金の確定見込みにより１目

高額医療費拠出金は448万8,000円の減額を計上。２目

保険財政共同安定化事業拠出金は3,204万1,000円の減

額。３目その他共同事業拠出金は財源更正を計上。こ

の項は合わせて3,652万9,000円の減額を計上いたしま

した。 

 次に、８款１項保険事業費１目特定健康審査等事業

費は財源更正を計上。２目保健普及費は実績見込みに

より医療費通知作成事務経費80万円の減額を計上。 

 11款諸支出金１項償還金及び還付金３目償還金は、

平成25年度国民健康保険療養給付費負担金及び特定健

康診査等負担金の確定による精算返還金として5,305

万7,000円の増額を計上いたしました。 

 ２項繰出金１目直営診療施設勘定繰出金は、へき地

診療所運営費交付金等の確定見込みにより402万3,000

円の増額を計上。 

 ３項１目繰り上げ充用金は、前年度繰上充用金額の

確定により1,180万7,000円の減額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  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。

澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  それでは、直営診療

施設勘定につきまして、事項別明細書によりご説明を

申し上げます。28ページ、29ページをお開き願います。 

 ２歳入でありますが、４款繰入金１項１目一般会計

繰入金は歳入の財源不足を補うため１億1,499万9,000

円の増額を計上いたしました。 

 ３項１目事業勘定繰入金は、へき地診療所運営費交

付金等の確定見込みにより402万3,000円の増額を計上。 

 ５款諸収入１項１目雑入でありますが、１億2,178

万8,000円の減額を計上いたしました。 

 ６款１項市債１目医療機器等整備事業債は、事業費

の確定見込みにより70万円の減額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、直営診療施設勘定、歳出、説明を求めます。

澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  30ページ、31ページ

をお開き願います。３、歳出、１款総務費１項施設管

理費１目一般管理費は、嘱託医師報酬及び共済費のほ

か、３件の財源更正を計上。この項の増減はありませ

ん。 

 ２款１項医業費１目医療用機械器具費は財源更正を

計上。３目医薬品衛生材料費は実績見込みにより346

万6,000円の減額。この項は合わせて346万6,000円の

減額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  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。澤口

市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  22ページ、23ページ

になります。第２条地方債の補正でありますが、直営

診療施設勘定の医療機器等整備事業債について、事業

費確定見込みにより第２表のとおりその限度額を変更

しようとするものであります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 次に討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（八重櫻友夫君）  討論なしと認めます。 

 それでは採決いたします。議案第12号「平成26年度

久慈市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）」は、

原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第12号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第16 議案第13号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第16、議案第13号「平

成26年度久慈市後期高齢者医療特別会計補正予算（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、

審議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〕 

○議長（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。 

 歳入歳出予算の補正、歳入、説明を求めます。澤口

市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  それでは議案第13号

につきまして、事項別明細書により、ご説明申し上げ

ます。８ページ、９ページをお開き願います。 

 ２、歳入、１款１項後期高齢者医療保険料は実績見

込みにより、１目特別徴収保険料は538万1,000円の増

額。２目普通徴収保険料は1,111万7,000円の増額。こ

の項は合わせて1,649万8,000円の増額を計上いたしま

した。 

 ３款繰入金１項１目一般会計繰入金は、保険基盤安

定繰入金確定見込みにより683万3,000円の増額を計上。 

 ４款１項１目繰越金は前年度繰越金101万2,000円の

増額を計上いたしました。 

 ５款諸収入２項償還金及び還付金１目保険料還付金

は、岩手県後期高齢者医療広域連合からの保険料還付

金32万6,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に歳出。説明を求めます。澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  10ページ、11ページ

になります。３、歳出、２款１項１目後期高齢者医療

広域連合納付金は、実績見込みにより2,434万3,000円

の増額を計上。 

 ３款諸支出金１項償還金及び還付金１目保険料還付

金は、被保険者への保険料還付金として32万6,000円

の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 次に討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  討論なしと認めます。 

 それでは採決いたします。議案第13号「平成26年度

久慈市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」

は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求

めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第13号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第17 議案第14号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第17、議案第14号「平

