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第22回久慈市議会定例会会議録（第４日） 

 

議事日程第４号 

平成27年３月20日（金曜日）午後１時30分開議 

 第１ 議案第18号、議案第19号、議案第20号、議案

第21号、議案第29号（総務委員長報告・質

疑・討論・採決） 

 第２ 議案第22号、議案第23号、請願受理第16号

（教育民生委員長報告・質疑・討論・採決） 

 第３ 議案第24号、議案第25号、議案第26号、議案

第27号、議案第28号、議案第30号、議案第31

号、議案第32号、議案第33号、議案第34号、

請願受理第17号（産業建設委員長報告・質

疑・討論・採決） 

 第４ 議案第１号、議案第２号、議案第３号、議案

第４号、議案第５号、議案第６号、議案第７

号、議案第８号、議案第９号（予算特別委員

長報告・質疑・討論・採決） 

 第５ 議員定数に関する調査の件（議員定数に関す

る調査特別委員長報告・質疑・討論・採決） 

 第６ 議案第42号、議案第43号、議案第44号、議案

第45号、議案第46号 

     提案理由の説明・総括質疑 

     委員会付託省略 

 第７ 議案第42号（質疑・討論・採決） 

 第８ 議案第43号（質疑・討論・採決） 

 第９ 議案第44号（質疑・討論・採決） 

 第10 議案第45号（質疑・討論・採決） 

 第11 議案第46号（質疑・討論・採決） 

 第12 発議案第33号（採決） 

 第13 発議案第34号 

     提案理由の説明 

     発議案第34号（採決） 

 第14 発議案第35号（採決） 

 第15 発議案第36号 

     提案理由の説明・総括質疑 

     委員会付託省略 

     発議案第36号（質疑・討論・採決） 

 第16 発議案第37号 

     提案理由の説明・総括質疑 

    委員会付託省略 

    発議案第37号（質疑・討論・採決） 

第17 議員派遣の件（採決） 

──────────────────── 

会議に付した事件 

 日程第１  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 

  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 

 日程第２ 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 

  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 

 日程第３ 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
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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 

  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 

 日程第４ 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 

 日程第５ 議員定数に関する調査の件 

 日程第６ 議案第42号 平成27年度久慈市一般会計

補正予算（第１号） 

  議案第43号 平成26年度久慈市一般会計補正予算

（第７号） 

  議案第44号 和解に関し議決を求めることについ

て 

  議案第45号 過疎地域とみなされる区域に係る久

慈市過疎地域自立促進計画の一部変更に関し議

決を求めることについて 

  議案第46号 国民健康保険条例の一部を改正する

条例 

 日程第７ 議案第42号 平成27年度久慈市一般会計

補正予算（第１号） 

 日程第８ 議案第43号 平成26年度久慈市一般会計

補正予算（第７号） 

 日程第９ 議案第44号 和解に関し議決を求めるこ

とについて 

 日程第10 議案第45号 過疎地域とみなされる区域

に係る久慈市過疎地域自立促進計画の一部変更

に関し議決を求めることについて 

 日程第11 議案第46号 国民健康保険条例の一部を

改正する条例 

 日程第12 発議案第33号 被災者生活再建支援制度

の拡充を求める意見書の提出について 

 日程第13 発議案第34号 政務活動費の交付に関す

る条例の一部を改正する条例 

 日程第14 発議案第35号 久慈市議会委員会条例の

一部を改正する条例 

 日程第15 発議案第36号 「ＴＰＰ交渉から久慈地

域の農林水産物を守る」緊急決議について 

 日程第16 発議案第37号 久慈市議会議員定数条例

の一部を改正する条例 

 日程第17 議員派遣の件 

──────────────────── 

出席議員（24名） 

１ 番 梶 谷 武 由君 ２ 番 下川原 光 昭君 

３ 番 藤 島 文 男君 ４ 番 上 山 昭 彦君 

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 12 番 中 平 浩 志君 

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 24 番 濱 欠 明 宏君 

欠席議員（なし） 

──────────────────── 

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
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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   

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    午後１時30分   開議   

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまから、本日の会議

を開きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    諸般の報告   

○議長（八重櫻友夫君）  諸般の報告をします。 

 市長から議案５件の追加提出があり、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１件

及び財政援助団体等監査結果の報告１件が提出され、

お手元に配付してあります。 

 次に、議員発議案５件及び当職からの提出議案１件

をお手元に配付してあります。 

 〔参 考〕 

発議案第33号 

被災者生活再建支援制度の拡充を求める意見書の

提出について 

 上記の議案を別紙のとおり、久慈市議会会議規則第

14条第１項の規定により提出します。 

  平成27年３月20日提出 

 久慈市議会議長 八重櫻 友 夫 様 

      提出者 久慈市議会議員 桑田 鉄男 

      提出者 久慈市議会議員 澤里 富雄 

      提出者 久慈市議会議員 堀崎 松男 

      提出者 久慈市議会議員 小倉 建一 

      提出者 久慈市議会議員 小野寺勝也 

──────────────────── 

被災者生活再建支援制度の拡充を求める意見書 

東日本大震災津波による被災者の生活再建の推進や局

地的な自然災害による被災への支援の充実を図るため、

被災者生活再建支援制度を拡充するよう強く要望する。 

理由 

 東日本大震災津波から４年が経過したが、この間、

本格的な復興に向けた基盤づくりが進んだ一方、甚大

な被害の爪痕は深く、いまだに多くの被災者が応急仮

設住宅やみなし仮設住宅での不自由な暮らしを余儀な

くされている状況にある。 

 住宅を再建し住み慣れた地域で生活することが被災

者の最大の願いであるとともに、このことは、地域へ

の定住を促し人口流出を防ぎ、地域の活力や地域コミ

ュニティーの維持のためにも重要な意味を持つもので

ある。 

 被災者生活再建支援法では、全壊家屋の再建に最大

300万円が支給されるが、東日本大震災津波の被災地

では、現行制度だけでは不十分であり、住宅再建や住

宅確保が進んでいないため、自宅再建が難しい高齢者

や生活困窮者など被災者個々の実情に合わせた支援策

が必要であるとともに、全国各地で頻発している局地

的な自然災害による被災者に対しても、等しく救助の

手を差し伸べられるような施策にすることが必要であ

る。 

 よって、国においては、東日本大震災津波による被

災者の生活再建の推進や局地的な自然災害による被災

への支援の充実を図るため次の措置を講ずるよう強く

要望する。 

記 

１ 被災者生活再建支援金の最高額を500 万円に引き

上げること。 

２ 被災者生活再建支援金の支給について、半壊を対

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 被災者生活再建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居住確保のため

の総合的な支援策を実情に合わせて拡充すること。 

 上記のとおり、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出する。 

  平成27年３月20日 

 岩手県久慈市議会 

 議長 八重櫻 友 夫 

 衆議院議長  殿 

 参議院議長  殿 

 内閣総理大臣 殿 

 総務大臣   殿 

 財務大臣   殿 
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 厚生労働大臣 殿 

 国土交通大臣 殿 

 内閣官房長官 殿 

 内閣府特命担当大臣（防災）  殿 

 復興大臣   殿 

──────────────────── 

 〔参 考〕 

発議案第34号 

政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を別紙のとおり、久慈市議会会議規則第

14条第１項の規定により提出し 

ます。 

  平成27年３月20日提出 

 久慈市議会議長 八重櫻 友 夫 様 

      提出者 久慈市議会議員 堀崎 松男 

      提出者 久慈市議会議員 澤里 富雄 

      提出者 久慈市議会議員 小倉 建一 

      提出者 久慈市議会議員 桑田 鉄男 

      提出者 久慈市議会議員 小野寺勝也 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

 政務活動費の交付に関する条例（平成18年条例第

184号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項中「5,000円」を「10,000円」に改め

る。 

   附 則 

 この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

 提案理由 

 政務活動費の額を改正しようとするものである。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 〔参 考〕 

発議案第35号 

久慈市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を別紙のとおり、久慈市議会会議規則第

14条第１項の規定により提出します。 

  平成27年３月20日提出 

 久慈市議会議長 八重櫻 友 夫 様 

      提出者 久慈市議会議員 小野寺勝也 

      提出者 久慈市議会議員 澤里 富雄 

      提出者 久慈市議会議員 堀崎 松男 

      提出者 久慈市議会議員 小倉 建一 

      提出者 久慈市議会議員 桑田 鉄男 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

久慈市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 久慈市議会委員会条例（平成18年条例第185号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条第２項第２号ア中「市民生活部」を「生活福

祉部」に改め、同号中イを削り、ウをイとし、エをウ

とし、同項第３号ア中「農林水産部」を「産業経済

部」に改め、同号中イを削り、ウをイとし、エをウと

し、オをエとする。 

第21条中「教育委員会の委員長」を「教育委員会の教

育長」に、「法律又は条例に基づく」を「法律に基づ

く」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部

を改正する法律（平成26年法律第76号） 

   附 則 

 第２条第１項の場合においては、この条例による改

正後の久慈市議会委員会条例第21条（教育委員会の教

育長に係る部分に限る。）の規定は適用せず、この条

例による改正前の久慈市議会委員会条例第21条（教育

委員会の教育長に係る部分に限る。）の規定は、なお

その効力を有する。 

 提案理由 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律及び部設

置条例等の一部改正に伴い、所要の整備をしようとす

るものである。 

──────────────────── 

 〔参 考〕 

発議案第36号 

  「ＴＰＰ交渉から久慈地域の農林水産物を守る」 

  緊急決議について 

 上記の議案を別紙のとおり、久慈市議会会議規則第 

14条第１項の規定により提出します。 

  平成27年３月20日提出 

 久慈市議会議長 八重櫻 友  夫殿 

      提出者 久慈市議会議員 小野寺勝也 

      提出者 久慈市議会議員 澤里 富雄 

      提出者 久慈市議会議員 堀崎 松男 

      提出者 久慈市議会議員 小倉 建一 

      提出者 久慈市議会議員 桑田 鉄男 

      提出者 久慈市議会議員 山口 健一 
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      提出者 久慈市議会議員 梶谷 武由 

      提出者 久慈市議会議員 城内 仲悦 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  「ＴＰＰ交渉から久慈地域の農林水産物を守る」 

  緊急決議 

 ＴＰＰ交渉をめぐる日米政府の農産物関税と自動車

貿易に関する実務者協議が２月２日から３日に行われ

た。２国間の大筋合意のめどがつかなかったものの、

日本政府が交渉にあたって「聖域」としてきた牛肉・

豚肉・乳製品・米などの農産物重要品目の関税につい

ては、大幅な譲歩を強いられており、例外扱いにでき

る保証はない状況と言える。 

 報道によると、「牛肉関税は38.5％から(日豪ＥＰ

Ａ協定での冷蔵は15年目に23.5％、冷凍は18年目

19.5％を大きく下回る)15年目以降に９％になるよう

段階的に引き下げ」、「乳製品の一部品目の関税撤廃、

大幅引き下げ」などの譲歩案が浮上しているとされて

お 

り、日本政府は、ＴＰＰ交渉の早期妥結を図るため、

米国に譲歩する姿勢を一層強めている。 

 平成25年４月、衆議院農林水産委員会では、農林水

産物の重要品目について、引き続き再生産可能となる

よう除外又は再協議の対象とすることや、10年を超え

る期間をかけた段階的な関税撤廃も含め認めないこと、

食の安全・安心を損なわないこと、重要５品目の聖域

確保を優先し、それが確保できないと判断した場合は、

脱退も辞さないことを決議した。 

 このまま、米国主導のＴＰＰ交渉を続けたならば、

委員会決議が反故にされ、久慈ばかりでなく、県内・

国内の農業農村の崩壊を招いてしまうことは明らかで

ある。 

 われわれ久慈市議会は、「交渉内容等について情報

開示を行い、国民的議論を徹底すること」、「国会決

議を遵守し、それができない場合は、速やかに交渉か

ら撤退すること」を改めて強く求めるものである。 

 以上、決議する。 

  平成27年３月20日 

岩手県久慈市議会 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 〔参 考〕 

発議案第37号 

久慈市議会議員定数条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を別紙のとおり、久慈市議会会議規則第

14条第１項の規定により提出します。 

平成27年３月20日提出 

 久慈市議会議長 八重櫻 友 夫 様 

      提出者 久慈市議会議員 畑中 勇吉 

      提出者 久慈市議会議員 堀崎 松男 

      提出者 久慈市議会議員 下川原光昭 

      提出者 久慈市議会議員 中塚 佳男 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

久慈市議会議員定数条例の一部を改正する条例 

 久慈市議会議員定数条例（平成22年条例第10号）の

一部を次のように改正する。 

本則中「24人」を「20人」に改める。 

   附 則 

この条例は、次の一般選挙から施行する。 

 提案理由 

 久慈市議会の議員の定数を改正しようとするもので

ある。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 〔参 考〕 

  議員派遣の件 

               平成27年３月20日 

 地方自治法第100条第13項及び久慈市議会会議規則

第128条の規定により、次のとおり議員を派遣する。 

記 

１ 第67回東北市議会議長会定期総会 

 (1) 派遣目的 地方自治の本旨に沿い、相提携し、 

        都市の興隆発展・地方自治の充実強 

        化・市議会の制度及び運営に資する 

        ため 

 (2) 派遣先 盛岡市 

 (3) 派遣期間 平成27年４月９日から10日までの２ 

        日間 

 (4) 派遣議員 下舘祥二副議長 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 議案第18号、議案第19号、議案第

20号、議案第21号、議案第29号   

○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、議案第18号から議案第21号まで、及び議

案第29号を議題といたします。 

 以上５件に関し、委員長の報告を求めます。砂川総
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務委員長。 