成26年度久慈市介護サービス事業特別会計補正予算

（第２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、

審議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〕 

○議長（八重櫻友夫君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定しました。 

 歳入歳出予算の補正、歳入、説明を求めます。和野

健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  それでは議案第14号

につきまして、事項別明細書によりご説明を申し上げ

ます。８ページ、９ページをお開き願います。 

 ２歳入、１款サービス収入１項介護給付費収入であ

りますが、１目居宅介護サービス費収入は各サービス

の実績見込みから1,425万1,000円の減。２目居宅介護

サービス計画費収入は、計画作成実績見込みから290

万円の減、この項は合わせて1,715万1,000円の減額を
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計上いたしました。 

 ２項１目自己負担金収入は、実績見込みから285万

2,000円の減額を計上いたしました。 

 ２款繰入金１項１目一般会計繰入金は、事業実績見

込みから歳入不足を補うため2,790万5,000円の増額を

計上いたしました。 

 ３款諸収入１項１目雑入は、事業実績見込みから

1,662万3,000円の減額を計上いたしました。 

 以上であります。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、給与費明細書及び歳出。説明を求めます。和

野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  それでは12ページを

お開き願います。 

 補正予算給与費明細書特別職でありますが、表の下

の比較の欄でご説明を申し上げます。 

 その他の特別職は本年度の実績見込みにより、給与

費で報酬17万8,000円の増、共済費で４万円の減、合

わせて13万8,000円の増額を計上いたしました。 

 以上で、給与費明細書の説明を終わります。 

 前にお戻りいただきまして、10ページ、11ページを

お開き願います。３、歳出、１款総務費１項施設管理

費１目一般管理費は、実績見込みにより50万円の減額

を計上いたしました。 

 ２款サービス事業費１項居宅サービス事業費１目居

宅介護サービス事業費は、実績見込みにより814万

1,000円の減額を計上いたしました。 

 ２項１目居宅介護支援事業費は、実績見込みにより

８万円の減額を計上いたしました。 

 以上であります。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 次に討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  討論なしと認めます。 

 それでは採決いたします。議案第14号「平成26年度

久慈市介護サービス事業特別会計補正予算（第２

号）」は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第14号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第18 議案第15号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第18、議案第15号「平

成26年度久慈市魚市場事業特別会計補正予算（第３

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、

審議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〕 

○議長（八重櫻友夫君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定しました。 

 歳入歳出予算の補正、歳入、説明を求めます。米澤

農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  議案第15号について、

事項別明細書によりご説明を申し上げます。８ページ、

９ページをお開き願います。 

 ２歳入でありますが、１款使用料及び手数料１項１

目使用料は、実績見込みから市営魚市場使用料51万

2,000円の増額を計上いたしました。 

 ５款諸収入１項１目雑入は、財源調整のため97万円

の減額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に歳出、説明を求めます。米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  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、実績見込みから魚市場運営管理費45

万8,000円の減額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。以上

で、質疑を終わります。 

 次に、討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（八重櫻友夫君）  討論なしと認めます。 

 それでは、採決いたします。議案第15号「平成26年

度久慈市魚市場事業特別会計補正予算（第３号）」は

原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第15号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第19 議案第16号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第19、議案第16号「平

成26年度久慈市漁業集落排水事業特別会計補正予算

（第４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、審議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〕 

○議長（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。米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  議案第16号について、

事項別明細書によりご説明を申し上げます。12ページ、

13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、大尻地区及び白前、本波地

区排水処理施設の整備にかかる漁業集落環境整備事業

補助金1,089万7,000円の減額を計上いたしました。 

 ４款繰入金１項１目一般会計繰入金は財源調整のた

め、2,876万3,000円の増額を計上。 

 ６款諸収入１項１目雑入は久慈北道路の整備及び広

内海岸防潮堤かさ上げにかかる排水処理施設移設工事

補償金4,200万円ほか１件の減額、合わせて１億894万

9,000円の減額を計上いたしました。 

 ７款１項市債１目下水道事業債は、1,370万円の減

額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に歳出、説明を求めます。米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  14ページ、15ページ