    〔総務委員長砂川利男君登壇〕 

○総務委員長（砂川利男君）  それでは、総務委員長

報告をさせていただきます。 

 本定例会において総務委員会に付託されました議案

５件について、去る３月13日に委員会を開催し、審査

いたしましたので、その概要と結果について、ご報告

いたします。 

 初めに、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」について申し上げます。 

 本条例は、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。 

 主な内容でありますが、今回の法律改正では、教育

委員長と教育長が一本化され、新教育長が設置される

こととなるが、この新教育長には、特別職ではあるが、

職務に専念する義務が新たに規定されることから、一

般職と同様に、義務の特例に関する条例を制定し、職

務に専念する義務を免除されることができるようにし

ようとするものである。なお、施行期日は本年４月１

日であるが、現に在職する教育長の次の教育長から適

用しようとするものであるとの説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、法律改正後における教育委員会制度の特徴に

ついてただしたのに対し、新たに設置される総合教育

会議は、市長が招集し、構成員は市長、教育長及び教

育委員で、教育行政の大綱の策定などが協議事項とさ

れていることから、市長と教育委員会との連携がさら

に図られていくものと捉えているとの答弁がございま

した。 

 また、職務に専念する義務を免除される具体的な内

容についてただしたのに対し、人間ドックなどの健康

診断を受診する場合などを想定しており、一般職と同

様の内容となっているとの答弁がありました。 

 そのほか、総合教育会議の開催時期や、会議の公開

などについて質疑、答弁が交わされたところでありま

す。 

 採決の結果、議案第18号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第19号「部設置条例の一部を改正する条

例」について申し上げます。 

 本条例は、行政組織のスリム化を図るため、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。 

 主な内容でありますが、市民生活部と健康福祉部を

統合し、生活福祉部に改め、また農林水産部と産業振

興部を統合し、産業経済部に改めようとするものであ

る。また、まち・ひと・しごと総合戦略、いわて国体

及び企業誘致関係の職員を増員するなど、諸課題に対

応してまいりたいとの説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、組織の見直しの検討経過についてただしたの

に対し、市長の公約である組織のスリム化について、

各部各課から意見を伺って調整案を作成し、庁議等で

協議を行ったところであるとの答弁がございました。 

 また、各部から出された意見についてただしたのに

対し、今回、統合しようとする部に関する意見のほか、

契約担当部門の充実や、上下水道部門の統合など、さ

まざまな意見が出されたところであるとの答弁がござ

いました。 

 そのほか、統合に伴う執務室の移動や、グループ制

から係制に変更する考え方などについて質疑、答弁が

交わされたところであります。 

 採決の結果、議案第19号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第20号「行政手続条例の一部を改正する

条例」について申し上げます。 

 本条例は、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。 

 主な内容でありますが、一つ目は、行政指導をする

際に、許認可等に関する権限を行使し得る旨を示すと

きは、その根拠等の明示を義務づけること。二つ目は、

法律の要件に適合しないと思料する場合に、行政指導

の中止等の求めができること。三つ目は、住民等が法

令違反の事実を発見した場合に、処分等の求めができ

ることなどの規定を追加しようとするものであるとの

説明がございました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、今回の行政手続法の一部改正に関連して、行

政不服審査法も改正されているが、これに伴う条例改

正の内容についてただしたのに対し、行政不服審査法

の改正は平成28年４月１日の施行となっており、今後、

関係する条例等の改正手続きを進めてまいりたいとの
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答弁がございました。 

 そのほか、不服申し立ての審査請求期間などについ

て質疑、答弁が交わされたところであります。 

 採決の結果、議案第20号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第21号「職員表彰条例等の一部を改正す

る条例」について申し上げます。 

 本条例は、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、関係条例について所要の改正をしよ

うとするものであります。 

 主な内容でありますが、新教育長の任期が４年から

３年になることに伴い、職員表彰条例に規定する教育

長の在職年数を３年に改正すること。また、現教育長

は、教育委員として特別職の身分を有するとともに、

教育長として一般職の身分も有しているが、新教育長

は常勤の特別職の身分のみを有することとなることか

ら、関係する条例について所要の改正をしようとする

ものであるとの説明がございました。 

 以下、審査につきましては、特に質疑はなく、採決

の結果、議案第21号は、全員異議なく原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 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」申し上げます。 

 本案は、平成26年６月６日、議会の議決を経て工事

を進めていた久慈市超高速ブロードバンド基盤整備工

事の施工区域が縮小したことに伴い、工事の請負変更

契約を締結しようとするものであります。 

 主な内容でありますが、施工区域としていた小久慈

町岩瀬張地区及び誂子地区について、東日本電信電話

株式会社が、営業採算が見込める区域として自社で施

工することとなり、請負金額を原契約から9,244万

8,000円減額して、９億8,755万2,000円にしようとす

るものであるとの説明がございました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、事業の進捗状況と減額の内容についてただし

たのに対し、工事は本年３月中に終了することとなっ

ており、ほぼ完了というような状況と捉えている。ま

た、当該区域の光ケーブルの延長が約10キロメートル

となっており、これを減少したことが主な減額の要因

となっているとの答弁がありました。 

 また、完了後の活用についてただしたのに対し、本

事業は復興庁の予算を活用したものであり、復興を加

速することが求められている。例えば農家などがそれ

ぞれサイトを立ち上げて情報発信するなど、全体で久

慈市を発信していくような流れをつくっていく形であ

る。また、市としても復興のサイトを立ち上げて、地

域行事、観光情報及び移住定住などの情報発信に加え

て、民泊施設などについても発信したいと考えている。

また、業者と連携して加入促進に取り組むとともに、

個人サイトの立ち上げについても支援してまいりたい

との答弁がございました。 

 そのほか通信料について、ＩＴ関連企業の誘致につ

いて、今後、新たな場所に光ケーブルを配線する場合

の費用負担などについて質疑、答弁が交わされたとこ

ろであります。 

 採決の結果、議案第29号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまの委員長報告に対

し、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、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」、議案第21号

「職員表彰条例等の一部を改正する条例」及び議案第

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」、

以上の議案５件は、委員長の報告のとおり可決するこ

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18号から議案第21号まで、及び議案第29号

の５件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第２ 議案第22号、議案第23号、請願受

理第16号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第２、議案第22号、議

案第23号及び請願受理第16号を議題といたします。 
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 以上３件に関し、委員長の報告を求めます。下川原

教育民生委員長。 

    〔教育民生委員長下川原光昭君登壇〕 

○教育民生委員長（下川原光昭君）  続きまして、教

育民生委員長報告を申し上げます。 

 本定例会において教育民生委員会に付託されました

議案２件、請願１件について、去る３月13日に委員会

を開催し、審査いたしましたので、その概要と結果に

ついて、ご報告申し上げます。 

 初めに、議案第22号「保育所条例の一部を改正する

等の条例」について申し上げます。 

 本条例は、法律の施行及び一部改正に伴い、公立保

育所における利用者負担額の徴収根拠規定が消滅する

ため、保育所条例の一部を改正し、公立保育所におけ

る利用者負担額に関する事項を定めるとともに、保育

所における保育に関する条例で定められている保育の

実施基準について、新たに子ども・子育て支援法施行

規則に保育の実施基準が定められることから、本条例

を廃止しようとするものである。また、本条例の施行

日を、子ども・子育て支援法等の施行日と同じ平成27

年４月１日からとしようとするものであるとの当局か

らの説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、平成27年４月からの利用者負担額は、現行と

比較して変わりがあるのかとただしたのに対し、保育

標準時間の場合の負担額は現行と同額であるとの答弁

がありました。 

 次に、世帯内第３子の保育料無料化に伴う対象児童

数と今後の見通しについてただしたのに対し、対象の

児童数は204人と試算しており、今後はこの制度が浸

透していくことにより、徐々に対象児童の利用が増加

していくものと捉えているとの答弁がありました。 

 そのほか、延長保育料の徴収、世帯内第３子の考え

方などについて質疑、答弁が交わされたところであり

ます。 

 採決の結果、議案第22号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第23号「看護師養成奨学資金貸付条例」

について申し上げます。 

 本条例は、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

を図ることを目的に制定しようとするものである。本

条例では、貸し付けの対象者や貸し付け金額、償還の

免除などについて定めるものであり、その施行日は公

布の日からとしようとするものであるとの当局からの

説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、貸し付け希望者が大人数になった場合の選考

方法についてただしたのに対し、学業成績はもちろん

のこと、看護師として地元に貢献したいという本人の

熱意を面接で確認し選考したいとの答弁がありました。 

 次に、学業成績が著しく不良と認められたときは貸

し付けを廃止するとあるが、その基準はとただしたの

に対し、今後、規則により定めることとなるが、学業

成績や健康診断書等の提出を求め、それらをもとに判

断するとの答弁がありました。 

 そのほか、県内の自治体での条例制定状況、看護師

不足の要因についてどのように把握しているかなどに

ついて質疑、答弁が交わされたところであります。 

 採決の結果、議案第23号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、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」について申し上げます。 

 本請願は、東日本大震災から４年が経過したが、今

なお岩手県内では多くの被災者が仮設住宅やみなし仮

設住宅での生活を余儀なくされております。被災者生

活再建支援法では、住宅の再建に対し支援金を支給し

ているが、現行の制度では十分な額とは言えず、住宅

の再建や確保が進んでいない。一日でも早く安心でき

る住まいや生活空間を得て、この地域で暮らすことが

被災者の最大の願いである。この被災者の願いと一日

も早い被災地復興のために、被災者生活再建支援制度

の拡充を国に対し強く要望してほしいというものであ

ります。 

 審査に当たりましては、請願者からの意見陳述を受

け、委員間討議を行ったところであります。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、今回の請願について、全国や県内の各団体と

の連携状況はと尋ねたのに対し、全国の生活協同組合

にも声をかけているほか、県内の各協同組合で組織す

る協同組合間提携協議会などとも連携を図り、運動を

進めているとの説明がありました。 
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 次に、支援金の最高額を500万円とした根拠はと尋

ねたのに対し、実際に被災地で住宅を再建される方の

お話では、資材等の高騰で建築坪単価が被災前と比べ

1.5倍から２倍になっているとのことであった。その

ことから、現行の額に200万円を上乗せした500万円が

適切と考えたものであるとの説明がありました。 

 そのほか、災害公営住宅へ入居する際の敷金等の有

無などについて、質疑、説明が交わされたところであ

ります。 

 採決の結果、請願受理第16号は、全員異議なく採択

すべきものと決しました。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまの委員長報告に対

し、質疑を許します。17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  今、下川原委員長から報告が

あったわけですけれども、議案第23号についてですが、

看護師さんをふやしたいということから奨学制度をつ

くるということでしたが、その議論の中で、看護師以

外に例えば薬剤師とか、いわゆる医療関係者にも拡大

しようとか、そういう議論があったのかどうか、その

辺の、あったとすれば、どのようなことがあったのか、

お聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  下川原教育民生委員長。 

○教育民生委員長（下川原光昭君）  この議案第23号

については、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てということでありま

すので、医学部、薬とか、そういうのじゃなくて、看

護師の市内で従事しようとする者ということで取り扱

っておりますので、そういうことはありませんでした。 

○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  今、委員長から看護師以外の

分については議論がなかったということでございます

が、これは当局にお伺いしたいんですが、実はきょう

の新聞で葛巻町が、全国といいますか、広げて、看護

師も当然含め、薬剤師、検査技師、レントゲン、いわ

ゆる医療関係の職種について全て対応するという形で、

たしか看護師さんが20万でしたか、あとは10万という

ことで募集をかけて養成しようということになったよ

うでございますが、久慈市としても、今、看護師につ

いてスタートしようとしていますが、将来はそういっ

た意味では葛巻のような形で医療関係者の育成という、

薬剤師とか、それからレントゲン等を含めて、育成と

いうことからいえば必要かと思うんですが、その辺の

感想とか、きょう葛巻町の様子は新聞等で見たと思い

ますので、どのような思いを持っているのか、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）  けさの岩手日報で報

道があったわけでございますが、当市においては看護

師、それからほかの職種も不足の状態にはございます

が、とりあえず看護師の不足が顕著でございますので、

まずは看護師を対象とした奨学金制度としたところで

はございますけれども、将来的にはやはり職種の拡大

等についても、これはやっぱり検討していく必要があ

るだろうというふうに思っておりますので、今後の研

究課題とさせていただきます。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 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。 

 まず、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」について採決いたします。以上の議案２件は、委

員長の報告のとおり可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22及び議案第23号は、原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、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」を採決いたします。本請願は、

委員長の報告のとおり採択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、請願受理第16号は採択と決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第３ 議案第24号、議案第25号、議案第

26号、議案第27号、議案第28号、議案第30号、

議案第31号、議案第32号、議案第33号、議案

第34号、請願受理第17号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第３、議案第24号から

議案第28号まで、議案第30号から議案第34号まで、及
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び請願受理第17号を議題といたします。 

 以上11件に関し、委員長の報告を求めます。木ノ下

産業建設委員長。 

    〔産業建設委員長木ノ下祐治君登壇〕 

○産業建設委員長（木ノ下祐治君）  本定例会におい

て、産業建設委員会に付託されました議案10件及び請

願１件について、去る３月13日に委員会を開催し、審

査いたしましたので、その概要と結果について報告い

たします。 

 なお、委員会では審査に当たり、議案第24号、議案

第31号、議案第32号、議案第33号、議案第34号及び請

願受理第17号の６件について現地調査を実施したとこ

ろであります。 

 初めに、議案第24号「海女センター条例の一部を改

正する条例」について申し上げます。 

 本条例は、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。 

 具体的な内容でありますが、条例中、第２条第１項

各号で規定する事業について、地域の新鮮な海産物等

を提供することと、地域特産品等の販売促進に関する

ことの二つを新たに追加するとともに、第５条で規定

する開館期間を休館日に、第６条で規定する開館時間

をそれぞれ改めようとするものであるとの当局からの

説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、東日本大震災により流失した旧小袖海女セン

ターの建設事業費の償還債務があるか、ただしたのに

対し、建設に当たっては当時国からの交付金を充てた

もので、償還債務はないとの答弁がありました。 

 次に、北限の海女素潜り実演によるウニ試食提供等

の今後の取り組み方についてただしたのに対し、現在、

小袖漁協生産部等と協議を進めているところであると

の答弁がありました。 

 そのほか、１階地魚販売施設における販売品、２階

休憩所における展示物、北限の海女素潜り実演の見学

料金設定などについて質疑、答弁が交わされたところ

であります。 

 採決の結果、議案第24号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 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」、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」及び議案第28号「下水道条例の

一部を改正する条例」について申し上げます。 

 以上の３件は関連があることから、一括して審査し

たところであります。 

 まず、議案第25号は、県の道路占用料徴収条例の一

部改正に準じ、市道の占用料の額を改定しようとする

もので、それに合わせて、議案第26号では、法定外公

共物のうち道路の使用料の額を、議案第28号では、下

水道施設のうち水路以外の施設の占用料の額を、それ

ぞれ市道の占用料の額の改定に準じて改定しようとす

るものであります。 

 具体的な内容でありますが、道路法施行令の一部改

正による道路占用料の改定に伴い、岩手県においても

道路占用料を改定したことから、県の例に準じて改定

しようとするものであるとの当局からの説明がありま

した。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 今回の料金改定による影響額についてただしたのに

対し、道路関連で約170万円、下水道関連で約2,500円

の減収をそれぞれ見込んでいるとの答弁がありました。 

 採決の結果、議案第25号、議案第26号及び議案第28

号は、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 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」について

申し上げます。 

 本条例では、建築基準法施行令の一部改正に伴い、

所要の整理をしようとするものであります。 

 具体的な内容でありますが、条例中、第４条第１項

第４号及び第５条で引用している建築基準法施行令の

条項に関し、建築基準法施行令の一部改正による条ず

れが生じたことから、改めようとするものであるとの

当局からの説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 条例改正に伴い市が行う事務等に変更が生じるか、

ただしたのに対し、法律改正に伴う条ずれのみで、市

が行う事務等に変更は生じないとの答弁がありました。 

 採決の結果、議案第27号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 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
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めることについて」申し上げます。 

 本案は、東日本大震災により被災した小袖漁港海岸

防潮堤の水門及び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。 

 具体的内容でありますが、これまで手動操作であっ

た水門及び陸閘について、消防団員等の生命を守るた

め遠隔操作できるよう電動化して復旧しようとするも

のであるとの当局からの説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、停電時における電源確保についてただしたの

に対し、停電発生に伴い非常用発電機に電源が切りか

わるものであるとの答弁がありました。 

 次に、遠隔操作の通信方法についてただしたのに対

し、遠隔操作は衛星システム通信により県管理のもと

行われるものであるとの答弁がありました。 

 そのほか、定期点検の実施、維持管理費用などにつ

いて質疑、答弁が交わされたところであります。 

 採決の結果、議案第30号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第31号及び議案第32号の「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」申し上げます。 

 以上の２件は、関連があることから、一括して審査

したところであります。 

 議案第31号及び議案第32号は、ともに洋野町におけ

る町道路線の認定に当たり、その一部が久慈市の区域

内に設置されていることから、道路法の規定に基づく

洋野町長からの承諾の求めに対し、承諾することにつ

いて議決を求めようとするものであります。 

 具体的な内容でありますが、議案第31号の弥栄向１

号線は延長972.6メートル、幅員５メートルとする路

線であり、そのうち17筆、933.27平方メートルが久慈

市の区域内に設置されている。また、議案第32号の弥

栄向２号線は延長1,697メートル、幅員を５メートル

とする路線であり、そのうち13筆、1,112.91平方メー

トルが久慈市の区域内に設置されており、両路線とも

に県営土地改良事業により整備されたものであるとの

当局からの説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 道路維持管理にかかる費用負担の発生があるか、た

だしたのに対し、道路の維持管理は洋野町が行ってい

くもので、久慈市に費用負担の発生はないとの答弁が

ありました。 

 採決の結果、議案第31号及び議案第32号は、全員異

議なく原案のとおり可決するべきものと決しました。 

 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」申し上げます。 

 議案第33号及び議案第34号の路線は、ともに久慈市

復興計画に基づき、長内小学校の児童及び周辺住民の

避難路として整備された路線で、いずれも公共性が高

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。 

 具体的な内容でありますが、議案第33号の長小西線

は、起点を長内町第25地割50番５地先、終点を同町第

25地割８番１地先とし、延長を345.9メートル、幅員

を４メートルとする、市道長小通り線と市道坂下通り

線を結ぶ路線である。議案第34号の長小南線は、起点

を長内町第25地割33番地３地先、終点を同町第27地割

21番４地先とし、延長69メートル、幅員を４メートル

とする、長小西線から長内小学校に通じる路線である

との当局からの説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、長小西線につなぐ長小南線の整備背景につい

てただしたのに対し、災害発生時、小学校グラウンド

にいる人たちの避難を想定した経路として整備したも

のであるとの答弁がありました。 

 次に、避難時には歩行者優先道路となるか、ただし

たのに対し、避難時には歩行者以外に車両も通行可能

であるが、今後、歩行者優先看板を設置予定であると

の答弁がありました。 

 そのほか日常時の道路使用法、避難道路から避難所

となる下長内公民館までの経路などについて質疑、答

弁が交わされたところであります。 

 採決の結果、議案第33号及び議案第34号は、全員異

議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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」について申し上げます。 

 本請願は、東日本大震災の復興事業である三陸沿岸

道路、野田久慈道路整備に当たって、市内長内町元木

沢地区に計画される盛土式による整備工法について、

コミュニティを破壊させ、市街地の利便性の低下を招

き、国道45号への交通アクセスを大幅に変化させるこ
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とから、国に対し盛土式から高架式への見直しを求め

るよう意見書の提出を求めるものであります。 

 なお、審査に当たっては、請願者からの意見陳述を

行い、さらに市当局から参考意見を聴取した上で、委

員間討議を行ったところであります。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、請願提出に当たっての３町内会における住民

意見集約の状況についてただしたのに対し、元木沢町

内会では２月21日の市からの説明会後に約50名の住民

による話し合いを行ったところであり、下長内町内会

では三役会議を行ったところであるとの説明がありま

した。 

 次に、請願に至った背景についてただしたのに対し、

盛土式による経済的メリット等よりも、地域間交流の

風通しをよくしたいということが高架式への工法変更

を求める大きな理由である。また、事業が進んでいる

にもかかわらず、周辺住民に情報提供がなされていな

いことに不満を感じているところであり、事業主体で

ある国から事業内容、設計工法など丁寧な説明がなさ

れることにより、事態は収集する可能性があるとの説

明がありました。そのほか、市当局から計画図面によ

る概要説明のほか、平成24年に２回にわたって開催さ

れた説明会などこれまれの経過や市の考え方について

参考意見を聴取したところであります。 

 採決の結果、請願受理第17号は全員異議なく継続し

て審査すべきものと決しました。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまの委員長報告に対

し、質疑を許します。16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  委員長にお尋ねいたします。

議案第25号、26号、28号に関わるわけですが、もし私

の聞き落しであればご了承いただきたいんですが、こ

の占用料の減額になってます。30％代の減額、場合に

よっては60％減額もあります。委員長報告では、県条

例に準じてという説明だったと思うのですが、その県

条例が変わったいわゆるそもそもの理由、私確か土地

価格の評価額等の原因がこれの減額に結びついている

のではないかと思うんですが、その辺の内容について

まずお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  木ノ下産業建設委員長。 

○産業建設委員長（木ノ下祐治君）  具体的には小野

寺さんの質問のとおりでございます。詳細については

ちょと原稿を見返してみますので、少々お待ちくださ

い。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  それでは恐縮ですが、当局、

実はもしそうだとすれば、いわゆる土地価格評価が下

がってこれの占用料が減額になったというのであれば、

例えばさっき言ったように三十二、三％減額、場合に

よっては60％減額なってますよね。実際に土地価格の

評価がそういう３割代、６割代の減額になっていると

いう状況はありますか。基本的には、結局その価格の

評価の減がリスト、これの占用料の価格の減額が割合

で基本的に一致すれば問題ないわけですが、その点ど

うですか。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  この価格でございますが、

平成18年に指定してから癩癩。まず、現在の土地評価、

これにあわせた形で今現在の県の全体での決めた料金

に合わせた形で今、市も料金を改定するものでござい

ます。すみません、今回の改正に当たりましては、固

定資産評価額の見直しと合わせて久慈市は久慈市の地

価公示価格、こちらを参考に修正したものでございま

す。前の価格が平成８年これを基準にしておりました。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 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。まず、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」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」を採決いたします。 
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 以上の10件は、委員長の報告のとおり可決すること

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24号から議案第28号及び議案第30号から議

案第34号までは、原案のとおり可決されました。 

 次に、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」について採決いたします。 

 委員長の報告は、閉会中の継続審査に付すべきもの

であるという報告であります。本請願は委員長の報告

のとおり、閉会中の継続審査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、請願受理第17号は閉会中の継続審査に付すること

に決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第４ 議案第１号、議案第２号、議案第

３号、議案第４号、議案第５号、議案第６号、

議案第７号、議案第８号、議案第９号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第４、議案第１号から

議案第９号までを議題といたします。 

 以上、９件に関し、委員長の報告を求めます。桑田

予算特別委員長。 

    〔予算特別委員長桑田鉄男君登壇〕 

○予算特別委員長（桑田鉄男君）  予算特別委員長報

告を行います。 

 本定例会において、予算特別委員会に付託されまし

た、議案第１号から議案第９号までの平成27年度久慈

市一般会計予算、各特別会計予算及び水道事業会計予

算の計９件について、去る３月16日、17日及び18日の

３日間にわたり委員会を開催し審査いたしましたので、

ご報告申し上げます。 

 委員会では、各搬にわたり活発な質疑、答弁が交わ

されたところでありますが、本委員会は議長を除く全

議員で構成された委員会であり、委員会における質疑、

答弁など、詳細な審査経緯につきましては各位の承知

するところでありますので、その結果についてご報告

を申し上げます。 

 まず、議案第１号「平成27年度久慈市一般会計予

算」、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」及び議案第９号「平成27年度久慈市水道事業会

計予算」の７件は、採決の結果、いずれも全員異議な

く、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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」及び議案第４号「平成27年度久慈市後

期高齢者医療特別会計予算」の２件は、採決の結果い

ずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまの委員長報告に対

し、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。 

 これより、討論に入ります。討論の通告があります

のでこれを許します。16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  議案第１号「平成27年度久

慈市一般会計予算」に賛成の討論をいたします。 

 なお、相互に関係もあることから、国民健康保険特

別会計、後期高齢者医療保険特別会計にも言及をいた

します。 

 賛成の第１の理由は、市政運営に対する姿勢の問題

であります。市長は、市政運営は市民との協働作業で、

そのためには一定の時間と経費が必要と言われました。

地方自治を充実、発展させるためには、極めて大事な

姿勢といえましょう。 

 賛成の第２の理由は、行政の視点の問題であります。

弱い立場、状況におかれてる市民の暮らしに身を寄せ

福祉を重視する視点、市民の切実で道理ある要望には

何とか応えようと方策を探求する視点は評価できます。 

 賛成の第３の理由は、施策の問題であります。中学

生までの医療費助成拡大に続く保育料の第３子以降無

料化、移住定住促進事業、雇用拡大奨励制度、総合運

動公園整備への着手などは、今後の成果に期待をする

ものであります。国民健康保険特別会計では、一般会

計からの赤字補痾は、当然の措置でありますが、加入

者の54％が所得100万以下、所得に占める国保税の負

担率が14％と過重な負担となっていることから反対を
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いたします。後期高齢者医療保険特別会計は、年齢で

高齢者を医療差別する制度は廃止をし、もとの老人保

健制度に戻すべきであります。なお、財政改革につい

ても苦言をいたします。財政の実態を明らかにし、削

減する場合には内部努力と無駄遣いや不要不急の解消

に努めるなど、市民生活に遠いところから行うべきで

あります。 

 今後とも行政に対する姿勢、視点を堅持することを

重ねて要望し討論といたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  ほかに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。討論

を終結いたします。 

 それでは採決いたします。 

 まず、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」及び議案第９号「平成27年度久慈市水道事業会

計予算」について採決いたします。 

 以上７件は、委員長の報告のとおり可決することに

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１号、議案第２号及び議案第５号から議案

第９号までの以上７件は、原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、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」について採決いたします。 

 本案は、委員長報告のとおり可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）  起立多数であります。よっ

て、議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、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」について採決いたします。 

 本案は、委員長の報告のとおり可決することに賛成

の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立多数であります。よっ

て、議案第４号は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第５ 議員定数に関する調査の件   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第５、議員定数に関す