をお開き願います。 

 ３歳出でありますが、１款１項漁業集落排水管理費

１目総務管理費は、その他管理事務費53万3,000円の

増額、分担金一括納付奨励金２万4,000円の減額ほか

１件の減額、合わせまして11万9,000円の減額を計上、

２目施設管理費は722万円の減額を計上、これは実績

見込みによるものであり、この項は合わせて733万

9,000円の減額を計上いたしました。 

 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、漁業集落排水整備事業費9,744万4,000円の減額

を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、第２条繰越明許費、説明を求めます。米澤農

林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  第２条繰越明許費に

つきましては、表によりご説明を申し上げます。４

ページをお開き願います。 

 第２表繰越明許費でありますが、大尻地区漁業集落

環境及び白前、本波地区排水処理施設を整備する漁業

集落排水整備事業費について、年度内に事業期間の確

保ができない見込みから、事業費を翌年度に繰り越し

しようとするものであります。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、第３条地方債の補正、説明を求めます。米澤

農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  第３条地方債の補正

につきましても、表によりご説明を申し上げます。６

ページ、７ページをお開き願います。 

 第３表地方債補正でありますが、漁業集落排水事業

について、その限度額を表のとおり変更しようとする

ものであります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。以上

で、質疑を終わります。 
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 次に、討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  討論なしと認めます。 

 それでは、採決いたします。議案第16号「平成26年

度久慈市漁業集落排水事業特別会計補正予算（第４

号）」は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第16号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第20 議案第17号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第20、議案第17号「平

成26年度久慈市公共下水道事業特別会計補正予算（第

４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、審議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〕 

○議長（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。

中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  それでは、議案第17号につ

いて、事項別明細書によりご説明申し上げます。12

ページ、13ページをお開き願います。 

 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、実績見込みにより、1,079万円の減額を計上

いたしました。 

 ４款繰入金１項１目一般会計繰入金は、事業会計の

実績見込みにより、5,362万8,000円の増額を計上いた

しました。 

 ６款諸収入２項１目雑入は、実績見込みにより、

6,539万5,000円の減額を計上いたしました。 

 ７款１項市債１目下水道事業債は、実績見込みによ

り950万円の減額を計上いたしました。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に歳出、説明を求めます。中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  それでは、14ページ、15

ページをお開き願います。 

 ３歳出でありますが、１款１項下水道管理費１目総

務管理費は、実績見込みにより、水洗便所改造資金利

子補給金70万4,000円の減額のほか、２件の減、１件

の増、合わせて５万円の増額、２目施設管理費は下水

道施設維持管理費1,464万3,000円の減ほか、１件の減、

合わせて1,634万2,000の減額、この項は合わせて

1,629万2,000の減額を計上いたしました。 

 ２款下水道事業費１項下水道整備費１目管渠施設費

は、公共下水道事業費229万4,000円の減ほか、１件の

減、合わせて254万5,000円の減額、２目浄化センター

施設費は公共下水道事業費1,810万6,000円の減ほか、

１件の増、合わせて1,660万6,000円の減額、この項は

合わせて1,915万1,000円の減額を計上いたしました。 

 ３款１項公債費１目元金は、地方債元金償還金69万

6,000円の増額、２目利子は地方債利子償還金269万円

の増額、この項は合わせて338万6,000円の増額を計上

いたしました。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 第２条繰越明許費、説明を求めます。中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  それでは、前に戻りまして

４ページをお開き願います。 

 第２条繰越明許費でありますが、第２表によりご説

明申し上げます。公共下水道事業補助金ほか１件につ

いて、地方自治法第213条第１項の規定により、翌年

度に繰り越しして使用することができる経費として、

表のとおり定めようとするものであります。 

 以上であります。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 第３条地方債の補正、説明を求めます。中森建設部

長。 

○建設部長（中森誠君）  それでは、６ページ、７

ページをお開き願います。 

 第３条地方債の補正でありますが、第３表によりご

説明申し上げます。 

 下水道整備事業について、表のとおり限度額を変更

しようとするものであります。 
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 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。以上