る調査の件を議題といたします。 

 本件に関し、委員長の報告を求めます。髙屋敷議員

定数に関する調査特別委員長。 

    〔議員定数に関する調査特別委員長髙屋敷英

則君登壇〕 

○議員定数に関する調査特別委員長（髙屋敷英則君）  

それでは、議員定数に関する調査特別委員長報告を申

し上げます。 

 本特別委員会は、昨年12月定例会において、久慈市

議会における適正な議員定数を調査・研究するため、

久慈市議会における適正な議員定数に関する事項が付

託されたところであります。 

 本特別委員会は、議長を除く全議員で構成された委

員会であり、委員会の所管事項調査及び委員会の中で

交わされた意見及び議論などの内容は、各位の承知す

るところでありますので、ここでは主な事項について

ご報告申し上げます。 

 まず、市民の皆様の意見を聴くため、本年1月26日

から実施したパブリックコメントには17件の意見が寄

せられたところであります。 

 また、２月22日に久慈市立中央公民館で開催されま

した、議員定数に関する市民の声を聴く会では、５名

の市民から定数削減、定数維持及び定数増について、

それぞれ意見を発表していただいたところであり、そ

の際の意見として、財政的な見地から議員定数の削減

を求める意見、民意の反映のために議員定数の現状維

持を求める意見、議員報酬の削減を前提とした議員定

数増の意見など、貴重な意見が発表されたところであ

ります。 

 また、市内８カ所で開催された議会報告会での市民

との意見交換の場で出された、議員定数に関する市民

の声も参考にしながら、８回にわたる委員会の中で議

論を重ねてきたところであり、去る３月３日には本委

員会としての最終調査として、議会改革推進特別委員

会定数報酬等研究部会の最終報告書について調査し、

活発な意見交換がなされました。 

 それらを踏まえ、各委員による意見の開陳及び委員
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間討議を実施したところであります。 

 これまでの委員会での多くの議論及び意見の開陳、

討議では、議会への若者や女性議員の参加の必要性に

ついて、役務の対価として支給される議員報酬につい

て、生活給の側面からの検討・議論の必要性について、

分権社会における地方自治及び市民参加のあり方につ

いて、少数精鋭主義及び面積割りなどを考慮した選挙

制度のあり方について等々、広く意見が出されたとこ

ろであります。 

 さらに、議会としての課題としては、常任委員会の

あり方の再検討について、会派及びその活動のあり方

についてなどについて議論を交わし、これら議会の機

構に関わる改革の必要性に鑑み、現状を真摯に反省し

ながら、将来に向けての重要な課題として捉え、さら

なる議会改革の推進を図るべきとの提言がなされるな

ど、真剣に議論が交わされてきたところであります。 

 委員会では、多面的な観点からの議論を通じ、市民

の皆様からの声を十分に参酌しながら、最終的に、定

数削減と定数現状維持の二つの意見に集約した上で、

委員長を除く出席委員18名により、定数削減の賛否に

ついて採決した結果、賛成者５名であり、削減案は否

決されました。 

 このことから、本委員会の結論として、来る７月26

日投票の久慈市議会議員一般選挙は、現状の議員定数

24名で実施すべきとの結論に達し、これをもって委員

会の調査を終了すべきものと決しました。 

 最後になりますが、本委員会の運営に当たりまして

は、委員会のもとに幹事会を設置し、幹事会の調整を

経た上で委員会の運営を行って参りました。幹事会設

置により、委員各自が与えられた責任と役割を自覚し、

審査がスムーズに進行できましたこと、また、限られ

た期間内での審査でありながら、全力を傾注して議論

を展開し、本日の委員長報告に至ることができました

ことは、ひとえに委員各位並びに多くの市民の皆様方

のご理解とご協力の賜であり、ここに改めて衷心より

感謝を申し上げまして、委員長報告といたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまの委員長報告に対

し、質疑を許します。８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  私はこの委員会の発足にあた

り、再三にわたって法律に抵触する恐れがあるので、

その確認を再三に求めてまいりました癩癩 

○議長（八重櫻友夫君）  砂川議員に申し上げます。

ただいまの議題は、委員長報告に対してのことになっ

ておりますので、ただいまのそのお話の件については、

るる８回の委員会にわたって質問等されていると思い

ますんで、ご理解いただきたいと思います。 

 なお、先例によりますと委員長報告に対しましては、

その委員会に所属した議員の質問は行わないことを例

としておりますんで、その点ご理解いただきたいと思

います。 

    〔「それは私の意見は封じるという意味です

か」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  封じるということではござ

いません。ただ、今は特別委員会の委員長報告をされ

てますんで、これについてのご審議でございます。砂

川議員がそういう意見を持っているというのは、私も

聞いておりますが、いずれこの場は特別委員会で委員

長の報告は終結したということの報告ですんで、その

件については、次の機会を見てお話しいただければと

思います。 

 なお、その件につきましては、特別委員会の席でも

そういうお話されておりまして、ある議員からはそれ

については具体的なことについては違法であるかどう

か問題があるかどうか相談をしてきちんとそれをまと

めて出してくれるべきではないですかという、ある議

員からもお話がございましたので、その点も踏まえて

ご理解いただきたいと思います。 

 ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  私は具体的なことを申し上げ

てきたものに対して何ら説明も何もないまま、終結を

迎えたということは、私は、都合のいい部分は着々と

進めて、都合の悪い意見に対しては、何の説明も無視

もしなくてもいいんだという何らかの根拠を持っての

経過だというふうに思います。それをまず説明してい

ただきたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  それは、砂川議員の考えだ

と思いますが、いずれ特別委員会の席でもお話された

委員の方もおられました。いずれ砂川議員がそう思う

のであれば、法的なことを踏まえながらきちんとその

問題を提起していただければと思います。 

 ただ、この場は委員長報告に対しての賛否を取るこ

とになっておりますんでご理解いただきたい。そして、

また何度もお話いたしますが、議長には議事整理権と

いう項目もありますんで、その点もご理解いただきた
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いと思います。 

    〔「議長、いいですか」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  いいえ。質疑を打ち切りま

す。 

    〔発言する者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  私は何度もお話しているん

ですが、今この場ではその発言はないと思って、この

ようにお話しております。 

    〔発言する者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  それは砂川議員癩癩 

    〔発言する者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  砂川議員に何度も話してい

ますが、今の内容については特別委員会の席で何回と

なくお話されていると思います。ですから、私は委員

会には所属していませんから、そういうのであれば特

別委員長、今の委員長の報告に聞いてみてください。 

    〔発言する者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  私は、ただ言ってるのは、

委員会に所属した委員は、今までの先例によればそう

いうふうに質問することはないですよとただ言ってい

るだけです。 

    〔発言する者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  もう一度私のほうから１点

お話をしますがよろしいですか。今までの先例により

ますと、委員長の報告に対する当該委員会に所属する

議員の質疑は行わないものを例としているという今ま

での先例がございます。 

 それでも質問すると言うんでしたらどうぞ。８番砂

川利男君。 

○８番（砂川利男君）  誤解のないように、とにかく

聞いてもらわなきゃならんから私は申し上げるという

ことですのでご理解いただきたい。 

 これまで久慈市議会では、議会改革をするとのこと

で久慈市議会基本条例の制定となった。その条例23条、

「議員定数の条例改正に当たっては、人口、面積、財

政力、社会状況及び、事業課題や将来の予測と展望を

十分に考慮するとともに、市民の意見を参考として検

討するものとする」、26条、議会改革の推進、「前条

の検証を行うとともに、継続的に議会改革を推進する

ため、議員で構成する議会改革推進会議を設置するも

のとする」。 

 基本条例運用基準では、「推進会議の構成の委員は、

議長、副議長、各会派代表者、議会運営委員長、広聴

広報特別委員長、会派に属さない議員のうち一人をも

って構成する」とある。このことに基づいて、議員定

数の問題に関して、平成26年８月19日に開催された中

では、中身は省略して結論だけ申し上げます。「今後

の方向性を決めたい」。平成26年９月３日、「会派代

表者会議、議会運営委員会という流れで持っていく」。

平成26年９月９日、「本日は結論出さないこととし、

12月に向けて推進会議で勉強していく」。平成26年11

月12日、「現定数が必要であるという理由を個々で考

えてきていただきたい」。 

 このような取り組みをしている最中に何の説明もな

く突如、平成26年12月14日に議員定数に関する調査特

別委員会設置についての議員発議として宮澤氏、堀崎

氏、髙屋敷氏、小栁氏、畑中氏の連名の提出とな

り癩癩 

○議長（八重櫻友夫君）  簡潔にお願いします。 

○８番（砂川利男君）  その提案説明は何と自らが決

めた議会基本条例を真っ向から否定する説明となった

ことは、条例違反や他の法律の抵触も考えられること

から再三にわたり申し上げてきたが、未だに法律への

抵触の確認をしようとしないことの説明もなきにわた

り申し上げたが、未だに法律の抵触の確認をしようと

しないことの説明もなきに至り終息を迎えたことは残

念でなりませんが、今一度、何の法に抵触するかとい

うことを申し上げると、憲法94条、民法95条及び１条

２項について申し述べたい癩癩 

○議長（八重櫻友夫君）  簡潔にお願いします。 

○８番（砂川利男君）  簡潔じゃないんです。その法

律を認めないということの説明では誤解ないように説

明させていただきゃならんので黙って聞いてください

よ。 

 我が国は法治国家だと。その法の段階としては、国

内法では憲法が最上位にある。２番目に、法律であり

内閣の制定した政令となる。３番目に、都道府県市町

村議会の制定した法、いわゆる条例は下位にある。下

位の法が上位の法に反する時は無効である。とこうあ

るんです。 

 要するに市町村議会には立法権が付与されている。

その中で久慈市議会基本条例というものが制定された。

その制定されたものの中に基づいて先ほど申し上げた

ような取り組みをしてきたものを、真っ向から否定し
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て議会調査特別委員会を推進しているということは、

憲法を真っ向から否定していることにほかならない。

ですから私はこれに抵触するんじゃないかと、それか

ら癩癩 

    〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  ただいまは、委員長報告に対

する質疑なわけで、この報告内容に事実と違うことが

書いてある、あるいはいろいろ議論してきたけどもそ

のことが記述されていない、それはどうなんだという

質問であれば理解をするわけですが、今、法律論議が

どうのこうのじゃなくて、この報告内容についての取

り計らいをお願いをしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  ただいま１番梶谷武由議員

からお話ありましたんですが、当初からそのようなつ

もりで私は説明しているつもりでございますんで、質

疑を打ち切ります。24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  今の砂川さんのは、それもそ

れにしておいて、実はこの委員長報告であります。こ

れは３月11日に幹事会をして調整をした委員長報告で

ありますが、幹事会の席でも実は、砂川さんにかかわ

って言えば、入り口論、いわゆる特別委員会の設置論

について４回にわたって議論をしているんです。そし

て、４回目に初めて実は調査・研究に入った。その入

った理由というのは、特別委員会の第４回の議事録で、

小栁委員からこれまでの入り口付近でちゅうちょして

なかなか先に進まなかった原因の一つとして、我々は

特別委員会を設置して何とか市民の皆様に見える形で

議論を進めたいという一途なあまり、この改革推進会

議で決めてしまった定数のあり方についての取り組み

内容等々を若干、軽率にといいますか、軽んじて行動

してしまったということに大いなる反省をしておりま

すし、また本日に至りますまでの間に、中には不愉快

に思われるような議員さんがあられるような発言等が

あったことを、ひとつこの場をお借りしてご容赦願い

たいということであり、よろしくお願いしますという

ことになったんです。 

 それで、いよいよ第５回から、本格的な調査・研究

に入った。そして、第６回目は、市民の声を聴く会、

第７回目は、パブリックコメントを聞きながら、そし

て、いよいよ第８回は、委員会の開陳というようなこ

とで、委員会が進んだというふうなことで、この委員

長報告にはこの部分は盛られなかったということで、

このことについて委員長報告にプラス、この特別委員

会がいよいよ動いた背景に、そういう背景があったと

いうことは、私からさらにつけ加えるという形で報告

をしておきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  髙屋敷議員定数に関する調

査特別委員長。 

○議員定数に関する調査特別委員長（髙屋敷英則君）  

それでは、今、砂川議員さんの発言もありました。そ

れから、濱欠議員さんからの発言もありました。この

二つについて委員長として答えられる部分の、立場と

して答えられる部分についてお答えをしたいと思いま

す。 

 砂川委員さんのほうからは、非常に全く自分の考え

を無視をしてと、そういうことで一方的に特別委員会

が進められてきたと、このような発言がありましたけ

れども、私は決してそうは思ってはおりません。砂川

委員さんの発言については、きっちりと受けとめまし

て、それを幹事会を開くと、そしてその取り扱いにつ

いてどうするかということを現実に幹事会を開いて決

めたわけでございます。 

 その結論として、砂川委員さんの合法あるいは非合

法の発言については、私どもが決めるというのは性質

のものではないと、そういうことでその問題について

は特別委員会ではなくて、全協なりあるいは、そうい

う場所で取り扱ってほしいと、取り扱うべきだと、そ

のような形で砂川委員さんのこの問題の取り扱いとい

うものを、まず特別委員会としてはタッチできないと

いう、そういう結論を特別委員会の中で報告をしてき

たわけでございます。 

 したがいまして、全く無視をしてとか、関知をしな

いというようなことではなくて、きっちり取り扱いに

ついてははっきり皆さんの前で説明をし、皆さんから

了解をいただいた事項だと、このことについては委員

会としては決着済みだとこのように思っております。 

 それから、濱欠委員さんのいろいろな設置に関して

のいろいろな確かにトラブルがあったわけでございま

す。今回の委員長案の素案というのは、実は私と下川

原副委員長と事務局の三者協議の中で煮詰めたもので

ございます。もちろん私が一応、素案の基礎となる案

を出したわけでございますけれども、そうした中でい

ろいろな問題については、議事録に委員長報告でどう
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のこうのっていうよりも、議事録に１から10まで全て

詳細に記録されて残されているわけでございます。そ

ういうことから今回の委員長報告については、所管事

項の調査、そういった調査の具体的な内容、問題点、

そういうものをさまざまな意見を整理をして結論を求

めて、その結論について報告をして委員会の終結をす

ると、そういうようなことで行ったものでございまし

て、３月11日のその幹事会において、これは了承され

て本日の報告になっているものだということでござい

ますので、そのことはお知らせしておきたいと思いま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  今、濱欠議員それから髙屋

敷委員長からお話がありました。そのような内容を踏

まえてご理解いただきたいと思います。 

 質疑を打ち切ります。 

    〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  砂川議員に申し上げますが、

今、濱欠議員そして委員長である髙屋敷議員がお話し

たのでご理解できませんか。 

    〔「できません。私の考えも聞いていただか

なきゃならん」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  それは、この場でお話する

ことではないと私は思うんですが。 

    〔発言する者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  そういうことではございま

せん。ルールにしたがってお話しているだけです。で

なかったら、動議として出してください。 

    〔発言する者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  そういうことはございませ

ん。もしそういうのであれば動議として出してくださ

い。 

    〔発言する者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  私は、何度も話しておりま

すが、今、濱欠議員そして髙屋敷委員長さんがお話し

たとおり、特別委員会で議論されてきたわけです。で

すから、それで私はいいのではないのかなと。そして

また、今、砂川議員がお話したいのは、この場で先ほ

ど梶谷議員からもお話がありましたんですが、その内

容とは違ってるんではないのかなというので、再三お

話していることです。 

    〔発言する者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  暫時休憩いたします。 

    午後３時00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３時04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。 

 砂川議員に申し上げますが、ただいまの議題に関し

ては、議事運営上問題は特にないと私は議事進行はな

いと思っております。なお、発言をするんであれば、

動議として出していただきたいと思います。 

    〔発言する者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  発言をするんであれば動議

として出してください。８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  それは違うと思いますよ。明

らかに自らで決めた条例と法律に抵触するのをそのま

ま本会議で議決する方向に持って行くこと自体おかし

いと思いませんか。それを私がこれから、私が言わん

とすることを説明しようとしているものを、議事進行

の整理権と称して発言をさせないようなやり方という

のは癩癩 

○議長（八重櫻友夫君）  発言をさせますので、動議

として出してください。今のように発言をさせますの

で、動議として出していただけましたら、私は皆さん

に諮りますんで、そしたらどうぞお話してください。 

    〔発言する者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  いずれ、発言の機会を得た

いのであれば、動議を出していただきたいと、再三私

はお話してますんで、質疑を打ち切ります。 

 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。 

 なお、確認のため申し上げます。この採決は、議員

定数を現状維持とすることについてをお諮りするもの

ではございません。調査特別委員会としての結論が議

員定数を現状維持とすべきとの結論に至り、特別委員

会設置の所期の目的を達成したことから本日をもって

議員定数に関する調査特別委員会を終結することに賛

成か反対かについてお諮りするものであります。 

    〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  今の議長の整理の仕方は初め

てです。いずれ委員長報告に対しては賛成の諸君の起
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立を求めるということが通例で、前の議会改革特別委

員会の委員長報告、26年３月議会です。それについて

も、調査が終わったんだけれども、委員長報告のとお

りどうだかという採決をとらなければなりません。 

 そして、結果とすれば、委員長報告の賛成多数で決

まれば自動的に消滅せざるを得ないので、議長が消滅

を宣告するんです。手順がそこら辺はきちっと委員長

報告に対して賛成の諸君の起立を求めますというのが

先例でございますので、ぜひ先例を踏襲して採決をし

ていただきたい。よろしくお願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  濱欠議員のおっしゃるとお

りですが、私は確認をきちんとしていただきたいとい

う思いでお話したものですから。24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  理解をしていただいたという

ことですが、確認は議長、委員長が本委員会の結論と

して、来る７月26日投票の久慈市議会議員一般選挙は

現状の議員定数24名で実施すべきとの結論に達し、こ

れをもって委員会の調査を終了すべきものと決しまし

たということに対しまして、議長が採決とればいいの

です。 

 別に議長が改めてここで云々かんぬんというのは必

要ないのであります。 

○議長（八重櫻友夫君）  大変失礼いたしました。 

 それではお諮りいたします。議員定数に関する調査

の件については、委員長の報告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）  起立多数であります。 

    〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  そこで、いずれ委員長報告が

賛成多数で可決されたと。そこで議長が改めて可決を

もって次なる議員定数は24名だよということを、ここ

で確認してほしいということになります。 

    〔発言する者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  よって、議員定数に関する

調査の件はこれをもって調査を終結し、議員定数に関

する調査特別委員会は消滅となりました。 

 10分ほど休憩いたしまして３時20分に再開します。

暫時休憩いたします。 

    午後３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３時22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６ 議案第42号、議案第43号、議案第

44号、議案第45号、議案第46号 

○議長（八重櫻友夫君）  日程第６、議案第42号から

議案第46号までを一括議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。中居副市長。 

    〔副市長中居正剛君登壇〕 

○副市長（中居正剛君）  追加提案いたしました議案

５件の提案理由についてご説明申し上げます。 

 まず、議案第42号「平成27年度久慈市一般会計補正

予算（第１号）」について申し上げます。今回の補正

は、雇用の場を確保するための緊急雇用対策に係る経

費等を計上するものであります。 

 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、既定の予算額に歳入歳出それぞれ１億

3,479万1,000円を追加し、補正後の予算総額を236億

1,679万1,000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、３ページの第１表、歳入

歳出予算補正のとおりであります。 

 次に、議案第43号「平成26年度久慈市一般会計補正

予算（第７号）」でありますが、今回の補正は、国に

おいて創設した地域住民生活等緊急支援のための交付

金、経費等を計上するものであります。 

 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、既定の予算額に歳入歳出それぞれ２億

4,203万6,000円を追加し、補正後の予算総額を276億

6,762万6,000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、３ページの第１表、歳入

歳出予算補正のとおりであります。 

 次に、第２条、繰越明許費の補正でありますが、４

ページ、５ページの第２表のとおり、消費喚起生活支

援事業（地方創生）ほか５件を追加するとともに、道

路新設改良事業（単独）について、その金額を変更し

ようとするものであります。 

 次に、議案第44号「和解に関し議決を求めることに

ついて」でありますが、平成23年３月11日に発生した

東京電力株式会社原子力発電所事故に起因する放射性

物質による影響対策に要した費用のうち、平成23年度

及び平成24年度に実施したものに係る損害賠償請求の
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うち、東京電力株式会社が当該請求に応じない費用に

ついて、平成25年12月18日に議会の議決を経て、原子

力損害賠償紛争解決センターにあっせんの申し立てを

行っていたところであります。 

 このたび、同センターから和解案の提示があったこ

とから、これを受諾し和解するため地方自治法第96条

第１項第12号の規定により、議会の議決を求めようと

するものであります。 

 次に、議案第45号「過疎地域とみなされる区域に係

る久慈市過疎地域自立促進計画の一部変更に関し議決

を求めることについて」でありますが、山形町商店街

活性化事業費補助金、素牛導入飼育等闘牛活性化事業

費補助金及び公共施設除却事業の追加に伴い、過疎地

域とみなされる区域に係る久慈市過疎地域自立促進計

画の一部を変更しようとするものであります。 

 次に、議案第46号「国民健康保険条例の一部を改正

する条例」でありますが、この条例は国民健康保険法

の一部改正に伴い、所要の整理をしようとするもので

あります。 

 以上で、提案理由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。 

○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。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております

議案は委員会の付託を省略し、ただちに審議すること

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

って、そのように決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第７ 議案第42号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第７、議案第42号「平

成27年度久慈市一般会計補正予算（第１号）」を議題

といたします。 

 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ともそれぞれ

款ごとに説明を受け、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、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）  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、14款県支出金２項県補助金でありますが、４

目労働費補助金は追加配分により緊急雇用創出事業１

億3,313万1,000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。17番城内

仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  歳出にいくと、ほとんどが緊

急雇用創出事業で各款ごとにあるわけですが、今回の

この１億3,300万円の緊急雇用創出事業における雇用

者数、全体として何人になるのかお聞かせください。

その辺が見えてこないと。お願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  今回補正をさせてい

ただきました緊急雇用創出事業、新規の雇用者数は18

事業で、38名と予定しております。 

 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。 

 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134万

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。 

    〔「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、臨時職員雇用保険料31万2,000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、給与費明細書及び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）  それでは最初に、給与費
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等について補正予算給与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。 

 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１名の増、

報酬76万8,000円の増となりますが、これは地方創生

アドバイザー報酬を計上したものであります。 

 以上で、給与費等の説明を終わります。 

 それでは、前に戻っていただきまして、10ページを

お開き願います。 

 ２款総務費１項総務管理費でありますが、１目一般

管理費はアドバイザー設置経費として地方創生アドバ

イザー報酬76万8,000円の増、ほか１件の増、合わせ

て134万8,000円の増額。 

 ６目企画費は、復興関連事務を行う東日本大震災復

興推進事業費（緊急雇用創出事業）260万2,000円の増、

ほか３件の増、合わせて2,083万9,000円の増額。この

項は合わせて2,218万7,000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。１番梶谷

武由君。 

○１番（梶谷武由君）  企画費のところですが、ＩＣ

Ｔによる絆強化、ここの部分の内容についてお伺いし

ます。 

○議長（八重櫻友夫君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  ＩＣＴを活用した復

興に向けた絆強化・つながり創出事業の内容でござい

ますが、復興に向けては交流人口の拡大、それから雇

用の創出、災害時に重要な役割を果たしました地元の

企業さん、商店街、商業者との再認識などが必要とさ

れている中で、行政、住民、企業、出資者など支援者

それぞれの絆の強化及びいろいろなつながりの創出が

課題となっております。 

 そういう部分でそのつながりを大事にしようという

ことで、ＩＣＴ技術を有効に活用し、効率的にコンテ

ンツすることが効率的であることから、コンテンツの

作成とか情報受発信の強化、それから支援などという

ことで具体的にはタブレット教室の開設とかＳＮＳの

活用の支援とか、そういうような形でＩＣＴを活用し

て住民がいろいろ発信できるような取り組みを行おう

とするものであります。 

 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）  先ほど18事業、38人という答

弁があったんですけど、節を見ると賃金と委託料とい

うふうになっていますけども、直営の部分で38人なの

か、委託先でも雇用が入って38人なのか、その辺をち

ょっとお聞かせいただきたい。 

 それから説明のときに、もう少し詳しく説明しても

らえると、質問しなくて済むと思うので、もうちょっ

と親切にお願いしたいし、どうも見えてこないのでそ

こをちょっと工夫していただきたいと思います。 

 それから、一般管理費ですが、ちょっとここかなり

関連が難しい点があるかもしれませんが、ちょっとお

聞かせいただきたい１点がありますので、実は職員の

駐車場の件です。あそこのアンバーの前といいますか、

河川敷にありますよね、駐車場。あそこ真っ暗なんで

すよ、実は。男性だったら大丈夫だけど、女性の方々

が残業して、もうあそこに行けないという状況がある

んじゃないかというふうに思うんですが、今後ずっと

使うんであれば、照明をきちっとして安全管理をする

ことと、それから当面間に合わない部分については、

女性の駐車場は本庁に置くとか、そういう工夫をすべ

きだと思うんです。 

 私見ていて、市庁舎からあそこの駐車場まで行くに

も堤防は真っ暗だし、そういう危険さを感じているん

ですが、その辺の改善を緊急に図っていただきたいん

ですが、いかがでしょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  仮設駐車場についてのご

質問でございます。 

 ただいま暗いということでございますので、どうい

う対策が取れるか、女性職員については近くに確保す

るとか、そういった方法もあろうかと思いますので、

早急に検討したいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  緊急雇用創出事業の

中で、今回補正をいたしました18事業の中で直営と委

託ということでございますが、まず直営、市が直接雇

用する予定としておりますのが14事業で新規雇用者の

数で言いますと28名ということになります。それから、

委託事業として捉えておりますのが４事業で新規雇用

者は10名というふうに捉えております。 

 以上でございます。 
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○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  仮設駐車場の件、安全対策を

至急していただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 そこで１億3,300万円の歳入での補正なんですけど、