で、質疑を終わります。 

 次に、討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  討論なしと認めます。 

 それでは、採決いたします。議案第17号「平成26年

度久慈市公共下水道事業特別会計補正予算（第４

号）」は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第17号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第21 請願受理第16号、請願受理第17号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第21、請願受理第16号

及び請願受理第17号を議題といたします。 

 請願について紹介議員の説明を求めます。17番城内

仲悦君。 

    〔17番城内仲悦君登壇〕 

○17番（城内仲悦君）  請願受理第16号「被災者生活

再建支援制度の拡充についての請願」について紹介し

ます。 

 紹介議員は、澤里富雄議員、桑田鉄男議員、小倉建

一議員、小野寺勝也議員、城内仲悦議員の５名であり、

私、城内から請願趣旨について紹介させていただきま

す。 

 東日本大震災からもうすぐ４年になろうとしている

今、岩手の仮設住宅入居者は約２万3,000人で、ピー

ク時の約７割に及ぶ方々が厳しい寒さに耐えながら、

希望の春が訪れることを信じて待ち望んでいます。 

 住宅の再建は、一人ひとりの被災者の生活再建のか

なめであるとともに、地域全体の復興を左右する重要

な課題です。住宅再建への支援は、地域への定住を促

し人口流出を防ぎ、地域の活力やコミュニティを保つ

ために、不可欠な公共性のある施策であります。 

 現在の被災者生活再建支援法では、二度の改正を経

て全壊家屋の再建に 大300万円が支給されますが、

東日本大震災の被災地では不十分であり、住宅再建や

住宅確保が進みにくい状況であります。東日本大震災

の実情に即した支援策が必要なことから、次の４項目

について請願するものであります。 

 １．被災者生活再建支援金の 高額を、500万円に

引き上げること。 

 ２．被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給に

ついて、半壊も対象に含めるなど支給対象を拡大する

とともに、局地的な災害にも対応できるよう支給要件

を緩和すること。 

 ３．当該支援金の支給の拡充に当たっては、国の負

担割合を引き上げること。 

 ４．自宅再建の難しい被災者に対して、災害公営住

宅への入居に係る負担軽減等を含めた総合的な居住確

保のための支援策を実情に合わせて拡充すること。 

 以上の４項目であります。 

 被災者の願いに応えるためにも、議員各位のご賛同

を賜りますようお願いを申し上げ、本請願の紹介とさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

    〔４番上山昭彦君登壇〕 

○４番（上山昭彦君）  請願受理第17号「久慈市長内

町元木沢地区に計画される三陸沿岸道路「野田久慈道

路」の「工法の見直しを求める」請願」について紹介

いたします。 

 紹介議員であります濱欠議員が、急遽、母方のおい

が亡くなり札幌に向かわれ、本日の告別式ということ

であることから、紹介文を預かりましたので代読させ

ていただきます。 

 国土交通省は、三陸縦貫自動車道路、三陸北縦貫道

路、八戸久慈自動車道路を一括して三陸沿岸道路と名

づけ、平成23年からおおむね10年間の目標で一体的に

整備することして、被災地の復興を大きく支援する自

動車専用路線の工事に積極果敢に取り組んでおられま

す。深甚なる敬意を表しますとともに、一日も早い完

成を期待するものであります。 

 また、工法については、トンネル式、高架式、また

盛り土式、掘り割り式などありますが、当該箇所の地

形や沿道状況、施工性や経済性など総合的に考慮して

いるものと理解しております。そのような中で、久慈

市長内町元木沢地区は盛り土式が採択されたわけであ

りますが、当該地区の歴史は古く、また、大型ショッ

ピングセンターを形成する地域であり、地区を二分す

る盛り土式は、これまで培ってきたコミュニティを崩
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壊し、市街地の利便性の低下を招き、既存の国道45号