いわゆる人件費というのはこの中で幾らになるのかお

聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  緊急雇用で人件費を

どのぐらい見ているかということでございますが、今

回の補正では直営、委託合わせまして１億276万2,000

円を見ているものでございます。 

 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。 

 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

費は、震災により生活困窮に陥った者等に対しての相

談支援として、震災等生活困窮者復興支援事業費（緊

急雇用創出事業）261万1,000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保育施

設の防災体制の整備として、保育施設防災体制整備事

業費（緊急雇用創出事業）487万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。 

 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、被災者の地元就職及び就職後の定着支援とし

て、被災者地元就職定着支援事業費（緊急雇用創出事

業）326万6,000円ほか１件の増、合わせて916万2,000

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。 

 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、２目農業総務費は地産地消を図る

ことで風評被害を払拭する、担い手育成農業体験（風

評払拭）事業費（緊急雇用創出事業）292万2,000円の

増額。12ページをお開き願います。 

 ４目畜産業費は、生産農家の支援及び物販販路拡大

の促進として、畜産振興（風評被害回復）支援事業費

（緊急雇用創出事業）1,125万9,000円の増額、この項

を合わせて1,418万1,000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。６番木ノ

下祐治君。 

○６番（木ノ下祐治君）  風評被害ということになっ

ておりますけれども、まだこの影響があるということ

になりますでしょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  中新井田山形総合支所長。 

○山形総合支所長（中新井田欣也君）  現在は風評被

害の度合いというのはそんなにないわけでございます

が、今までの経緯として風評被害があっていろいろと

落ち込んでいる分をという意味で、風評被害というふ

うに表現したところでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  今の部分にかかわってですが、

草地の更新と言いますか、放射能のやつを少なく減少

させるための作業も行われるわけですが、その中で、

前に質問をしたときに放射能の測定は行っていないと、

いわゆる基準値以下だから行っていないというお答え

をしてあったわけですが、風評被害をなくするために

は基準値以下だけれども、さらに放射能の汚染を低減

させるためにこういう作業をしているんだと、基準値

以下の何ベクレルのものが、さらにもっと低くなった

というところの数値を出すことによって、消費者等に

アピールできるのではないかなというふうに思うわけ

です。 

 せっかくさまざまな放射能対策を行っている中で、

何か説明を求められたとき、もう絶対安心なんだよと

いうのが証明できるように、測定も行うべきだと思う

んですが、そういう考えがないかお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（八重櫻友夫君）  中新井田山形総合支所長。 

○山形総合支所長（中新井田欣也君）  今現在、基準

値を超えているわけではありませんので、前の答弁の

ように今は測定をしていないというふうなお話をした

と思いますが、今、議員さんがおっしゃったようなこ

とも十分に考えられることですので、機会を捉えてそ

ういうふうな方向でも試してみたいと思っております。 
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○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、被災者の安定した雇用の

場の確保を図る、被災地雇用拡大創造事業費（緊急雇

用創出事業）480万5,000円の増、ほか３件の増、合わ

せて3,315万円の増額。３目観光費は、観光をツール

として復興加速を図る、被災地観光復興加速事業費

（緊急雇用創出事業）2,375万2,000円の増、ほか１件

の増、合わせて3,544万9,000円の増額、この項は合わ

せて6,859万9,000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）  この款では委託が非常に多い

わけですが、委託先それぞれ例えば商工業振興費では

４つあるんですけれども、このうちどれが委託になっ

ているのか。それから観光費でも賃金が1,600万円と、

それから委託が1,100万円となっていますが、どちら

が委託でどちらが直営か、それで委託については委託

先についてもお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  それぞれの委託、直

営の区分でございますけれども、まず２目の商工業振

興費の中では、委託事業は３段目にございます商店街

復興推進事業費が委託事業でございます。３名を予定

しておりまして、商工会議所さんを現在は予定をして

おります。それから、次の段の被災地支援者おもてな

し事業費、こちらも委託を予定しておりまして、これ

につきましては久慈市観光物産協会にお願いしたい考

えでございます。 

 それから、観光費でございますが、こちらの委託事

業は２段目の体験型観光による農山村漁村活性化対策

事業費ということでございまして、これにつきまして

は、ふるさと体験学習協会を予定しておりまして、３

名を予定しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  12ページのところの観光振興

のところに緊急創出事業が載っていますが、「あまち

ゃん」の関係で小袖がにぎわい25万人あるいは20万人

でしたかお出でいただいたわけですが、今まで県道野

田長内線を含めて観光客の団体バスの規制、土日やっ

ていたわけですが、新年度はどういうふうな方向にな

るのでしょうか。 

 この創出事業の中で案内者やら誘導者やらを雇った

のではないかなと思うんですが、新年度どういうスタ

ンスを、交通規制があるのかないのか、雇用事業費の

計上のかかわりがあるのかないのかお尋ねします。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  県道野田長内線のと

ころの交通規制ということでございますが、今年度に

おきましては地元の方々、それから警察署の方々、そ

れから関係機関の方々と昨年から協議を重ねておりま

して、結論から申しますと交通規制のほうは来年度は

行わないという形で進めております。 

 ただし、狭隘な道路でございます。そういったこと

もありますので、舟渡のトンネルを抜けたところから

一番狭い区域になるわけですけれども、そこのところ

にはいわゆる繁忙期、そういったときには交通誘導員

を配置して、交通の流れを良くするような形で配置を

したいと考えておりまして、それにつきましては今回

の補正の中ではございませんけれども、当初予算の中

で、そういった誘導員の配置に係る経費についても予

算を見させていただいています。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  直接これにはかかわっていな

い当初予算だということですが、一つそういうふうに

方針が変わるということについては、ＪＴＢを含み団

体観光の窓口になっているところに、そういうことを

きちっと事前に周知しないと、普通はいいかもしれま

せんが、土日祝日、ゴールデンウイークはかなり交通

が渋滞すると。 

 しかもああいう道路構造の中では事故やトラブルが

起きかねませんので、一つこういう警察さんにお願い

するというのもあるかもしれませんが、緊急雇用で駐

車場の案内やら整理した方々を十分に生かすように、

今までのレベルが下がらないおもてなしにつながるよ

うに、配慮するべきだと思いますが、考え方をお尋ね

します。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  まずガイドの部分に

つきましても、小袖地区のガイドさん、それからその
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ほかにも当初予算で予算をお認めいただいたわけです

けれども、その中でも例えば駅前の部分で旅館業組合

さんであったり、それから三鉄さんであったり、それ

から街の駅さんであったり、そういったところのかか

わるガイドだったり、おもてなしに関わる経費につい

ては予算を認めていただいたところでございます。そ

の中で、十分にお出でいただくお客様におもてなしが

できるように、取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 それから、周知についてもあわせて積極的にＰＲを

していきたいと思っておりますので、ご理解をお願い

いたします。 

○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２項道路橋梁

費でありますが、３目道路新設改良費は復興道路の早

期完成の支援を行う、復興道路整備促進支援事業費

（緊急雇用創出事業）807万円の増額を計上。 

 14ページをお開き願います。６項住宅費であります

が、１目住宅管理費は震災からの復興に向けて生活基

盤を整備しようとする被災者へのきめ細やかな対応を

行う、被災者の生活基盤復興支援事業費（緊急雇用創

出事業）511万1,000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。 

 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42号「平成27年

度久慈市一般会計補正予算（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42号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第８ 議案第43号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第８、議案第43号「平

成26年度久慈市一般会計補正予算（第７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

ともそれぞれ款ごとに説明を受け、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、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）  それでは、事項別明細書

によりご説明申し上げます。10ページをお開き願いま

す。 

 13款国庫支出金２項国庫補助金でありますが、１目

総務費補助金は、国において創設した地域住民生活等

緊急支援交付金１億3,789万6,000円を計上、ほか１件

の増、合わせて１億8,591万3,000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5,612万

3,000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、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）  それでは12ページをお開

き願います。 

 歳出、２款総務費１項総務管理費でありますが、１

目一般管理費は第11次配分により東日本大震災復興交

付金基金積立金4,801万7,000円の増額、６目企画費は、

国において創設した地域住民生活等緊急支援のための

交付金に基づく実施事業として、プレミアム付き商品

券発行事業などを行う消費喚起生活支援事業費（地方

創生）9,100万4,000円の増、ほか５件の増、合わせて

１億9,401万9,000円の増額、この項は合わせて２億

4,203万6,000円の増額を計上いたしました。 
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 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。23番大沢

俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  企画のところでお尋ねしたい

んですが、一般質問でも取り上げましたんですが、総

合戦略の策定費用が地方創生で計上されていますが、

この考え方をちょっとお尋ねしたいんです。 

 私どもは久慈市の総合戦略を計画を立てて、創生事

業が呼び込めるのかなと思っておりましたが、一方で

この国の制度では各段は地方創生、地方創生とありま

すけれども、走りながらやるということですか。国の

制度が示される創生事業と地方の自治体から計画とし

て上げてやってから、その事業に持っていくという手

順、考え方をちょっと教えてください。 

○議長（八重櫻友夫君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  この総合戦略策定の

経費の部分でございますが、これは当然ながら今年度

総合戦略を作成するための経費でございまして、いわ

ゆるこれらのちょっと整理をしますと、まず昨年の12

月27日に閣議決定で地方への好循環拡大に向けた緊急

経済対策として、具体的には生活者の支援、生活環境

の整備そういう部分の消費喚起型の交付金、それと、

あとは地方創生の先行的実施のための交付金、この２

つが出されました。これらにつきましては、まずは26

年度の補正予算に計上することが前提でございます。 

 そういう部分でございますので、今回は総合戦略の

経費も26年度の今回の補正予算に計上して、そして実

際は27年度に繰り越しをすると。そしてその先行型の

交付金をいただいて総合戦略を立てて、28年度からの

５カ年の久慈市の総合戦略、人口減少等、地方創生に

対する計画を立てていこうとするものでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  区分はわかりました。それで

一般質問でも話をしましたが、政策を立案したり振興

を図ろうとすると財源が大変だと、財源の壁にぶつか

ると。こういうふうなことで、こういう地方創生の戦

略計画を立てる分で、市長さんがいろいろ大きな政策

を見直しをしたり、検討をしているわけですが、例え

ば総合運動公園構想などについては、この総合戦略の

中に乗っけていくという発想なのか。あるいは駅前開

発、あるいは街なか再生の事業にかかわって、当初の

計画があるわけですけども、これらを見直す場合にも

こういった地方創生との抱き合わせといいますか、併

用したようなものの感覚で取り組めるものか、あるい

はそういう考えがあるのかお尋ねします。 

○議長（八重櫻友夫君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  基本的には、この地

方創生の今後の総合戦略で位置づけるべき政策等につ

きましては、いわゆる地方創生、それから人口減少、

そういう部分にかかわってそれぞれの自治体でどうい

うことができるか、それらをいろいろ提案しながらア

イディア勝負、これがアイディア勝負という形ですが

そういう部分でしっかりと計画したところには国がし

っかりと支援をしますと。 

 そういう形でございますので、今お話しのありまし

た野球場建設とか、いわゆる中心市街地の部分につき

ましては、若干ちょっとそれはもともと自治体でやる

べき事業かなと思っていましたので、そういう部分に

つきましては総合計画の中でもしっかり議論をしなが

ら、総合戦略とリンクさせて計画を策定していきたい

と考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  釈迦に説法ですが、ひとつ市

長さんが市民の声を聞いて政策をやるという中で、財

源を確保するのは大変苦労をするわけですから、ひと

つ事務サポーターとしてはアンテナを高くして国の政

策に乗り遅れのないような、市長が考えていること、

市民が求めることに事業を織り込むように積極的に対

処していただくことを要望します。 

○議長（八重櫻友夫君）  ６番木ノ下祐治君。 

○６番（木ノ下祐治君）  先ほど来の話を聞いており

ますと、まだ具体的なことまでは決まっていないよう

に捉えましたが、良好な仕事環境づくり事業費、この

辺も恐らくまだはっきりとは決まっていないんではな

いかなと捉えましたが、そういうことですか。これか

らですか、いずれにしても。 

○議長（八重櫻友夫君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  27年度にしっかり市

民の方々ともいろいろ議論をしながら、総合戦略を立

てていく中で、いろいろな施策等が具現化されていく

と思います。 

 先ほど、もう一つ総合戦略、28年から５年間と言い
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ましたが、失礼しました。27年から５年間ということ

ですので、訂正させていただきます。失礼いたしまし

た。 

○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点お聞かせください。消

費喚起生活支援事業の内容ですが、プレミアム付き商

品券の発行や低所得者への商品券の支給、その支給対

象等もう少し詳しく教えてください。 

○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）  低所得者向けの商品

券でございますが、支給対象者でございますけれども、

住民税非課税世帯であって、次のいずれかに該当する

者ということで、満65歳以上の高齢者のみの世帯、心

身に重度の障害がある方が属する世帯、母子家庭また

は父子家庭である世帯、生活保護受給世帯、以上が対

象でございまして、対象世帯が3,735、人数は5,568人

でございまして、世帯員一人当たり5,000円分の商品

券を支給するという内容でございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  消費喚起生活支援事

業の中でプレミアム付き商品券の分を私のほうからお

答えしたいと思います。 

 まず、プレミアム付き商品券につきましては、実施

したいと考えておりまして、1,000円券を12枚をワン

セットとした形で、１万円で販売をするということで、

20％分のプレミアムが付いた形で販売したいというこ

とで、販売数については２万セットほどを予定をして

おります。 

 それとあわせまして、いわゆるこれは対象店舗につ

いては公募をしたいと考えておりますけれども、その

中で大型店とかスーパーマーケットも対象にはなって

くるわけです。その中で、いわゆる中心の商店街、そ

ういった地元の商店街に使っていただきたいというこ

とで、その中でいわゆる中心商店街の消費喚起に関す

る補助金というものも、ちょっとしたイベントを開催

する等に対する補助金、そういったものも今計画をし

ておりまして、商工会議所さん、それから商店街連合

会さんとも今協議をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  先ほど中心市街地の

関係で、ちょっと総合戦略にそぐわない的な発言をい

たしましたが、いわゆる国の総合戦略の中で「まち・

ひと・しごと」が人を呼び、人が仕事を呼び込む好循

環を確立させる、そういう意味合いであればソフト等

も可能性がありますので、どんどんやれる事業なんか

をいろいろ考えながら、積極的に提案したいと思って

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。 

 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款農業水産業費２項林

業費でありますが、２目林業振興費は財源更正のため

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。 

    〔「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２条、繰越明許費につ

いて表によりご説明申し上げます。４ページ、５ペー

ジをお開き願います。 

 第２表、繰越明許費補正でありますが、消費喚起生

活支援事業（地方創生）ほか５件を追加するとともに、

道路新設改良事業（単独）についてその金額を変更し

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43号「平成26年

度久慈市一般会計補正予算（第７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43号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第９ 議案第44号   
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○議長（八重櫻友夫君）  日程第９、議案第44号「和

解に関し議決を求めることについて」を議題といたし

ます。 

 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、議案第44号

「和解に関し議決を求めることについて」ご説明申し

上げます。 

 平成23年３月11日に発生した東京電力株式会社原子

力発電所事故に起因する放射性物質による影響対策に

要した経費のうち、平成23年度及び平成24年度に実施

したものに係る損害賠償請求のうち、東京電力株式会

社が当該請求に応じない費用について、平成25年12月

18日に議会の議決を経て、原子力損害賠償紛争解決セ

ンターに斡旋の申し立てを行っていたところでありま

す。 

 このたび、同センターから和解案の提示があったこ

とから、これを受諾し和解するため、地方自治法第96

条第１項第12号の規定により、議会の議決を求めよう

とするものであります。 

 その和解額は38万円であり、放射性物質検査委託費

用は全額、人件費については岩手県の実績割合と概ね

同等に賠償する内容であることから、和解しようとす

るものであります。 

 具体の内容でありますが、平成25年12月28日に議決

いただきました斡旋申し立て額104万9,544円のうち、

下水道施設に係る脱水汚泥の放射性物質分析業務費用

４万3,050円については申し立て前に支払いがあった

ことから、この費用を除く100万6,494円に対し、この

たび38万円、37.75％を賠償する旨の和解案が示され

たところであり、これに応じ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。 

 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44号「和解に関し

議決を求めることについて」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44号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第10 議案第45号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第10、議案第45号「過

疎地域とみなされる区域に係る久慈市過疎地域自立促

進計画の一部変更に関し議決を求めることについて」

を議題といたします。 

 説明を求めます。一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  それでは、議案第45

号「過疎地域とみなされる区域に係る久慈市過疎地域

自立促進計画の一部変更に関し議決を求めることにつ

いて」、これについてご説明をいたします。 

 変更内容はお配りしております、議案第45号参考資

料、久慈市過疎地域自立促進計画新旧対照表のとおり

でありますが、新たに追加した３事業についてご説明

いたします。 

 久慈市過疎地域自立促進計画というものを配付して

ますが、それをごらんいただきたいと思います。 

 計画書の26ページの表をごらん願います。 

 （９）過疎地域自立促進特別事業、ソフト事業であ

りますが、財源に過疎対策事業債を充当するため、山

形町商店街活性化事業費補助金を追加しており、内容

はガタゴンまつり補助金であります。また、素牛導入

飼育等闘牛活性化事業費補助金を追加しております。

内容はいわて平庭高原闘牛会補助金であります。計画

本文では23ページ、24ページ及び25ページにそれぞれ

追記を行っております。 

 次に、34ページの表をごらん願います。 

 （６）過疎地域自立促進特別事業、ソフト事業であ

りますが、財源に同じく過疎対策事業債を充当するた

め、公共施設除却事業を追加いたしました。内容は戸

呂町地区集落センター解体工事及び解体工事に係る工

事管理業務委託料であります。 

 33ページには、新規事業に係る追記が行っておりま

す。 

 次に、44ページ、最後のページになりますが、表を

ごらん願います。この表は同じく過疎地域自立促進特

別事業につきまして、再掲をしている項目であります。

ただいまご説明いたしました新たに追加をいたします

３事業、山形町商店街活性化事業費補助金、素牛導入

飼育等闘牛活性化事業費補助金、公共施設除却事業、
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以上３事業を追記したところでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○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45号「過疎地域と

みなされる区域に係る久慈市過疎地域自立促進計画の

一部変更に関し議決を求めることについて」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45号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第11 議案第46号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第11、議案第46号「国

民健康保険条例の一部を改正する条例」を議題といた

します。 

 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46

号「国民健康保険条例の一部を改正する条例」につい

て、ご説明申し上げます。 

 本案は国民健康保険条例のうち、保険事業に関する

条項について引用しております国民健康保険法の一部

改正に伴い、所要の整理をしようとするものでありま

す。 

 その内容につきましては、議案に添付しております

参考資料、新旧対照表をごらん願います。 

 条例第５条第１項中、国民健康保険法第72条の４、

これは特定健診等について定めた条項でありますが、

この条項が一部改正によりまして、いわゆる条ずれが

生じたことから、第72条の５に改めようとするもので

あります。 

 また、条例の施行期日を改正法律の施行日と同じく

平成27年４月１日としようとするものであります。 

 以上で、説明を終わります。 

○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46号「国民健康保

険条例の一部を改正する条例」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46号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第12 発議案第33号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第12、発議案第33号

「被災者生活再建支援制度の拡充を求める意見書の提

出について」を議題といたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております

発議案は、各会派共同提案でありますので、会議規則

第37条第３項の規定及び先例により、議事の順序を省

略し、直ちに採決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

って、そのように決定いたしました。 

 それでは採決いたします。発議案第33号「被災者生

活再建支援制度の拡充を求める意見書の提出につい

て」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、発議案第33号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第13 発議案第34号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第13、発議案第34号

「政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条

例」を議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。14番堀崎松男君。 

○14番（堀崎松男君）  それでは発議案第34号に関し、

提案理由をご説明申し上げます。 

 今回、提案いたします発議案第34号「政務活動費の

交付に関する条例の一部を改正する条例」は、これま

で会派等に所属する議員１人当たり月額5,000円とし

ていた政務活動費の交付額を、月額１万円に改正しよ

うとするものであります。 

 当市議会では、昨年３月に議会基本条例を制定し、
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その中において会派及び議員は政務活動費を活用し、

議会審議及び政策形成に反映させるよう努めることと

しております。さらに、政務活動費については、その

適正な運用と使途の透明性を確保するため、活動報告

書、収支報告書を公開しようとするところでございま

す。 

 今回の政務活動費の増額改正により、市内外の調査

研究活動や広聴広報活動の増加など、これまで以上に

政務活動の充実を図ってまいりたいと考えております。 

 また、増額に当たっての重要な問題であります財源

の確保については、これまで毎年実施していた委員会

による所管事務調査を隔年実施に変更するなど、より

一層の選択と集中を進め、新たな財政負担とならない

よう努めたところでございます。 

 地方創生元年と言われる本年、我々市議会は地域の

特性に応じた地域課題の解決に向け、これまで以上に

調査研究等を重ね、執行機関に対する監視とともに、

議会からの政策形成に積極的に取り組んでまいりたい

ところでございます。 

 以上をもって、提案理由の説明といたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  お諮りいたします。ただい

ま議題となっております発議案は、各会派共同提案で

ありますので、会議規則第37条第３項の規定及び先例

により、議事の順序を省略し、直ちに採決したいと思

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。 

 それでは採決いたします。発議案第34号「政務活動

費の交付に関する条例の一部を改正する条例」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、発議案第34号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第14 発議案第35号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第14、発議案第35号

「久慈市議会委員会条例の一部を改正する条例」を議

題といたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております

発議案は、各会派共同提案でありますので、会議規則

第37条第３項の規定及び先例により、議事の順序を省

略し、直ちに採決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

って、そのように決定いたしました。 

 それでは採決いたします。発議案第35号「久慈市議

会委員会条例の一部を改正する条例」については、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、発議案第35号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第15 発議案第36号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第15、発議案第36号

「「ＴＰＰ交渉から久慈地域の農林水産物を守る」緊

急決議について」を議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  発議案第36号「「ＴＰＰ交

渉から久慈地域の農林水産物を守る」緊急決議につい

て」、提出者８名を代表して説明し、ご紹介申し上げ

ます。 

 ＴＰＰ交渉が重大な山場を迎えています。安倍首相

は今国会における施政方針演説で、ＴＰＰ交渉は出口

が見えてきた、早期妥結を目指すと言明しました。マ

スコミでも関税交渉、日米歩み寄り、今週にも全体大

筋合意になると報道されています。問題はその中身で

あります。牛肉の関税を38.5％から９％に大幅に引き

下げる、米は米国負担の特別輸入枠を設けようとする

など、大幅に譲歩する内容と指摘されておるところで

あります。 

 平成25年４月の衆参両院農林水産委員会決議で、重

要品目については関税削減交渉の対象にしない、段階

的な関税撤廃も含め認めない、重要５品目などの聖域

の確保を最優先し、それが確保できないと判断した場

合は、撤退も辞さないと明確に述べています。このま

ま米国主導の交渉を続けたなら、両院委員会の決議が

反故にされ、久慈地域はもとより県内・国内の農林水

産業、農山漁村の崩壊を招いてしまいます。 

 よって、政府に対し交渉内容等について情報開示を

行い、国民的議論を徹底すること、国会決議を遵守し、

それができない場合は速やかに交渉から撤退すること

を緊急に求めようとするものであります。 

 議員の皆さんのご理解とご賛同を切にお願いをし、
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提案理由の説明といたします。よろしくお願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  お諮りいたします。ただい

ま議題となっております発議案は、委員会の付託を省

略し、直ちに審議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。 

 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。発議案第36号「「ＴＰＰ

交渉から久慈地域の農林水産物を守る」緊急決議につ

いて」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、発議案第36号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第16 発議案第37号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第16、発議案第37号

「久慈市議会議員定数条例の一部を改正する条例」を

議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  発議案第37号「久慈市議会議

員定数条例の一部を改正する条例」、定数24名を20名

に改めることについて、その提案理由のご説明を申し

上げます。 

 平成26年度、議会基本条例を定め、内容において高

い評価をいただきました。その取り組みの大きな柱は、

広く市民の意見を聴き、市政等に反映させる広聴広報

の取り組みであります。このたびの議員定数に関する

調査特別委員会におきましても、市民の意見を聴く会、

パブリックコメントの募集などにおいて、市民のご協

力のもと、たくさんの意見をいただきました。市民の

ご協力に対しまして、改めて心から感謝を申し上げま

す。 

 議員定数についての市民意見の今回いただいた内容

は、概ね６割から７割の意見が議員定数を20名程度に

減らすべきとの意見でありました。なぜ議員定数を４

名削って20名ぐらいにすべきとの意見が多かったのか。

これは、個々に聞いたわけではありませんけれども、

いろいろなその内容等の記述なり、内容等を精査いた

しますと、例えば全国人口３万人台、100市の議員定

数の平均が19.35人であり、逆に24人の議員定数は人

口８万人台、全国45市の議員定数平均23.76人であり、

久慈市の24人のこの議員定数が８万人台の平均議員定

数より多いことなどが、市民の削減要望の根拠になっ

たのかなと推察をいたしておるところであります。 

 また、我が久慈市議会が議会基本条例制定に対し、

ご指導いただき参考とした福島県会津若松市は、市の

人口が約12万2,000人でありますが、議会改革の議論

をする中で、議員定数を30人まで削減した後の平成20

年６月、議会基本条例を制定しておりますし、同じく

ご指導いただき、いろいろ広聴活動等についても参考

とさせていただきました北上市議会は、市の人口が９

万3,000人ほどでありますが、平成22年６月に議員定

数を当時の久慈市議会と同じ26人まで削減し、その半

年後の23年12月議会において議会基本条例を制定して

おります。 

 私たちのお手本となった会津若松、北上２市議会と

も議会改革の先進の議会でありますが、議員自らの地

位身分の継続に大きなリスクを伴う議員定数削減、見

直しを積極的に行い、その上で議会議員との対話を広

く市民に呼びかけているようであります。 

 議会基本条例の精神でもあります、多くの市民の意

見に真摯に耳を傾け、この議員定数の問題について判

断すべきと考えます。 

 議員各位のご賛同を賜りますようお願いを申し上げ

まして、提案説明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）  お諮りいたします。ただい

ま議題となっております発議案は、委員会の付託を省

略し、直ちに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

って、そのように決定いたしました。 

 質疑を許します。24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  本日の日程で、議員定数に関

する特別委員長報告があり、その中では18対５という
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ことにおいて、定数を引き続き24名で次の選挙は実施