の交通アクセスが大幅に変化するなど、工法としては

大きな課題があります。 

 道はまちをつくり、また、道はまちを変えると言わ

れております。道の設計構造によってまちの反映も、

また、崩壊もあり得るものと道の歴史がそのことを証

明しています。 

 元木沢地区を通る現国道45号の歴史に触れますと、

この路線は当初盛り土式工法で設計されました。しか

し都市の景観、地域のコミュニティや土地利用の観点

など、地域の未来を憂いた地域住民の強い要請により、

国は平面交差に設計の見直しを行い、昭和55年１月１

日、久慈市長立ち会いのもと、国と地権者との円満な

調印式にたどり着き、現在の路線になったものであり

ます。 

 また、元木沢地区は過去において、都市計画により

準工業地帯に指定され、建築制限もあり、今日、沿岸

地帯では も一般住宅の少ない地域となりました。建

築制限も緩和され、徐々に住宅の個数も増加してきた

折、東日本大震災の大津波が地域を襲来したものであ

ります。元木沢地区の被災家屋が少なかったのは、そ

のような背景があったからであります。元木沢地区の

西側が盛り土式により津波から市街地を守る防波堤の

役割を担うとすれば、田老地区の二の舞となることは

明らかであります。元木沢地区は見る影もない悲惨な

事態となることは申すまでもありません。 

 そのような状況から、現在、元木沢地区の住宅着工

は大幅に鈍化しているものであります。 

 平成40年の湾口防波堤の完成とＴ.Ｐ8.0メートルの

防潮堤のかさ上げによるダブル効果は、東日本大震災

の大津波に対応する設計と伺っております。したがっ

て、元木沢地区に計画された三陸沿岸道路は市街地を

走る路線であり、大津波を考慮した設計にする必要は

基本的にないのであります。 

 経済性の観点から盛り土式のほうが安く仕上がり、

また将来のメンテナンス費用もかからないということ

でありますが、今後のまちづくりの観点から考慮する

に、費用対効果に大きな疑問が残ります。 

 当該箇所の地形や沿道状況を考え、今や久慈市の郊

外型中心市街地を形成する元木沢地区は、経済性だけ

で道路設計をする状況にはありません。将来を見据え、

海とともに発展する久慈市の象徴ともなる三陸沿岸道

路がこの地に誕生するのであります。百年の計はここ

にありであります。 

 そして、久慈市の市街地を走る自動車専用道路の計

画は、現在この路線だけであり、道路に係る表玄関に

なるのであります。これまでの歴史的経緯、経過、さ

らには久慈市民が誇りを持てる喜びの復興道路である

三陸沿岸道路となりますよう、久慈市長内町元木沢地

区に計画された三陸沿岸道路「野田久慈道路」の工法

を国において盛り土式から高架式に変更見直しをして

いただきたいということが、濱欠議員からの紹介文で

した。 

 私から一言、追加説明いたします。 

 過日の２月21日午後６時から元木沢公民館で、この

路線に係る説明会が開催され50人余りが集まりました。 

 説明会の経緯として、１月28日に議会報告会を元木

沢公民館で、約20人の参加者で実施したわけでありま

すが、その際の意見として、地域に対する説明会がい

まだ開かれていないということがあり、町内会長が、

久慈市の建設部に計画の説明会を開催してほしいとの

願いから実現したものであります。 

 その際の計画内容では、創価学会の建物である久慈

会館付近でありますが、道路の高さはＴ.Ｐで約17

メートル余り、現状の路面から約８メートル余りとい

うことであります。現在の国道45号の東側に万里の長

城が築かれるということであり、そのことに参加者全

員が驚き、基本設計が計画された当初に、なぜ地域住

民に説明会が開かれなかったのかという不満の大合唱

でありました。 

 以上でありますが、請願の趣旨をご理解いただき、

本請願を採択くださるようお願い申し上げ、請願の紹

介といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  ただいま議題となっており

ます請願２件は、お手元に配付してあります請願文書

表に記載のとおり、それぞれの所管の委員会に付託い

たします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    散会   

○議長（八重櫻友夫君）  以上で、本日の日程は終了

いたしました。 

 本日は、これで散会いたします。 

    午後３時10分   散会   
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