するんだと。減についての賛成者は５名だったという

内容があります。これを基にすれば、発議案として24

名という数字は現状ですので、委員長報告を受けての

発議案というのは当然に出ないということになります。 

 一方で、もしも特別委員会が減ということを認定す

れば、これはこれまでの議会改革の取り組みの中で18

名から24名という久慈市議会の定数の議論があったと

いうようなことから言いますと、発議案も１名減から

６名減までの、こういった発議案も出る可能性はあっ

たと思われます。 

 しかしながら、委員長報告ではそういう結論に達し

たというようなことです。 

 私はここで言いたいのは、一事不再議の原則につい

て、一旦は触れておきたいと思います。と言うのは、

一事不再議の原則は会議が非能率になることを防ぎ、

能率的な運営を進めること。同一事件可決後にそれが

否決されることとなれば朝令暮改、いわゆる委員長報

告と、仮にこの議案が通ったというようなことになる

と朝令暮改になると、そういうそしりを議会は受ける

と。 

 一方、議会の最終的な意思がいわゆるここまで確定

しないという、そういう異常な事態になる。そして議

会として２つの意思が存在することになるというよう

なことから、議会の権威の点からも好ましくないとい

うことで、議会は合議体でありますが、合議体の合理

的運営を目的とするロバート議事規則の４つの原則に

基づいておるということになっております。 

 そこで、私は議事進行をしながら、動議としてお出

しをしたいと思っているわけですが、私はこれまで議

会に長年勤めてきましたが、このような、特別委員会

報告で18対５、そして委員長報告は、次の選挙は24名

でやるんだよという報告を受けながら、あえてまたこ

ういう議案を出すというふうなことが、まさに一事不

再議に私は属する議題だろうと思います。 

 そこで、私は動議として、議長においてこの議題を

一事不再議として取り扱っていただき、そして議案を

要しない議題としてこれを取り扱っていただきたいと

思うわけでありますが、議事を進めていただきたいと

思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  今、濱欠議員のほうから一

事不再議という言葉が出てきましたんですが、いずれ

一事不再議というのは同一会期中に一度議決した事件

について、再び議事を出してはならないというもので

ありますということになっております。 

 そして、まず特別委員会の付託事項では、適正な定

数について調査・研究することが目的であり、定数を

定めることを目的としてはいないと。 

 そして、委員長報告では維持すべきとの一定の調査

研究成果が出されたことに伴って、所期の目的を達成

したとして終結を諮ったものであります。 

 このため、委員長報告で行った採決とは同一事件に

当たらないものであると判断しておりますが。 

 24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  議長の判断、事務局とも相談

なさったことだろうと私は思っております。私はその

ことについてとやかく今、申し上げる立場にはないわ

けですが、ただ、一事不再議の認定というのは、再議

に十分かつ、要するに議題は違うんだけれども中身は

同じだという意味で、再議に十分かつ合理的な理由が

認められるか否かという点についての判断は、議会の

決定だというふうなことが書かれております。 

 私はそれをもとにして、これを議長が一事不再議と

認定しないということで進めようとしてるわけですけ

れども、私は同じ中身、しかももっと具体的に言えば、

畑中発議者は特別委員会の席上で、20名に対する言及

もしてないし、これらの議論も実際は、先ほど言った

ような話のことなんか一つも大体触れてないという私

は思いを受けております。 

 そういった意味では、特別委員会の審査、調査を、

私はないがしろにしている嫌いがあると思っておりま

す。しかも、特別委員会の設置については砂川議員お

っしゃった、非常に違法性があるということから、４

回も入り口論を重ねてきた。そして委員長報告によっ

て私は、委員長の報告に補足をして、小栁さんによっ

て会派の思いは申し訳なかったということも含めて、

いよいよ議論に入ったという経過があります。 

 私はそういった意味からも、畑中さんの発議者は、

この特別委員会で定数を議論した、十二分に議論した

のか。あるいは、３月31日という縛りをつけたことで

十二分に議論し得なかったのか。いずれにしても、こ

れまで調査・研究したことを私は極端な言い方、言葉

でありますが、侮辱しているなというふうな思いさえ

あります。 
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 私は、繰り返すんですけれども、この一事不再議と

いう中身が、そういったことでありますので、議会の

判断を議長によって求めていただき、議長によって議

会の判断の流れの中で議事進行をしていただきたいと

いうことで、私は先ほど動議という言葉を使ったので、

それのお取り計らいをお願いしたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  濱欠議員、動議でいいです

か。 

     〔「動議です」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  ただいま濱欠議員のほうか

ら一事不再議についてということで動議が出されまし

た。それについて賛成の方の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  所定の賛成者がありました

ので、動議は成立いたしました。 

 ただいまの動議を議題といたします。 

 暫時休憩いたします。 

    午後４時40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５時40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。 

 議会運営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）  ただいま議会運営

委員会を開催し協議いたしましたので、その結果をご

報告申し上げます。 

 本日の議事日程、日程第５における採決が、日程第

16と同一事件として一事不再議に当たるのではないか

との疑義について協議をいたしました。 

 協議の結果、日程第５における委員長の報告は、終

結を諮ったものであり、一事不再議には当たらないこ

とを確認し、日程第16について審議することを決定い

たしました。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  発議案第37号の質疑を続行

します。24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  委員長報告はそれはそれでい

いとしましても、私は、いずれ議会は合議制だよと、

私は一事不再議の懸念があるよと、議会の合議におい

て、それを結論として私は求めた。それで動議を出し

たわけです。動議は成立したんです。 

 動議については今、議運の委員長はそれを取り扱わ

ないということなんだけれども、しかし、本会議で動

議が成立してるわけですよ、動議は。だとすれば、当

然に本会議でこの動議について諮らなければならない。

委員長によって、議運によって、もし諮らなくてもい

いっていうのであれば、どこにその根拠があるかお示

しいただきたい。委員長報告があったから、とりあえ

ず委員長から順番にお聞かせ願いたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  小栁議会運営委員長。 

○議会運営委員長（小栁正人君）  動議に関しまして

は、議会運営委員会におきましては、その取り扱いは

議長一任ということになっております。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  議会運営委員会では議長の整

理権に委ねたということであります。だとすれば、議

長は議事整理権をして、本会議ですから、本会議で動

議は多くの議員からサポートいただきました。これを

議題としてこの動議をきちっと諮るということが先例

だと思います。議会運営委員長をして議長の整理権だ

と。 

 そこで、それはそれとして諮っていただくんですけ

れども、いずれ、この委員長報告が終結のための委員

長報告というのは、誰が解釈したかわからんけれども、

委員会では８回も議論した。そしてその報告を委員長

がした。その中には終局において24という結論に達し

たんだということも、次の選挙に24で臨むということ

も委員長報告に含まれてる。私は議長の議事進行の中

で、これまでの委員長の報告に対する取り扱いは、委

員長の報告にご異議がありませんかということで、起

立を求める。そしてその結果が出て、仮にそれが通れ

ば、当然に議長は、終結を委員長は報告しますので、

議長をして委員会が消滅となるということなんです。 

 私はこういった終結のための委員長報告だっていう

のは、今までどの議事録見てもありません。私は先ほ

ど言いました。26年３月議会において桑田議会改革推

進特別委員長の報告を見ました。やはりそれも委員長

の報告のとおりでご異議がありませんかと。委員長は

終結だと言うから、議長をして消滅させたということ

になるんです。 

 私は、これまでの類似委員長報告で、その終結のた

めの委員長報告だっていうのが前にあれば、何点かあ

れば、その例もお示しをいただきたい。 
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○議長（八重櫻友夫君）  いずれ、先ほど動議が出て

きまして、その一事不再議について議運のほうで相談

をしていただきました。その結果が先ほど委員長から

報告になったとおりでございます。それでご理解いた

だきたいんですが、できませんか。24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  私はもちろん、議長、理解し

ていきたいんですよ。全て粛々とやりたいの。だけど、

本会議上の動議っていうのが成立して、止まっちゃっ

たの。そして議会の運営委員会は、そりゃあ議会の運

営委員会としていろいろ結論出すだろう。そして議長

のところに持っていった。それもいいですけれども、

しかし、あくまで、だとしたら議運の委員長の、２つ

出たわけだから。議会運営委員会ではこういう結論に

達したよと。私はいずれ動議が成立したままでストッ

プしてる。これまでも例はないの、動議が成立してス

トップするっていうことは。 

 やっぱり粛々と、別に協力したくて粛々とやりたく

ているので、一つひとつ整理整頓しながら早く終わり

ましょうよ。 

○議長（八重櫻友夫君）  大変長時間、皆さん方にご

迷惑かけておりますが、暫時休憩いたしまして会派代

表者協議会を開催したいと思いますので、代表者の方

は大至急集まってください。特別会議室にお願いしま

す。 

    午後５時48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６時48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。 

 それでは、先ほどの動議を議題とすることとし、採

決いたします。 

 お諮りいたします、発議案第37号は一事不再議に該

当するとの動議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）  起立少数であります。よっ

て動議は否決されました。 

 発議案第37号の質疑を続行いたします。16番小野寺

勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  提出者に何点かお尋ねいた

します。まず、発議案として提案をされているわけで

すが、提出する以上、当然成立を期して出していると

思うんですが、後のこともあるので、その点をまずお

聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  成立を期して提案するもので

あります。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  提出する以上、成立を期す

という答弁をいただきました。そこで、成立をさせる

ためには、議員間討議を深めて、合意形成を図って、

多数派形成する努力が当然必要なんですよ。その点で、

あなたは昨年の12月４日に、特別委員会の設置をみず

から提唱して、設置をさせて、特別委員会設置となっ

て、現在に至っている。合意形成にどういう努力をさ

れましたか。お聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  12月４日の本会議において、

私が提案したのは、特別委員会の設置であります。当

時、定数報酬の専門部会で前年度、１年かけて定数の

結論が出されたわけでありますが、４月から９月、10

月、11月になっても前進が一切見られない。そういう

ふうなことで、やはり特別委員会を設置して、お互い

の討論をすることももちろんでありますし、多くの市

民の意見をしんしゃくしながら判断をして、議員だけ

ではなくて、市民の意見を多く取り入れて、やはりこ

の結論を導き出さなければならないと、こういうふう

な考えで取り組んできたところでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  私が聞いてるのは、合意形

成に委員としてどういう努力をされてきたのかという

ことを聞きたかったんです。事実経過を言います。12

月４日に成立をした調査特別委員会、延べ８回、時間

にして10時間10分やってます。ところがあなたが、こ

の10時間10分の中で発言したのはたったの１回。同じ

く提出者の堀崎議員は、１回も発言しない。第８回で、

それぞれの意見開陳のとき、それぞれしゃべったけど

も、実質審議では１回とゼロ回なんですよ。率先して

特別委員会をつくれと、つくらせた。その結果、自分

は１回発言しただけ、大船渡の例がありますと。あと

は１回も発言していない。これで議会の合意形成を図

って何とかこの発議案を成立させるという努力はどこ

にあるんですか。その熱意はどこにあるんですか。た

だ、発議案を提案をする権利はありますよ。しかし実
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質的にそういう努力をやらないで形だけを市民向けに

やったって、これは私はある意味、いかがなものかと

思うんですよ。いかがですか。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  議事録が出されておりますか

らチェックしていただきたいと思います。１回という

のは間違いでございます。その中で私が主張したのは

議員定数が、人口が同じ大船渡と、久慈市より1,000

人程度多いようなところが20人で議員定数やっている

ということで、久慈市が1,000人人口が少ない。私は

もし聞かれた場合に、大船渡で20人の議員定数で議会

を運営しているが、４人少なくて久慈市議会において

議会が機能しないとか、どうしても議会が不都合だと

かいうふうなことについて、なかなか説明がつかない

というふうなことで、間接的に20名、久慈市の議員定

数はというふうな意思表示をしたところであります。 

 それから、もう一回議事録を見ていただければわか

ると思うんですが、20名、18名とかいうふうな数字を

出して、実は発言をさせていただいております。 

○議長（八重櫻友夫君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  私も会議録を、これぐらいの

厚さになりますが、畑中議員の発言の部分を振り返っ

てみました。畑中議員は久慈市の議会で何人あればい

いかという発言はしておりません。その調査特別委員

会のときには減らすべきだという考え方を持っている

という、そのような発言はあります。 

 あと、議員について発言しているのは議員を50人に

して、報酬を45万円にすれば、市民の理解が得られる

だろうかと。こういう発言をしております。このよう

な中で今いろいろ発言した、しないということも出さ

れておりますが、これらについては議員はみんな承知

していることだと思います。 

 あと、特別委員会の中で話といいますか出されたの

なんかは、市の機構改革が行われると。委員会等の所

管も変更になる可能性もあるわけですし、常任委員会

の数がどうあればいいか、あるいは１人の議員で複数

の委員会所属というのも、そういうの等を考えた場合、

今の時点で議員の数を減らしてやっていくことは、な

かなか難しいのではないかと、もっと継続をしてやっ

ていく、やっていこうということで、今回の結論とな

ったというふうに私は理解をしております。 

 20人にする、20人でなければならないといいますか、

提案する根拠についてできるだけ簡単に説明を願いた

いと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  いろいろこの議員定数につい

ては視点なり考え方の基本をどこにおいて定めるかと

いうことについて、いろんな人数なり、そういう見解

がわかれることだろうというふうに思いますが、そう

いう中で、全体の市民からすれば数は少なかったかも

しれませんが、今回、パブリックコメント、それから

意見を聴く会、こういう方々の意見等を集計した結果、

やはり一番、定数を20名にすべきと、15名、18名もあ

りましたけども、そういう意見が多数を占めておりま

した。先ほど私が提案いたしましたとおり、３万の全

国100市の平均的な議員の数、あるいは24人というの

が８割以上癩癩 

○議長（八重櫻友夫君）  簡潔にお願いします。 

○７番（畑中勇吉君）  24人になっていないと。そう

いうふうなこと等が根拠になって、市民からの意見も

出されているのであれば、これは日本全体の議員定数

のあり方等もしっかり踏まえた考え方にもなっている

と。そういうふうなことも含めて、また先ほども言い

ましたように、県内の同一的な人口、そういうふうな

他市のこと等も踏まえて、20ということの提案をさせ

ていただいた次第でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 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。発議案第37号「久慈市議

会議員定数条例の一部を改正する条例」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）  起立少数であります。よっ

て発議案第37号は、否決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第17 議員派遣の件   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第17、議員派遣の件を

議題といたします。 

 お諮りいたします。地方自治法第100条第13項及び

久慈市議会会議規則第128条の規定に基づき、平成27

年４月９日から10日まで、盛岡市で開催の平成27年度

東北市議会議長会第１回定期総会に副議長下舘祥二君
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を派遣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

って、議員派遣の件は可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    閉会   

○議長（八重櫻友夫君）  以上で、本日の議事日程を

全部終了いたしました。 

 これをもって、本日の会議を閉じ、第22回久慈市議

会定例会を閉会いたします。 

    午後７時00分   閉会   
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